
企業・監理団体のみなさまへ  アンケートにご協力ください 

 
 

  

 
 

■企業（経営者）＆（県民である日本・外国人従業員）の皆様へ 

■監理団体（監理者及び事務職員、日本人・外国人生活相談員）の皆様へ 

主催:ＮＰＯ法人岡山県国際団体協議会 
 

「世界から選ばれる都市“岡山”を目指して」、アンケートご協力のお願い! 

―岡山に優秀な外国人材を受け入れるためにー 

―すでに滞在している外国人が、より⾧く滞在できる為に― 

―新たに岡山に住所を構え、⾧期滞在を叶える為に― 

【外国人受入理由】
）

 

① 労働力不足という大きな課題を抱え、外国人材の受入れは必須の状況です。 

② 2019 年４月の入管法の改正に伴い、今後は外国人材の増加が予想されます。 

③ 各国の方々と共生しながら岡山を発展させる必要が有ります。 

アンケートへのお願い:必ず最後までお答えください。 

アンケートＱＲコード（下記） 

企業向け     監理団体向け    県民向け(従業員)    （参考:行政へのアンケート） 

 

               
 
 

①当団体ホームペーhttp:///coinn.org/ja/から各アンケートの具体的内容を見ることができます。 
②アンケート実施期間：2021 年 12 月 20 日～2022 年 1 月 31 日 
③アンケート結果は、当団体ホームページで 2022 年 4 月末ごろ発表します。 

（在住外国人向けのアンケート 11 か国語は裏面にあります） 

 



 日本語  
岡山県在住の外国人の方々へ 

「世界から選ばれる都市“岡山”を目指して」 

アンケートへのご協力をお願い致します！ 

English（英語）  

For foreigners living in Okayama prefecture 
Please answer the questionnaire ‘Aiming for the city  “Okayama” selected from around the world’. 
Please answer the questionnaire. 

中文是（中国語） 
面向居住在冈山县的外国人 

问卷“以城市为目标“冈山”世界精选”合作请求 
请回答问卷 

 
한국어（韓国語） 

오카야마현에 거주하는 외국인을 위한 
앙케이트 「세계에서 뽑힌 도시 “오카야마 ” 를 목표로」 협력 요청! 
설문에 응해 주십시오 
 

  Bahasa Indonesia （インドネシア語） 
Untuk orang asing yang tinggal di prefektur Okayama 

Permintaan kerjasama dalam kuesioner ‘Bertujuan untuk kota “Okayama” dipilih dari seluruh dunia’. 
Tolong jawab kuesioner. 

 

Tagalog （タガログ語） 
Para sa mga dayuhang naninirahan  Sa Okayama  Prefecture                                   
Kahilingan ng kooperasyon  sa pagsagot ng questionnaire para ‘Sa isang proyekto na naglalayong “Okayama” pinili 
mula sa buong mundo’.     
Pakisagot sa questionnaire. 

 

তাগালগ（バングラディシュ語） 

ওকায়ামা ি েফকচাের বসবাসকারী িবেদশীেদর জন  

াবলীেত সহেযািগতার জন  অনুেরাধ ‘শহেরর জন  ল “ওকায়ামা” িব  থেক িনবািচত’ 
অনু হ কের াবলীর উ র িদন 

 
Español （スペイン語）  

Para los extranjeros que viven en la prefectura de Okayama 
Solicitud de cooperación en el cuestionario ‘Con el objetivo de la ciudad “Okayama” seleccionada de todo el 
mundo’. Respondan el cuestionario. 
 

Português （ポルトガル語） 
Para os estrangeiros que vivem na província de Okayama 

Solicitação de cooperação no questionário “Okayama” Visando a cidade a ser selecionado pelo mundo. 
Por favor, responda ao questionário. 

 
नेपाली （ネパール語） 

ओकायामा ा मा ब े िवदेशीह को लािग 
ावलीमा सहयोगको लािग अनुरोध ‘शहरको लािग ल  “ओकायामा” िव भरबाट चयन ग रएको’ 

कृपया ावलीको जवाफ िदनुहोस् 
 

Tiếng Việt （ベトナム語） 
 Đối với người nước ngoài sống ở tỉnh Okayama 

Yêu cầu hợp tác trong bảng câu hỏi ‘Hướng đến thành phố “Okayama” được lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới’. 
Vui lòng trả lời bảng câu hỏi. 

 


