
令和２年度第１回川越市国際化基本計画審議会 次第 
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第五次川越市国際化基本計画 骨子案 

（令和３年２月１０日） 

第１章 川越市国際化基本計画の策定について 

 

１．計画策定の趣旨 

 令和３年度をもって「第四次川越市国際化基本計画」の計画期間が終了す

ることから、引き続き本市の国際化及び多文化共生施策の推進についての方

向性を明らかにし、外国人の受入れに係る国の方針に対応しつつ、長期的視

野に立って総合的かつ計画的に事業を推進するために、市民や有識者の方々

からの意見を聴取しながら、「第五次川越市国際化基本計画」を策定するも

のです。 

 

２．計画の位置付け 

 本計画は、本市の目指すべき都市像を描き、その実現に向けた目標や方策

を定めた「第四次川越市総合計画」を上位計画とし、総合計画の個別計画と

して策定されている関連計画との整合を図りながら、本市の国際化及び多文

化共生施策など必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものです。 

 

３．計画の期間 

 本計画の実施期間は、令和４（２０２２）年度から令和７（２０２５）年

度の４年間とします。 

 

４．計画の名称 

「第五次川越市国際化基本計画」とします。 

 

５．現状と課題 

⑴人口減少と少子高齢化の進行 

我が国の総人口は、平成２０（２００８）年の１億２，８０８万人をピー

クに減少局面に入っています。国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日

本の将来推計人口（平成２９年推計）」によると、令和１１（２０２９）年に

は１億２，０００万人、令和３５（２０５３）年には１億人を下回ると推計

されています。少子高齢化の進展に伴う人口構造の変化により、労働力の減

少が喫緊の課題になっており、今後ますます労働者としての外国人の受け入

れと定住化が進行することが予想されます。 

本市においても、総人口は増加しているものの、その人口増加の内訳をみ

【資料１】 
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ると、増加の約８割は外国籍市民となっているのが現状です。 

市の推計では、今後、生産年齢人口（１５～６４歳）の割合は横ばいで推

移し、令和１０（２０２８）年をピークに本市の総人口は減少局面に入って

いくことが見込まれます。 

身近な地域で日本人市民と外国籍市民が共に生活する機会が増えている

ことから、異文化に対する理解や異文化とのコミュニケーションがますます

必要とされています。 

 

⑵外国籍市民の増加 

法務省の「在留外国人統計」によると、日本に在留する外国人は令和２（２

０２０）年３月１日時点で約２８７万人と過去最多を記録し、日本の総人口

に占める割合も２％を超えています。 

また、本市に在住する外国籍市民は、８，８６８人（令和２年３月末日現

在）で人口の約２．５％を占め、１０年前に比べて約１．９倍に増加してお

り、出身地も８８もの国や地域と広範囲に及んでいます。内訳としては、中

国、ベトナム、フィリピン、ネパール、韓国・朝鮮といった東アジア及び南

アジア諸国出身の外国籍市民が多い点が特徴となっています。 
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⑶国による多文化共生推進の取組 

１９８０年代に自治省（現総務省）が「国際交流」と「国際協力」の２つ

を柱とした地域の国際化推進を複数の指針で示し、平成１８（２００６）年

３月には、総務省が各自治体における多文化共生施策の推進に関する指針・

計画の策定を促すため「地域における多文化共生推進プラン」を策定し、「地

域における多文化共生」が第３の柱として掲げられました。 

このプランでは国籍や民族等の異なる人々が、お互いの文化的差異を認

め合い、対等な関係を築きながら、地域社会の構成員として共に生きていけ

るような、多文化共生の地域づくりを推進する必要性が強調されています。 

また、在留外国人の増加と新たな在留資格である「特定技能」の創設を含

む「出入国管理及び難民認定法」の改正※（平成３０年法律第１０２号）を

踏まえて、関係閣僚会議において、平成３０（２０１８）年１２月に「外国

人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が取りまとめられ、令和元（２

０１９）年６月には、総合的対応策の充実に向けた主な施策が示されるとと

もに、令和２（２０２０）年の７月にはその改訂版も取りまとめられました。 

なお、令和２年（２０２０）年９月には、総務省が１４年ぶりに「地域に

おける多文化共生推進プラン」の改訂を行い、従前の取組に加えて「地域活

性化の推進やグローバル化への対応」が新たに追加され、外国籍市民との連

携・協働などの外国人材の活用が重視されたプランになっています。 

本市としても、このような国の方針に対応し、地域における多文化共生施

策を推進することが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「出入国管理及び難民認定法」の改正の主な内容 

改正の主な目的は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即

戦力となる外国人材を受け入れようとするもの。人材確保が困難な状況にある１４の特定産業

分野において、外国人の雇用が可能となった。 

１．新たな外国人材受入れのための在留資格の創設 

①在留資格「特定技能１号」「特定技能２号」の創設 

②受入れのプロセス等に関する規定の整備 

③外国人に対する支援に関する規定の整備 

④受入れ機関に関する規定の整備 

⑤登録支援機関に関する規定の整備 

⑥届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備 

⑦特定技能２号外国人の配偶者及び子に対し在留資格を付与することを可能とする規定の整備 

２．法務省の任務の改正 

３．出入国在留管理庁の設置 
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⑷持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ※）と「新しい生活様式」への対応 

国連が平成２７（２０１５）年９月に掲げた「持続可能な開発目標（ＳＤ

Ｇｓ）」において「人や国の不平等をなくそう」という目標を掲げ、令和１

２（２０３０）年までに、「年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、経

済的地位、その他の状況に関わりなく、すべての人々の能力を向上させて、

社会的、経済的、政治的に関与できるよう促進する」と定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※SDGｓとは「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の

目標。2015 年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のため

の 2030アジェンダ」の中で掲げられた。2030年を達成年限とし、17 のゴールと 169 の

ターゲットから構成されている。 
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本市における外国籍市民への差別の実態について「市民意識調査」外国籍

市民向け問２０の結果では、外国籍市民の過半数が「日常生活において差別

や偏見を感じたことがある」と回答しています。 

 

問20 あなたは、日常生活で差別や偏見を感じたことはありますか。（１つに○） 

 

《ある》 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、「市民意識調査」日本人市民向け問３の結果によると、日本人市民の

過半数が「ルールやマナーを守らない人が増える」と回答しているなど、外

国籍市民の増加をネガティブに捉える傾向も見られ、両者の間には、未だに

大きな意識の違いがあるといえます。 

 

問３ あなたは、外国籍市民が増えることについて、どのような効果や影響があると思い 

ますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=(366)  

ルールやマナーを守らない人が増える

外国のことに関心を抱くようになる

日本語の通じない場面が多くなる

地域に新たな文化が育まれる

治安が悪くなる

外国籍市民の知人や友人ができる

外国籍市民や外国語に慣れる

外国の食べ物を食べる機会が増える

まちに活気が生まれる

その他

特に変わらない

無回答
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すべての市民が互いの立場を尊重し、安心して快適な市民生活を送ること

ができる多文化共生社会の構築が求められています。 

また、令和元年（２０１９）年に発生した新型コロナウイルス感染症の世

界的な流行は、「新しい生活様式」など、人々の日常生活のありようにまで

変化を与えようとしています。 

本市としても、誰一人として取り残されないことを目指したＳＤＧｓの理

念に添って、外国籍市民を孤立させることなく、地域社会を構成する一員と

して受け入れていくことや、新型コロナウイルス感染症に対応した「新しい

生活様式」を実践していくことが求められています。 

 

   ⑸地球温暖化の影響 

近年、突発的な集中豪雨に伴う水害が頻発するなど、地球温暖化の影響に

より気象災害が激甚化しているとともに、大規模な地震等の自然災害の発生

も今後予測されています。 

避難場所の認知について質問した「市民意識調査」日本人市民向け問９及

び外国籍市民向け問２４の結果によると、日本人市民の２０．５％が「知ら

ない」と答えているのに対し、外国籍市民は、３５．３％が「知らない」と

答えており、災害時における外国籍市民の安全な避難が課題となっています。 

 

 

問 地震や水害にあったときに、避難する場所を知っていますか。（１つに〇） 

 

【日本人市民向け問９】 

《避難場所を知っている》 
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【外国籍市民向け問２４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市においても、増加している外国籍市民に対し、日本における災害の特

性や防災という考え方を周知し、災害時の備えを構築していくことが求めら

れています。 

 

⑹訪日外国人旅行者の増加 

 令和元（２０１９）年、日本を訪れた外国人旅行者の数は、過去最高の約

３，１８８万２千人を記録しましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う

入国制限措置の影響により、令和２（２０２０）年９月末日時点では約３９

７万人にとどまっています。コロナ禍による影響は甚大ですが、令和３（２

０２１）年に延期された東京２０２０オリンピック・パラリンピックが開催

された場合や、コロナ収束に伴い、日本を訪れる外国人旅行者数は今後も増

加基調にあるものと考えられます。 

本市への外国人旅行者数は、令和元（２０１９）年には約３１万３千人と

なっており、５年前の約７万７千人に比べ、約４倍もの増加となっています。

日本全体の訪日外国人旅行者数の増加、観光都市としての知名度の向上など

が増加につながったと見込まれます。本市は首都圏からアクセスしやすい好

立地であることから、今後も引き続き、海外からの旅行者が増加することが

見込まれます。 

外国人旅行者が訪れやすい環境を整備し、海外インバウンド需要を取り込

むためにも、地域の国際化を推進することが求められています。 
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第２章 これまでの取組 

 

    ※第１次から第４次までの計画の概要と成果等について記載する予定です。 

 

 

第３章 計画の基本方針 

１．基本理念 

本市は、「第四次川越市総合計画」の将来都市像として「人がつながり、魅

力があふれ、だれもが住み続けたいまち川越」とし、「教育・文化・スポーツ

分野」における基本目標を「歴史と文化を感じながら学びあい、豊かな心を

育むまち」としています。 

そして、多文化共生と国際交流・協力の分野における方向性として、「国際

化の進展に伴い、多くの市民に国際交流・協力の機会を提供することに努め、

外国籍市民を含めた全ての市民が暮らしやすい多文化共生のまちづくりを進

めます」としています。 

「第五次川越市国際化基本計画」では、前計画で掲げた基本理念を踏襲し

た上で、国の「地域における多文化共生推進プラン」で新たに加えられた取

組「地域活性化の推進やグローバル化への対応」における外国人材の活用と

いう視点も加味し、基本理念を「すべての市民がかがやく多文化共生のまち

づくり」と設定します。 

 

 

基本理念（案） 

 

すべての市民がかがやく多文化共生のまちづくり 

 

 

２．基本目標 

基本目標に関しては、上位計画である第四次川越市総合計画後期基本計画

との整合性を図るため、以下４つの基本目標を柱として設定し、施策を展開

していくこととします。 

 

   ⑴外国籍市民への支援の充実 

 言葉による意思疎通が十分にできないことや、お互いの文化や生活習慣に対

して理解が進まないことから、外国籍市民と日本人市民との間で同じ地域住民

としてのつながりが生まれず、外国籍市民が孤立する要因となっています。 



 

- 9 - 

 

    「市民意識調査」外国籍市民向け問３においても、外国籍市民が普段の生活

で困っていることの筆頭に挙げられるのが「日本語・ことば」の問題です。 

続いて、「老後のこと」、「税金や保険」、「給与や収入」、「病気やけが」、「日

本人の偏見・差別」、「地震など災害時の対応」、「子どもの学校・教育」など、

外国籍市民が生活していく上でさまざまな問題を抱えていることがわかりま

す。 

 

問３ あなたが、普段の生活で困っていることや不安なことはありますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    そのため、外国籍市民に対して言葉の壁を乗り越えるためのコミュニケーシ

ョン支援や日本人市民同様、さまざまな行政サービスや地域コミュニティにア

クセスするための生活支援を行っていくことでつながりを育み、地域社会での

孤立を防ぐことがますます重要になっています。 

 

n=(351)  
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無回答
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⑵多文化共生意識を持った市民の育成 

「市民意識調査」日本人市民向け問７によると、「外国籍市民との交流や付き

合いが無い」と答えた日本人市民の割合が７８．１％に上ったことや、問１３

の「多文化共生という言葉を知らない」と答えた人が３７．４％もいたことか

ら、多文化共生社会における摩擦や問題について、本市ではそれほど身近な問

題として捉えられていない現実があるものと思われます。 

 

 

問７ あなたは地域で外国籍市民との交流や付き合いがありますか。（１つに○） 

 

《ある》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問13 あなたは「多文化共生」という言葉を見たり聞いたりしたことがありますか。 

（１つに〇） 

 

《認知》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 8.5 8.7 78.1

1.1

ｎ

366

(%)

よ
く
あ

る
（

週

に

１
回
以

上
）

と
き
ど

き
あ
る

（

月
に

１
回
～

数
回

程
度
）

あ
ま
り

な
い
（

年
に

１
回
～

数
回
程

度
）

付
き
合

い
や
交

流
は

な
い

無
回
答

26.8 34.4 37.4

1.4

ｎ

366

(%)

意
味
も

言
葉
も

知
っ

て

い
る

言
葉
だ

け
聞
い

た

こ
と
が

あ
る

知
ら
な

い
／
聞

い
た

こ
と
が

な
い

無
回
答
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日本人市民が外国籍市民と共生していくためには、国連が掲げている持続可

能な開発目標（ＳＤＧｓ）の理念に則り、お互いの人権、文化、生活習慣を理

解し、尊重するという多文化共生意識を育んだり、言語や文化等が異なる市民

同士の近所付き合いや地域活動等への参加を促していく必要があります。 

市内大学等と連携を図り、各種講座や研修会などを通じて、多文化共生につ

いて理解を深め、異文化とのコミュニケーションに長けた市民の育成に努めつ

つ、外国籍市民を地域活動の担い手として育てていくことが重要です。 

 

⑶外国籍市民にも暮らしやすいまちづくり 

外国籍市民にも暮らしやすいまちにしていくためには、外国籍市民と日本人

市民が「顔の見える関係」を築いていくことが重要です。外国籍市民が地域活

動の担い手として活躍できる場をつくり、彼らが地域社会に参画するような支

援体制を構築していくことが求められています。 

多文化共生・国際交流の推進拠点である「川越市国際交流センター」などを

活用した交流機会の充実や、外国籍市民の社会参画支援を推進するとともに、

市行政組織における多文化共生施策推進体制の構築や、専門性を備え、きめ細

やかな支援を行う国際交流協会等の外郭団体の設立または業務委託などにつ

いて検討を行います。 

 

⑷姉妹・友好都市交流などの充実 

 本市は海外３都市、国内３都市とそれぞれ姉妹・友好都市として提携し、友

好親善や相互理解などを目的に、文化、産業、スポーツ、教育など幅広い分野

での交流を行ってきました。グローバル化の進展や世界的な経済情勢の変化な

どから国際交流のあり方も多様になってきており、時代のニーズに合った交流

を行っていく必要があります。 

また、東京２０２０オリンピック・パラリンピックにおけるタイ王国空手競

技のホストタウン登録を記念した事業の実施や、観光都市川越の地域資源を活

用した海外観光客誘致、地域産業の国際化を支援していくことについても検討

を行います。 

 

 

第４章 計画の体系 

別紙体系図のとおり、４つの「基本目標」、１２の「施策」、「細施策」について

記載します。 

※細施策・各事業の内容については、今後担当課と調整を予定しています。 
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第５章 施策の内容 

※細施策、各事業の項目の説明については、担当課と調整の上、具体的に計画

素案へ記載していきます。 

 

 

第６章 計画の推進 

 １．計画の推進体制 

   ※計画を推進する各主体のそれぞれの役割について記載する予定です。 

 

 ２．計画の進行管理と評価方法 

   ※ＰＤＣＡサイクルの構築により、計画の進行管理を図ることを記載する予定

です。 

 

 ３．計画の指標 

   ※各基本目標につき２つずつの合計８つの施策に関して、具体的な指標を設定

することを記載する予定です。 

 



【資料２】

基本

理念
施策

（２）外国籍市民の生活支援

◆第五次川越市国際化基本計画　基本目標及び施策（案）

基本目標

す

べ

て

の

市

民

が

か

が

や

く

多

文

化

共

生

の

ま

ち

づ

く

り

１ 外国籍市民への支援の充実

（１）コミュニケーション支援

（３）NPO等との協力・連携

２ 多文化共生意識を持った市民の育成

（１）市民の人材育成

（２）市民の人材活用

（３）外国籍市民の要望や意見の聴取３ 外国籍市民にも暮らしやすいまちづくり

（１）交流機会の充実

（２）偏見の是正と多様性の尊重

（４）市行政組織における推進体制の整備

（５）関係機関等との連携・協働体制の構築

４ 姉妹・友好都市交流などの充実

（１）姉妹・友好都市との交流事業の充実

（２）地域の活性化につながる国際交流の推進



【参考資料１】

基本

理念
施策

事業

№
細施策

基本

理念
施策

事業

№
第四次計画の細施策に相当する細施策

第四次

事業№

1 ①日本語教室の開催 1 ①日本語教室の開催 1

2 ②外国籍市民相談の開催 2 ③外国籍児童への学習支援 4

3 ③通訳・翻訳ボランティア登録制度の活用 3 ④学校における外国籍児童への学習支援 5

4 ④外国籍児童生徒等への学習支援 4 ⑥広報川越、市HP、市SNSの多言語化・やさしい日本語化の推進 6,7

5 ⑤学校での外国籍児童生徒等への支援 5 ⑦通訳・翻訳ボランティア登録制度の活用 3

6 ①広報外国語版の発行 6 ⑧外国籍市民にもわかりやすいサインの表示（多言語化・ピクトグラム化） 9

7 ②ホームページによる情報の提供 7 ⑨公共パンフレットの多言語化・やさしい日本語化 10

8 ③メール配信による情報の提供 8 未定

9 ④公共施設表示の多言語化 9 未定

10 ⑤公共パンフレットの多言語化 10 未定

11 ⑥災害時の支援 11 ①外国籍市民相談の開催 2

12 ①国際交流センター受付業務 12 ⑤学校における外国籍児童への学習支援（再掲） 5

13 ②留学生も含めたインターシップ制度 13 ⑦留学生を始めとする外国籍市民の就業支援 13,14

14 ③留学生の就職支援 14 ⑨外国籍市民向け防災対策の推進 11

15 ①日本語指導員の育成 15 ⑮サービス提供時の多言語・やさしい日本語による支援 7,9,10

16 ②国際理解講座の開催 16 ⑰自治会・町内会等への外国籍市民の加入促進 24

17 ③国際化に対応した職員の育成 17 未定

18 ④多言語による観光ガイドボランティアの育成 18 未定

19 ①日本語ボランティア登録制度の活用 19 未定

20 ②通訳・翻訳ボランティア登録制度の活用（再掲） 20 ①日本語ボランティアの育成 15

21 ③ボランティア活動機会の創出 21 ②国際理解講座、多文化共生理解講座の開催 16

22 ①国際交流に関係する市民団体などへの支援 22 ③国際化や多文化共生に対応した職員の育成 17

23 ②国際交流に関係する市民団体などの登録制度の整備と連携 23 ①日本語ボランティアの活用 19

24 ③地域コミニュティとの連携 24 ②通訳・翻訳ボランティア登録制度の活用（再掲） 3,20

25 ④他機関との連携 25 ③外国籍市民国際人材ネット（K-net）の充実 38

26 ①英語指導助手（AET）配置事業の充実 26 ④通訳・翻訳ボランティア登録制度への外国籍市民の登録促進 39

27 ②小学校・中学校英語教育の充実 27 未定

28 ③国際理解教育の推進 28 ①国際交流・多文化共生に関係する市民団体などへの支援 22

29 ④学校での外国籍児童生徒等への支援（再掲） 29 ②NPO・日本語学校等と連携し、日本人市民と外国籍市民が交流する場づくり 25,36,50

30 ①外国人観光客誘致に向けた情報発信 30 ①国際交流センター等における外国籍市民と日本人市民との交流機会の充実 35,36

31 ②外国人観光客の受入環境の整備 31 ②キーパーソン・ネットワーク・自助組織等の支援及び連携強化 50

32 ③多言語による観光ガイドボランティアの育成（再掲） 32 ①国際理解講座、多文化共生理解講座の開催（再掲） 16

33 ④観光案内所での多言語による案内サービスの充実 33 未定

34 ⑤外国人観光客と市民との交流の場の創出 34 ①外国籍市民会議の開催 41

35 ①交流機会の充実 35 未定

36 ②多文化共生・国際交流に係わるイベント等の支援 （４）市行政組織における推進体制の整備 36 未定

37 ③多言語による情報提供 （５）関係機関等との連携・協働体制の構築 37 ①他機関との連携 25

38 ①外国籍市民国際人材ネット（K-Ｎet）の充実 38 ①川越市姉妹都市交流委員会への支援 44

39 ②通訳・翻訳ボランティア登録制度の活用（再掲） 39 ②中学生交流団などの相互派遣事業の実施 45

40 ③国際文化を紹介する講座等の実施 40 ③姉妹都市の活用（KETの採用） 46

41 ①外国籍市民会議の開催 41 ④ビジネス研修生交換プログラムへの協力 47

42 ②各種審議会等への外国籍市民の積極的登用 42 ①オリンピックホストタウンにちなんだ事業の実施 50

43 ③外国籍市民意識調査の実施 43 未定

44 ①川越市姉妹都市交流委員会への支援

45 ②中学生交流団などの相互派遣事業の実施

46 ③姉妹都市の活用

47 ④ビジネス研修生交換プログラムへの協力

48 ⑤国際交流に関係する市民団体が行う事業に協力

49 ①さまざまな地域の文化等について学ぶ機会の充実

50 ②新たな地域との交流

第四次川越市国際化基本計画　施策の体系 第五次川越市国際化基本計画　基本目標及び施策（案）と既存細施策の整理

基本目標 基本目標

１ 外国籍市民への支援の充実

（１） 外国籍市民への支援

１

（５）外国人観光客誘致による国

際化の推進

（２） 外国籍市民への情報提供の

充実

（３）留学生の支援

２ 国際感覚に優れた市民の育成

（１）市民の人材育成

（２）市民の人材活用

（３）国際交流に関係する市民団

体等との協力と連携

４ 姉妹・友好都市交流の充実

す

べ

て

の

市

民

が

暮

ら

し

や

す

い

多

文

化

共

生

の

ま

ち

づ

く

り

（１）コミュニケーション支援

（２）外国籍市民の生活支援

外国籍市民への支援の充実

多文化共生意識を持った市民の

育成

外国籍市民にも暮らしやすいまち

づくり

（１） 姉妹・友好都市との交流事

業の充実

（２） さまざまな地域との新たな

交流の創出

３
外国籍市民にも暮らしやすいま

ちづくり

（１）国際交流センターの充実

（２）外国籍市民が活躍できる機

会の提供

（３）外国籍市民の要望や意見の

聴取

（４）学校における国際化の推進

２

３

４

す

べ

て

の

市

民

が

か

が

や

く

多

文

化

共

生

の

ま

ち

づ

く

り

網掛けは新規項目を入れる予定

（庁内関係各課と調整中）

姉妹・友好都市交流などの充実

（１）市民の人材育成

（２）市民の人材活用

（３）NPO等との協力・連携

（１）交流機会の充実

（２）偏見の是正と多様性の尊重

（３）外国籍市民の要望や意見の聴取

（１）姉妹・友好都市との交流事業の充実

（２）地域の活性化につながる国際交流の推進



【参考資料２】

◆第五次川越市国際化基本計画　期間変更後の策定スケジュール（案）

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

（2月14日） （2月10日）

　・委嘱式 　・現状と課題 ・計画素案の検討 　・計画原案の検討 　・原案確認 　・答申案確認

　・正副会長選出
　

　・骨子/体系確認
　

・施策/細施策の検討 　・施策/細施策の検討 　・指標の策定

　・諮問

　・計画の概要

　

　 　 　 　

　　　　・現状と課題  ・計画素案の検討 　・計画原案の検討 　　・原案確認 ・答申案確認

　　　　・骨子/体系確認 ・施策/細施策の検討 　・施策/細施策の検討 　　・指標の策定

　 　

　 　 　 　

　 　 　

　 　 　 　

　 　 　

令和４年(2022）

2月 8月 9月 10月 11月 12月 3月 4月 5月 6月 1月 2月 3月項　　目

令和２年(2020) 令和３年(2021)

計画
検討
部会

事務局

審議会

計画
検討

委員会

7月 8月 9月 10月 11月 12月1月 2月

適宜に検討部会を開催

パブリッ
ク・

コメント

第１ 第２ 第３ 第４

第２ 第３ 第４ 第５

計

画

決

定

素案作成 素案検討・原案作成 原案検討・確認 答申案の確認

答
申
書
提
出

計
画
公
表

第６第５

第６

印刷



 

1 

 

 

地域における多文化共生推進プラン（改訂） 

 

１．改訂の背景 

（１）社会経済情勢の変化と多文化共生施策の変遷 

①社会経済情勢の変化 

（外国人住民数等の動向） 

我が国の在留外国人は、人数が増加しているとともに、多国籍化している。

地方においても、全ての都道府県に加え、全ての市区町村の人口規模区分の

外国人人口が増加している。また、市区町村では、人口規模や所在地域にか

かわらず、人口に占める外国人人口の割合が高い団体、外国人人口の増加率

の高い団体がある。 

（入国管理制度等の改正） 

「技能実習制度」は、累次にわたり、技能実習の適正な実施及び技能実習

生の保護を図るための制度改正が行われている。平成 22 年７月には、在留

資格「技能実習」を創設するとともに、雇用契約に基づき行う技能等修得活

動について、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令等が適用されること

とする等の制度改正が施行された1。また、平成 29 年 11 月には、制度の基本

理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、監理団体の許可、実習実

施者の届出及び技能実習計画の認定の制度を設ける等の制度改正が施行さ

れた2。 

平成 31 年４月には、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や

国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な

状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる

外国人を受け入れていく仕組みを構築するため、在留資格「特定技能」が創

設された3。 

平成 24 年７月には、中長期在留者に対して在留カードを交付し、在留情

報の一元的、正確かつ継続的な把握を行う新たな在留管理制度が導入された

こととあわせて、外国人住民を住民基本台帳の適用対象に加え、外国人住民

の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を目的とする制度改正が施行

された4。 

                                                           
1 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関

する特例法の一部を改正する等の法律（平成 21 年法律第 79 号）等。 
2 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28 年法律第 89 号）等。 
3 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 102 号）。 
4 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関

する特例法の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 79 号）、住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成 21

【参考資料３】



 

2 

 

（多様性と包摂性のある社会の実現） 

平成 27 年（2015 年）９月に行われた国連総会において、誰ひとり取り残

さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030 年を年限

とする 17 の国際目標を定めた「持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals）」(ＳＤＧｓ)が全会一致で採択された。 

政府は、「ＳＤＧｓ実施指針」（平成 28 年 12 月 22 日ＳＤＧｓ推進本部

決定、令和元年 12 月 20 日改定）において、あらゆる人々が活躍する社会を

優先課題の分野の１つとしている。また、「誰ひとり取り残さない」とのキ

ーワードで表現される「包摂性」は、ＳＤＧｓの基本的理念であり、政府が

優先課題に取り組む際、主要原則の１つとして、分野を問わず適用すること

としている。 

地方公共団体においても、多様性の推進を政策課題とし、担当部署の設置、

条例制定、計画策定等に取り組む動きがある。 

（デジタル化の進展） 

世界的に急速なデジタル革命（第４次産業革命）が進む中、ＡＩ・ロボッ

トによる自動化、ＩｏＴ技術による遠隔・リアルタイム化等、新たな技術革

新によって、社会課題を解決し、付加価値を生む「Society 5.0」の実現が期

待されている。 

特に、概ね１人が１台保有するスマートフォンを活用した音声翻訳アプリ

をはじめとする新たなサービスの普及が進展しつつある。 

また、多言語翻訳技術については、総務省が、2025 年にＡＩによる「同時

通訳」を実現するための技術の研究開発を行っている。 

（気象災害の激甚化等） 

近年、１時間降水量 50mm 以上の短時間強雨が頻発するなど、気象災害が

激甚化しているとともに、気候変動に伴い、こうした気象災害が今後さらに

増加することが予測されている。 

また、関東から九州の広い範囲で強い揺れと高い津波が発生するおそれの

ある「南海トラフ地震」、首都中枢機能への影響が懸念される「首都直下地

震」が、今後 30 年以内に高い確率で発生することが予想されている。 

こうした中、国は、外国人が必要とする防災・気象情報に容易にアクセス

できるよう、防災・気象情報に関する多言語辞書を作成し、スマートフォン

アプリ「safety tips」へ反映するなど防災・気象情報の多言語化を推進し

ている。 

（新型コロナウイルス感染症の影響） 

                                                           

年法律第 77 号）等。 
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世界規模の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響は広範で長期にわ

たることが見込まれ、国内外の社会経済に波及しつつある。政府は、感染症

が収束したポストコロナ時代を見据えて、多様性を活かすことにより、リス

クに強い強靱性を高めながら、「我が国が持つ独自の強み・特性・ソフトパ

ワー」を活かした「新たな日常」の構築を通じて、誰ひとり取り残されない、

国民の一人一人が「包摂的」で生活の豊かさを実感できる質の高い持続的な

成長の実現を目指す方針を示している5。 

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、我が国においては、在留外国人

に対して、出入国在留管理庁が、帰国困難者の「短期滞在」又は「特定活動」

への在留資格変更を許可する等の在留諸申請に関する措置を講じているほ

か、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難と

なった技能実習生等の雇用を維持するため、関係省庁と連携して雇用維持支

援を行っている。また、国、地方公共団体、地域国際化協会、ＮＨＫ（NHK 

WORLD-JAPAN）、ＮＰＯ等が多言語での情報発信等を行い、対応している。 

 

②多文化共生施策の変遷 

（国における動き） 

政府は、国内で就労・生活する外国人について、社会の一員として受け入

れるとともに、日本人と同様の公共サービスを享受し生活できるような環境

を整備するため「『生活者としての外国人』に関する総合的対応策」（平成

18 年 12 月 25 日外国人労働者問題関係省庁連絡会議決定）、「日系定住外国

人施策に関する基本指針」（平成 22 年８月 31 日日系定住外国人施策推進会

議決定）、「日系定住外国人施策に関する行動計画」（平成 23 年３月 31 日

日系定住外国人施策推進会議決定）等を策定し、各般の施策等を実施するこ

ととした。 

また、政府は、「特定技能」の在留資格創設を踏まえつつ、外国人材の受

入れ・共生のための取組を、より強力に、かつ、包括的に推進していく観点

から、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（平成 30 年 12 月

25 日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）6を策定し、①外

国人との共生社会の実現に向けた意見聴取・啓発活動等、②外国人材の円滑

かつ適正な受入れの促進に向けた取組、③生活者としての外国人に対する支

援及び④新たな在留管理体制の構築等の施策を実施することとしている。 

                                                           
5 「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（令和２年７月 17 日閣議決定）。 
6 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」（令和元年６月 18 日外国人材の受入れ・共

生に関する関係閣僚会議決定）、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（改訂）」（令和元年 12 月 20

日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）及び「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策

（令和２年度改訂）」（令和２年７月 14 日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）により順次拡充。 
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また、総務省は、「地域における多文化共生推進プラン」（平成 18 年３

月）策定後も、累次にわたって多文化共生の推進に関する研究会等を開催し、

優良事例を把握して共有や横展開を図るとともに、東日本大震災や熊本地震

の経験を踏まえた防災対策のあり方の検討等を行ってきた。 

（地方公共団体における動き） 

地方公共団体において、多文化共生の推進に係る指針・計画を策定が進ん

でいる中、地域の実情に応じて、多文化共生の推進に係る指針・計画に独自

の施策を盛り込む動きが出てきている。 

近年、特徴的な事例として、外国人の視点に立ったインバウンド関連事業

をはじめとする地域が持つ新たな魅力の創出や、地域特産品のグローバルな

販路開拓をはじめとする海外との積極的なつながりによる地域の活力の創

出等、地域の活性化やグローバル化への貢献につながる取組が見られる。 

また、外国人支援の視点を超え、外国人住民を地域社会の担い手として社

会参画を促す取組も見られる。 

 

（２）社会経済情勢の変化等を踏まえた地域における課題 

  上記（１）の社会経済情勢の変化等を踏まえて、地域における多文化共生

の推進に当たって、次のような課題がある。 

 

①コミュニケーション支援 

・外国人住民の国籍が多様化する中、地域における外国人住民等の人数や国

籍等の状況に応じて、希少言語ややさしい日本語を含めて多言語対応が必

要である。 

・多言語翻訳技術の高度化と社会実装が進んでいる中、スマートフォンのア

プリをはじめＩＣＴを積極的に活用し、多言語対応を図ることが必要であ

る。 

・増加を続ける外国人住民が日常生活及び社会生活を地域住民と共に円滑に

営むことができる環境の整備を図るため、日本語教育を推進することが必

要である。 

 

②生活支援 

・外国人住民の増加に伴い、日本語指導が必要な児童生徒が増加する中、外

国人の子供の就学促進や教育環境の整備が必要である。 

・激甚化する気象災害をはじめとする災害、新型コロナウイルス感染症等に

備えた外国人対応を進めることが必要である。 

・外国人住民の増加に伴い、医療・保健サービス、子ども・子育て及び福祉
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サービスについて、多言語対応を図ることが必要である。 

・新たな在留資格創設に伴う外国人材の受入れ環境を整備するとともに、大

都市圏その他特定地域への集中防止策を講じることが必要である。 

 

③意識啓発と社会参画支援 

・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関

する法律」（平成 28 年法律第 58 号）の制定も踏まえて、本邦外出身者に

対する不当な差別的言動の解消に向けて、相談体制の整備、教育の充実等

及び啓発活動等に努めることが必要である。 

・ポストコロナ時代の誰ひとり取り残されることない「新たな日常」を見据

えて、多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、地域社会やコミュニテ

ィ等において必要となる人の交流やつながり、助け合いを充実するための

環境を整備することが必要である。 

・身分に基づく在留資格を持つ者や留学生といった中長期的な在留展望を持

つ外国人住民が増えていること、外国人住民の年齢構成が若いこと等を踏

まえ、地域社会において、外国人住民がその担い手となる取組を推進する

ことが必要である。 

 

④地域活性化の推進やグローバル化への対応 

・人口減少・少子高齢化が急速に進展する中、地域の活性化を通じて、持続

可能な地域づくりを推進するため、外国人住民と連携・協働を図ることが

必要である。 

・急速に進展するグローバル化に対応し、その恩恵を地域にもたらすため、

外国人住民の知見やノウハウの活用を図ることが必要である。 

 

２．地域において多文化共生施策を推進する意義 

地域における多文化共生7を推進することは、「外国人住民の受入れ主体と

しての地域」「外国人住民の人権保障」「地域の活性化」「住民の異文化理解

力の向上」等の意義を有しているとともに、特に、次の点から今日的な意義を

有しており、重要性が増している。 

 

（１）多様性と包摂性のある社会の実現による「新たな日常」の構築 

全ての外国人住民を孤立させることなく、地域社会を構成する一員として

受け入れていくという視点に立ち、日本人と同様に行政サービスを享受し安

                                                           
7 「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会

の構成員として共に生きていくこと」（「多文化共生の推進に関する研究会報告書」（平成 18 年３月））。 
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心して生活することができる環境を整備していくことが必要である。 

外国人住民も含めて、地域社会やコミュニティ等において必要となる人の

交流やつながり、助け合いを促す環境を整備し、多様性と包摂性のある社会

を実現することで、ポストコロナ時代の誰ひとり取り残されることない「新

たな日常」の構築につながることも期待される。 

また、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のための国際目標を定

めた「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ）においても、包摂性を示す「誰ひ

とり取り残さない」とのキーワードは、分野を問わず求められる基本的理念

とされている。 

 

（２）外国人住民による地域の活性化やグローバル化への貢献 

外国人住民が、主体的に、自らの強みや外国人独自の視点を活かして、地

域の魅力に係る情報発信、地域産品を活用した起業、地域の観光資源を活用

したインバウンド観光の受入れ等の担い手となる事例や人材が現れつつあ

り、こうした外国人住民との連携・協働を図ることで、地域の活性化やグロ

ーバル化に貢献することが期待される。 

 

（３）地域社会への外国人住民の積極的な参画と多様な担い手の確保 

在留期間が無期限の「永住者」の人数が年々増加し、在留外国人全体の約

３割を占めるなど、緩やかな定住化の傾向が見られること、外国人住民の年

齢構成が若いこと等を背景に、外国人住民が、外国人コミュニティや人口減

少・少子高齢化が進む地域を支えている事例が現れつつあり、今後の地域社

会を支える担い手となることが期待される。 

また、外国人住民が多文化共生施策の推進に関与することにより、外国人

住民のニーズを的確に捉えて、多文化共生施策の質の向上を図ることも期待

される。 

 

（４）受入れ環境の整備による都市部に集中しないかたちでの外国人材受入れ

の実現 

外国人労働者が増加するとともに、今後、特定技能外国人の円滑かつ適正

な受入れも進む見通しである。こうした中、外国人住民が地域においても十

分な行政サービスを受けられる体制を整備するとともに、国や企業をはじめ

とする関係機関と連携して就業支援や就業環境そして生活環境の整備を行

うなど、地域における多文化共生施策を推進することにより、都市部に集中

しないかたちでの外国人材の受入れ環境を整備することが必要である。 
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３．地域における多文化共生を推進するための具体的な施策 

（１）コミュニケーション支援 

①行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備 

ア．多言語・やさしい日本語、多様なメディアによる行政・生活情報の提供 

住民に提供される行政サービスや履行しなければならない義務の内容、

地域社会で生活する上で必要となるルールや慣習、地域が主催するイベン

ト等について、多言語（やさしい日本語を含む。以下同じ。）での情報提

供を行う。その際、地域の実情に応じて、対応する言語を検討する。 

通訳の配置のほか、ＩＣＴを活用した電話・映像通訳、多言語翻訳アプ

リ等の活用を検討し、必要な多言語対応の体制を整備する。なお、ＩＣＴ

を活用する際も、情報の受け手である外国人住民の理解を得て、円滑に意

思疎通できるよう、十分配意する。 

多言語による情報の提供に関しては、行政の窓口に加えて、コミュニテ

ィ施設や日本語教室等、効果的な情報伝達ルートを確保することとし、Ｓ

ＮＳも積極的に活用する。 

イ．外国人住民の生活相談のための窓口の設置 

外国人住民が行政・生活情報を入手し、地域生活で生じる様々な問題に

ついて相談できるよう、「外国人受入環境整備交付金」（出入国在留管理

庁）を活用した一元的相談窓口等、外国人住民の生活相談のための窓口や

情報センターを設置する。 

ウ．ＮＰＯ等との連携による多言語情報の提供 

通訳を育成するとともに、外国人住民への支援に取り組むＮＰＯ等や外

国人の自助組織等と連携の上、多言語による情報提供を推進する。 

エ．地域の外国人住民を相談員等とする取組 

外国人住民が地域生活で抱えている問題は、同様の文化的・社会的背景

を有する外国人住民が一番理解できる立場にあることを踏まえて、地域の

外国人住民を相談員等とする取組を推進する。 

 

②日本語教育の推進 

ア．日本語教育の推進 

日本語教育の推進に関する法律（令和元年法律第 48 号）に規定された基

本理念にのっとり、日本語教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏

まえて、地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する。また、国の施

策を勘案し、地域の状況に応じた日本語教育の推進のために必要な施策を

実施するよう努める。 

地域の実情に応じた日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果
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的に推進するための基本的な方針を定めるよう努める。 

必要に応じて、基本的な方針その他の日本語教育の推進に関する重要事

項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合

議制の機関を置く。 

イ.日本語教育の推進に係る体制の整備 

地域における日本語教育が適切に行われるよう、関係する行政機関、日

本語教育を行う機関、外国人等を雇用する事業主、外国人等の生活支援を

行う団体等の関係者相互間の連携の強化その他必要な体制の整備に努め

る。その際、「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」（文化庁）

の活用も検討する。 

 

③生活オリエンテーションの実施 

ア．生活オリエンテーションの実施 

外国人が地域住民としての生活を開始してからできるだけ早い時期に

オリエンテーションを実施し、行政情報や日本社会の習慣等について学習

する機会を提供する。その際、地域の自治会やＮＰＯ等との連携を図るこ

とにも留意する。 

イ．日本社会に関する情報の提供 

生活オリエンテーションの実施後も、継続的に、外国人住民に日本社会

に関する情報を提供する。 

 

（２）生活支援 

①教育機会の確保 

ア．就学状況の把握 

学齢簿の編製に当たり全ての外国人の子供についても一体的に就学状

況を管理・把握する。また、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条

に定める学校のみならず、外国人学校等も含めた就学状況を把握する。 

イ．就学に関する多言語による情報提供・就学案内 

外国人の子供が就学の機会を逸することのないよう、小中学校の入学や

学校生活及び就学援助制度、その他学校制度全般について、多言語での周

知やわかりやすい説明を行い、公立の義務教育諸学校への入学も可能であ

ることを案内する。 

外国人の保護者に対し、住民基本台帳等の情報に基づき就学案内を送付

する。就学案内に対して回答が得られない場合は、個別に保護者に連絡を

取って就学を勧めることも検討する。 

ウ．就学校・受入れ学年等の決定 
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外国人の居住地等の通学区域内における義務教育諸学校で十分な受入

れ体制が整備されておらず、他に受入れ体制が整備されている義務教育諸

学校がある場合には、就学校の変更に関する制度と必要な手続について説

明し、保護者の申立てがあれば、地域の実情に応じて就学校の変更を認め

るなど、柔軟な対応を行う。 

外国人の子供の受入れに際し、特に日本語でのコミュニケーション能力

の不足等により、ただちに年齢相当学年の教育を受けることが適切でない

と認められる場合には、一時的又は正式に日本語能力・学習状況等に応じ

た下学年への編入学を認めること等も検討する。 

エ．日本語の学習支援 

「外国人児童生徒受入れの手引き改訂版」（平成 31 年３月文部科学省）

等を参考に、外国人の子供の日本語能力に応じた指導を進めるとともに、

学校管理職や日本語指導担当教員等に対して外国人児童生徒教育の研修

を実施する。 

日本語による学習の効果を高めるために、学校における「特別の教育課

程」による日本語指導や在籍学級における支援、加配教員の配置、日本語

指導補助者・母語支援員の派遣等の指導体制の充実に加えて、ボランティ

ア団体等と連携した学習支援や母語による学習サポート等、放課後等や地

域での補習を実施する。 

オ．地域ぐるみの取組の促進 

親子間のコミュニケーションギャップ、保護者と学校とのコミュニケー

ションギャップ等の課題への対応については、学校のみに対応を委ねるの

ではなくＮＰＯ等、国際交流協会、自治会、企業等も含めた地域ぐるみの

取組を促進する。 

カ．不就学の子供への対応 

学校に通っていない又は中途退学した不就学の外国人の子供の実態を

把握した上で、外国人の子供が未来への希望を持ち、その能力を地域社会

においても最大限発揮できるよう、教育環境の整備を行い、不就学の子供

に対する支援等の取組を講じる。その際、地域のＮＰＯ等との連携を図る

ことにも留意する。 

学習の機会を逸した外国人の子供については、本人や保護者が希望すれ

ば、公立の義務教育諸学校への円滑な編入が行われるよう措置する。この

際、学校生活を送るために必要な日本語能力が不十分である場合は、本人

や保護者の希望に応じ、日本語学校・日本語教室等において受け入れるな

どし、学校生活への円滑な適応につなげるための教育・支援等を実施する

よう努める。 
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キ．進路指導・キャリア教育 

外国人生徒の高等学校・大学等進学や就職に向けた進路指導・キャリア

教育を実施する。 

特に、外国人の子供が社会で自立していくためには、高等学校等におい

て適切な教育を受けることが重要であり、高等学校等への進学を促進する

観点から、中学校等において外国人の子供やその保護者に対して早い時期

からの進路ガイダンス・進路相談等の実施、公立高等学校入学者選抜にお

いて外国人生徒を対象とした特別定員枠の設定や受検に際しての配慮等

の取組を推進する。 

ク．全ての児童生徒を対象とした多文化共生の考え方に基づく教育の推進 

国籍等の違いにかかわらず、誰もが社会の構成員であることを学ぶこと

が重要である。外国人の児童生徒を受け入れていない学校も含めて、全て

の児童生徒を対象として、多文化共生や異文化理解の考え方に基づく教育

を推進する。その際、外国人の人権尊重の視点に配慮する。 

ケ．外国人学校を各種学校等として設置認可する際の要件審査の弾力的取扱

い 

外国人学校を各種学校又は準学校法人として設置認可の際の校地及び

校舎等の自己所有要件等の審査を行うに当たって、地域の実情に応じて、

より弾力的な取扱いについて配慮する。 

コ．幼児教育制度の周知・多文化対応 

保育所等とも連携しながら、情報提供に努めるとともに、言語、習慣面

での配慮を行い、外国人の子供の幼児教育に取り組む。 

サ．学齢を経過した外国人への配慮 

外国又は我が国において様々な事情から義務教育を修了しないまま学

齢を経過した者については、学校の収容能力や他の学齢生徒との関係等必

要な配慮をした上で、公立の中学校での受入れを検討する。 

また、地域の実情に応じて、夜間中学の設置を検討する。夜間中学を設

置している地方公共団体においては、夜間中学への入学が可能であること

を案内する。 

 

②適正な労働環境の確保 

ア．就業支援 

外国人の就業機会を確保するため、地域のハローワーク等の関係機関と

連携して就業支援を行う。 

また、特定技能外国人をはじめとする外国人材の円滑かつ適正な受入れ

を促進するため、関係機関と連携して、地域の実情に応じて、地域の企業
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に対する制度の周知、地域の企業とのマッチング支援、地域における受入

れ環境の整備、地域に就労することのメリットの周知等を実施する。 

イ．就業環境の整備促進 

商工会議所をはじめとする関係機関と連携し、地域の企業と協議の場を

持つこと等を通じて、社会保険への加入等の外国人労働者の就業環境の整

備を促すとともに、地域社会の構成員としての社会的責任について啓発す

る。 

ウ．起業支援 

起業意欲のある外国人住民が、地域経済の特徴や外国人の発想を活かし

た企業家として地域で活躍できるように、情報提供等を行い、外国人住民

の起業を支援する。 

 

③災害時の支援体制の整備 

ア．外国人に関する防災対策の推進 

訪日外国人及び外国人住民の増加に伴い、災害発生時に被災する外国人

の数も増加しており、外国人に対する平常時からの防災情報の周知及び災

害発生時における災害そのものや被災者の生活支援、気象に関する情報提

供等の重要性が増していることから、外国人に関する防災対策について、

防災基本計画及び防災業務計画等を踏まえて各地方公共団体の地域防災

計画への位置付けを含めて推進する。 

イ．多言語支援のための応援体制の整備 

災害発生時に外国人被災者に対する多言語での支援を迅速に実施する

ために必要な体制の確保のため、地域国際化協会と地方公共団体との連携

体制を整備するとともに、外国人住民の増加や国籍等の多様化、自然災害

の多発・激甚化を踏まえて連携内容の再確認を行う。また、地方公共団体

間で締結している相互支援協定に、多言語での支援体制の整備のために必

要な人材の派遣を位置付けるよう検討する。 

また、ＮＰＯ等やその他の民間団体も含め、地方公共団体の枠を超えた

広域の応援協定の策定を検討する。 

なお、感染症の拡大防止の観点から、支援協定に基づく受援業務の選定

に当たっては、遠隔地での業務対応の可能性を検討するなど、遠隔地間で

の感染拡大の抑止に留意する必要がある。 

ウ．外国人住民の所在把握 

要支援者の所在情報の把握は、防災対策を行う上で不可欠であるため、

外国人住民の所在情報について平常時から的確に把握しておく。 

エ．自主防災組織等への外国人住民の参画促進 
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高齢化率が増加を続ける中で、外国人住民を災害時の支援の対象として

だけではなく、災害時の支援の担い手として位置付けることが一層重要と

なっている。こうした状況を踏まえ、外国人住民が参加しやすい防災訓練

となるよう訓練内容の工夫や、行政と連携して外国人住民の自助・共助の

担い手となる外国人防災リーダーの育成等により、外国人住民の防災訓練

への参加及び自主防災組織等への参画を促進する。 

オ．外国人被災者への多様な情報伝達手段の活用 

外国人被災者に対し円滑に情報提供が行えるよう、平常時より多言語化

した防災マップ等により防災情報の周知を図るとともに、災害時には（一

財）自治体国際化協会が提供している災害時多言語表示シートや災害時用

ピクトグラム等の活用のほか、ホームページやＳＮＳ等により多言語での

情報発信を実施する。 

また、通訳ボランティアの育成・支援、連携・協働について、地方公共

団体における防災部門と多文化共生施策担当部門の連携をはじめとして、

ＮＰＯ等や地域の自主防災組織等、多様な民間主体との連携・協働を図る。 

カ．外国人被災者への効果的な情報伝達体制の整備 

大規模災害発生時には、災害時外国人支援情報コーディネーターの活用

等により、外国人被災者に多言語での支援を行う活動拠点である「災害多

言語支援センター」を設置する等､外国人に対し効果的に情報伝達を行う

ことができる体制を整備する。 

キ．避難所における外国人被災者の感染症対策 

新型コロナウイルス感染拡大を受けて、災害が発生し避難所を開設する

場合には感染症対策に万全を期すことが重要になっていることから、令和

２年４月に内閣府・消防庁・厚生労働省より地方公共団体に対して発出さ

れた、避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に係る通知8等を

踏まえ、災害時に外国人被災者が避難する場合に備え、これまで防災情報

として外国人住民に対して周知してきた内容からの変更（密集等を避けた

避難方法や避難場所の分散等）については、多言語化した防災マップへの

記載等により速やかに広報を行う。 

また、多言語対応ができる感染症患者受入可能病院等の把握や遠隔医療

通訳等の体制の確保等、避難所で外国人被災者が感染症に罹患した場合に

備えた取組を推進する。 

                                                           
8 「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について」（令和２年４月１日付け内閣府政策統括官（防災

担当）付参事官（避難生活担当）・消防庁防災課長・厚生労働省結核感染症課長通知）及び「避難所における新型

コロナウイルス感染症への更なる対応について」（令和２年４月７日付け内閣府政策統括官（防災担当）付参事官

（避難生活担当）・消防庁防災課長・厚生労働省結核感染症課長事務連絡）。 
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④医療・保健サービスの提供 

ア．医療機関における多言語対応 

対面通訳、電話・映像通訳、機械翻訳（ＡＩ通訳アプリ）等を組み合わ

せて、地域の実情に応じて、医療機関で必要な医療通訳の体制を確保する。 

また、広域的な医療通訳派遣システム（電話・映像通訳を含む。）を構

築し、外国人住民に係る医療通訳のニーズと、広域に存在する医療通訳に

係る人的資源の効果的なマッチングを図る。国際交流協会、ＮＰＯ等によ

る医療通訳派遣が行われている場合は、こうした団体との連携・協働も検

討する。 

イ．医療機関における文書等の多言語化 

医療機関において、問診票をはじめとする文書等を多言語化し、外国人

住民が安心して受診できるようにする。 

ウ．外国語対応可能な病院・薬局に関する情報提供 

地域の多言語対応が可能な病院や薬局については、ホームページ等によ

り、外国人住民へ積極的に情報提供を行う。 

エ．健康診断や健康相談における対応 

外国人が多数居住する地域の健康診断や健康相談の実施に際して、多言

語対応を行う。 

 

⑤子ども・子育て及び福祉サービスの提供 

ア．サービスの利用促進 

外国人住民が、必要とする子ども・子育てや福祉のサービスを適切に利

用できるよう、サービスの内容や利用の際の手続について、多言語による

情報提供を行う。 

また、住民基本台帳を活用するなどして、子ども・子育てや福祉サービ

スを必要とする外国人住民やその世帯（複数国籍世帯9を含む。）の把握に

努める。 

イ．サービス提供時の多言語による支援 

母子健康手帳等を多言語化して外国人住民に交付や配布を行うととも

に、地方公共団体の窓口やサービスを提供する現場において、多言語対応

を行う。また、保育における多文化対応にも留意する。 

多言語対応については、ＩＣＴを活用した電話・映像通訳、多言語翻訳

アプリ等の活用も検討する。 

                                                           
9 「複数国籍世帯」：外国人と日本人で構成する一の世帯。 
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⑥住宅確保のための支援 

ア．外国人住民に対する公営住宅の供給 

外国人住民について、地域の実情に応じて、可能な限り地域住民と同様

の公営住宅の入居申込資格を認める。また、多言語による公営住宅の入居

者募集案内等の広報の充実に努める。 

イ．外国人住民に対する居住支援の推進 

賃貸住宅の仲介を行う不動産業者に関する情報や、住宅に関する慣習や

システム等に関する情報を、外国人住民へ多言語で提供する。 

また、外国人が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律（平成 19 年法律第 112 号）により「住宅確保要配慮者」とされて

いることを踏まえて、地域の実情に応じて、居住支援協議会の設立、外国

人への居住支援を行っている団体との連携や居住支援法人としての指定

等を含めて必要な施策を検討し、外国人住民に対する居住支援を推進する。 

加えて、居住支援協議会、居住支援法人、受入れ機関、登録支援機関及

び不動産関係団体等と連携を図る。 

ウ．住宅入居後のオリエンテーションの実施  

家庭ゴミ等の一般廃棄物の取扱い等、地域における生活ルールを巡って、

外国人住民と日本人住民との間に起こるトラブルは、生活習慣の差異に起

因する場合が多いことから、地域のルール等を外国人住民に周知するオリ

エンテーションの仕組みを、自治会、ＮＰＯ等と連携して構築する。 

エ．自治会・町内会等を中心とする取組の推進 

平常時・緊急時を問わず、自治会等が中心となって、ＮＰＯ等、その他

の民間団体との連携を図りつつ、地域ぐるみで外国人住民を受け入れてい

くことが重要であるため、自治会等への外国人住民の加入を促すとともに、

外国人住民と自治会等が連絡を取ることができる仕組みづくりを推進す

る。 

オ．外国人住民が集住する団地等における相談窓口の設置 

外国人住民への入居時の生活情報の提供や、生活相談に対応できる相談

窓口を集住団地内に設置する。 

 

⑦感染症流行時における対応 

ア．感染症に関する多言語による情報提供及び相談対応 

新型コロナウイルス感染症等、感染症の感染拡大に備えるため、国内に

在留する外国人に対して、感染症に関する多言語による情報提供や相談対

応を行う体制を整備する。 
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情報発信については、背景となる制度の概要等、外国人が内容を理解す

るために必要な情報を的確に伝達するよう留意する。また、できる限り、

多言語での情報発信についても、遅滞なく適時適切に行うよう留意する。 

イ．感染症対策における外国人の人権への配慮 

感染症流行時における取組の実施に当たっては、患者・感染者や対策に

携わった者等、外国人の人権に配慮することの重要性に留意する。 

 

（３）意識啓発と社会参画支援 

①多文化共生の意識啓発・醸成 

ア．地域住民等に対する多文化共生の意識啓発 

地域住民が外国人住民と共生していくために、住民や企業、ＮＰＯ等を

対象に、多文化共生の地域づくりについて啓発を行う。 

イ．不当な差別的言動の解消 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に

関する法律の制定を踏まえ、地域の実情に応じて、相談体制の整備、教育

の充実等及び啓発活動等に取り組むよう努める。 

ウ．多文化共生の場づくり 

地域において、学校、図書館、公民館等の施設も活用し、ＮＰＯ等と連

携しながら、外国人の人権尊重の啓発や地域に多く居住する外国人住民の

言語を学ぶ機会を提供する等、地域住民と外国人住民が相互に交流し、多

文化共生に関する理解を深める場づくりを推進する。 

エ．多文化共生をテーマにした交流イベントの開催 

外国人住民の母国の文化や日本文化等を紹介する交流イベントを開催

し、地域住民が交流する機会を設ける。 

 

②外国人住民の社会参画支援 

ア．キーパーソン・ネットワーク・自助組織等の支援 

外国人住民が、地域住民として主体的に地域で活動できるよう、地域の

外国人コミュニティのキーパーソンとなるような人物や外国人住民のネ

ットワーク、そして外国人住民の自助組織を支援する。 

災害時の支援等、外国人住民が支援者となることにより、支援を受ける

外国人住民に対して、よりきめ細かなサービスの提供が可能となることを

踏まえて、担い手となる外国人住民の育成を図り、その協力を得る。 

イ．外国人住民の意見を地域の施策に反映させる仕組みの導入 

審議会や委員会等の会議への外国人住民の参加を促進し、地方公共団体

の施策に外国人住民の意見を広く反映させる仕組みを構築する。 
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ウ．外国人住民の地域社会への参画促進 

地域の実情に応じて適切な自立支援体制を整備するとともに、外国人住

民の地域社会（自治会、商店街、ＰＴＡ等）への参画を促進する。その際、

特に外国人である配偶者や子育て世帯等の地域社会とのつながりの形成

に配慮する。 

エ．地域社会に貢献する外国人住民の表彰 

外国人住民の中には、様々な形で地域社会の構成員として活躍し、地元

社会に貢献している人々もいる。そのような活動を評価し、周知すること

により、地域社会の理解や外国人住民の活躍を促進するため、表彰を実施

する。 

 

（４）地域活性化の推進やグローバル化への対応 

①外国人住民との連携・協働による地域活性化の推進・グローバル化への対応 

ア．優れた取組を行う事例や外国人住民の人材の発掘・情報収集 

外国人住民が、自らの強みや外国人独自の視点を活かして、地域の魅力

に係る情報発信、地域産品を活用した起業、地域の観光資源を活用したイ

ンバウンド観光の受入れ等の担い手となる事例やスキルやノウハウを有

する外国人住民の人材について、発掘や情報収集に努める。 

イ．地域活性化の推進 

人口減少・少子高齢化が急速に進展する中、地域の維持・活性化に向け

て、外国人住民との連携・協働を推進する。 

ウ．グローバル化への対応 

急速に進展するグローバル化に対応し、その恩恵を地域にもたらすため、

外国人住民の知見やノウハウの活用を図る。 

 

②留学生の地域における就職促進 

ア．留学生の地域における就職促進 

増加を続ける留学生においては、卒業後に国内での就職や起業を希望す

る者も多い。留学生について、高度な専門性や日本語能力を身につけ、日

本社会を深く理解する貴重な人材であることを踏まえて、教育機関、企業

等と連携し、就職フェアの開催など地域における就職を促進する。 

イ．留学生に対する生活支援等 

留学生は、地域のまちづくりに参画する者も増えており、多文化共生の

地域づくりのキーパーソンとなる可能性を秘めているので、このような観

点も踏まえて、地域の実情に応じて、留学生に対する生活支援や地域住民

との交流の場の提供を行う。 
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４．多文化共生施策の推進体制の整備 

（１）地方公共団体内部での推進体制の整備 

多文化共生の推進に係る指針・計画を策定し、多文化共生施策を計画的か

つ総合的に推進するため、地域の実情に応じて、多文化共生施策の推進を所

管する担当部署等を庁内に設置するとともに、労政担当部局、各産業分野の

人材担当部局、教育担当部局、人権担当部局等の関係部局と横断的に連絡調

整を行い、連携を図る。 

既に担当部署又は担当者を設置している地方公共団体においては、関係す

る部署及び機関との間で適切に役割分担がなされるよう留意する。 

多文化共生施策の推進を所管する担当部署又は担当者を設置していない

地方公共団体においては、地域の実情に応じて、担当部署等を設置し、庁内

外で連携がしやすい環境の整備を図ることを検討する。 

担当部署等の設置が難しい場合であっても、プロジェクトチーム等により、

部局横断的に多文化共生施策の推進体制を整備する。 

 

（２）地域において多文化共生の推進に寄与する組織等との連携・協働 

①市区町村 

ア．市区町村の役割 

市区町村は、地域の実情に応じて、多文化共生の推進に関する指針・計

画を策定した上で、外国人住民の最も身近な行政機関として、必要な施策

を着実に推進する。その際、積極的に、他の地方公共団体における多文化

共生の取組に関する先進的な知見やノウハウの活用を図る。 

多文化共生の推進に必要な施策の実施に当たり、他の地方公共団体にお

ける多文化共生の取組に関する先進的な知見やノウハウを活かすため、多

文化共生アドバイザー、多文化共生マネージャー及び地域国際化推進アド

バイザー等の活用を検討する。 

イ．各主体の連携・協働 

市区町村の多文化共生推進担当部局は、（国際交流協会又は地域国際化

協会がある場合はその協力を得て、）ＮＰＯ等をはじめ、地域の外国人住

民に関わる組織等の把握に努めるとともに、協議の場を設置するなど、多

文化共生施策を推進するため幅広く外国人住民に関わる組織等との連携・

協働を図る。 

特に、「技能実習」「特定技能」の在留資格の外国人の受入れ機関等、

近年新たに外国人住民に関わるようになった組織等も含めて、幅広く地域

における多文化共生施策の推進に必要な連携・協働体制を構築する必要が
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あることに留意する。 

 

②都道府県 

ア．都道府県の役割 

都道府県は、地域の実情に応じて、多文化共生の推進に関する指針・計

画を策定した上で、必要な施策を着実に推進する。その際、積極的に、他

の地方公共団体における多文化共生の取組に関する先進的な知見やノウ

ハウの活用を図る。 

特に、広域の地方公共団体として、市区町村に対して、情報提供をはじ

め必要な支援を行い、その取組を促進する。 

多文化共生の推進に必要な施策の実施に当たり、他の地方公共団体にお

ける多文化共生の取組に関する先進的な知見やノウハウを活かすため、多

文化共生アドバイザー、多文化共生マネージャー及び地域国際化推進アド

バイザー等の活用を検討する。 

ＩＣＴの活用を図る場合は、都道府県内の市区町村との間で共同して導

入を図ることも検討する。 

イ．各主体の連携・協働 

都道府県の多文化共生推進担当部局は、地域国際化協会の協力を得て、

ＮＰＯ等をはじめ、地域の外国人住民に関わる組織等の把握に努めるとと

もに、協議の場を設置するなど、多文化共生施策を推進するため幅広く外

国人住民に関わる組織等との連携・協働を図る。 

特に、「技能実習」「特定技能」の在留資格の外国人の受入れ機関等、

近年新たに外国人住民に関わるようになった組織等も含めて、幅広く地域

における多文化共生施策の推進に必要な連携・協働体制を構築する必要が

あることに留意する。 

 

５．多文化共生の推進に係る指針・計画の策定 

今後、全国各地において外国人住民の更なる増加も見込まれる中、地方公共

団体においては、地域の実情に応じて、多文化共生の推進に係る指針・計画を

策定し、多文化共生施策を計画的かつ総合的に推進に取り組むことが必要であ

る。 

その際、ノウハウが不足している地方公共団体においては、先進的事例等を

共有する「多文化共生地域会議」への参加、先進的な団体の助言やノウハウを

提供する「多文化共生アドバイザー制度」の活用が有効である。また、「多文

化共生マネージャー」や「地域国際化推進アドバイザー」を活用する方法もあ

る。 
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既に多文化共生の推進に係る指針・計画を策定している地方公共団体におい

ては、社会経済情勢の変化に対応するための施策を盛り込むなど必要な見直し

や改訂を行うとともに、指針等に基づく施策を着実に推進するよう適切に進捗

管理を行うことが必要である。 
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（参考）多文化共生の推進に係る指針・計画策定の手引き 

 

 多文化共生の推進に係る指針・計画策定の手引きとして、以下のとおり、記載

イメージ及びポイントを示す。必要に応じて、「多文化共生の推進に関する研究

会報告書」（令和２年８月）、「多文化共生事例集」（平成 29 年３月）等もあ

わせて参照されたい。 

 

［記載イメージ］ 

１．現状と課題 

本市において、外国人住民数は、直近５年間で○人（○％）増加している。 

また、在留外国人の動向を見ると、直近５年間で、国籍では、Ａ国、Ｂ国及

びＣ国からの外国人が増加するとともに、在留資格では、「技能実習」及び「留

学生」の外国人が増加している。 

また、現在、学齢期の外国人住民は○人に上り、市内の小・中学校○校にお

いて、外国人の児童・生徒を受け入れている。 

 こうした中、外国人住民の支援を行う国際交流協会、ＮＰＯ等及び外国人住

民を雇用する企業からは、「○○」、「○○」、「○○」といった課題が指摘

されている。また、外国人住民を対象に実施したアンケート調査によると、「○

○」や「○○」を求める声が多い。 

［ポイント］ 

○ 地域の実情に応じた多文化共生施策の立案・推進の前提として、統計等の

既存データを活用して外国人住民数の推移、国籍、在留資格等を把握し、外

国人住民の現状と課題を明らかにする。 

○ そのほか、必要に応じて、国際交流協会又は地域国際化協会、ＮＰＯ等を

はじめ、地域の外国人住民に関わる組織等と連携して、外国人住民の現状と

課題を把握するよう努める。 

 

［記載イメージ］ 

２．計画の目的 

 本計画は、本市において、多文化共生施策を推進し、次の（１）～（７）を

図ることを目的とする。 

（１）外国人住民の受入れ主体としての地域環境の整備 

（２）外国人住民の人権保障 

（３）住民の異文化理解力の向上 

（４）多様性と包摂性のある社会の実現による「新たな日常」の構築 

（５）外国人住民による地域の活性化やグローバル化への貢献 
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（６）地域社会への外国人住民の積極的な参画と多様な担い手の確保 

（７）受入れ環境の整備による外国人材受入れの実現 

［ポイント］ 

○ 「地域における多文化共生推進プラン」の「２．地域において多文化共生

施策を推進する意義」を参照し、地域の実情に応じて、計画を策定し、多文

化共生施策を推進する目的を明らかにする。 

 

［記載イメージ］ 

３．基本方針 

（１）コミュニケーション支援 

外国人住民等の人数や国籍等の状況に応じて、希少言語ややさしい日本語

を含めて多言語対応を推進する。その際、スマートフォンのアプリをはじめ

ＩＣＴを積極的に活用する。 

外国人住民が日常生活及び社会生活を地域住民と共に円滑に営むことが

できる環境の整備を図るため、外国人住民を雇用する企業や外国人住民の支

援を行っているＮＰＯ等と連携し、日本語教育を推進する。 

（２）生活支援 （略） 

（３）意識啓発と社会参画支援 （略） 

（４）地域活性化の推進やグローバル化への対応 （略） 

［ポイント］ 

○ 「１．現状と課題」及び「２．計画の目的」を踏まえて、分野（コミュニ

ケーション支援、生活支援等）ごとに、多文化共生施策の推進に係る基本方

針を明らかにする。 

 

［記載イメージ］ 

４．具体的な施策 

（１）コミュニケーション支援 

①行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備 

ア．多言語・やさしい日本語、多様なメディアによる行政・生活情報の提供 

行政情報及び生活情報について、多言語（やさしい日本語を含む。以下

同じ。）での情報提供を行う。市内の外国人住民の状況を踏まえて、Ａ語、

Ｂ語及びＣ語に重点的に対応することとし、必要に応じて拡充を検討する。 

窓口においては、外国人住民に対応する機会の多い市民課に通訳を配置

するほか、ＩＣＴを活用した電話・映像通訳、多言語翻訳アプリ等を活用

し、必要な多言語対応の体制を整備する。なお、ＩＣＴを活用する際は、

情報の受け手である外国人住民の理解を得て、円滑に意思疎通できるよう、
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十分配意する。また、必要に応じて、対応に当たる職員間の経験やノウハ

ウの共有を図るための機会を設ける。 

多言語による情報の提供に関しては、公民館をはじめとする公共施設や

日本語教室等の効果的な情報伝達ルートを確保するほか、ＳＮＳも積極的

に活用する。 

イ．一元的相談窓口における外国人住民の生活相談 

一元的相談窓口において、外国人住民に対して、行政・生活情報を提供

するとともに、地域生活で生じる様々な問題に係る相談に対応する。また、

必要に応じて、体制の拡充を検討する。 

ウ．ＮＰＯ等や外国人住民との連携による多言語情報の提供 

通訳を育成するとともに、外国人住民への支援に取り組むＮＰＯ等のほ

か、外国人住民やそのコミュニティ組織等と連携して、多言語による情報

提供を推進する。 

②日本語教育の推進 （略） 

③生活オリエンテーションの実施 （略） 

（２）生活支援 （略） 

（３）意識啓発と社会参画支援 （略） 

（４）地域活性化の推進やグローバル化への対応 （略） 

［ポイント］ 

○ 「地域における多文化共生推進プラン」の「３．地域における多文化共生

を推進するための具体的な施策」や「外国人材の受入れ・共生のための総合

的対応策」に掲載された施策をはじめとする国の施策を参照し、地域の実情

に応じて、必要な施策を検討の上、記載する。 

 

［記載イメージ］ 

５．推進体制 

 企画部多文化共生推進課が、商工観光部労働政策課、健康福祉部介護福祉

課、農林水産部農業振興課及び教育委員会学校教育課をはじめ庁内の関係部

局と横断的な連絡調整を行い、多文化共生の推進に係る計画に基づく施策を

推進する。また、多文化共生推進本部を設置し、庁内の連携体制の構築を図

る。 

 加えて、多文化共生推進協議会を設置し、関係機関との連携・協力体制の

構築を図る。 

［ポイント］ 

○ 多文化共生の推進に係る指針・計画を策定し、多文化共生施策を計画的

かつ総合的に推進するため、地域の実情に応じて、多文化共生施策の推進
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を所管する担当部署等（難しい場合は、プロジェクトチーム）を庁内に設

置するとともに、労政担当部局、各産業分野の人材担当部局、教育担当部

局、人権担当部局等の関係部局と横断的に連絡調整を行い、連携を図る。 

○ 既に担当部署又は担当者を設置している地方公共団体においては、関係

する部署及び機関との間で適切に役割分担がなされるよう留意する。 



「地域における多文化共生推進プラン」改訂のポイント

１．経緯

○ 「地域における多⽂化共⽣推進プラン」は、地⽅公共団体における「多⽂化共⽣（注）の推進に係る指針・計画」の策定に資す
るため、総務省が策定 ※現⾏プランは、⽇系南⽶⼈等の外国⼈住⺠の増加を背景に、平成18年３⽉に初めて策定

○ 外国⼈住⺠の増加･多国籍化、在留資格「特定技能」の創設、多様性･包摂性のある社会実現の動き、デジタル化の進展、
気象災害の激甚化といった社会経済情勢の変化を踏まえて、今回改訂

※改訂に当たって、「多⽂化共⽣の推進に関する研究会」(座⻑:⼭脇 啓造 明治⼤学教授)を昨年11⽉から本年８⽉までに９回開催。有識者や出
⼊国在留管理庁等の関係省庁から聴取を⾏い、地⽅公共団体における多⽂化共⽣施策のあり⽅について検討【別紙１参照】

２．改訂のポイント【別紙２参照】

①多様性と包摂性のある社会の実現による「新たな⽇常」の構築
・外国⼈住⺠を地域社会の⼀員として受け⼊れ、⼈の交流やつながり、助け合いを充実するための環境を整備し、多様性と包摂性
のある社会を実現することにより、ポストコロナ時代の「新たな⽇常」を構築
・ＩＣＴを積極的に活⽤し、⾏政・⽣活情報の多⾔語化を推進
・「⽇本語教育の推進に関する法律」(令和元年法律第48号)に基づき、地域の状況に応じた⽇本語教育を推進
・災害発⽣・感染症拡⼤に備えた情報発信・相談対応の体制を整備

②外国⼈住⺠による地域の活性化やグローバル化への貢献
・外国⼈住⺠と連携・協働し、外国⼈としての視点や多様性を活かして、地域の魅⼒発信、地域産品を活⽤した起業、地域資源
を活⽤したインバウンド獲得等の取組を推進
・⾼度な専⾨性や⽇本語能⼒を⾝につけ、⽇本社会を深く理解する留学⽣の地域における就職を促進

③地域社会への外国⼈住⺠の積極的な参画と多様な担い⼿の確保
・外国⼈住⺠が、主体的に地域社会に参画し、⾃治会活動、防災活動、他の外国⼈⽀援等の担い⼿となる取組を促進

④受⼊れ環境の整備による都市部に集中しないかたちでの外国⼈材受⼊れの実現
・外国⼈住⺠に対する⾏政サービス提供体制の整備、国や企業と連携した労働環境の確保を推進することにより、都市部に集中し
ないかたちでの外国⼈材の受⼊れ環境を整備

令和２年９月１０日
自治行政局国際室

（注）「多文化共生」：国籍等の異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと

１
今後、総務省は、地⽅公共団体において、今回改訂したプランを参照して、地域の実情を踏まえた「多⽂化共⽣の推進に係る指
針・計画」の⾒直し等を⾏い、多⽂化共⽣施策の推進をすることを促進



研究会 主な議題

第１回（11/1）
○外国人材の受入れと地域における多文化共生の現状等
○検討の方向性

第２回（12/25）
○地方公共団体の取組事例発表
○外国人住民からのヒアリング
○多文化共生の必要性･意義

第３回（1/31）
○ICT事業者等からのヒアリング（ICT技術を活用した多言語翻訳）
○コミュニケーション支援（ICT技術の活用）

第４回（3/17） ○生活支援（日本語教育、教育、医療･保健･福祉）

第５回（5/15） ○生活支援（防災、労働環境の確保）

第６回（6/5）

○意識啓発・社会参画支援
○地域活性化の推進･グローバル化への対応
○多文化共生施策の推進体制の整備
○多文化共生の推進に係る指針･計画の未策定団体の課題と対応

第７回（6/26）
○新型コロナウイルス感染症に係る外国人住民への対応
○報告書骨子案

第８回（7/27） ○報告書目次案

第９回（8/17） ○報告書の取りまとめ

「多文化共生の推進に関する研究会」の概要

２

大泉 貴広 （公財）宮城県国際化協会総括マネージャー
金森 孝治 福岡県苅田町防災・地域振興課長
清水 隆教 （一財）自治体国際化協会多文化共生部長
田村 太郎 （一財）ダイバーシティ研究所代表理事
新谷 秀樹 岡山県総社市市民生活部長
西 和一 群馬県 企画部 外国人活躍推進課長
長谷部 美佳 明治学院大学教養教育センター 准教授
前田 真子 札幌市 総務局 国際部長
八木 浩光 （一財）熊本市国際交流振興事業団事務局長
山脇 啓造 明治大学 国際日本学部教授【座長】

【関係省庁】
内閣府 政策統括官（防災担当）参事官（防災計画担当）
総務省 国際戦略局技術政策課研究推進室
消防庁 国民保護・防災部 防災課
出入国在留管理庁政策課 外国人施策推進室
文部科学省大臣官房 国際課
文化庁 国語課
厚生労働省職業安定局 外国人雇用対策課

【地方３団体】
全国知事会総務部
全国市長会行政部
全国町村会行政部

（前略）地域において外国人に対して行政サービスを提供する
主体となる地方公共団体におけるこれまでの取組を振り返り
つつ、地方公共団体の多文化共生施策のあり方について具
体的に検討するとともに、その内容を踏まえた総務省プランの
あり方について検討を行うため、本研究会を開催する。

１．開催趣旨

２．構成員（五十音順）

３．オブザーバー

４．開催状況

別紙１

※第５回以降はオンライン形式で開催。



「地域における多文化共生推進プラン」改訂の概要

現行プラン(2006年)

① コミュニケーション⽀援

地域における情報の多⾔語化

⽇本語及び⽇本社会に関する学習⽀援

② ⽣活⽀援

居 住 教 育

医療・保健・福祉

防 災

労働環境

③ 多⽂化共⽣の地域づくり

地域社会に対する意識啓発

外国⼈住⺠の⾃⽴と社会参画

多⽂化共⽣施策の推進体制の整備

地⽅公共団体の体制整備

地域における各主体の役割分担と連携･協働

改訂プラン(2020年)

[施策] 

[背景･趣旨] 

○⽇系南⽶⼈等の外国⼈住⺠の増加を背景に、

従来の「国際交流」や「国際協⼒」に加え、

「地域における多⽂化共⽣」の推進が必要。

○都道府県・市区町村における多⽂化共⽣の

推進に係る指針・計画の策定に資するため、

外国⼈を地域で⽣活する住⺠として捉える

観点から、総務省プランを策定。

[背景･趣旨]

○外国⼈住⺠の増加･多国籍化、在留資格「特定技能」の創設、多様性･包摂性のある
社会実現の動き、デジタル化の進展、気象災害の激甚化といった社会経済情勢の変
化に対応することが必要。

○社会経済情勢の変化を経た上で多⽂化共⽣施策を推進する今⽇的意義は次のとおり。
(1)多様性と包摂性のある社会の実現による「新たな⽇常」の構築
(2)外国⼈住⺠による地域の活性化やグローバル化への貢献
(3)地域社会への外国⼈住⺠の積極的な参画と多様な担い⼿の確保
(4)受⼊れ環境の整備による都市部に集中しないかたちでの外国⼈材受⼊れの実現

[施策]

① コミュニケーション⽀援
⾏政・⽣活情報の多⾔語化（ICTを活用）、相談体制の整備

日本語教育の推進

② ⽣活⽀援
教育機会の確保 適正な労働環境の確保

医療・保健サービスの提供 ⼦ども・⼦育て及び福祉サービスの提供

災害時の⽀援体制の整備

③ 意識啓発と社会参画⽀援

多⽂化共⽣の意識啓発・醸成 外国⼈住⺠の社会参画⽀援

多⽂化共⽣施策の推進体制の整備

➃地域活性化の推進やグローバル化への対応

⽣活オリエンテーションの実施

住宅確保のための⽀援 感染症流行時における対応

多文化共生の推進に係る指針･計画の策定

地⽅公共団体の体制整備 地域における各主体との連携･協働

外国人住民との連携･協働による地域活性化の推進・グローバル化への対応

留学生の地域における就職促進

３

別紙２
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