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　グローバル化の進展により、経済分野など様々な分野で地球規模での交流が活発になってお

り、日本においても国外からの人口流入や外国人の定住化・永住化が進んでいる。

　平成18年：地域における多文化共生推進プランを策定
　平成28年：多文化共生事例集作成ワーキンググループを開催し、翌年に多文化共生事例集

を作成

　平成28年：東京都多文化共生推進指針を策定

　東村山市では平成25年度に東村山市多文

化共生推進プランをつくり、地域における

多文化共生の推進に取り組んできました。

　このたび計画期間が終了すること、また、

多文化共生を取り巻く社会潮流や、国・都

の新たな動向を踏まえ、新たな課題に対応

するため、東村山市第２次多文化共生推進

プランをつくりました。

どんな計画？

東村山市第２次多文化共生
推進プランって何？

国

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、外国人と日本人が共に東京の

発展に向けて参加・活躍する新たな考え方の多文化共生社会の実現を目指している。東京都

　平成25年度：東村山市多文化共生推進プラン策定

　外国人市民人口・世帯は概ね増加傾向にあり、男性では20歳代、女性では30歳代から40歳

代が多い。内訳としては中国・台湾、韓国・朝鮮の国籍の方が多い。東村山市
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　本プランは、「東村山市第４次総合計画後期基本計画」に掲げる施策「多文化共生・男女共同参画の推

進」における多文化共生の推進を目的とする分野別計画として位置付けます。

　本プランの期間は、平成30年度から平成34年度までの５年間とします。なお、国の制度や社会情勢の変

化等を踏まえつつ、進捗状況に応じて見直しを行います。

市民団体などは、多文化交流や多文
化理解に関する事業の実施、外国人
市民の支援など、市民と行政のパイ
プ役としての活躍が期待されること
から、継続的に支援が必要

地域の担い手として、市民が互いに積
極的にコミュニケーションを図り、国
籍や文化、生活習慣など、それぞれの
違いを認めた上で、協働して多文化共
生の地域づくりを進めることが必要

永住者や定住者、
日本人の配偶者等、
滞在が長期化する
外国人市民が増加

東村山市みんなで進める
まちづくり基本条例

地域福祉計画

地域防災計画

…

東村山市
第２次多文化共生推進プラン

東村山市第４次総合計画

「東京都多文化共生推進指針」 等東京都

「地域における多文化共生推進プラン」
「多文化共生の推進に関する研究会報告書」 等 国
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東村山市第２次多文化共生推進プラン

地域の実情を踏まえながら各種団体との連携や協働による
多文化共生社会の実現に向けた体制を整えることが重要

プラン策定の背景

プランの位置付け

プランの期間

東村山市の現状・課題
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　本プランは、本市の行政運営の基本指針である「東村山市第４次総合計画」によるまちづくりを計画の理

念とし、総務省が示した「地域における多文化共生推進プラン」を基に、東村山市多文化共生推進プラン推

進等協議会の検討結果及び本市の実情を踏まえて策定するものです。

　本プランは、「東村山市第４次総合計画・後期基本計画」に示される「国籍や文化、性別に関係なく、東

村山市に暮らすだれもが、地域社会のパートナーとして強い連帯感と信頼関係で結ばれたまち」の実現を目

的とします。

　東村山市民（日本人市民・外国人市民ともに）が互いに支え合うことができ、自分の生きがいや個性を活

かすことで、誰もが共に参加・活躍することができるまちづくりを目指します。

　本プランが目指すべき多文化共生のまちづくりの将来像は、次のとおりとします。

互いを支え　個性を活かし

誰もが参加・活躍できる　多文化共生のまち　東村山

互いを支え　個性を活かし

誰もが参加・活躍できる　多文化共生のまち　東村山

基本目標 課　題

１　日本語及び日本社会に関する学習支援

２　就労・雇用関連の情報提供

３　地域活動やボランティア等への参加促進

日本人と外国人が
共に活躍できる環境の

整備

１　地域生活における情報の多言語化

２　子どもたちの明日につながる環境整備

３　医療・保健・福祉の多言語化

全ての外国人が安心し、
生活をより楽しむために
必要なサポートの充実

１　地域社会における多様性を受け入れるための
　　意識啓発

２　日本人と外国人の交流の場の拡充

３　外国人市民の社会参加

日本人、外国人が
相互に多様性を尊重し、
共に支え合う意識の醸成

１　災害時外国人支援マニュアルの整備

２　防災についての意識啓発

３　多文化防災における連携

災害時における
外国人支援の体制構築

１　地域における各主体の役割分担と連携・協働

２　多文化共生を所管とする担当部署の設置や
　　市役所内の横断的な連携

多文化共生施策の
推進体制の整備

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

目指す方向

プランの将来像

プランの目的

プランの理念

体系図
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　外国人市民のニーズに応じた日本語及び日本社会に関する学習支援に取

り組むとともに、雇用及び就労継続のための支援や、外国人市民が地域と

の関わりを持ち、地域活動の担い手として活躍していくための支援に取り

組みます。

１　日本語及び日本社会に関する学習支援 Ⅰ－１－１ 日本語の学習及び生活習慣等の習得機会の提供

施策の方向性課　題

Ⅰ－２－１ 関係諸団体及び近隣自治体等との連携強化
Ⅰ－２－２ 就労に関する情報提供

Ⅰ－３－１ 地域における多文化共生事業への参加促進
Ⅰ－３－２ 災害時外国人支援（語学）ボランティアへの登録
 斡旋

２　就労・雇用関連の情報提供

３　地域活動やボランティア等への参加促進

日本人と外国人が共に活躍できる環境の整備基本目標

　外国人市民のニーズに応じた日本語及び日本社会に関する学習支援に取

り組むとともに、雇用及び就労継続のための支援や、外国人市民が地域と

日本人と外国人が共に活躍できる環境の整備基本目標 Ⅰ

　外国人市民が、言語や文化の違いにより不安や不便を感じることがない

よう、地域生活や医療・保健・福祉における情報の多言語化に努めるとと

もに、外国につながる子どもやその保護者が安心して学校生活を送ること

ができるような環境の整備に取り組みます。

全ての外国人が安心し、生活をより楽しむために必要なサポートの充実基本目標

　外国人市民が、言語や文化の違いにより不安や不便を感じることがない

よう、地域生活や医療・保健・福祉における情報の多言語化に努めるとと

全ての外国人が安心し、生活をより楽しむために必要なサポートの充実基本目標 Ⅱ

Ⅲ
　日本人市民が外国人市民との関わりを持つことができるよう、多様性を

受け入れるための意識啓発や、交流の場づくりに取り組むとともに、積極

的に地域に参画する外国人市民の育成に取り組みます。

１　地域社会における多様性を
　　受け入れるための意識啓発

Ⅲ－１－１ 外国人市民の暮らしの支え手となる多言語ボラ
 ンティアの養成
Ⅲ－１－２ 国際感覚の養成及び人材育成
Ⅲ－１－３ 多様な文化に触れあう機会の提供

施策の方向性課　題

Ⅲ－２－１ 日本人及び多様な文化を持つ外国人市民間の交
 流促進

Ⅲ－３－1 外国人市民が地域へ関わる機会の提供
Ⅲ－３－2 地域における多文化共生事業への参加促進（再掲）
Ⅲ－３－3 外国人市民の協議会等への参加

２　日本人と外国人の交流の場の拡充

３　外国人市民の社会参加

日本人、外国人が相互に多様性を尊重し、共に支え合う意識の醸成基本目標

１　地域生活における情報の多言語化

Ⅱ－１－１ 外国人市民に配慮した情報提供体制の充実
Ⅱ－１－２ 外国人市民の日常生活における多言語化
Ⅱ－１－３ 多文化資料の充実
Ⅱ－１－４ 外国人ネットワークづくり

施策の方向性課　題

Ⅱ－２－１ 外国につながる子どもたちに対する日本語学習
 支援の拡充
Ⅱ－２－２ 保育園、学校等における相談、通訳派遣、翻訳
 の拡充

Ⅱ－３－１ 外国人の相談業務等の拡充及び関係部署と多文
 化共生相談員の連携強化

２　子どもたちの明日につながる環境整備

３　医療・保健・福祉の多言語化

　災害時に備え、外国人市民の防災意識を高めるとともに、市民及び地域

団体との連携・協働を図るなど、災害時における外国人支援体制の構築に

取り組みます。

１　災害時外国人支援マニュアルの整備 Ⅳ－１－１ 災害時外国人支援マニュアルの更新体制づくり

施策の方向性課　題

Ⅳ－２－１ 多言語支援センターの運営にかかる訓練
Ⅳ－２－２ 地域における防災力の向上

Ⅳ－３－１ 災害時の協力支援の連携体制づくり

２　防災についての意識啓発

３　多文化防災における連携

災害時における外国人支援の体制構築基本目標 Ⅳ

プランの内容
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の関わりを持ち、地域活動の担い手として活躍していくための支援に取り

組みます。

１　日本語及び日本社会に関する学習支援 Ⅰ－１－１ 日本語の学習及び生活習慣等の習得機会の提供

施策の方向性課　題

Ⅰ－２－１ 関係諸団体及び近隣自治体等との連携強化
Ⅰ－２－２ 就労に関する情報提供

Ⅰ－３－１ 地域における多文化共生事業への参加促進
Ⅰ－３－２ 災害時外国人支援（語学）ボランティアへの登録
 斡旋

２　就労・雇用関連の情報提供

３　地域活動やボランティア等への参加促進

日本人と外国人が共に活躍できる環境の整備基本目標 Ⅰ

　外国人市民が、言語や文化の違いにより不安や不便を感じることがない

よう、地域生活や医療・保健・福祉における情報の多言語化に努めるとと

もに、外国につながる子どもやその保護者が安心して学校生活を送ること

ができるような環境の整備に取り組みます。

全ての外国人が安心し、生活をより楽しむために必要なサポートの充実基本目標 Ⅱ

Ⅲ
　日本人市民が外国人市民との関わりを持つことができるよう、多様性を

受け入れるための意識啓発や、交流の場づくりに取り組むとともに、積極

的に地域に参画する外国人市民の育成に取り組みます。

１　地域社会における多様性を
　　受け入れるための意識啓発

Ⅲ－１－１ 外国人市民の暮らしの支え手となる多言語ボラ
 ンティアの養成
Ⅲ－１－２ 国際感覚の養成及び人材育成
Ⅲ－１－３ 多様な文化に触れあう機会の提供

施策の方向性課　題

Ⅲ－２－１ 日本人及び多様な文化を持つ外国人市民間の交
 流促進

Ⅲ－３－1 外国人市民が地域へ関わる機会の提供
Ⅲ－３－2 地域における多文化共生事業への参加促進（再掲）
Ⅲ－３－3 外国人市民の協議会等への参加

２　日本人と外国人の交流の場の拡充

３　外国人市民の社会参加

日本人、外国人が相互に多様性を尊重し、共に支え合う意識の醸成基本目標

１　地域生活における情報の多言語化

Ⅱ－１－１ 外国人市民に配慮した情報提供体制の充実
Ⅱ－１－２ 外国人市民の日常生活における多言語化
Ⅱ－１－３ 多文化資料の充実
Ⅱ－１－４ 外国人ネットワークづくり

施策の方向性課　題

Ⅱ－２－１ 外国につながる子どもたちに対する日本語学習
 支援の拡充
Ⅱ－２－２ 保育園、学校等における相談、通訳派遣、翻訳
 の拡充

Ⅱ－３－１ 外国人の相談業務等の拡充及び関係部署と多文
 化共生相談員の連携強化

２　子どもたちの明日につながる環境整備

３　医療・保健・福祉の多言語化

　災害時に備え、外国人市民の防災意識を高めるとともに、市民及び地域

団体との連携・協働を図るなど、災害時における外国人支援体制の構築に

取り組みます。

１　災害時外国人支援マニュアルの整備 Ⅳ－１－１ 災害時外国人支援マニュアルの更新体制づくり

施策の方向性課　題

Ⅳ－２－１ 多言語支援センターの運営にかかる訓練
Ⅳ－２－２ 地域における防災力の向上

Ⅳ－３－１ 災害時の協力支援の連携体制づくり

２　防災についての意識啓発

３　多文化防災における連携

災害時における外国人支援の体制構築基本目標

　災害時に備え、外国人市民の防災意識を高めるとともに、市民及び地域

団体との連携・協働を図るなど、災害時における外国人支援体制の構築に

災害時における外国人支援の体制構築基本目標 Ⅳ

プランの内容
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　地域との連携・協働に向けた体制の強化に引き続き努めるとともに、行

政においても全庁的な取り組みを展開することができるよう市職員の意識

づくりや庁内推進体制の強化に取り組みます。

１　地域における各主体の役割分担と
　　連携・協働

Ⅴ－１－１ 市民、市民団体、事業者との連携・協働の推進

施策の方向性課　題

Ⅴ－２－１ 多文化共生・男女共同参画推進交流室における
 拠点機能の充実
Ⅴ－２－２ 関係所管における多言語対応のためのネットワ
 ークづくり
Ⅴ－２－３ プランの進捗管理

２　多文化共生を所管とする担当部署の
　　設置や市役所内の横断的な連携

多文化共生施策の推進体制の整備基本目標

　地域との連携・協働に向けた体制の強化に引き続き努めるとともに、行

政においても全庁的な取り組みを展開することができるよう市職員の意識

多文化共生施策の推進体制の整備基本目標 Ⅴ

互いを支え　個性を活かし　誰もが参加・活躍できる　多文化共生のまちへ！！
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互いを支え　個性を活かし　誰もが参加・活躍できる　多文化共生のまち


