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１.東村山市
の概況

人口（平成31年１月１日現在）

１５万７８９人（男性７万３,６２１人、女性７万７,１６８人）

世帯数 ７万２,６７６世帯

外国人人口 ２，８２６人（男性１，３５５人、女性１，４７１人）

1.中国 1,103人 2.韓国 422人 3.フィリピン 260人

4.ベトナム 152人 5.ネパール 135人

参考 H29：2,524人 H28：2,391人 H27：2,253人 H26：2,088人

外国人世帯数 ２，０５２世帯

（外国人のみ世帯１，３３８世帯、混合世帯７１４世帯）

在留資格別

1.永住者 2.留学 3.家族滞在 4.特別永住者

5.技術・人文知識・国際業務



１.東村山市
の概況

組織体制

行政 東村山市役所 市民部 市民相談・交流課

多文化共生係 係長１・主任１・嘱託１

多言語相談員（英・中・韓）３・臨時職員１ 計7名

業務内容

1.多文化共生推進に関する計画及び実施に関すること。
2.国際理解・協力に関すること。
3.外国籍市民の生活相談に関すること。
4.姉妹都市及び友好交流都市等に関すること。
5.国際交流団体等との連携に関すること。
6.平和啓発事業に関すること。
7.多文化共生・男女共同参画推進交流室における多文化共生推進事業

に関すること。

市民団体 ①東村山市国際友好協会：姉妹都市交流、英会話

②東村山市日中友好協会：友好都市交流、中国語

③東村山地球市民クラブ：多文化交流、国際理解授業、

韓国語、日本語教室



２.プラン
策定の背景

①国・都・市の動向

国 2006年（H18） 総務省「地域における多文化共生推進プラン」

内閣官房「『生活者としての外国人』に関する総合的対応策」

2016年（H28) 総務省「多文化共生事例集」

2018年（H30) 「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太方針）閣議決定

「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」

都 2003年（H21）「東京都国際交流委員会」設置

2015年（H27) 都民生活部に多文化共生推進担当課長設置

2016年（H28)「東京都多文化共生推進指針」

市 2001年（H13）外国人集住都市会議「浜松宣言」

2013年（H25）浜松市「多文化共生都市ビジョン」策定

広島市安芸高田市「多文化共生推進プラン」策定

東村山市「多文化共生推進プラン」策定

2018年（H30) 東村山市「第2次多文化共生推進プラン」策定



２.プラン
策定の背景

②「東村山市第２次多文化共生推進プラン策定に係る

市民意識調査」に基づく検討

目 的 市民生活の中で、日頃多文化共生について感じていること、望

んでいること等を把握し、推進プラン策定のための基礎資料と

すること。

対 象 市内在住外国人市民、日本人市民 各1,000人（無作為抽出）

→回収結果 外国人市民意識調査 1,000件 274件 27.4％

日本人市民意識調査 1,000件 423件 42.3％

合 計 2,000件 697件 34.9％

内 容

外国人【1.ことばについて 2.地域での生活や活動について 3.災害時、緊

急時について 4.子育てや教育について 5.地域の日本人住民との共

生について 6.あなたのことについて 7.自由意見】

日本人【1.言葉について 2.地域での生活や活動について 3.災害などの緊

急時対応について 4.地域の外国人との共生について 5.あなたご自

身について 6.自由意見】



２.プラン
策定の背景

③進捗状況調査による検証

「東村山市多文化共生推進プラン」の対象となっている事業の進捗状況

及び多文化共生事業の課題等を把握するため、各課および各関連団体に

対し、毎年５～６月にかけて進捗状況調査を実施。

 調査項目

推進プランに位置づけられている「目標・課題・施策の方向性・

事業内容」に基づき、各事業ごとに回答

1.平成●年度に実施した事業内容

2.課題として感じていること

3.課題に対する解決策

4.平成●年度中に課題解決に向けての取り組みを行いましたか

はい：どのような取り組みを行いましたか？

いいえ：課題解決に向けた取り組みの今後の予定は何ですか？

5.平成●年度取り組み中・取り組み予定の内容



２.プラン
策定の背景

④東村山市多文化共生推進プラン等協議会による検討

「多文化共生推進プラン推進等協議会」

学識経験者、国際交流団体関係者及び市民のかた等の10名以内

（任期２年）で構成され、年5回程度開催。

設置根拠：東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会設置規則

設置年月日：平成26年10月21日

取り扱う事項：

(1) 多文化共生推進プランの推進に関すること。

→進捗状況調査結果の報告に基づき、提言書を市に提出
(2) 多文化共生推進プランの見直しに関すること。

→提言書に基づき、新たな推進プランの策定にむけた検討



３.プランの
位置づけ

前期基本計画（H23～27）・後期基本計画（H28～32）

基本目標１「みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと
暮らせるまち」

→「施策大綱1-4 互いに認め合える社会をつくる」
→「施策1-4-1 多文化共生・男女共同参画の推進」

●分野別計画 「多文化共生推進プラン」

実施計画（毎年度ローリングによる見直し）

＝「災害時外国人支援ボランティア登録者数」

位置づけ

東村山市第４次総合計画 基本構想

将来都市像「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」



３.プランの
位置づけ

 期 間
第1次多文化共生推進プラン（H25～H29)
第2次多文化共生推進プラン（H30～H34）

 理 念
「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。

 目 的
「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

 将来像
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



４.プランの
内容

５つの基本目標

Ⅰ 日本人と外国人が共に活躍できる環境の整備

Ⅱ 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

Ⅲ 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

Ⅳ 災害時における外国人支援の体制構築

Ⅴ 多文化共生施策の推進体制の整備



４.プランの
内容

Ⅰ 日本人と外国人が共に活躍できる環境の整備

 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

 ２ 就労・雇用関連の情報提供

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

 ３ 地域活動やボランティア等への参加促進

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



取り組み例

日本語教室指導者養成講座 市民カレッジ 就職支援
（H30.10.26実施）

市長とのタウンミーティング
（H31.1.19実施）



４.プランの
内容

Ⅱ 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

 ２ 子どもたちの明日につながる環境整備

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

 ３ 医療・保健・福祉の多言語化

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



取り組み例

ごみカレンダー

多文化資料の充実

ホームページ・スマホ版多言語対応

こども日本語教室



２子どもたちの
明日につながる
環境整備

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

外国にルーツを持つ子どもや、保護者等、家庭を取り巻く環境から子育
て支援を行うことができるよう、日本語学習支援の充実を行うとともに、
日本語が不自由な保護者が子育てや教育について安心して相談すること
ができる通訳派遣、翻訳等への対応を行います。

ピックアップ

№ 事業名 事業内容 所管

25
子ども日本語教
室の設置に向け
た市民団体等と
の協働

外国にルーツを持つ子ども（日本国籍を持つ
者を含む）が、日本語教育を身近な地域で受
けることができるよう、子ども日本語教室を
実施します。また、子ども日本語教室ボラン
ティアスタッフの継続的な養成を行います。

市民相
談・交流
課

◇施策の方向性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



２子どもたちの
明日につながる
環境整備

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

№25 子ども日本語教室の設置に向けた市民団体等との協働

○子ども日本語教室（市民相談・交流課）

・毎週水・金曜日、午後3時30分～5時、交流室にて実施。

・指導ボランティア（無償）と生徒のマンツーマンで日本語指導は行う。

・指導ボランティアも月４回、日本語教育の専門家から研修を受講。

・現在指導者約10名、受講生 小学生５～６名、中学生１名。

・日本語教室資料代：日本語テキスト代 500円
学習ノート代 400円

ピックアップ



４.プランの
内容

Ⅲ 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 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

 ２ 日本人と外国人の交流の場の拡充

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

 ３ 外国人市民の社会参加

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



取り組み例 国際理解事業
（東村山地球市民クラブ）

多言語スピーチ大会
（3団体ほか）

グローバルパーティー
（東村山地球市民クラブ）

姉妹都市交流
（東村山市国際友好協会）



４.プランの
内容

Ⅳ 災害時における外国人支援の体制構築

 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

 ２ 防災についての意識啓発

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

 ３ 多文化防災における連携

Ⅳ－３－１ 災害時の協力支援の連携体制づくり



取り組み例

災害時外国人支援ボランティア養成講座



４.プランの
内容

Ⅴ 多文化共生施策の推進体制の整備

 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

 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

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



取り組み例

交流室フェスタ 多文化共生推進プラン推進等協議会

やさしい日本語職員研修
（H30.11.2実施）

区 分 氏 名 所 属

専門家（学識経験
者）

わたど いちろう

渡 戸 一 郎
明星大学名誉教授

国際交流関係団体
たかの けいいち

髙 野 惠 一
東村山市国際友好協会

国際交流関係団体
しまだ みちあき

島 田 道 明
東村山市日中友好協会

国際交流関係団体
だて しゅんり

伊 達 春 莉
東村山地球市民クラブ

国際交流関係団体
なかやま まりこ

中山 眞理子
公益財団法人母と学生の
会

外国籍市民
ヨンケーレ ヨアヒム

ピーター
国籍：ベルギー

外国籍市民
カルティカ・ハンダヤ

ニ
・アンバリ

国籍：インドネシア

外国籍市民
イー ヒューチュー

余 慧 慈（ローズ）
国籍：マレーシア

公募市民
ほその けん

細 野 研

公募市民
たかお ひろみ

髙 尾 戸 美


