
【平成30年度進捗状況調査】
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
課題１　日本語及び日本社会に関する学習支援
施策の方向性１－１

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

（６）進捗状況一覧

日本語の学習及び生活習慣等の習得機会の提供

市民相談・交流課

２．日本語教室等の実施における場所の提供

日本語教室の実施に向けて場所の確保・提供を行います。

市民相談・交流課・関係団体

・市民団体により毎週水曜日・土曜日に多文化共生・男女共同参画推進交流室にて日本語教室を開催
している。時間帯も配慮され、水曜日については夜間にも開催し、外国人市民にとって参加しやすい
状況となっている。

・水曜日は午前中と夜間、土曜日は午前中に開催されていることにより、利用しやすい曜日、時間帯
を選んで参加することができている。
・参加者数が増加した際に会場の確保を考えなければならない。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

・今年度も引き続き、市民団体による日本語教室の開催と市民相談・交流課では会場の提供を行って
いく。

・日本語教室を開催する市民団体との連携を密にし、日本語教室の参加者の状況把握を行う。参加者
数が増加した際に会場提供について考慮していく。

１．市民団体等との協働による日本語教室等の実施
市民団体と連携して、外国人市民が参加しやすい時間帯に配慮しながら日本語教室を開催します。

日本語教室については、基本的に多文化共生・男女共同参画推進交流室の会議室を提供し、多文化共
生・男女共同参画推進交流室の会議室が提供できない日は違う庁舎での会議室確保を行うことで、運
営に支障がないように努めた。

今年度以降も引き続き、場所の確保に努めるが、受講者が増加し、広い会議室が必要となった場合に
どのようにするかを考える必要がある。日本語教室を主催する市民団体と連携を密にしていく必要が
ある。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

日本語教室の運営に支障をきたすことがないよう、引き続き、会場の確保を確実に行っていく。

日本語教室の参加者人数の状況把握をするため、市民団体と連携を密にしていく。
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担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

市民相談・交流課・関係団体

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

スタッフ人材の拡充
　福祉だよりに掲載した募集記事をきっかけに加入されたボランティアの早期戦力化。
　内部勉強会等によるスキルアップ。

市報や市民団体HPでの継続的人材募集、及びスタッフの人脈を使っての募集を行う。

市民相談・交流課

３．日本語教室等のボランティアの講習の実施

日本語教室等のボランティアを養成、育成するために、日本語の専門家による講習を実施し、ボラン
ティアのスキルアップを図ります。

①日本語教室の開催：3回/週（除く日祝年末年始）水曜日10:30～12:00、水曜日18:00～19:30、土曜
日10:30～12:00　実績：開催141回、延べ学習者数1,486名、延べスタッフ数1,729名
②学習進捗度・成果の確認：6/30,7/4にスピーチ大会「日本語で話そう」開催。参加者18名
③学習者とスタッフの交流促進：12/22忘年会、3/30お花見会実施
④スタッフの能力向上：研修会6回/年　4/7、6/2、8/4、10/6、12/1、2/2に実施

スタッフの拡充
　多言語対応可能スタッフの確保（母国語のみしか話せない学習者への対応）
　スタッフの増員
　若年スタッフの確保

４．他地域との日本語教室の情報共有

東京都在住外国人支援のための合同連絡会議第１０ブロック（東久留米市、小平市、清瀬市、東村山
市、西東京市）連絡会議にて日本語教室における有用な情報の共有を行います。

・第10ブロック域内の日本語教室一覧の作成および広報。
・外国につながる児童・生徒の日本語支援担当者が定期的（隔月）にミーティング（以後、第１０ブ
ロック子ども専門委員会）を行い、各市・ボランティアの現状・課題を共有。
・担当所管が小・中学校の転入学時に該当児童・生徒のバックグラウンドを聞き取り、各学校へのス
ムーズな移行が可能となるような各市共通の聞き取り調査票の作成。

・所管間あるいは組織間を跨る案件を取り扱っており、それぞれの所管・組織の状況が異なるため、
第１０ブロック子ども専門委員会での課題共有が文字通り「共有」にのみ終始してしまった。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

・担当所管が小・中学校の転入学時に該当児童・生徒のバックグラウンドを聞き取り、各学校へのス
ムーズな移行が可能となるような各市共通の聞き取り調査票の完成。
・聞き取り票の試用を学務担当所管へ提案。
・外国につながる児童・生徒の日本語支援ボランティア等を対象とした講座内容の協議。

・平成３０年度は東村山子ども日本語教室の事務局（所管職員）のみが、第１０ブロック子ども専門
委員会に参加していたが、実際に児童・生徒に日本語支援を行っている指導ボランティアにも参加い
ただき、第１０ブロックの横の繋がりや日本語支援活動の活性化を狙いたい。
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施策の方向性２－１

担当所管

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

施策の方向性２－２

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

６．外国人に特化した就職案内所や就労支援所への案内
外国人市民のための就業案内所や就労支援所への案内を行い、外国人市民の就労につなげます。

・平成30年10月26日に市民カレッジの一環として「外国人市民のかた向け 日本で働くための講座～
履歴書の書き方、面接のマナー～」を開催した。15人の参加者がおり、履歴書の書き方や日本式マ
ナー、電話対応マナーなどについて学ぶ機会となった。

・就職に直接的につながる講座ではなかったため、この事業により就職することができた外国人市民
がいるわけではない。しかし、日本での就職に向けての第一歩となる講座になった。

在留資格、労働賃金、医療、税金、年金等について、専門家及び通訳を設置します。多岐に渡る相談
を受け、相談内容の充実を図ります。

・平成30年12月2日に外国人のための「リレー専門家無料相談会」を実施した。在留資格・ビザ等、
教育、結婚・離婚、ＤＶ・福祉（介護）、起業等に関することについて相談を受けた。専門家は弁護
士、行政書士、社労士、税理士、教育相談員を配備し、通訳は英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイ
ン語、ポルトガル語、タガログ語、ネパール語、インドネシア語を配備した。相談者が７人、相談内
容が１２件となった。

・相談者の数が増加するように、事業開催の啓発方法を考えなければならない。
・多くの言語通訳者を配備しているが、通訳をせずに事業が終了する通訳者もいたため、様々な外国
人市民（市外在住者も含め）に活用していただける事業となるようにしなければならない。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

・これまで年1回であった開催を年３回に変更し、相談受付を予約制にすることで待つことがなくス
ムーズに相談することができるようにする。

・開催回数を増加させ、相談内容を絞って開催することで、相談者が利用しやすい環境にする。

市民相談・交流課

課題２　就労・雇用関連の情報提供
関係諸団体及び近隣自治体等との連携強化

事業名 ５．東京都外国人支援ネットワークとの連携による専門家相談会の充実

就労に関する情報提供

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

・就職について悩んでいる外国人市民が来庁した際、就労に関する情報を提供できるようにする。

・外国人の就労に関する情報にアンテナをはり、外国人市民への情報提供に努める。

市民相談・交流課
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担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

課題３　地域活動やボランティア等への参加促進
施策の方向性３－１

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

毎年市が開催する自治会フォーラムには、市内自治会長をはじめ多くの自治会関係者の来場が見込ま
れるため、多文化共生事業を周知し啓発に努める。また、市内のコミュニティ施設である各ふれあい
センター及び青葉地域センターにおける多文化共生事業の周知を継続する

市民協働課

８．外国人市民の多文化共生事業への参加促進

自治会フォーラム等にて多文化共生事業の周知や地域コミュニティ施設へ多文化共生事業の周知を行
います。（市民相談・交流課連携）

①自治会フォーラム等にて多文化共生事業の周知や地域コミュニティ施設へ多文化共生事業の周知

特になし

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

令和元年度自治会フォーラムにおける多文化事業の周知：令和２年２月末頃の開催を予定

・今後、このような講座を継続的に実施していくことを目指し、外国人が日本で就職できるきっかけ
づくりとなるようにしていきたい。

市民相談・交流課

地域における多文化共生事業への参加促進

７．外国人市民向けの就労に関する研修の実施

外国人市民に向けて就労に関する講座を実施し、就職活動につなげます。

・平成30年10月26日に市民カレッジの一環として「外国人市民のかた向け 日本で働くための講座～
履歴書の書き方、面接のマナー～」を開催した。15人の参加者がおり、履歴書の書き方や日本式マ
ナー、電話対応マナーなどについて学ぶ機会となった。

・就職に直接的につながる講座ではなかったため、この事業により就職することができた外国人市民
がいるわけではない。しかし、日本での就職に向けての第一歩となる講座になった。また、日本語が
まだ難しい外国人市民に参加していただきたかったが、事業実施の啓発が難しく、参加者の募集に苦
慮した。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

・今年度は就職支援に関する講座の実施は未定。
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施策の方向性３－２

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

基本目標　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
課題１　地域生活における情報の多言語化
施策の方向性１－１

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

行政情報について、多言語での提供を図っていきます。（市民相談・交流課連携）

自動翻訳サービスを利用して、ホームページの情報を英語、中国語、韓国語・朝鮮語に翻訳した。

翻訳対応言語増の検討については市民相談・交流課の主導、協力を得たい。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

自動翻訳サービスを利用して、ホームページの情報を英語、中国語、韓国語・朝鮮語に翻訳した。

翻訳対応言語を増やすことについては、市民相談・交流課と連携しながら検討する。

秘書・広報課

外国人市民に配慮した情報提供体制の充実

１０．多言語での行政情報の提供

９．災害時外国人支援（語学）ボランティアへの登録促進

災害時外国人支援（語学）ボランティアへの登録を促すため、市報、ホームページ、関係イベントに
て広報を行います。

災害時外国人支援ボランティア養成講座として、平成30年9月8日に、八坂小学校内で「避難所防災倉
庫を開けてみよう」という講座を実施し、44名が参加した。

英語、中国語以外の言語の通訳ボランティアが少ない。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

平成20年度から募集してきた災害時外国人支援（語学）ボランティアの登録者に対して登録の更新を
行い、「災害時多言語支援センター立ち上げ研修」や「災害時語学ボランティア養成講座」の講座を
実施し、ボランティアの養成を行う。

災害時外国人支援（語学）ボランティアへの登録を促すため、市報、ホームページ、関係イベントに
て広報を行う。

※災害時外国人支援（語学）ボランティア：言語や文化、もしくは習慣の違い又は災害経験の少ない外国人市民をサポートするボラン
ティア。

災害時外国人支援（語学）ボランティアへの登録斡旋

市民相談・交流課
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担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

・継続的に市職員に向けたやさしい日本語（わかる日本語）講座を開催していくことで、全庁的にや
さしい日本語（わかる日本語）が使用できる職員が増え、市役所内の様々な所管で外国人市民対応が
できるようになる。
・市民に向けたやさしい日本語（わかる日本語）講座を行うことにより、まちで外国人に接するとき
の手段として役立つようになる。

市民相談・交流課

１２．わかる日本語等における情報提供
外国人市民に対し、多言語のみではなく、わかる日本語を用いた情報の提供を行います。

・窓口に来課する外国人市民に対し、やさしい日本語（わかる日本語）を用いての説明対応に努め
た。
・平成30年11月2日、市職員に対しワークショップ型「やさしい日本語」講座を開催し、全庁的にや
さしい日本語の活用ができるようにやさしい日本語を学ぶ機会の提供を行った。参加者は３１人と
なった。外国人市民６人にも協力いただき、講座を行った。

・「やさしい日本語が何なのか全く知らない」という職員が多数おり、やさしい日本語（わかる日本
語）の普及啓発の必要性を感じた。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

・令和元年6月27日に市職員向けの「やさしい日本語」講座を実施予定としている。
・市民に向けたやさしい日本語（わかる日本語）講座も実施予定としている。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　②　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　５

公共施設におけるサインの在り方を検討し、今後の方針を決定する。

　ユニバーサルデザインの基準に沿ったサイン等の導入にあたり、多言語対応、ピクトグラム、カ
ラー、フォントなど配置の基準の整理を実施し、誰もが快適に庁舎内を移動できる環境を整備するた
め、設置する関連部署と調整する。

総務課

１１．多言語表示やピクトグラムを用いた庁内諸表示

市役所本庁舎、いきいきプラザ、北庁舎、市民センターにユニバーサルデザインの基準に沿ったサイ
ン等の導入を検討します。視認性（わかりやすさ）などを踏まえてピクトグラムや多言語表示などの
統一を図ります。

　耐震補強工事に伴い、１階フロアの窓口案内表示の大きさ等を変更。

　多言語対応も踏まえ、庁舎内全てにおいて誰もが快適に庁舎内を移動できる環境を整備するため、
関連部署との調整や検討が必要。

※ピクトグラム：一般に「絵文字」「絵単語」などと呼ばれ、何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号（サイン）の一
つ。地と図に明度さのある２色を用いて、表したい概念を単純な図として表現する技法が用いられる。

※わかる日本語：普通の日本語よりも簡単で外国人にもわかりやすい日本語。
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担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

施策の方向性１－２

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

対応することのできない言語については可能な限り対応のできる相談場所を案内し、外国人市民への
対応に努めます。

・外国人市民相談者の中で、中国語、韓国・朝鮮語、英語を使用しない外国人市民に対しては、まず
やさしい日本語（わかる日本語）で会話をするよう心がけ、相談を必要とする場合には対応のできる
相談場所への案内を行った。

・やさしい日本語（わかる日本語）を用いてコミュニケーションを図ったが、庁内の手続きのレベル
でも意思疎通が難しい場合があった。（件数としては少数）
・日本語がわからないために医療機関で受診することが難しいケースの相談が増加している。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

・外国人市民相談者の中で、中国語、韓国・朝鮮語、英語を使用しない外国人市民に対しては、やさ
しい日本語（わかる日本語）を用いることとし、相談を必要とする場合には対応のできる相談場所へ
の案内を行うと共に、日本語教室の情報提供も行う。また窓口担当者を中心に、やさしい日本語の庁
内研修を行い、啓発に努める。
・東京都国際交流委員会の開催するフォーラムに「医療通訳人材の育成」という議題を取り上げるよ
うに提案し、外部に向けて広く問題意識を啓発する。

・全ての言語に対応することは難しいため、様々な国の外国人に対応する場合にやさしい日本語が最
も有効且つ現実的である。今年度も引き続き、窓口担当者を中心に、やさしい日本語の庁内研修を行
い、その啓発に努める。

市民相談・交流課

１３．中国語、韓国・朝鮮語、英語以外の多言語における対応

市民相談・交流課

１４．インターネット等による情報提供の推進

市報、ホームページに、多文化共生関連の行事や事業について、わかる日本語や中国語、韓国・朝鮮
語、英語で掲載します。

・外国人市民が閲覧をする可能性の高いページについては、わかる日本語を用いた文章を掲載し、加
えてルビもふった文章とした。
・市報において、多文化共生関連の行事をわかる日本語、多言語を用いて掲載した。
・ホームページの内容は自動翻訳サービスにより、英語、中国語、韓国語・朝鮮語に自動翻訳ができ
るようになっている。

・ホームページの自動翻訳だとわかりにくい翻訳もあるが、ホームページの情報は情報量が膨大であ
り、翻訳ができる職員数も限られているため、全ての情報を職員が翻訳することは難しい。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

・自動翻訳の精度を担保するために、もともとの日本語の文章構造を翻訳しやすい形（曖昧な表現を
使わない、過度に丁寧な表現を避ける、やさしい日本語を使用する等）で作成し、当所管はもとより
他所管の職員にもやさしい日本語の庁内研修により、その意識・観点を持った業務遂行に努めるよう
に啓発する。

・自動翻訳の精度を担保するために、もともとの日本語の文章構造を翻訳しやすい形（やさしい日本
語）で作成し、情報弱者となり得る市民（外国人住民、障害者、高齢者等）が理解しやすい情報提供
を全庁的に進めていくための牽引的役割を担う。

外国人市民の日常生活における多言語化
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担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

継続して外国人向けチラシの設置

継続して外国人向けチラシの設置

子育て支援課

１５．子育てに関する補助、助成等による生活支援

中学生までの子どもに対して手当を支給するほか、ひとり親家庭に手当を支給するなど、様々な手当
の支給、補助、助成等について外国人市民への説明に努め、生活支援を行います。

継続して外国人向けチラシの設置、チラシの更新

事業の性質上、申請者から様々の聞き取りをしなければならないが、言語の問題により聞き取りが困
難で理解されない場合がある。

　すでに指定収集袋に多言語（中国語・韓国語・英語）の表記を行っており、現時点では課題はない
ものと考えている。

廃棄物総務課

１６．指定収集袋への多言語（中国語、韓国・朝鮮語、英語）表記

指定収集袋へ多言語（中国語、韓国・朝鮮語、英語）表記を行い、外国人市民がごみの収集・分別が
分かるようにします。

　すでに指定収集袋に多言語（中国語・韓国語・英語）の表記を行っている。

特になし

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

特になし
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担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

「ごみカレンダー」や「ごみ分別アプリ」にて多言語表記を行い、ごみ分別の理解促進を図ります。

１．「ごみカレンダー」にごみの分別の説明について多言語（中国語、韓国・朝鮮語、英語）表記を
追加。
２．「ごみ分別アプリ」の外国語（中国語、韓国語）版の分別辞典を各言語に翻訳した。
３．「やさしい日本語」によるごみ分別講座を開催した。

「ごみカレンダー」の多言語化、「ごみ分別アプリ」の翻訳完了によって、本事業は一定の目標を達
成した。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

英語、中国語、韓国語・朝鮮語以外の言語の翻訳についても要望が少なからずあるため、今後の必要
性も含め、翻訳を行うか検討していく。

「やさしい日本語」によるごみ分別講座については、当市のごみの分別が非常に細かいため、日本語
の習得度合によってだいぶ理解に差があったと感じたので、内容について見直しを行う。

ごみ減量推進課

１７．ごみの分別の説明を多言語（中国語、韓国・朝鮮語、英語）表記

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　①　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　５

アプリ形式等も検討するため情報の収集に取り組む。

今年度においても生活便利帳の形式や内容を検討するための情報を収集する。

市民相談・交流課

１８．生活便利帳の更新

生活便利帳の内容を協議し、外国人市民が必要とする情報を集め、作成します。

英語、中国語、韓国語・朝鮮語による冊子形式の生活便利帳の作成を予定していたが、アプリ形式等
も検討していたため、冊子形式のものが完成できなかった。

内容を精査することや作成方法を考案し、冊子として作成するか否か、検討していく必要がある。
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施策の方向性１－3

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

多文化資料の充実

引き続き、外国人市民が活用できる資料を揃えて、わかりやすい書架を整備すると共に、多文化関連
の事業等で図書館のサービスを積極的にＰＲする。

アジア言語の資料を購入できるように、購入先を新規開拓する。
やさしい日本語を活用した図書館の案内等を検討する。

図書館

図書館

１９．日本語学習に関する資料の収集・提供

日本語の習得や日本での生活に役立つ資料を収集し、提供・工夫します。

日本語学習用の図書を購入する際、従来の英・中・韓の３言語以外についても積極的に収集した。就
職活動・介護など実際の生活に役立つ本も購入した。
日本語教室が開かれる多文化共生・男女共同参画推進交流室に図書館紹介コーナーを新たに設置し、
日本語学習に関する本や図書館の利用案内を提供している。

市民相談・交流課の研修や市内の学校からの相談等から、中国語・韓国朝鮮語以外のアジアの言語に
対応した資料の需要を認識できたが、入手可能な本が限られ対応が難しい。また図書のデータ作成等
も文字の表記が難しいなど課題となっている。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

２０．外国語の新聞・雑誌・図書等の継続的収集と利用促進

外国人市民にとって有用な資料の収集を行い、所蔵している多文化資料を活用しやすいように情報提
供を行います。

英語・中国語・韓国朝鮮語の図書・新聞・雑誌について、利用の実態を見ながら柔軟に収集し、新着
資料案内を作成して配布し、情報提供を行った。
外国語資料コーナーに本だけでなく、外国人向けに発行している防災や生活に関するパンフレット等
をまとめて設置することで、効果的な情報発信を行った。

中央図書館の外国語資料書架の狭隘化
地区館の書架整備と利用の掘り起し
バランスのとれた、資料収集も課題

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

引き続き、外国人市民に有用な資料を収集して、わかりやすくなるように書架を整理する。

書架の部分的なレイアウト変更の検討
計画的な資料購入の継続
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担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

施策の方向性１－４

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

・今年度も引き続き実務者会議を実施し、情報共有を図っていく。

・市で開催する事業等の情報を早い段階で市民団体に周知を行い、参加者の増加に繋げていく。

市民相談・交流課

２２．多文化共生にかかる情報共有の場、機会等の設置

市民団体の交流の場となる連絡会議を定期的に実施することで、各団体の情報共有及び機会の提供を
行います。

・多文化共生・国際交流関係市民団体の担当者と実務者会議を開催し、団体の活動状況・予定等を報
告していただいたり、市の活動状況・予定を報告することでお互いの情報共有を図ることができた。
実務者会議を開催することで、市からお知らせしたいことを団体に伝えることができ、事業の参加者
増加に繋げることができた。

・団体同士や市の事業等の情報共有は図ることができるが、市と団体、団体同士の関係性を強化する
必要がある。お互いの事業等について助け合っていけるようにしたい。

平成30年１月に「図書館利用者アンケート」を実施して、利用者の意見を集約した。
いただいた意見から次年度対応できる課題を洗い出した。

市民の要望はある程度把握できたが、回答者の年代などによる回答傾向の違いなど細かな検証はでき
なかった。
多文化コーナーの認知度があまり高くないことから、引き続きＰＲや利用啓発への取り組みが必要な
ことを再認識した。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

要望のあった具体的な事例について対応を検討する。
アンケートの継続実施

個々の要望には細やかに対応しながら、多文化サービスや外国語資料のＰＲに努める。
外国人の利用者の要望を聞き取る手段について検討する。

図書館

外国人ネットワークづくり

２１．多文化サービスアンケート調査

図書館の多文化サービスについてのアンケートを実施し、市民からの要望をサービス改善につなげて
いきます。
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施策の方向性２－１

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

・校長会等を通し、学校管理職や教員向けに対象となる児童・生徒について具体的に周知する。
・対象児童・生徒の学習や学校適応を支援するための教材研究を進める。

子ども・教育支援課

２４．日本語適応指導

市内小・中学校に在籍し、日本語使用に困難を有する外国籍等児童・生徒に対しての学習支援を行い
ます。必要に応じて、「東村山こども日本語教室」への参加を促します。

・市内小・中学校に在籍し、日本語の使用に困難を有する帰国及び外国籍児童・生徒に対しての学習
支援（原則として週１回：月～木曜日、14：00～15：15または15：20～16：35、国語と算数を中心
とした内容）
・平成30年度は5名の児童・生徒への学習支援を実施した。
・算数では特に「文章題」の問題理解を中心に学習するなど、日本語の使用に困難を有する子どもの
理解度や状態に応じて支援内容・教材を工夫した。

・日本語適応指導に相応しい教材を幅広い学年を対象に適宜備えておくこと
・指導員が１名のため、希望の枠での支援が実施できない場合があること
・必要な児童・生徒に本事業の情報が提供されるよう、学校等での正しい周知を拡げること
・発達の課題等、日本語の習得以外の課題がある児童・生徒への支援方法
・支援開始後、無断欠席など、安定した継続通室に至らないケースへの対応
・「東村山こども日本語教室」を所管する市民相談・交流課との必要な連携

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

・令和元年6月25日現在、4名の児童・生徒に支援を実施中。
・子どもの特性や状況など、必要に応じて指導主事や子ども相談室と連携して対応する。
・市民相談・交流課と適宜連携していく。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

令和元年度においては言語指導ボランティアの派遣が、5人申請・派遣中であり、今後の予定者は6月
末時点でさらに1人ある。

予算確保については、経年ベースで実績算出していく。また、言語指導ボランティアの経験増につい
ては、同じ期間・学校等、なるべく間をおかず、同一ボランティアを派遣し、知識の取得、技術の向
上に努める。

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
課題２　子どもたちの明日につながる環境整備

児童・生徒の入学（新入学・編転入学）に伴う日本語適応指導のためのボランティア派遣を行いま
す。ボランティア派遣に伴い、ボランティア登録者を増加させるため、市民相談・交流課と連携しま
す。

①児童・生徒の入学（新入学・編転入学）に伴う日本語適応指導のための言語指導
　ボランティア派遣
　　件　　数　:　 1件
　　総　　数　:    24回
　　実施場所  ：  萩山小
②言語指導ボランティアの募集周知文書（兼登録用紙）の配布

言語指導ボランティアについては、該当する児童生徒の入学や、言語の習得状況により、申請数が左右され
る。その年によって、実施数が増減する。そのため、毎年一定規模の回数ができるとは限らないため、予算措
置やボランティアの経験増が難しい。

学務課

２３．日本語適応指導
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担当所管

事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

施策の方向性２－２

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

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。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

・今年度も引き続き、通訳の要請があった場合には、内容等について関係所管と打ち合わせを行い、
通訳業務に取り組む。

・可能な限り通訳要請に対して対応を行うが、関係所管の職員がやさしい日本語を取り入れた対応も
できるように啓発を行っていく。

市民相談・交流課
２６．所管からの要請による通訳の派遣
所管からの要請により市内保育園、小・中学校での面談等に通訳者の派遣を行います。

・庁内の関係所管より要請があった際に、多文化共生相談員（英語、中国語、韓国・朝鮮語）を通訳
者として派遣した。
・通訳する内容によっては、事前に関係所管と打ち合わせを行い、通訳当日に滞りがないようにし
た。

・年々、案件が増加しているため、通訳対応するための日程調整が困難になることがある。

・毎週水曜・金曜（週２回）に多文化共生・男女共同参画推進交流室にて東村山子ども日本語教室を
実施した。
・東村山子ども日本語教室の指導ボランティアに対し、指導ボランティアのスキルを上げるために、
日本語教育の専門家に指導に来ていただく機会を設けた。
・東村山子ども日本語教室の指導ボランティアとして今後活躍する糸口となるような「たぶんか子ど
も×日本語教育～多文化共生から見る外国の子どもの日本語教育」講座（全１０回）を実施し、参加
者に意識付けを行った。

・指導ボランティアとして活躍していくスタッフが持続的に活躍していただけるように、打合を定期
的に設け、東村山子ども日本語教室運営の意欲の向上及び指導ボランティア同士の共通理解の場を持
つように努めたが、指導ボランティアの安定的な人数確保が難しく、次年度は、指導ボランティアの
増加を図っていかなければならない。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

・東村山子ども日本語教室指導ボランティア養成講座（全１０回）を開催し、指導ボランティアの安
定的な人数確保を目指す。
・指導ボランティアにブラッシュアップ講座（全４２回）を定期的に行い、指導ボランティアのスキ
ルアップを行う。

・指導ボランティアの人数確保のために養成講座を開催する。また、引き続き打合を定期的に設け
る。ブラッシュアップ講座の開催により、指導ボランティアが自信を持って子どもに指導していける
ようになる。
・受講者の増加に繋がるよう、市内学校に対し、東村山子ども日本語教室の啓発・周知を行ってい
く。

市民相談・交流課

保育園、学校等における相談、通訳派遣、翻訳の拡充
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担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

施策の方向性３－１

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

市民相談・交流課

・多言語での翻訳も大いに必要となるが、やさしい日本語の普及啓発を行い、やさしい日本語の翻訳
（所管でできる翻訳）も視野に入れる。

市民相談・交流課

２８．外国人市民の生活相談窓口の充実

２７．所管からの要請による文書の翻訳
所管からの要請により市内保育園、小・中学校からの文書の翻訳を行います。

・庁内他所管より23件の翻訳依頼があり（１件につき、１言語ではない翻訳）、多文化共生相談員に
よる翻訳を行った。多岐にわたる翻訳内容となり、様々な所管での多言語化の必要性を感じた。

・年々翻訳依頼が増加傾向にあり、限られた人員の中での翻訳作業が困難になることがある。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

・本年度も引き続き他所管からの翻訳依頼を請け負っていく。

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

生活相談窓口において、中国語、韓国・朝鮮語、英語での相談支援を行います。また、わかる日本語
で対応することができるよう、わかる日本語の能力向上に努めます。

・英語、中国語、韓国・朝鮮語での相談体制で業務を行った。相談件数：1791件
内訳：①庁内手続：552件②暮らし：192件③労働：51件④地域活動：346件⑤在留資格：72件⑥福
祉：79件⑦税金：132件⑧家庭：51件⑨子育て・学校教育：276件⑩事故・事件：17件⑪司法：23件
言語別：やさしい日本語：576件　英語：292件　中国語：538件　韓国・朝鮮語：18件　その他：3
件

・英語、中国語、韓国語・朝鮮語以外の相談を受けることが困難であるため、対応可能とする団体と
の協力体制を必要とする。また、やさしい日本語での対応が重要であり、活用できるスキルの向上を
必要とする。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

・市職員及び市民向けにやさしい日本語講座を開催する。
・他団体との会議に積極的に参加し、多言語における相談体制についての情報収集に努める。

・やさしい日本語講座を行い、やさしい日本語の啓発を行っていく。
・他団体の情報を把握し、相談体制強化に繋げる。

課題３　医療・保健・福祉の多言語化
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担当所管
事業名

事業内容
1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

・案件によっては関係所管と連携し、解決につなげる。

市民相談・交流課
３０．多言語対応の医療機関の情報の収集・発信

多言語対応をしている医療機関の情報を収集し、関係所管からの問い合わせや外国人市民に情報を発
信します。

・多言語対応が可能である医療機関を紹介したり、多言語対応ができない医療機関に行く相談者に
は、通訳派遣業務を取扱っている団体を紹介した。

・医療機関への受入打診を行うこともあったが、該当医療機関が対応ができないこともあり、多言語
対応ができる医療機関がかなり限られている現状にある。通訳派遣業務が利用できない相談者もお
り、解決に苦慮することがある。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

・引き続き、多言語対応可能な医療機関の紹介をしたり、通訳派遣業務を取り扱う団体を紹介した
り、相談者の要望に合う方法を模索していく。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

引き続き、月１回程度のケースカンファレンスを行っていく。また、他所管に及ぶケースについて
は、他所管の担当者との連絡・連携を密にする。

月１回程度のケースカンファレンスを行うとともに、随時共有を図る。

市民相談・交流課
２９．外国人市民に関係する担当者の情報共有の場の設置
各関係所管において、相談事例の共有など、情報共有を行います。

係内で、月１回程度ケースカンファレンスを実施した。

月１回程度ケースカンファレンスでは、多文化共生相談員が受け持つ相談案件について、情報共有を
図り、困難事案については解決方法を模索する等を行った。
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基本目標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
課題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
施策の方向性１－１

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定
５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定
５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

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

語学学習者の学習言語を発表する機会として、スピーチ大会の実施を行い、市民が多言語に触れる機
会を提供します。

・平成31年1月12日に市民カレッジ「語学学習者による多言語スピーチ大会」を開催した。第１部は
シュワルツ・アレクサンドラ・クリスティーナ氏による「プラス思考で活きる力～異国で暮らす覚悟
～」、第２部をスピーチ大会として開催した。シュワルツ氏の講演会では、どのようにして日本の地
域社会で共存してきたか話された。また、日本語学習者や外国語学習者によるスピーチが行われた。

より多くの市民に参加していただくこと。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

・令和元年度も多言語スピーチ大会を開催する予定。

より多くの市民に参加していただけるよう、周知を工夫する。

市民相談・交流課

市民団体との連絡を密にし講座を開催していく。

関係団体

３２．多言語によるスピーチ大会の実施

３１．外国語講座（中国語、韓国・朝鮮語、英語）の実施

市民が外国語を学習する機会を得ることができるよう、中国語、韓国・朝鮮語、英語の外国語講座を
実施します。

・外国語講座の実施（英語、中国語、韓国・朝鮮語）
　前期（４月ー９月）／後期（１０月－翌３月）
♦英語　レベル１（中学校英語程度）2クラス、レベル２（基礎英会話）2クラス　計4クラス
♦中国語　入門2クラス、初級2クラス、中級2クラス、会話2クラス、子ども2クラス　計10クラス
♦韓国・朝鮮語　入門３クラス、初級３クラス、会話2クラス　計8クラス
・平成31年1月12日に開催した語学学習者による多言語スピーチ大会では、外国語講座受講者に参加
していただくことができた。

会場の手配を行っているが、苦慮することが多々あり（他所管や他団体と競合する）、会場を手配す
ることが難しい。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

今年度においても外国語講座の前期、後期について市報等で募集を行う。
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施策の方向性１－２

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

引き続き、交流を深めることができる事業を実施する。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

・今年度は学生親善訪問団の受入（令和元年６月７日～２１日）及び派遣（令和元年８月３日～１８
日）を行う。

次回の周年行事をスムーズに実施できるように、市民団体と打ち合わせ等を行い、情報共有する。

市民相談・交流課　関係団体
３３．姉妹都市等との親善交流の促進

多文化共生の推進に向けて、市内における児童・生徒が姉妹都市、友好交流都市と交流する場を設け
ます。

・アメリカ合衆国のインディペンデンス市と姉妹都市提携40周年を迎え、６月にインディペンデンス
市より２２名の市民が来日し、市内めぐりや回田小学校（インディペンデンス市グレンデール小学校
と姉妹校）を訪問し、40周年式典に参加した。また、８月に東村山市より３７名の市民が渡米し、グ
レンデール小学校を訪問したり、サンタ・カリゴン祭に参加し、相互に市民交流を図り、市民同士の
絆が深まった。
・５年に１度の周年行事だが、市民団体と連携し、行事を開催することができた。

周年事業年度で開催規模も大きいため、手順等の確認に時間がかかった。

国際感覚の養成及び人材育成

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

　令和元年7月31日～8月3日で東村山市・蘇州市スポーツ交流事業を実施し、東村山市内の小学6年
生20名とサッカーコーチ等が中国蘇州市を訪れ、交流を深める予定。また、令和元年12月頃には市内
の全小中学校の学校給食で中国料理を提供し、ホストタウンの認知度向上や中国文化の理解促進に努
める。
　さらにホストタウン啓発ポスターやホストタウン啓発物を作成し、イベントにて配付予定。令和元
年度も毎号、市報表紙のヘッダー部分にホストタウンロゴマークを入れて認知度向上に努める。

上記のような取り組みにより、引き続き交流事業を実施する。

東京2020オリンピックパラリンピック推進課
３４．東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるホストタウンとしての海外交流

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会において中華人民共和国のホストタウンに決定した
ことに伴い、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催にあたって交流を深めることがで
きる方法を協議します。また、閉会後も継続して交流の機会を持つことができるよう検討します。

 平成30年7月30日～8月2日に東村山市・蘇州市スポーツ交流事業を実施し、東村山市内の小学５・6
年生20名とサッカーコーチ等が中国蘇州市を訪れ、交流を深めた。また、平成30年12月10日～14日
には市内の全小中学校の学校給食で中国料理を提供し、ホストタウンの認知度向上や中国文化の理解
促進に努めた。
 さらに中国人留学生と共にデザインを考えたホストタウン啓発ポスターを市内の全小中学校や公共施
設、商店街等に広く掲出し、また、東村山駅西口と久米川駅南口ロータリーにホストタウン啓発横断
幕を設置、さらにホストタウン啓発のぼりやクリアファイルを作成し、イベントにて掲示、配付をし
た。
 その他、市民相談・交流課と協力しホストタウン啓発パネルを作成した。平成31年1月号より毎回、
市報表紙のヘッダー部分にホストタウンロゴマークなどを掲出した。

25



施策の方向性１－３

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

課題２　日本人と外国人の交流の場の拡充
施策の方向性２－１

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

外国人市民による世界の文化の紹介や日本人市民との交流を図るグローバルパーティーを実施しま
す。

・10/27(土）グローバルパーティー開催。テーマ「レッツエンジョイ中国」（参加者約140名）
・2019.1/26(土)　グローバル交流サロン開催。毎年日本のお正月を体験をテーマに開催。（参加者
約80名）
・6/16(土)  日本文化研修バスツアー催行。「そなエリア東京と日本科学未来館」（参加者　25名）

・グローバルパーティーや交流サロンでの日本語学習者、その家族や友人と日本人の積極的な交流が
行われるよう工夫する。
・バス研修に参加した方々に感想や希望を聞いて今後の企画の参考に出来るようにする。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　②　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　５

・グローバルパーティーは日本語学習者の色々な国々の生活や文化を紹介する。
・交流サロンでは、日本のお正月体験以外にも日本語学習者の方々のパフォーマンスが披露できる場
にしていく。
・今後のバス研修の方法は関係団体の意向をふまえて、検討していく。

・グローバルパーティーは日本語学習者の色々な国々の生活や文化を紹介、交流サロンでは、日本の
お正月体験以外にも日本語学習者の方々のパフォーマンスが披露できる場にしていくことで参加した
方々のコミュニケーションがとりやすくなるようにする。

市民相談・交流課　関係団体

・参加者増加につなげられるように周知を工夫する。

市民相談・交流課

３６．外国人市民と日本人市民の交流の促進

３５．市民カレッジにて市民が多文化を受け入れる機会の提供
多文化に関連する講座を開催し、日本人市民と外国人市民が相互に理解し合える機会を提供します。

・市民カレッジ第１回：平成30年10月26日「外国人市民のかた向け　日本で働くための講座
　～履歴書の書き方、面接のマナー～」参加者／15人
・市民カレッジ第２回：平成31年1月12日「語学学習者による多言語スピーチ大会」参加者
　／49人
・市民カレッジ第３回：平成31年1月26日（土）「ガチで平和を作るには？～アフガニスタンの現状
と市民による平和の取り組み」参加者／15人
・市民カレッジ第４回：平成31年1月16日～3月20日「たぶんか子ども×日本語教育～多文化共生か
ら見る外国の子どもの日本語教育」全１０回　参加者のべ／146人

・市報やホームページ、ポスターやチラシにて事業のＰＲを行っている。しかし、十分な参加者にな
らない事業もあり、参加者の増加に繋げられるようなＰＲをしていかなければならない。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

・令和元年度の市民カレッジとして、令和元年9月28日に防災に関する講座、令和2年2月にやさしい
日本語講座及び多言語スピーチ大会を開催予定としている。

多様な文化に触れあう機会の提供

日本人及び多様な文化を持つ外国人市民間の交流促進
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担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

課題３　外国人市民の社会参加
施策の方向性３－１

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

体制作りをスピード感を持って推進できるよう市民団体内で新たに委員会を立ち上げて取り組む。

市民相談・交流課、関係団体
３８．国際理解教育における外国人市民講師の機会提供

外国人市民が国際理解教育の講師として地域で活躍することができるよう、講師派遣を行い、市内の
児童・生徒に外国人市民との交流の機会を提供します。

＜市民団体講師派遣＞
・6/20(水),7/20(金)東萩山小学校4年生3クラス　ドイツ、フィリピン、中国の講師を派遣。
・10/18(木）萩山小学校6年生2クラス　中国、フィリピンの講師を派遣。
・11/14(水)化成小学校4年生3クラス　中国、台湾、韓国の講師を派遣。
＜市民相談・交流課講師派遣＞
・H30年11/22（木）久米川東小学校3年生１クラス　6年生1クラス　マレーシア、アメリカ、バング
ラディッシュ、イギリス、フィリピンの講師派遣
・H30年12/7（金）久米川東小学校6年生2クラス　マレーシア、アメリカ、中国、イギリスの講師を
派遣。
・H31年2/12（火）久米川東小学校3年生3クラス　ネパール、マレーシア、フィリピンの講師を派
遣。
・H31年3/1（金）久米川東小学校3年生3クラス　ネパール、マレーシア、フィリピンの講師を派
遣。

・学校からの依頼を無理なく受け入れられることができる体制づくり。
・派遣要請の講師の選択を日本語教室の学習者を中心に考えられる体制作り。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

市民団体内で国際理解・協力委員会を国際理解授業実施の委員会として立ち上げた。今後は教育所管
とも連携して実施できるような体制作りをしていく。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

①市民講座「世界で起きている今を学ぶ」を開催予定　全2回　1回2時間程度の座学
テーマを変えて実施予定

講師の予算の上限が決められているため、著名な講師の依頼は困難な状況。過去に実施した講師など
に依頼することで講座を開催していく。

公民館
３７．諸外国の経済情勢や日本との関わり等の講座の実施

諸外国の情勢が私たちの生活に影響を及ぼす現在において、諸外国と日本との関わりを理解しやすい
市民講座を実施します。

①市民講座「世界のそこを知りたい」
・実績　　開催２回目、延べ参加受講者137人、延べ講師5人、延べスタッフ11人
②学習進捗度・成果の確認
・実績　市民講座「世界のそこを知りたいパート２」開催平成30年11月7日、14日、21日、全３回、
受講者２４名、参加延人数５９名

グローバルな話題のタイムリーな講座の開催は難しい。また、公民館の予定時期に合った講師の依頼
が難しい。

外国人市民が地域へ関わる機会の提供
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施策の方向性３－２

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

施策の方向性３－３

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

自治会フォーラム等にて多文化共生事業の周知や地域コミュニティ施設へ多文化共生事業の周知を行
います。（市民相談・交流課連携）

①自治会フォーラムにて多文化共生事業の周知や地域コミュニティ施設へ多文化共生事業の周知

特になし

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

令和元年度自治会フォーラムにおける多文化事業の周知：令和２年２月末頃の開催を予定

毎年市が開催する自治会フォーラムには、市内自治会長をはじめ多くの自治会関係者の来場が見込ま
れるため、多文化共生事業を周知し啓発に努める。また、市内のコミュニティ施設である各ふれあい
センター及び青葉地域センターにおける多文化共生事業の周知を継続する

市民相談・交流課
４０．東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会における外国人市民の参加

東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会に外国人市民にも参加していただき、外国人市民目線で
の意見をいただくことで、より活発な意見交換の場とします。

・東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会を平成30年10月25日、平成30年12月13日、平成31年
3月8日に開催した。東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会は日本人市民のみではなく、外国人
市民も協議会委員として就任している。

・日本人市民目線のみではなく、外国人市民目線での意見も多くいただくことができており、課題点
は特にない。日本人では気づきにくい点も指摘いただくことができている。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

・令和元年度も東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会を３回程度開催する予定としている。

市民協働課
３９．外国人市民の多文化共生事業への参加促進

・令和元年度の東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会でも外国人市民委員に活発な意見をいた
だく。

地域における多文化共生事業への参加促進（再掲）

外国人市民の協議会等への参加
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基本目標　Ⅳ　災害時における外国人支援の体制構築
課題１　災害時外国人支援マニュアルの整備
施策の方向性１－１

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業
２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定
５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

・平成30年9月8日に災害時外国人支援ボランティア講座として「避難所防災倉庫を開けてみよう！」
を開催した。（参加者：44名）
・平成30年10月14日実施の総合震災訓練でブースを設け、災害時に活用されるピクトグラムの紹介
や東村山市第2次多文化共生推進プランの防災に関する事業案の紹介を行った。また、東京都が作成
している防災啓発資料を配布した。

・9月8日の講座では、外国人市民に参加していただき、災害時外国人支援（語学）ボランティアとし
て活躍できる可能性のある方々に多言語で通訳として活躍していただいたが、災害時外国人支援（語
学）ボランティアに登録している方々に研修の場等を提供できていない状況にある。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

・市民カレッジや第１０ブロックのサーキット講座にて防災に関する講座を実施し、現在登録してい
る災害時外国人支援（語学）ボランティア等に講座実施連絡を行い、多くのボランティアに参加して
いただけるようにする。

・実際に活躍いただけるボランティアの精査を行い、災害時に活躍できるボランティアの研修・講座
を実施する。

市民相談・交流課
４２．災害時外国人支援（語学）ボランティアに対する情報提供の促進

災害時において外国人への支援を行うことができる災害時外国人支援（語学）ボランティアの養成に
向けて、養成講座の情報提供を行うほか、防災に関する講習を実施します。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

引き続き、地域の集まりに参加をして協力者を増やす

福祉協力員や保健推進員会への参加をして事業周知を図り、協力を仰ぐ

地域福祉推進課
４１．避難行動要支援者名簿の整備の促進

避難行動要支援者名簿を整備し、関係機関に提供することで避難行動要支援者への支援に活かせるよ
うにします。

要支援者が地域で暮らし続ける「安心」につながる一助となった。

地域の支援者（協力者）が減少傾向にあり、地域の集まりに参加をして協力者を増やした。

※避難行動要支援者名簿：防災施策において特に配慮を要する方（要配慮者）のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名
簿のこと。平成２５年の災害対策基本法一部改正により、作成が義務付けられた。

災害時外国人支援マニュアルの更新体制づくり
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課題２　防災についての意識啓発
施策の方向性２－１

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

・多言語支援センター運営に関連する講座を行うとともに、第１０ブロックで講座内容を共有し、防
災に関する知識や情報を増やして災害時に備える。

市民相談・交流課
４４．多言語支援センターの運営にかかる訓練

災害時に立ち上げる「多言語支援センター」の運営にかかる訓練を行います。近隣市（第１０ブロッ
ク等）と協働し情報共有を行い、訓練を行います。

・当市では、平成30年9月8日に第１０ブロックのサーキット講座（災害時外国人支援ボランティア講
座）として「避難所防災倉庫を開けてみよう！」を開催した。（参加者：44名）
・第１０ブロックの各市で防災についての講座を実施するとともに、講座実施についての情報共有を
行った。

・第１０ブロックの各市（５市）がそれぞれ防災に関する講座を実施したことにより、５市間での防
災意識が高まった。また他市の講座にも参加できることで、より多くの災害時外国人支援に関する講
座に参加いただける状況となった。直接的な多言語支援センターに関する訓練となる部分もあった
が、運営に関連する訓練の必要性がある。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　⑤

・引き続き、第１０ブロックで各市が防災に関する講座を行う予定とし、防災への意識を高める。
・当市では９月２８日は多言語支援センター立ち上げに関する研修を実施、１０月５日には第１０ブ
ロックのサーキット講座として防災に関する講座を行う。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

・市民カレッジや第１０ブロックのサーキット講座にて防災に関する講座を実施し、現在登録してい
る災害時外国人支援（語学）ボランティア等に講座実施連絡を行い、多くのボランティアに参加して
いただけるようにする。

・講座、研修を行い、多言語支援センターの運営方法を確立していき、マニュアルの更新につなげて
いく。

市民相談・交流課
４３．多言語支援センター運営におけるマニュアルの更新

多言語支援センター運営における研修及び訓練を行い、マニュアルの更新のための環境づくりを行い
ます。

・平成30年9月8日に災害時外国人支援ボランティア講座として「避難所防災倉庫を開けてみよう！」
を開催した。参加者：44名
・平成30年10月14日実施の総合震災訓練でブースを設け、災害時に活用されるピクトグラムの紹介
や東村山市第2次多文化共生推進プランの防災に関する事業案の紹介を行った。また、東京都が作成
している防災啓発資料を配布した。
・第３回東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会においてマニュアル更新について意見交換し
た。

・マニュアルの更新に役立つ（マニュアル更新のための）多言語支援センターの運営に係る講座・研
修を開催していく必要がある。このような講座・研修を開催することによって、災害時外国人支援
（語学）ボランティアの活動内容も明確になっていく。

多言語支援センターの運営にかかる訓練
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施策の方向性２－２

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

課題３　多文化防災における連携
施策の方向性３－１

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

・引き続き、第１０ブロックで各市が防災に関する講座を行う予定とし、防災意識を高め、情報共有
を行っていく。
・当市では、１０月５日に第１０ブロックのサーキット講座として防災に関する講座を行う。

・第１０ブロック連絡会議での連携は年々強化されているので、より一層、情報共有・連携の強化を
図っていく。

市民相談・交流課
４６．近隣の市民団体、姉妹都市の国際友好協会等との協力支援体制の構築

災害時において、近隣や姉妹都市等との協力支援体制を築くことができるよう、東京都在住外国人支
援のための合同連絡会議第10ブロック連絡会議において防災訓練や災害時の体制構築に向けた情報共
有を行います。

・当市では、平成30年9月8日に第１０ブロックのサーキット講座（災害時外国人支援ボランティア講
座）として「避難所防災倉庫を開けてみよう！」を開催した。参加者：44名。第10ブロックの連絡会
議において、情報共有を図り、他市からの参加者も多く見受けられた。

・姉妹都市との連携ができておらず、災害時に備えて連携の構築をしていく必要がある。

災害時の協力支援の連携体制づくり

総合震災訓練等にて、震災に関する啓発を行うためのブースを設け、外国人市民が震災訓練に参加で
きる環境を構築します。

・総合震災訓練での外国人向けブースを設置
　ブースを設置し、災害時に使用できるピクトグラムの紹介やこれまで市民相談・交流課で開催した
防災に関する講座の紹介、東村山市第２次多文化共生推進プランの防災に関する事案の紹介、外国人
市民向けにパンフレット等を配布し、防災に関する普及啓発を行った。また、市のブースでは災害時
外国人支援ボランティアの募集も並行して行った。
・コミュニケーション支援ボードの配備
　コミュニケーション支援ボードを避難所となる小中学校２２校に配備し、外国人市民への配慮を
行っていることを避難所運営連絡会等で周知して、外国人市民が訓練に参加しやすい環境づくりを
行っている。

・外国人市民向けのブースだけではなく、地域防災力を向上させるため訓練全体の内容を外国人市民
も理解できるように多国語・易しい日本語による掲示、ボランティアによる案内等が必要。
・総合防災訓練に参加する市民に向けて災害時外国人支援に関する講座を積極的に周知し、ボラン
ティアの登録や講座への参加につなげる。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

総合防災訓練において外国人市民向けブースの設置

災害時外国人支援ボランティアとの連携や、表示や資料等の改善を進める。

防災安全課　市民相談・交流課
４５．地域の防災訓練への参加促進

地域における防災力の向上
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担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

基本目標　Ⅴ　多文化共生施策の推進体制の整備
課題１　地域における各主体の役割分担と連携・協働
施策の方向性１－１

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

市民団体等との連携・協働に向けた機会の提供を行うとともに、中・長期的な視点でどのような連携
が可能かの検討を行います。

・市民団体や、近隣市との連携・協働を目指すにあたり、第１０ブロックと連携協働し、第１０ブ
ロックサーキット講座を開催し、各市持ち回りで同じテーマ（防災）での講座を開催した。当市では
平成３０年９月８日に「避難所防災倉庫を開けてみよう！」を開催し、参加者が４４名となった。

・第１０ブロックにおいては、定期的な会議（年５回程度）及び委員会を開催し、随時情報の共有を
図り、同じ方向性を見出す等の連携を行ってきた。市民団体とも定期的な会議を設け、情報の共有は
行っているが、連携・協働での事業推進がまだまだ足りないと感じている。お互いの要望を取り入れ
ながら協働して事業が行えることが望ましい。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

・引き続き、第１０ブロックでは防災をテーマとした講座を開催するなど、多文化共生に関わる課題
を近隣市で共有する。
・市民団体にも講座等の周知をする。

・市民団体とは連絡・情報共有を密にし、連携・協働できる事業等を模索していく。第１０ブロック
とは、中・長期的な視点で強化を図りたいテーマを共有し実践していく。

市民相談・交流課

・災害時に活動が可能な災害時外国人支援ボランティアの確認を改めて行い、連携を深め、実際の災
害に備えた講座・研修を行う。

市民相談・交流課

４８．国際交流・協力団体への支援・連携

４７．災害時外国人支援ボランティアの育成

災害時外国人支援ボランティアに研修・講習を行い、災害が起きた際に活動ができるよう、養成を行
います。

・平成30年9月8日に災害時外国人支援ボランティア講座として「避難所防災倉庫を開けてみよう！」
を開催した。（参加者：44名）
・平成30年10月14日実施の総合震災訓練でブースを設け、災害時に活用されるピクトグラムの紹介
や東村山市第2次多文化共生推進プランの防災に関する事業案の紹介を行った。また、東京都が作成
している防災啓発資料を配布した。

・災害時の実際の行動に関連する研修・講習を開催し、災害時外国人支援ボランティアの訓練となる
講座を実施していく必要がある。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

・令和元年９月２８日及び１０月５日に災害時外国人支援ボランティアを対象とした講座を行う。

市民、市民団体、事業者との連携・協働の推進
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課題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
施策の方向性２－１

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

施策の方向性２－２

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

・庁内に「やさしい日本語」の存在を広く知らせるための方法を考案する。そして、活用してもらえ
るようにしていく。

市民相談・交流課
５０．市職員に向けた多文化共生関連情報の提供

多文化共生を進めていくうえで必要となる情報や知識の普及を行い、外国人市民への対応をよりス
ムーズに行えるよう支援します。

・平成３０年１１月２日にワークショップ型「やさしい日本語」講座を市職員向けに開催し、参加者
が３１名となった。また６名の外国人市民に協力していただき、実際に外国人市民に接する機会を提
供した。

・職員にやさしい日本語を学んでもらうきっかけづくりにはなっているが、まだまだ庁内に広まって
いる状況とは言えず、講座以外の方法で普及を行っていくことも必要である。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

・令和元年６月２７日に職員向けの「やさしい日本語」講座を開催する。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

・今年度においても、多文化共生に関連する事業のＰＲ方法として、多文化共生・男女共同参画推進
交流室にチラシの配備を行ったり、市報やホームページに掲載するなど、周知を行っていく。

・ポスターの掲示場所を工夫することや、チラシ配布ができる機会が他所管の事業等で存在しないか
情報収集を行い、多文化共生事業の啓発の機会に繋げる。

市民相談・交流課
４９．多文化共生・男女共同参画推進交流室の情報発信、ネットワーク機能の充実

多文化共生の推進にあたっての拠点機能の充実に向け、多文化共生・男女共同参画推進交流室におけ
る情報発信機能、ネットワーク機能の充実を行います。

・多文化共生・男女共同参画推進交流室で当課で行う事業のＰＲチラシを配備し、情報提供を行っ
た。平成３０年度については、平成３０年１０月２６日に「外国人市民のかた向け　日本で働くため
の講座～履歴書の書き方、面接のマナー～」、平成３１年１月１２日に「語学学習者による多言語ス
ピーチ大会」、平成３１年１月２６日に「ガチで平和を作るには？～アフガニスタンの現状と市民に
よる平和の取り組み～」、平成３１年１月１６日～３月２０日は「たぶんか子ども×日本語教育～多
文化共生から見る外国の子どもの日本語教育～」を実施した。

・多文化共生・男女共同参画推進交流室の利用者は限られるため、広く市民に周知するには、市報や
ホームページでの広報、ポスターの掲示を強化していくことが必要となる。またそれら以外でのＰＲ
方法も模索していく必要性がある。

多文化共生・男女共同参画推進交流室における拠点希望の充実

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
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担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

施策の方向性２－３

担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

・令和元年度に開催する東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会では、平成３０年度の進捗状況
について意見をいただいたり、引き続き災害時外国人支援マニュアルについての意見をいただく予定
としている。

・防災に関する講座を開催し、災害時外国人支援マニュアルの整備にもつなげていく。

市民相談・交流課
５２．東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会の開催

東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会を開催することで、毎年、行った事業についての進捗状
況を確認し、意見交換を行います。

・①平成３０年１０月２５日、②平成３０年１２月１３日、③平成３１年３月８日に東村山市多文化
共生推進プラン推進等協議会を開催した。①では、平成２９年度の多文化共生推進プラン進捗状況に
ついて、平成３０年度実施の多文化共生事業について、②では、東村山市第２次多文化共生推進プラ
ンについて、③では、災害時外国人支援マニュアルの整備について意見交換を行った。

・災害時外国人支援マニュアルの整備について意見交換を行ったが、まだまだ整備に向けての課題や
マニュアルの作成方法・記載必要事項などの精査ができていないため、翌年度以降の課題として、東
村山市多文化共生推進プラン推進等協議会を通して整備を図っていく必要がある。

窓口業務に携わる職員等に対して外国人市民が訪れた際、「わかる日本語」対応ができるように市民
相談・交流課と連携し研修を行います。

平成30年11月に新規研修として「やさしい日本語」講座を31名の職員を対象に実施した。

「やさしい日本語」講座は実施初年度であるため、今後も継続実施し職員へスキルを浸透させていく
必要がある。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　④　　　　　　　５

6月27日（木）に昨年同様、標記研修の実施を予定している。

今後も継続して職員向け「やさしい日本語」講座を実施する。

人事課
５１．職員へ「わかる日本語」等の研修

プランの進捗管理
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担当所管
事業名

事業内容

1．平成30年度実施し
た事業

２．平成30年度取り組
んだ事業の課題

３．平成30年度の取り
組み達成度（◯をつけ
る）

４．令和元年度、取り
組み中・取り組み予定

５．平成30年度の課題
解決に向けての予定・
展望

提言を受けて、より高いレベルで達成するための方法を検討する。

関係所管
５３．進捗状況報告

本プランの進捗状況を関係所管が毎年度報告を行い、達成状況や課題を確認します。

・平成29年度の進捗状況について、各関係所管より達成状況や課題を調査票に記入していただき、
「東村山市多文化共生推進プラン　進捗状況年次報告書（平成２９年度実績）」として発刊した。

・各所管の達成度や課題がわかり、次年度以降に反映させていかなければならない。

　　　 　低い                                                                        　             高い

　　　　　１　　　　　　２　　　　　　　③　　　　　　　４　　　　　　　５

・今年度においても、平成３０年度の進捗状況について、各所管に達成状況・課題についての調査を
行う。
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