
外国人と共に暮らすこと
の重要性を理解できる

環境をつくる

　本章では、多文化共生とはどんなことか、あるいは地域に

在住する外国人の方々について、地域で理解を深めることを

目的とした活動や、地域に在住する日本人と外国人が一緒に

作り上げて楽しむ行事等の開催、地域における多文化共生推

進の担い手となるキーパーソンの育成などの取組を紹介しま

す。





ちっぷべつ町多文化共生プロジェクトチーム（秩父別町）

今後の課題・将来に向けての展望等

実施主体

(所在市町村)

事業名 ちっぷ100人サミット「ご近所さんは外国人？」

　外国人居住者が少ない（全3名）秩父別町において、従来の

国際交流事業は交流人口を増やすために行われてきた。一方、

入管法改正（2019.04）を受けて、人口減少（特に農業）が進

む秩父別町でも将来外国人人材の積極的な受け入れをせざるを

得ない状況が来ることが予想される。法的な受け入れ体制に問

題はなくとも、受け入れ先の対応、コミュニケーションなどの

問題は受け入れた農家、企業などの各現場に任される。特に、

秩父別のような外国との接触が薄い地域では、経験のなさから

対応に困り、問題に発展するケースも出てくると予想される。

　そこで、今後増加が予測される外国人人材と住民が共生して

いくために、住民自らが考え、行動できる地域社会を作ること

を目指す。本事業は、その第一段階として、地域の若手リー

ダーを巻き込んで「秩父別版受入ガイド」を住民と作るための

現状把握調査・展望調査を目的とする。

　ワークショップで得られた意見をもとに、「秩父別らしい」

外国人との共生イメージをまとめた「秩父別版受入ガイド」を

作成する。それをもとに、若手リーダーが中心となり、産業ご

とに「外国人と仕事をしながら暮らす」プランを考え、まずは

留学生を対象にインターンシップ形式で受け入れを行う。受け

入れ経験を蓄積してガイドを調整していくといったPDCAサイ

クルを繰り返し、最終的には、各産業のリーダーたちが中心と

なって、自律的に共生のために行動できるようになる。

※令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より上記継続事業は中止となったが、令和３年度（以降）につ

いては、感染状況を踏まえて時期を見て実施予定。

特徴 秩父別らしい外国人との共生を考えるため、若手リーダーを巻き込んだ町民参加のワークショップを開催

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　将来増加が予想される外国人人材（労働者や技能実習生等）

と住民が共生する地域社会の構築を目指し、以下の調査とワー

クショップを開催した。

①秩父別町の現状把握のための聞き取り調査

　行政担当者、秩父別町に居住する3名の外国人および各産業

を担う若手リーダーへ、外国人人材受け入れに対する考えを聞

き取り調査し、秩父別町の現状を明らかにした。

②先行事例調査

　外国人人材の日本語教育とエンジニアの育成を行う奥多摩日

本語学校に聞き取り調査し、今後秩父別町が外国人との共生を

図る際の住民の態度、行動の熟成のための指針を予測した。

③受け入れに関する希望、展望調査

　上記①、②の調査結果を冊子にまとめ、住民向けのワーク

ショップを開催し、様々な業種・年代の住民同士が外国人と

「一緒に働く」、「共に暮らす」をテーマに意見交換を行っ

た。

　聞き取り調査を行った若手リーダーにはワークショップのス

タッフとしても協力してもらい、若手リーダーの当事者意識を

高め、あらゆる業種の関係者（ワークショップ参加の住民）の

巻き込みを図る機会とすることを狙った。その結果、予想を超

える参加があったとともに、これまで外国人人材について意識

していなかった方々にも現状を少しでも感じてもらえる機会に

なった。また、ワークショップを事前の聞き取り調査内容を

ベースに行うことで、参加者間で秩父別での受入に際して具体

的な行動・考え方のイメージが共有され、「秩父別らしい」受

け入れ方を考える材料が集まった。

事業の背景・目的

1-①



　諸外国の生活や文化などの理解を深めるため、毎年度「国際

理解講座」を開催。

　国際化が進む中で、講座を通じ、外国の多種多様な文化や価

値観を学び、市民の国際理解の向上を図ることを目的としてい

る。

　令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、多数の市民が参加する例年どおりの方法での開催はでき

なかった。

　令和３年度以降については、感染防止対策を講じた上で、感

染状況を踏まえて開催する。

特徴 国際理解講座を開催することにより、市民等が外国人に対する理解を深めることができる。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　国際理解を深めるための国際理解講座を実施。令和２年度は

幌別小学校で２回開催、参加者総数は99人。

講座内容：第１回　トーゴ共和国について学ぼう

　　　　　第２回　フランスについて学ぼう

　学校関係者の方などの協力があり開催することができた。

様々な国の生活や文化などの理解を深めることができる講座で

あるため、継続して実施する。

実施主体

(所在市町村)
登別市

事業名 国際交流推進事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　十勝地域の国際化を進めるとともに、世界に開かれた地域づ

くりをめざし、国際感覚優れた住民の育成を図ることを目的と

して開催するもの。

　また、十勝管内に活動拠点を置く国際交流・国際協力等の団

体、ボランティア組織の活動の取組みなどを広く地域住民に紹

介するとともに、国際交流・国際協力の推進や地域における国

際機能の充実を図るもの。

　引き続き十勝地域での住民への国際理解の一助となる行事と

して開催していきたい。また、会場による開催だけでなく、

WEB上での展示、オンラインツールを活用した開催など、さ

まざまな方法で行うことで、国際理解について一層の浸透を

図っていきたい。

特徴
国際交流・国際協力などに関する情報の展示、体験等を通じて国際理解を推進する行事。

JICA北海道(帯広)と共同で開催している。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　十勝の国際交流拠点である森の交流館・十勝（帯広市）及び

隣接するJICA北海道センター(帯広)を会場に、毎年2月に、住民

を対象として開催。（例年は2月上旬の土日2日間開催、来場者

1500名）

　国際交流・国際協力に関する展示や、十勝地域で活動する国

際交流・協力団体の活動紹介、国際協力を理解するためのワー

クショップ、子ども向け英語レッスンなど、国際理解のための

さまざまなコーナーを設けている。このほか、例年は外国人留

学生による母国の料理の試食コーナーも開催している（R2年度

は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止）。

　身近な場所で、気軽に国際交流や国際協力について知ること

ができるよう、展示や体験を中心に構成している。

　R2年度については、新型コロナウイルスの感染拡大を受

け、会場への入場に定員を設けざるを得なかったことから、内

容の一部を当協会WEB上で開催（約1か月間）し、来場できな

い方でも自宅等で情報を見ていただけるよう工夫した。

実施主体

(所在市町村)
十勝インターナショナル協会（帯広市）

事業名 国際フェスタinとかち2021

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　本町の地域住民は海外への関心を持ちながらも外国の文化に

接するきっかけや国際交流員との接するきっかけを持つことが

ない地域住民が非常に多かった。地域住民の国際化を推進し、

国際交流員がどのような取組を行っているのかを知って頂く

きっかけとして本事業を実施しております。

　CIRトークは毎回トークテーマを変更しながら実施している

為、テーマの関心度や開催日時によっては参加者の年齢層や人

数にもバラつきが生じている。どんなテーマを設定しても地域

住民が外国の文化に関心を持って頂くためにはどうすればよい

のかを検討し続けることが地域の国際化の推進を促進すること

に繋がる。

　令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響に

よりCIRトークの開催は中止となったが、令和３年度（以降）

については、感染防止対策を講じた上で、感染状況を踏まえて

時期を見て開催予定。

特徴
本町で活動する国際交流員による活動や異文化の紹介を行うことで、

地域住民との相互理解を深め、地域の国際化推進を目指す。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　本町で活躍する国際交流員により、国際交流員としての存在

や活動、異文化について地域住民に紹介する機会を設けること

で、相互理解を深め、地域の国際化を推進するために実施して

いる。また、国際交流員にとっても本町での人脈を広げること

で、今後の政策実施の糧としている。

　本町には現在１１名の国際交流員が在籍しており、2か月に

１回程度を目安に本事業を開催している。本事業への参加者の

年齢層は幅広く、CIRトークをきっかけに外国の文化に興味を

持ち、自ら外国の文化について調査して渡航する、本町が行う

国際イベントに参加する等生活の幅を広げる地域住民が日々増

加している。

実施主体

(所在市町村)
東川町

事業名 CIRトーク

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　いつでも、どこでも、だれでもできる英会話をコンセプト

に、気軽に英会話を学ぶことを目的に行っており、在留外国人

や海外から訪れる旅行者とのコミュニケーションに生かせるよ

う、平易な表現を使い意思疎通ができることを狙いとして行っ

ている。

　これまでの活動をベースに、個々の英語力に合わせた活動を

充実していきたい。「ちょこっと英語」から次のステップを意

識した内容の構成も考え実践を深めていきたい。

特徴
　簡単な英語を使い、いつでも、だれでも、どこでもできる

在留外国人やインバウンドとのコミュニケーションを目的とした事業。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　外国人との交流をしたいが、英語が苦手、何を話していいか

わからない等の声を背景に、具体的な場面設定を通して簡単で

平易な英会話表現を学び、気軽に外国人と会話できることを願

い活動を展開している。

　実際に起こりえる場面を設定し、できるだけ平易で簡単な英

語を使いコミュニケーションを図ることのできる実践的な英会

話力の育成を図っている。時にはネイティブスピーカーの参加

により、発音の矯正や表現方法の工夫についても学ぶ機会に

なっている。今後、この取り組みを生かした活動場面を設定

し、より確かな英語力の育成に結び付けたい。

実施主体

(所在市町村)
NPO法人グローカルみらいネット（釧路市）

事業名 ちょこっと英語で楽しく交流

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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実施主体

(所在市町村)
NPO法人グローカルみらいネット（釧路市）

事業名 ちょこっと韓国語講座

特徴
豊富な韓国生活体験をもつ講師を招き、日常会話だけではなく、受講者が興味を持つ食文化やエンタメ情報など身

近な話題についても学ぶことができている。

　釧路管内で生活する在留外国人の中で、韓国人の占める割合

は比較的大きいが、私たちの日常生活の中で触れ合う機会や韓

国について知る機会は少ない。現在は、コロナウイルスの影響

により、訪韓するなどの機会は少ないが、市民の興味・関心は

依然として高いものがある。アフターコロナを考えた活動を継

続することで、韓国語学習を通して在留韓国人との市民レベル

の交流の契機になることを目的に行っている。

　受講者のニーズ（地域での交流に生かしたい、仕事に役立て

たい、観光する際の知識として知っておきたい等）に合わせた

学習を通して、地域における交流のキーパーソンの育成に繋が

ることを期待している。

情報など 事業実施における工夫点・事業の成果等

　令和３年度も、月２回の頻度で「韓国語初級編」講座を開催

し、発音や基本文法、初級会話等について学習を重ねている。

　会話はもちろん韓国の自然や歴史、習慣など、学習者の興味

に合わせた学習内容を取り入れることで学習者の意欲化につな

がっている。

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　国際的な視野を持ち、世界が抱える課題に向き合い、柔軟で

斬新な発想をもって解決に向けて行動を起こす青少年の育成。

　国際協力分野に携わる様々なセクター（市民、JICA、企業、

自治体、教育機関など）をつなげ、情報共有や情報交換の場を

若い世代に提供したい。

　市民を主体とする国際交流を推進するため、青少年の国際理

解教育など教育的観点からのアプローチと多くの市民ボラン

ティアによる活動が図られるよう進めたい。

　令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響に

よりワールドフェスティバルin石狩の開催は中止となったが、

令和３年度（以降）については、在住外国人の状況や留学生の

日本入国状況などと併せ、感染が収束して来た時には開催す

る。

特徴 青少年の国際理解教育の向上を図る

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

【外国人、日本人住民双方が参加するイベント】

・各国ブース

　民族衣装や食べ物、楽器などを並べ交流を図る。

・日本文化の紹介

　着物着付体験、折り紙、木彫り、書道体験等

・ステージ

　アフリカのドラム太鼓や中国の獅子舞、インドネシアの楽器

（アンクルン）の演奏など各国による出演、日本のよさこい、

シャケサンバの踊り

【工夫点】

　多くの国々の外国人に参加してもらえるよう、札幌市内の大

学の留学生担当者を訪ね参加者をまとめてもらう他、大学学園

祭に出かけ外国人留学生に直接参加の呼びかけを行っている。

　また、外国人が集うイベントに参加し㏚を積極的に行い多く

の参加者につながるよう工夫している。

【事業の成果】

　多くの外国人との触れ合いや、イベントを通して心が打ち解

け合うことにより、自分たちの住む国や地域への理解や関心が

深まっている。石狩翔陽高校ボランティア部の生徒さん始めボ

ランティアの方々が増え、年々地域を超えた市民活動へと広が

りを見せている。

実施主体

(所在市町村)
NPO法人石狩国際交流協会（石狩市）

事業名 ワールドフェスティバルin石狩

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　同じ地域で生活をしている中でも、在留外国人との交流する

機会は限られている。日本人と在留外国人との相互理解をより

図る上からも、身近な活動を通して触れ合うことが大切である

と考え事業を行った。

　一過性の交流活動ではなく、継続した活動になることを願っ

ている。また、一つの地域だけではなく同じ町で生活する技能

実習生同士の交流や住民との交流を目指した全町的なイベント

への発展を考えた行政との協力体制を充実させていきたい。

特徴 地域で生活する在留外国人との地域行事を通した相互文化理解とコミュニケーション力の育成。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　釧路管内町村でベトナム人技能実習を受け入れている地域か

ら、ベトナム人実習生との交流の仕方について当団体へ協力要

請があり下記の内容で事業を実施した。

①日本料理とベトナム料理づくり体験と食を通しての交流

②日本文化体験（着物着付け体験、巻きずしづくり体験、書道

等の体験）

③ベトナム人通訳による地域の日本人に向けたベトナムの紹介

　地域の日本人を対象に、ベトナム（ベトナム人）についての

理解を深めてもらうため、ベトナムについての基本情報や一般

的な生活スタイルについて映像等を活用し情報提供を行い、文

化や習慣の違いについて気づいてもらうことができた。

実施主体

(所在市町村)
NPO法人グローカルみらいネット（釧路市）

事業名 日本人と在留外国人が協力した地域祭典

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　ベトナムにとってテト休みは年間で最も重要な祝祭日ではご

ざいますが、日本の新暦とは異なり、ベトナムは旧暦で正月を

祝うため、本町に在住するベトナム留学生等はテト休みに合わ

せて帰国することが難しい現状がありました。

　ベトナム留学生が帰国しなくてもお正月を楽しむ機会を創

り、本町の住民にとっても外国の文化体験をしてもらうことを

目的として実施しています。

　ベトナム留学生は毎年入替る為、本事業を実施した経験や反

省等のノウハウを次年度に繋げることが難しく、毎年、一から

準備しなければならないのが課題となっています。

　今後としては準備から開催までの一連の流れの基本設計を構

築し、毎年違った取り組みを企画してベトナム留学生や地域住

民等を楽しませていくことが重要になってくるかと感じる。

　令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響に

よりベトナムテト in Higashikawaの開催は中止となったが、

令和３年度（以降）については、感染防止対策を講じた上で、

感染状況を踏まえて時期を見て開催予定。

特徴
外国の文化に関連するイベントを町内で開催することにより、

地域住民の国際理解、地域の国際化の推進や多文化共生に繋げる。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　ベトナムのテト休みに合わせ、町内及び近隣市町村在住のベ

トナム留学生や地域住民、約100名程度を一同に招聘し、ベト

ナムの正月料理や伝統的な遊び等体験してもらうことでベトナ

ム文化を広く周知するとともに、外国人留学生と地域住民との

交流の振興を図った。

　本事業は本町に所属するベトナムの国際交流員を中心に、東

川町日本語学校に在籍する外国人留学生の協力して、試行錯誤

を繰り返しながら、会場づくりから料理やゲームの進行等を一

から準備し、2018年から開催しているものです。

　その為、本事業には町内だけではなく、近隣の市町村の団体

からも協力出演頂いておりますので、引き続き、協力体制を継

続、充実させていきたい。

実施主体

(所在市町村)
東川町

事業名 ベトナムテト in Higashikawa

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　令和元年9月にベトナム出身の「枝幸町多文化共生アドバイ

ザー」を配置。大学時代にインターンシップで町内の保養施設

を訪れ、卒業後、同ホテルで2016年10月から勤務し、昨年9月

からアドバイザーとして外国人材と受入れ団体の橋渡しを展開

している。

 　枝幸町では近年、水産加工業や酪農業で働く、中国やタ

イ、ベトナムなどからの在留外国人が増加している。また、少

子高齢化や人口減少により需要が高まり人手不足となっている

介護分野や宿泊業などの新たな担い手として、さらに外国人材

の確保・育成と受入れ拡大が期待されている。こうした現状の

なか、在留外国人に地域へ定着して活躍してもらうため、ま

た、地域での理解を促進するため、仕事や生活、医療・福祉、

教育など、受入れや共生に関わるワンストップ相談窓口となる

「枝幸町多文化共生サポートデスク」を令和2年4月1日から開

設しており、令和2年度のサポートデスクの相談件数は「202

件」と開設の効果が見られていることから、継続した相談受付

や生活支援を行って行く。

　令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より企画 していたベトナム旧正月交流会の開催は中止となっ

たが、令和3年度（以降）については、感染防止対策を講じた

上で、感染状況を踏まえて開催予定。

特徴 　地域住民と交流できるイベントを通じて、文化の違いを相互に理解し、多文化共生を推進する。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　ベトナム旧正月交流会を企画し、ベトナム人と町内各事業所

や産業等の代表者らで旧正月で必ず食べるベトナム料理を皆で

囲み、互いに理解と交流を深める。

　在住ベトナム人の方々や事業所の方々とベトナム料理を囲み

ながらの談笑やゲーム等を通じ、互いに交流を深められたこと

から、令和3年度（以降）についても引続き、交流会の実施に

向け企画する。

実施主体

(所在市町村)
枝幸町

事業名 多文化共生の地域づくり

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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