
第５回上尾市多文化共生推進計画策定委員会 および 

第７回上尾市多文化共生推進計画策定庁内検討会議 次第 

 

日時 令和３年８月１９日（木）  

    午前１０時～１１時３０分   

場所 オンライン会議 

 

スケジュール 

（１） 開会 10：00 事務局 

堀部課長 

（２） 会議の公開について 10：00～10：05 事務局 

（３） 議事  岡村委員長 

①  前回の振り返り 10：05～10：10 事務局 

②  基本方針２「活躍できるまち」 

③  基本方針３「助け合い、発展する      

まち」 

10：10～11：20  

（４） 総評 11：20～11：25 岡村委員長 

田村アドバイザー 

（５） 今後の予定について 11：25～11：30 事務局 

（６） 閉会 11：30 岡村委員長 

 

 

  



上尾市多文化共生推進計画策定委員会委員 

聖学院大学 教授 岡村 佳代 

上尾市国際交流協会 会長 関本 正弘 

上尾市自治会連合会 理事 栗田 尚 

上尾市小学校校長会 中央小学校長 龍前 進 

上尾市民生委員・児童委員協議会  八木 文子 

らぽーる上尾  内山 昌樹 

上尾市社会福祉協議会 事務局長 石川 孝之 

上尾市勤労者福祉サービスセンター  萩原 聖彦 

公募市民  入野 麻希 

公募市民  甑 明子 カテリーナ 

 

上尾市多文化共生推進計画策定庁内検討会議委員 

保険年金課 主事 新井 美里 

健康増進課 保健師 渡邉 千春 

子ども支援課 主事 金田 遼 

保育課 主幹 須田 範子 

指導課 副主幹 杉崎 亮 

商工課 主任 荒井 怜央 

危機管理防災課 主任 鈴木 康仁 

上尾公民館 主任兼社会教育主事 安藤 千明 

 

事務局 

市民協働推進課 

課長 堀部 弘幸 

主幹 金子 徹 

主事 平田 優子 

主事 渡部 晴香 

 



資料①-１

上尾市多文化共生推進計画　体系（案）1

基本目標（どうありたいか） 基本方針（そのために何が必要か） 施策（何をするか）

1 安心して暮らせるまち 1 コミュニケーション支援 1-1-1 生活に必要な情報の多言語対応

1-1-2 日本語学習の機会提供

1-1-3 相談体制の充実

2 生活支援 1-2-1 子どもが安心して教育を受ける環境整備

1-2-2 医療・保健・福祉にかかる環境整備

1-2-3 日常生活にかかる環境整備

3 災害への備え 1-3-1 災害時における情報伝達手段・支援体制の整備

1-3-2 防災意識の啓発

2 活躍できるまち 1 地域経済の担い手 2-1-1 事業者への支援の充実

2-1-2 就労支援の充実

2 地域コミュニティの担い手 2-2-1 地域の担い手として外国人の定着の促進

3 多文化共生の担い手 2-3-1 ボランティアの支援と養成

3 助け合い、発展するまち 1 意識啓発 3-1-1 多文化共生についての意識啓発

2 交流の促進 3-2-1 交流機会の提供

3 地域活性化の推進 3-3-1 外国人に対する上尾市のPR



資料①-２

上尾市多文化共生推進計画　体系（案）２

基本目標（どうありたいか） 基本方針（そのために何が必要か） 施策（何をするか） 具体的な取り組み 推進体制（誰が）

1 安心して暮らせるまち 1 コミュニケーション支援 1-1-1 生活に必要な情報の多言語対応 外国人市民にも分かりやすい広報誌などの作成・充実
広報広聴課
市民協働推進課

ＩＣＴを活用した生活情報の多言語対応及び提供 広報広聴課

ボランティアによる通訳サービスの提供 市民協働推進課

多言語（やさしい日本語）化のためのガイドライン作成 市民協働推進課

1-1-2 日本語学習の機会提供 日本語教室の充実
市民協働推進課
生涯学習課
ＡＧＡ

日本語講師ボランティアへの支援
市民協働推進課
ＡＧＡ

事業者が実施する日本語教育の支援 市民協働推進課

1-1-3 相談体制の充実 外国人市民向け相談窓口の充実 市民協働推進課

外国人市民に対応できる職員の育成 職員課

新たな相談手法の検討 市民協働推進課

2 生活支援 1-2-1 子どもが安心して教育を受ける環境整備 「取り出し指導」の充実 学務課

「高校進学ガイダンス事業」の紹介 指導課

乳幼児や放課後児童の育成支援
保育課
青少年課

国際理解教育の指導方法に係る研修の充実 指導課

学習支援活動、日本語補習の実施
市民協働推進課
AGA
聖学院大学

1-2-2 医療・保健・福祉にかかる環境整備 医療機関における多言語情報の提供
健康増進課
市民協働推進課

子育て情報の多言語化 子ども支援課

感染症流行時における多言語での情報提供 健康増進課

国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の個別対応の充実 保険年金課

介護保険制度の個別対応の充実 高齢介護課

1-2-3 日常生活にかかる環境整備 暮らしに関する図書資料の充実及び多言語での読み聞かせイベントの実施（追加） 図書館

転入に伴う生活情報の多言語化 市民協働推進課

外国人市民のための勉強会の開催
市民協働推進課
ＡＧＡ

「県多文化共生キーパーソン」の活用
市民協働推進課
民生・児童委員協
議会

子ども向け事業の開催 市民協働推進課

外国人住民向けごみ出しマナーの啓発と周知
西貝塚環境センター
生活環境課

多文化情報コーナーの整備・運営 市民協働推進課

3 災害への備え 1-3-1 災害時における情報伝達手段・支援体制の整備 避難所における多言語による情報提供 危機管理防災課

多言語による救急、消防通報の対応力の向上 消防本部（指令課）

災害・防災情報の多言語・やさしい日本語での提供 危機管理防災課

多言語支援センター運営訓練の実施
危機管理防災課
市民協働推進課

広域避難場所標識の多言語化 危機管理防災課

災害時の外国人への支援対応マニュアルの作成
危機管理防災課
市民協働推進課

長野県上田市との防災協定に基づく災害時の人材派遣 危機管理防災課

1-3-2 防災意識の啓発 防災マップの多言語化 危機管理防災課

外国人向け防災事業の実施
危機管理防災課
市民協働推進課

地域の防災訓練への外国人住民の参加促進
危機管理防災課
市民協働推進課
商工課

外国人市民による災害時の支援活動
消防総務課
市民協働推進課
聖学院大学

2 活躍できるまち 1 地域経済の担い手 2-1-1 事業者への支援の充実 企業に対する多文化共生意識の啓発
商工課
市民協働推進課

セミナーの開催や情報提供
商工課
農政課
高齢介護課

経営に関する相談対応 商工課

2-1-2 就労支援の充実 国や県等と連携した情報提供
商工課
市民協働推進課

関係機関との連携 商工課

外国人介護人材の養成 高齢介護課

自治会・PTA・消防団への外国人の加入と定着の促進

市民協働推進課
指導課
学務課
消防総務課

外国人市民キーパーソンの発掘
市民協働推進課
AGA

上尾市国際交流協会等への支援 市民協働推進課

各種ボランティアの新規登録の促進・養成及び連携 市民協働推進課

3 助け合い、発展するまち 1 意識啓発 小・中学校での国際理解教育に関する授業の充実
指導課
市民協働推進課

多文化共生講座の開催
生涯学習課
ＡＧＡ

海外ボランティアとの情報共有 市民協働推進課

「あげおヒューマンライツミーティング21」の開催
人権男女共同参画
課

多文化共生に関する出前講座の実施 市民協働推進課

活躍する外国人市民のPR 市民協働推進課

2 交流の促進 3-2-2 交流機会の提供 各種講座を通じた交流
市民協働推進課
生涯学習課
ＡＧＡ

ＡＬＴの活用 指導課

中学生海外派遣研修の実施 指導課

「あげおワールドフェア」の充実
AGA
市民協働推進課

ホームステイ受入事業の実施 市民協働推進課

SNSを活用した新たな交流の検討 市民協働推進課

SNSを活用した発信の促進
市民協働推進課
広報広聴課
AGA

市内外国人による魅力の発信 指導課

3 地域活性化の推進 3-3-1 外国人に対する上尾市のPR

地域コミュニティの担い手2 地域の担い手として外国人の定着の促進2-2-1

3 多文化共生の担い手 2-3-1 多文化共生の担い手への支援と養成

3-1-1 多文化共生についての意識啓発


