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Ⅰ．計画の概要
■プログラム名：地域再生人材創出拠点の形成（中間評価）
■課題名：「多文化共生推進士」養成ユニット
■区分：B
■機関名：国立大学法人群馬大学
■代表者名（役職）：髙田 邦昭（学長）
■連携自治体：群馬県
■実施期間：5 年間
■実施経費：これまでの総額 116．1 百万円（間接経費込み）
1．課題概要
『
「多文化共生推進士」養成ユニット』 課題概要
○地域再生人材養成ユニット名 「 「多文化共生推進士」養成ユニット
○総括責任者名
「 学長 高田 邦昭
○提案機関名
「 国立大学法人 群馬大学

」
」
」

地域の現状と地域再生に向けた取組状況
群馬県は，外国人住民の急増と集住化が顕著に進行する地域である。外国人労働者の増加は，
地域経済の活性化に寄与したが，外国人労働者の不安定な労働環境，子弟の教育問題の深刻化，
地域住民との軋轢等，様々な問題を生み出した。この現状を打開すべく，群馬大学と群馬県は平
成 14 年度より連携して，多文化共生社会の構築に向けた教育・研究・まちづくり事業を推進して
きた。その結果，専門職や社会人を対象に多文化共生を推進する人材育成への要請が地域から高
まった。そこで，群馬大学と群馬県は「多文化共生推進士」養成ユニットを形成して，その要請
に応え地域再生を図ることとなった。
地域再生人材創出構想
本取組では，地域や職場にある多文化の現状を的確に把握し，効果的な課題解決の方法を企画
し実践する多文化共生推進士の養成を行う。対象者として，教員・医師・行政関係者等の専門職，
企業関係者，ボランティア等を想定する。アナリスト・コース，プランナー・コース，コンサル
タント・コースの３つのコースを段階的に設定し，各コースで基礎教育 30 時間，実務教育 30 時
間，課題研究 10 時間を履修させ，(1)地域や職場の多文化の現状を的確に把握し，その問題を構
造的に分析できる力，(2)問題解決の成功事例・失敗事例をその要因とともに理解し，地域や職場
の実情にあった効果的な解決策を企画できる力，(3)構想した企画案を実効性と持続性のある実践
に導くことができる力を養成する。全てのコースを終えた修了者は，群馬県知事より「多文化共
生推進士」認定証を付与され，多文化共生推進の担い手としての活躍が期待される。５年間で，9
0 人の受講生を対象として教育を行い，約 10 名の多文化共生推進士を輩出する。
自治体との連携・地域再生の観点
群馬県では，多文化共生社会による豊かな地域づくりを地域課題のひとつとして地域再生計画
に位置づけ，多文化共生の地域基盤づくり・地域組織創設支援・地域人材育成の３つの施策を掲
げている。本提案課題は，このうち，地域人材育成を群馬大学と連携して行い，養成課程を修了
した者を群馬県が「多文化共生推進士」として認定し，地域再生計画に活用しようとするもので
ある。地元の企業等と連携し，受講生等の派遣協力など必要な支援を求める予定である。地域再
生への具体的な貢献としては，
「多文化共生推進士」を地域の多様な領域に輩出できること，その
活躍によって，地域や職場における異文化間の摩擦や訴訟が回避され，在日外国人と日本人が互
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いを活かす環境が築かれること，多文化共生の視点から新たな産業が創出される可能性が生まれ
ることが挙げられる。
ミッションステートメントの概要
群馬大学は群馬県と連携し多文化共生推進士の養成を行う。多文化共生推進士とは，多文化共
生の視点に立って地域や職場を見直し，課題を解決する人材のことである。多文化共生の視点と
は，すなわち，国籍や文化のちがい等，個人の特性の違う者同士が，同じ地域に住む生活者とし
て，分かち合い，補完し合い，活かし合う関係づくりを進める視点であり，互いに，地域の社会
活動や経済活動に参画する新たな人的資源ととらえ，その活用を実現する社会システムや新産業
を創出しようと考える視点である。３年目の達成目標としては，アナリスト・コースⅠ期・Ⅱ期
受講生 10 名以上の修了生を，プランナー・コース受講生５名以上の修了生を，実施期間終了時に
は，10 名以上の「多文化共生推進士」を輩出することを目標とする。
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地域再生人材創出拠点の形成

「多文化共生推進士」養成ユニット 実施体制
養成

活用

自立支援
多文化共生推進士のスキルアップ
支援

多文化共生推進士の

教育体制の充実
教育カリキュラムの充実

養成プログラムへの活用

「多文化共生推進センター（仮称）」
の設立

地域連携推進事業への活用

履修生への学習支援

第三者評価委員会

各学部・大学院・関係部署 （地域連携推進室等）

群馬大学・群馬県「多文化共生教育・研究プロジェクト推進室」
群馬大学スタッフ
地域協働スタッフ
関係省庁

企業・病院・学校等

県・市町村

地域協働スタッフへの
参画・コーディネート

多文化共生推進士の認定

多文化共生推進士ネットワークの形成

履修生募集への支援

地域協働スタッフへの参画・
コーディネート

「多文化共生推進センター（仮称）」
設立への支援

地域再生計画への活用

企業の社会的責任（CSR)の促進等

実務教育推進体制の充実
履修生への実務学習支援

地域再生人材創出拠点の形成

「多文化共生推進士」養成ユニット 実施内容
目的

日本人住民と同様に外国人住民を地域の社会活動や経済
活動に参加する新たな人的資源ととらえ、その活用を実現
する社会システムや新産業を創出する人材を育成する。

専門職（教員・医師・看護師・行政関係者・警察官・
社会福祉士・エンジニア・社会労務士等）
外国人を雇用する企業関係者・外国人学校関係者
日本での永住や起業を希望する在日外国人
国際交流ボランティア
等

多文化共生推進士

群馬県認定

履修証明書

実践力を育てる
コンサルタント・コース

・コース別実践手法
・課題研究

履修証明書

実務教育

多文化共生を
実践的に推進できる

企画力を育てる
プランナー・コース

・異文化理解・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
・多文化地域の現状・課題
・関係機関との協働
・多文化共生のあり方

修了書

基礎教育

多文化共生を理解する

分析力を育てる
アナリスト・コース

内容

対象

【各コース】基礎教育科目３０時間・実務教育科目３０時間・課題研究１０時間

期待される成果

多文化共生推進士の活躍の場

①人材養成カリキュラムの確立
②多文化共生関連産業への人材供給
③多文化共生社会システムの形成 等

地域再生・活性化へ

①群馬県地域再生計画における実践の場
②推進士が所属する地域と職場
③群馬大学での多文化共生推進士養成の場
④新産業育成につなげる共同研究の場 等
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5年後の

多文化共生
推進士配置
イメージ
利根・
沼田
地域
1人
以上
吾妻
地域
１人
以上

東部
地域
４人
以上

西部
地域

2人
以上

中部
地域
2人
以上

2.ミッションステートメント
『
「多文化共生推進士」養成ユニット』 ミッションステートメント
○地域再生人材養成ユニット名「 「多文化共生推進士」養成ユニット
○総括責任者名
「
学長 高田 邦昭
○提案機関名
「
国立大学法人 群馬大学

」
」
」

（１）地域再生人材創出構想の概要
群馬県における外国人労働者の増加は，地域経済の活性化に寄与したが，外国人労働者の不安
定な労働環境，子弟の教育問題の深刻化等，様々な問題を生み出した。この現状を打開すべく，
群馬大学と群馬県は「多文化共生推進士」養成ユニットを形成して地域再生をはかる。
「多文化共生推進士」とは，外国人住民を，日本人住民と同様に地域の社会活動や経済活動に
参加する新たな人的資源ととらえ，その活用を実現する社会システムや新産業を創出する人材で
ある。対象者は，教員・医師・看護師・行政関係者等の専門職，外国人労働者を雇用する企業関
係者，日本で起業を計画する外国人住民，日本語教育や国際交流のボランティア等を想定してい
る。
カリキュラムは，実態調査を通した分析力を育てるアナリスト・コース，ケーススタディを通
した企画力を育てるプランナー・コース，模擬実践を通した実践力を育てるコンサルタント・コ
ースの３つのコースを段階的に設定する。各コースは，基礎教育 30 時間，実務教育 30 時間，課
題研究 10 時間を履修要件とする。全てのコースを終えた修了者は，群馬県より「多文化共生推進
士」として認定され，多文化共生の地域づくりの担い手として活躍することが期待される。
（２）３年目における具体的な目標
アナリスト・コースからは 10 名以上，プランナー・コースからは５名以上の修了生を輩出する。
アナリスト・コース修了時の到達目標は，地域や職場における多文化の現状を的確に把握し，
その問題を構造的に分析できる研究手法を身につけ，その手法を活用する具体的な研究対象を設
定できることである。プランナー・コース修了時の到達目標は，問題解決への成功事例・失敗事
例をその要因とともに理解し，地域や職場の実状にあった効果的な解決策を企画でき，その手法
を展開する具体的な実践テーマを設定できることである。群馬県は，地域再生計画で展開する諸
事業にコース修了生を参画させ，アナリストやプランナーとしての力を発揮させる機会を提供す
る。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
実施機関終了時には，10 名以上の「多文化共生推進士」を輩出する。
「多文化共生推進士」は，
自らが所属する職場や地域で，多文化共生の視点から職場や地域の環境改善をはかる。また，群
馬県は地域再生計画の具体的な事業で，群馬大学は「多文化共生教育・研究プロジェクト」で，
「多文化共生推進士」が活躍できる機会を提供する。例えば，相談業務，実務教育，研修事業等
に「多文化共生推進士」が参画できるようにする。さらに，群馬大学と群馬県は，
「多文化共生推
進士」の実践・研究の成果を，社会システムの構築や新産業の創出につなげる仕組みをつくる。
（４）実施期間終了後の取組
産学官民による「多文化共生推進センター(仮称)」の設置を終了時の目標とする。群馬県はこの
センターを，６年目以降の地域再生計画を継続的・発展的に展開する拠点とし，群馬大学は，多
文化共生社会の構築を目指す教育・研究・地域貢献活動の拠点とする。また，
「多文化共生推進士」
は，このセンターを多文化共生の地域づくりを推進するための活動拠点とする。
（５）期待される波及効果
本提案課題を遂行することにより，多文化共生の視点を盛り込んだ新産業（例えば，多言語通

4

信システム，新しい食材の開発等）を具体的に創出することによって，地域の企業や地域経済が
さらに活性化される可能性がある。その結果，企業の社会的責任（ＣＳＲ：Corporate Social
Responsibility）として，地元の企業が多文化共生の視点から地域を活性化させるという効果も期
待される。また，本提案課題において，外国人労働者の不安定な労働環境，外国人子弟の教育問
題の深刻化，地域住民との摩擦等，様々な問題を具体的に解決するための人材を創出することか
ら，結果として，多文化共生の地域づくりが進展することになる。
3．採択時コメント
本提案は，地域課題として解決が急がれる外国籍住民との共生に取り組む，従来の実績に基づい
た発展的な提案である。また，外国籍住民との共生のありようは今後解決が必要となる問題であ
り，外国籍住民を多く抱える地域特性を利用した，新しい社会的方法論を見いだす可能性のある
提案である。多文化共生推進士が具体的に活躍する場について企業等との連携を考えられている
点も評価でき，他自治体の多文化共生モデルとなることも期待できる。実施に際しては，外国籍
住民と直接関わってきた，企業，行政，医療機関関係者の一層の連携・参画が望まれる。また，
人件費比率が高いことから，県のコーディネーター機能を活用するなど圧縮する方向での見直し
が望まれる。
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Ⅱ．成果の概要
1．進捗状況
本事業への地域の関心は高く，履修生の募集にあたっては，募集 10 名程度に対して，平成 22 年度は
38 名，平成 23 年度は新規に 24 名の応募があった。履修生については，平成 22 年度入学のアナリスト・
コースの履修生 14 名のうち 11 名が，翌年度，プランナー・コースに進級した。当初の予想 5 人をはるか
に越える成果であった。事業期間終了の 5 年目（平成 25 年度末）には，延べ 90 人の履修生を対象とし
て教育を行い，約 10 名の多文化共生推進士を輩出することを予定している。現在のところ，これらの目標
値は十分に達成できる見込みである。多文化共生推進士の活躍の場としても，群馬県の強力な協力を得
て，活動拠点が生まれている。平成 24 年度末を目標に，県内の全５行政地区に広がる 6 つの活動拠点
づくりを終え，平成 25 年度末を目標に，これら 6 つの地域活動拠点を有機的に連携させ，県として総合
的に多文化共生による地域活性化を進める「多文化共生ネットワーク群馬」の設立を進める（図-13 参
照）。
2．人材養成手法の妥当性
養成すべき人材像は，生まれ育った文化や社会の違いを活かす「共生マインド」を持ち，次の3つの実
務を遂行できる人材ととらえた。すなわち，(1)地域や職場の多文化の現状を的確に把握し，その問題を
構造的に分析できる，(2)問題解決の成功事例・失敗事例をその要因とともに理解し，地域や職場の実情
にあった効果的な解決策を企画できる，(3)構想した企画案を実効性と持続性のある実践に導くことがで
きる，人材である。その具体的な人材像については，県内全5行政地域（中部，西部，東部，吾妻，利根
沼田）を巡回して地域住民，外国人住民と直接関わってきた企業，行政，医療，教育関係者等からの聞
き取り調査を徹底し，その期待をカリキュラムに反映した。その結果，5行政地域それぞれの地域性に配
慮し，それぞれの地域に根ざした，多文化共生の「かたち」を実現すること，多様な領域が関連しあう「生
活」課題を解決する協働体制を形成すること，外国人からみて魅力的な労働環境と新規事業を展開する
ことを重視するカリキュラムが生まれた。さらに，その内容を充実させるため，地域住民，外国人住民と直
接関わってきた企業，行政，医療，教育関係者等を5行政地域から招いて「地域協働ネットワーク会議」を
組織し，本事業のカリキュラムや運営に継続的に助言を得られるようにした。また，ダイバーシティ・マネー
ジメント（多様性を活かす経営）を導入することで群馬の産業・経済を活性化させるために，「群馬発ダイ
バーシティ・マネージメント事業創出研究会」を立ち上げることとした。
本事業は社会人が講義を受けやすいように，講義は夜間や週末の開講とし，講義日時も年間で予め
確定し，履修生が予定を組みやすいように配慮した。また，履修期間は，6 年以内として，履修生の職場
等の状況に対応しながら履修が継続できるように支援するとともに，グループワークソフトウェアシステム
（Team Gear）を導入し，履修生との連絡調整や学習状況を一元的に管理し，本事業に関わる教員や地
域コーディネーターが，履修生からの質疑や相談に円滑に対応できるようにした。履修生の学習到達レ
ベルは，毎回授業終了時に記載させる振り返りシートで確認し，学びのつまずきが確認された場合には，
教員はできるだけ早い段階でフォローをしている。
履修生は必要履修時間数の 2 倍にあたる提供時間数全てを履修した者が約半数を占めるなど，履修
生は総じて学習意欲が高かった。また，授業評価についても，「大変よくわかった」「よくわかった」がいず
れの科目も 90％を越えており，本事業に対する履修生の満足度が高いことがうかがえた。
本事業の成果は，1 年に 2 回程度の割合で外部の有識者による「評価委員会」で客観的な評価・
助言を受け，PDCA サイクルを活用して本事業の質を高めている。
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3．実施体制・自治体等との連携
本事業の企画運営の統括を行う群馬大学・群馬県「多文化共生教育・研究プロジェクト」推進室会議
は，群馬大学の研究・企画担当理事（副学長）を室長とし，本事業に関わる全ての会議体，及び教員も全
学規模で推進している。群馬県は，群馬大学がアナリスト・コース，プランナー・コース，コンサルタント・コ
ースの 3 つのコースの養成を経て生まれる人材を，「多文化共生推進士」として認定し，その活用をはか
る基盤づくりを進めている。
人材育成の要となるカリキュラムを検討するカリキュラム委員会，カリキュラムの内容を地域のニーズに
対応し，地域のネットワークを活かし，地域に還元することを支援する地域協働ネットワーク会議，本事業
の企画運営に関する統括を行う群馬大学・群馬県「多文化共生教育・研究プロジェクト」推進室会議，事
業の成果を第三者の視点で客観的に評価する評価委員会を設け，組織的に事業を推進している。
これらの体制を機動性・実効性の高いものにするため，群馬県は群馬大学の教員を多文化共生施策
担当部署である生活文化部国際課の併任職員とし，群馬大学は群馬県の職員を本事業の推進室会議
委員，カリキュラム委員，地域協働ネットワーク会議委員，非常勤講師として，緊密な連携を進めている。
本事業の推進にあたって，高崎市，太田市，大泉町と連携しており，太田市及び大泉町からは，地域
協働ネットワーク会議に企画部交流推進課長及び企画部国際協働課長が委員として参画し，地域ニー
ズの情報提供とカリキュラム内容の検討に積極的に関与していただいている。高崎市からは，職員が多
文化共生推進士養成ユニットに派遣され，群馬県西部地域の地域課題に関する情報提供と課題解決の
ための活動の場の提供を得ている。東日本大震災発生以降は，本事業の一環として，災害時の多言語
情報の提供を，協力要請のあった太田市，伊勢崎市，大泉町，さいたま市に対して行っている。
4．人材養成ユニットの有効性
養成修了人材が地域で活躍する仕組みとして，まず必要となるのが，それぞれの多文化共生推進士
が基盤とする「地域」に根差した活動拠点である。群馬県は，平成24年度末までに，地理的，産業的，経
済的に異なる特性をもつ県内5行政地域すべてに，多文化共生推進士の活動拠点を設置することとし，
現段階までに3つの活動拠点が設立された。群馬県は平成25年度末までに，県内5行政地域の活動拠
点を有機的に連携させ，総合的に多文化共生を推進するための活動拠点「多文化共生ネットワーク群
馬」を設置する予定である。群馬大学は，多文化共生推進士の活躍をサポートするため，多文化共生推
進士を対象とするフォローアップ教育と相談業務を担当する。
本事業の成果・知見に基づく提言や助言は，多文化化する社会への対応が急務となっている外国人集
住地域を抱える自治体や，多文化共生が重点施策となっているわが国の関係省庁から要請を受けてい
る。 「人材育成に関する有識者会議」（全国市町村研修財団）や「定住外国人の子どもの教育等に関す
る政策懇談会」（文部科学省）等でその知見を提供し，方策を検討する一翼を担った。また，本事業の取
組は，アメリカやブラジル等国外からも注目をいただいている。U.S.-Japan Council（日米評議会）主催
国際シンポジウム「Japan Rising—立ち上がる日本」では，多文化共生推進士の活躍が日本復興の原動力
のひとつとなるという期待をいただき，パネリストとして情報提供をすることになった。
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5．継続性・発展性の見通し
本プログラム終了時にアナリスト・コース及びプランナー・コースを修了した履修生は，コンサルタント・コ
ースを修了するまで，本プログラムを群馬大学と群馬県が連携して，自立的に養成していく予定である。
内容的には，群馬大学及び群馬県の本事業担当者が引き続き参画することと，開発した教材を活用
することで，その教育内容の質を維持することにつとめる。さらに，それまでに養成した多文化共生推進
士にも参画してもらい，その専門分野と実績をもって群馬に根差した教育の質を高める。この体制により，
内容面で水準の維持向上をはかるだけでなく，外部講師の依存度も大幅に軽減する。
経費的には，「多文化共生推進士」養成事業については，平成26年度から各コースの講習料を35,000
円（平成25年度までは講習料は17,500円）とし，履修生の養成のための事業費に充てる。また，履修生を
本事業に派遣した・している企業・関係機関等とは，「多文化共生推進士」をマンパワーとして活用した共
同研究・受託研究を実現していく予定である。
組織的には，本事業の推進により多文化共生推進士の活動拠点として設立される７つの組織を有機
的に機能させる（図-13,14）。養成した多文化共生推進士とこれらの活動拠点を活用し，群馬県の地域再
生計画及び群馬県「多文化共生推進総合特区」構想と連動した事業を展開し，地域活性化を実現する
予定である。
6．採択時コメントへの対応
採択時には，本事業に対して，(1)企業，行政，医療機関関係者の一層の連携・参画と，(2)県のコーデ
ィネーター機能を活用した人件費の効率化との２つの宿題をいただいた。これらについては，以下に示す
対応をしている。
(1)企業，行政，医療機関関係者の一層の連携・参画について
具体的には，次の3つの取組を展開している。
第一に，群馬労働局，群馬経済同友会，群馬法人会，前橋商工会議所等との連携を活かし，本事業
の周知を進めた結果，企業からの履修生の派遣が実現している（平成22年度2名，平成23年度4名）。本
事業の企業関係者への周知の場としては，群馬経済同友会勉強会（平成21年10月29日。於：前橋商工
会議所），群馬労働局主催「外国人雇用管理セミナー」（平成22年6月22日。於：太田市社会教育総合セ
ンター），群馬県法人会連合会女性部会連絡協議会総会（平成22年7月8日。於：前橋商工会議所）等が
挙げられる。企業から本事業に人材が派遣された結果，広告，流通，観光，人事労務管理の観点から，
積極的に多文化共生の視点を盛り込んだ商品開発や人事労務管理システムの開発を進めることが可能
になった。
第二に，地域経済活性化のためのダイバーシティ・マネージメント（多様性を活用する経営）研究会発
足に向けた準備を進めている。平成23年11月に開催予定の第2回国際シンポジウムでは，米国でダイバ
ーシティ・マネージメントを展開する企業関係者を招へいし，群馬発ダイバーシティ・マネージメント事業
創出に関心を持つ経営者・企業関係者，行政関係者による研究会を立ち上げる。
第三に，企業，行政，医療機関関係者からの要請を本事業の企画・運営に反映できるよう，「地域協働
ネットワーク会議」と「評価委員会」に企業関係者に参画いただいている。これら会議による成果のひとつ
として，平成23年5月30日に前橋商工会議所で開催された産学官連携推進会議で本事業のブース展示
をする機会を得て，地元企業関係者とネットワークを構築することができた。
(2)県のコーディネーター機能を活用した人件費の効率化について
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県のコーディネーター機能については，本ユニットの県側の窓口である生活文化部国際課が全面的に
担っている。これにより，アナリスト・コースの基礎教育科目「社会制度と多文化共生」とプランナー・コース
の基礎教育科目「多文化共生政策研究」に，県庁職員が教員スタッフメンバーとして参画し，外部講師の
コーディネートも担当している。また，本事業はチーム・ティーチングでの指導を前提としているが，県庁
職員は全てのコースの全ての開講講義に参画し，チーム・ティーチングを担当している。さらに，県からは，
本事業で組織した，評価委員会，地域協働ネットワーク会議，推進室会議，カリキュラム委員会に委員と
して，積極的に参画いただいている。さらに，国際シンポジウムや公開講座，応募者募集のための地域シ
ンポジウムの開催等では，県庁職員のパネリストの派遣もあり，その実効性を高めることにつながった。
こうした県の積極的な協力により，いずれも想定を超える応募者（平成 22 年度：3.8 倍），履修許可者
（平成 22 年度：1.4 倍），コース進級者（平成 23 年度：2.2 倍）が生まれる状況の中で，人件費は，提案書
の予定額を増額することなく，15.2％圧縮できた。
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Ⅲ．所要経費
（単位：百万円）
補助対象経費
1．人件費

21 年度

22 年度

5．3

23 年度

20．5

24 年度

31．4

（1）教授

47

47

27

27

（2 名）

（2 名）

7．3

（1 名）

（1 名）

5．1

5．9

14

14

（1 名）

（1 名）

（2 名）

（2 名）

4．5

8．9

11

3

3

（6 名）

（8 名）

（5 名）

（3 名）

（3 名）

0．8

0．1

3

3

（2 名）

（1 名）

（15 名）

（15 名）

1

1

（3）助教

（5）非常勤講師

備考

6．5

（2）講師

（4）非常勤職員

25 年度

7．1

（6）客員教授

（2 名）
2．設備備品費

0

1

1

（1）教育環境の整備
1

（抹消血管モニタリング

実習用

装置）
実習用

1

（貧血スクリーニング装
置）
3．消耗品等

8．2

7．2

3．2

2

2

4．旅費

3．1

4．3

3．4

6

6

5．その他

0．8

5．2

4．9

7

7

（1）国際シンポ開催

2．5

（2）諸謝金

0

0．3

0．7

0

0

（3）会議開催費

0

0

0．3

1

1

（4）通信運搬費

0

0．1

0．1

1

1

（5）印刷製本費

0．4

0．9

0．8

3

3

（6）雑役務費

0．4

1．4

0．7

1

1

0

0

0

1

1

（7）借料・損料

2．3

（8）環境改善費
6．間接経費
計
（内，自己資金）
補助対象外経費

5．2

11．4

－

－

－

22．6

49．6

43．9

63

63 総計

（0．4）

（0．1）

（0）

（26）

（26）

（52．5）

0

0

0

0

0

総計 0
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242．1

Ⅳ．成果の詳細
1．中間目標の達成度
（1）養成人数の中間目標と実績 （3 年目）
人材養成のカテゴリー
（コース等）

・アナリスト・コース

養成修了者数（3 年目）
実 績※

予 定※

計（実績＋予定）

目標※（3 年目）

12 人

１１人

23 人

10 人

0人

11 人

11 人

5人

0人

0人

0人

0人

12 人

22 人

34 人

15 人

（H22 年度より開講）
・プランナー・コース
（H23 年度より開講）
・コンサルタント・コース
（H24 年度より開講）
合 計

※「実績」は，成果報告書作成時点で既に修了している実績数（予定は含まない）
※「予定」は，成果報告書作成時点では修了していないが，3年度目末までに修了する予定数
（2）養成人数以外（拠点形成）の中間目標と実績
養成人数以外の3年目の達成目標としては，本事業はミッションステートメントで，「コース修了時の達
成目標」「群馬県の地域再生計画との関連」「「多文化共生推進センター（仮称）」の企画・立案」の3つの
目標を設定した。現段階でコース修了に該当するのは，アナリスト・コースⅠ期生のみであるため，以下で
は，アナリスト・コースⅠ期生に関する目標と実績について報告する。
①コース修了時の達成目標
ミッションステートメントには，アナリスト・コース修了時に達成すべき目標として，「地域や職場における
多文化の現状を的確に把握し，その問題を構造的に分析できる研究手法を身につけ，その手法を活用
する具体的な研究対象を設定できること」と掲げた。具体的には，アナリスト・コースで提供する基礎教育
科目（「多文化地域の現状と課題」「社会制度と多文化共生」「多文化共生論」）と実務教育科目（「実態分
析のための方法学」）と「課題研究」の履修により，その目標は達成されることになる。
実際は，履修生の到達度には多少の差異はあったものの，それぞれの科目での履修評価判定では全
員が合格した。また，「課題研究」においては，各履修生は，習得した手法を各自の関心に応じて駆使し，
多文化共生の視点で構造的に分析する方法を構想できることが確認された。履修生のなかから，職場で
担当している県内のメディカルツーリズムの企画や，買い物難民支援の企画，地域の日本語教育事業の
企画運営に，アナリスト・コースでの学習とネットワークを活用する者が現れた。この実績は，当初の想定
目標を大きく上回るものであった。そこで，Ⅳの２の(4) 「人材養成システムの改善状況」に示すように，履
修生の意欲と実行力をさらに高める人材養成システムづくりを進めた。
②群馬県の地域再生計画との関連
ミッションステートメントでは，「群馬県の地域基盤づくりプログラム，または，地域組織創設支援プログラ
ムの一事業が，コース修了生・群馬県・群馬大学の連携で企画・立案されること」と掲げた。実際には，群
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馬県の協力で，履修生には，「多文化共生推進総合特区」の提案書を作成する機会が与えられることに
なった。わが国の新成長戦略としての展開をも射程に入れた提案書を，平成23年度のアナリスト・コース
及びプランナー・コース履修生が協力して作成することになる。
この総合特区構想は実現すれば群馬県の地域特性を活かした先導的な社会実験となるもので，本事
業の履修生は，これまでの学習と経験を，群馬県の地域活性化に向けて，より実践的かつ発展的に活か
すことができる。
③「多文化共生推進センター(仮称)」の企画・立案
ミッションステートメントでは，「本事業修了後も，群馬大学と群馬県が連携し自立的に運営できる「多文
化共生推進センター(仮称)」の企画・立案を行い，その設立準備に着手すること」を掲げた。このセンター
構想を，より地域密着型で，組織的な活動拠点とすべく実現化を図っている。まず，それぞれの多文化共
生推進士が基盤とする「地域」に根差した活動を展開するための拠点づくりである。群馬県には5つの行
政地域があるが，それぞれに地理的，産業的，経済的に異なる特性をもつ。外国籍住民の居住率もこれ
ら5行政地域間で大きく異なる。群馬県は，平成21年度よりこの活動拠点の設立準備に着手し，現在まで
に，「多文化共生ネットワ－ク前橋」「多文化共生ネットワ－ク伊勢崎」「多文化共生ネットワ－ク利根沼
田」を設立した。平成24年度までには，「多文化共生ネットワーク吾妻」「多文化共生ネットワーク東部」
「多文化共生ネットワーク西部」を設立する予定である。次に，これらの地域密着型の活動拠点を，多文
化共生推進士が有機的に連携させ総合的に支援するための活動拠点である「多文化共生ネットワーク
群馬」を平成25年度末までに実現する予定である。
（3）客観的な情勢の変化への対応
特になし
2．人材養成の実施内容
（1）地域のニーズ
日本に滞在する外国人は，平成2年の出入国管理及び難民認定法の改正の施行により急増し，平成
17年末には200万人に達した。群馬県においても，20年間で外国人登録者数は約10倍に増加した。その
総数は，平成22年12月末現在で，4万3,447人で，県全体の人口の2.16％を占める。群馬県東部地域に
は製造業の集積地域があり，外国人労働者とのその家族が集住している。なかでも大泉町は，外国人の
人口が町全体の人口の15.7％を占め（平成22年12月末現在），全国の市町村の中で最も集住化が進む
地域となっている。少子高齢化と過疎化，そして外国人住民の増加と集住化が同時に進行する群馬県の
現状は，わが国の少子高齢化とグローバル化の進展する社会の縮図となっている。
外国人労働者の増加は，地域経済の活性化に大きく寄与したが，その反面，外国人労働者の不安定
な労働環境，外国人子弟の教育問題の深刻化，地域住民との摩擦等，様々な問題を生み出した。さらに，
平成20年秋に発生した世界的金融危機は，多くの外国人労働者を失業に追いやり，その子弟が通う外
国人学校の経営危機と不就学状況にある子どもの増加を招いた。日本人労働者の失業率も徐々に高ま
りつつある中，外国人住民と日本人住民との共生は，喫緊の課題となっている。
これらの地域課題を解決して地域活性化を図る人材として，「多文化共生推進士」の養成が期待され
ている。そこで，本事業では，「多文化共生推進士」に対して地域がどのような期待をしているのかを探り，
その期待に応えるカリキュラムを構築することとした。そこで，我々は，(1) 中部，西部，東部，吾妻，利根
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沼田の県内全5行政地域を巡回して行った群馬県主催「多文化共生シンポジウム」を活用しての聞き取り，
(2)「地域協働ネットワーク会議」での各委員からの報告，(3)「多文化共生ネットワーク伊勢崎，前橋，利根
沼田」での聞き取り調査，(4)「大泉町・群馬大学インターンシッププログラム」を実施している大泉町の14
公共機関への訪問調査を実施した。ここで集約された「多文化共生推進士」に対する期待は，329件を数
えた。これらの期待とその期待を反映すべく本事業に組み込んだ対応策の一例を以下にまとめた。
1

【ニーズ】地域に根ざした対応を。
多文化共生というのは南米外国人への支援というイメージが強い。地域的には群馬県内でも東部地
域だけの問題の印象がある。県内5行政地域それぞれの地域に根ざした，多文化共生の「かたち」を
実現して欲しい。
【対応】5行政地域それぞれに多文化共生推進士を配置するための活動拠点づくりと人材育成。
平成24年度末までに5行政地域すべてに，多文化共生推進士の活動拠点を設置する。平成25年度
末には5行政地域の活動拠点を連携させ，総合的に多文化共生を推進する活動拠点を設置する。
各活動拠点で求められる活動を推進できる知識とスキルの育成を，各コースで充実させる。

2

【ニーズ】外国人住民も日本人住民も必要なときに正しい情報が届く・受けられるシステムの開発を。
新型インフルエンザ，東日本大震災，原発問題等，緊急事態への対応は，国籍や使用言語を問わ
ず誰もが等しく情報を受信し発信できる必要がある。こうしたシステムの開発をして欲しい。
【対応】従来の情報伝達手法の検証。その結果に基づく改善方法の実現。
緊急事態で求められる情報の種類とその効果検証を，アナリスト・コースの実務教育・課題研究で実
施。その結果を基に，国籍や使用言語を問わず誰もが等しく情報を受信し発信できるシステムづくり
を，プランナー・コースで企画。その企画をコンサルタント・コースで実践する。

3

【ニーズ】外国人からみて魅力的な労働環境と新規事業の展開を。
外国人求職者に対して魅力的な働く現場づくりと，産業の空洞化を打開し群馬ブランドを世界に発
信できる仕掛けづくりを期待したい。
【対応】群馬発ダイバーシティ・マネージメント事業創出を目指す研究会の立ち上げ。
群馬労働局，群馬経済同友会，群馬県法人会，前橋商工会議所等との連携を活かし，広告，流
通，観光，人事労務管理の観点から，積極的に多文化共生の視点を盛り込んだ商品開発や人事労
務管理システムの開発を進める。平成23年11月に開催予定の第2回国際シンポジウムでは，米国で
ダイバーシティ・マネージメント(多様性を活かす経営)を展開する企業関係者を招へいし，群馬発ダ
イバーシティ・マネージメント事業創出を目指す研究会を立ち上げる。履修生には，その研究会を活
用して，それぞれの地域に根ざした群馬版ダイバーシティ・マネージメント事業を創出させる。
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（2）人材養成の手法・方法と実施結果
○実施状況（取組毎）
実施期間（実施日）

取組名

〈平成 21 年度〉
群馬大学・群馬県「多文化共生教育・研究プロジェクト」推進室（以降，推
平成 21 年 9 月 14 日

進室と略す）発足
第 1 回推進室会議開催

平成 21 年 11 月 11 日

「多文化共生推進士」養成ユニットカリキュラム委員会発足
第 1 回カリキュラム委員会開催
群馬県主催「多文化共生シンポジウム」を県内 5 カ所（中部，西部，東部，
吾妻，利根沼田）の 5 つの県域で巡回して実施

平成 21 年 11 月 20 日～
平成 22 年 3 月 13 日

地域関係者の啓発を進めながら，多文化共生推進士養成ユニット説明会
を開き，被養成対象者の掘り起こしを行った。
11 月 20 日 中部地域 12 月 11 日 西部地域
1 月 28 日 吾妻地域

2 月 24 日 利根沼田地域

3 月 13 日 東部地域
平成 21 年 12 月 1 日

第 6 回地域再生プログラム実施機関連絡会議出席（於：長崎大学）

平成 21 年 12 月 9 日

第 2 回カリキュラム委員会開催

平成 21 年 12 月 24 日

第 2 回推進室会議開催

平成 22 年 1 月 13 日

第 3 回カリキュラム委員会開催

平成 22 年 1 月 25 日

第 3 回推進室会議開催

平成 22 年 2 月 12 日

第 4 回推進室会議（メール会議）開催

平成 22 年 2 月 16 日

第 4 回カリキュラム委員会開催

平成 22 年 2 月 26 日 ～
平成 22 年 3 月 18 日
平成 22 年 3 月 6 日

平成 22 年度 アナリスト・コース履修生募集
平成 22 年度 群馬大学・群馬県「多文化共生推進士」養成ユニット募集
説明会開催

平成 22 年 3 月 23 日

第 5 回カリキュラム委員会開催

平成 22 年 3 月 23 日

第 5 回推進室会議開催

〈平成 22 年度〉
平成 22 年 4 月 3 日～
平成 22 年 4 月 4 日
平成 22 年 4 月 5 日

平成 22 年度「多文化共生推進士」養成ユニット 履修生 選考試験
第 1 回カリキュラム委員会開催
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平成 22 年 4 月 7 日

第 1 回推進室会議開催

平成 22 年 4 月 9 日

「多文化共生推進士」養成ユニット 選考結果通知

平成 22 年 5 月 9 日

平成 22 年度「多文化共生推進士」養成ユニット開講式

平成 22 年 5 月 20 日

第 2 回カリキュラム委員会開催

平成 22 年度 5 月 22 日～

オリエンテーション合宿開講

平成 22 年度 5 月 23 日
平成 22 年 6 月 1 日

（講義・ワークショップ合計 14 時間 30 分）
在日ブラジル人学校において，「多文化共生推進士」養成ユニットに係る
教材作成のためのデータ収集実施

平成 22 年 6 月 5 日

第 7 回地域再生プログラム連絡会議出席（於：京都国際会館）

平成 22 年 6 月 6 日～

アナリスト・コース 基礎教育「多文化地域の現状と課題」開講

平成 22 年 7 月 17 日
平成 22 年 6 月 8 日～
平成 22 年 6 月 11 日
平成 22 年 6 月 28 日～
平成 22 年 7 月 2 日
平成 22 年 7 月 7 日～
平成 22 年 12 月 1 日

（10 時間以上必修）
人工知能学会全国大会における，外国人集住地区 ABS シミュレーション
モデル構築の研究情報の収集
多文化共生先進事例調査（アメリカ・ロサンゼルス）
コミュニティ支援事業と企業におけるダイバーシティ・マネージメントに関す
る事例調査を実施
アナリスト・コース 実務教育「実態分析のための方法学」開講（30 時間以
上必修）

平成 22 年 8 月 3 日

第 2 回推進室会議開催

平成 22 年 8 月 9 日～

多文化共生先進事例調査（アメリカ・ロサンゼルス，シカゴ）

平成 22 年 8 月 17 日
平成 22 年 8 月 17 日～
平成 22 年 8 月 24 日
平成 22 年 8 月 30 日
平成 22 年 9 月 28 日
平成 22 年 10 月 2 日～
平成 22 年 12 月 1 日
平成 22 年 9 月 28 日～
平成 23 年 1 月 23 日

経営・地域コミュニティ・安全安心領域に関する事例調査実施
多文化共生先進事例調査（チェコ・プラハ）
日本語教育に関する事例調査実施
第 3 回カリキュラム委員会開催
公開講座「災害発生時に備えた外国人住民への対応と広域連携を考え
る講演会」開催
アナリスト・コース 基礎教育「社会制度と多文化共生」開講
（10 時間以上必修）
アナリスト・コース 基礎教育「多文化共生論」開講
（10 時間以上必修）
多文化共生先進事例調査（アメリカ・ロサンゼルス市）

平成 22 年 11 月 2 日～
平成 22 年 11 月 8 日

「Minority Business Enterprise(MBE)」の活用促進事例調査
及び多文化共生国際シンポジウム（1 月 21 日）及び「多文化共生論」（1 月
22 日・23 日）について，担当講師と現地で打ち合わせ

平成 22 年 11 月 25 日

第 4 回カリキュラム委員会開催
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平成 22 年 12 月 1 日

第 3 回推進室会議開催

平成 22 年 12 月 1 日

第 5 回カリキュラム委員会（メール会議）開催

平成 22 年 12 月 8 日～
平成 23 年 2 月 28 日
平成 22 年 12 月 14 日～
平成 22 年 12 月 20 日
平成 22 年 12 月 15 日
平成 22 年 12 月 16 日～
平成 23 年 1 月 18 日
平成 23 年 1 月 11 日
平成 23 年 1 月 21 日
平成 23 年 1 月 22 日～
平成 23 年 1 月 23 日
平成 23 年 1 月 28 日
平成 23 年 2 月 1 日
平成 23 年 2 月 5 日～
平成 23 年 2 月 6 日

アナリスト・コース 課題研究 開講 （10 時間以上必修）
課題テーマに基づきアドバイザー（教員・地域コーディネーター）が指導・
助言。1 月 8 日には課題研究の一環として大泉町フィールドワークを実施
多文化共生先進事例調査(アメリカ・ロサンゼルス市)
「Minority Business Enterprise(MBE)」の活用促進事例の継続調査
及び多様性に基づく人事労務管理に関する聞き取り調査
第 6 回カリキュラム委員会（メール会議）開催
平成 23 年度「多文化共生推進士」養成ユニット 履修生募集
第 4 回推進室会議開催
平成 22 年度多文化共生国際シンポジウム「多文化共生の視点で群馬を
活性化する」開催
特別集中講義「多文化共生論—多文化社会の意思決定モデル CAPRA
の理論と実践」
第 8 回地域再生プログラム実施機関連絡会出席（於：金沢大学）
分科会座長担当
第 7 回カリキュラム委員会開催
平成 23 年度「多文化共生推進士」養成ユニット 履修生 選考試験

平成 23 年 3 月 10 日

第 8 回カリキュラム委員会開催

平成 23 年 3 月 10 日

第 5 回推進室会議開催

平成 23 年 3 月 11 日

平成 23 年度「多文化共生推進士」養成ユニット 選考結果通知

平成 23 年 3 月 17 日～

災害時・多言語情報提供の拠点づくり及び運営システムに関する

平成 23 年 3 月 19 日

アクション・リサーチの実施

〈平成 23 年度〉
平成 23 年 4 月 19 日

第 1 回カリキュラム委員会開催

平成 23 年 4 月 20 日

平成 23 年度「多文化共生推進士」養成ユニット開講式

平成 23 年 4 月 25 日

第 1 回推進室会議開催

平成 23 年 5 月 11 日～
平成 24 年 1 月 25 日
平成 23 年 5 月 16 日

アナリスト・コース 課題研究 開講 （10 時間以上必修）
第 1 回評価委員会開催
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平 23 年 5 月 18 日～
平成 23 年 12 月 14 日
平成 23 年 5 月 22 日～
平成 23 年 5 月 27 日

プランナー・コース 実務教育「計画策定のための方法学」開講
（30 時間以上必修）
多文化共生先進事例調査（アメリカ・ロサンゼルス）
地域再生に関わる専門職育成の先進事例調査及び情報収集のため，事
例調査を実施

平成 23 年 5 月 28 日～
平成 23 年 12 月 7 日
平成 23 年 5 月 29 日～
平成 23 年 10 月 12 日

アナリスト・コース 実務教育「実態分析のための方法学」開講
（30 時間以上必修）
プランナー・コース 基礎教育「多文化共生政策事例研究」開講
（10 時間以上必修）
第 7 回群馬産学官連携推進会議への参加

平成 23 年 5 月 30 日

大学・企業・各種団体による研究シーズなどのブース展示へ出展し，本事
業の周知。地域ニーズの収集とネットワークの構築

平成 23 年 6 月 1 日～
平成 23 年 6 月 3 日
平成 23 年 6 月 1 日～
平成 23 年 12 月 21 日
平成 23 年 6 月 4 日～
平成 24 年 1 月 28 日

人工知能学会全国大会おける，外国人集住地区 ABS シミュレーションモ
デル構築の研究情報収集
アナリスト・コース 基礎教育「多文化共生論」開講
（10 時間以上必修）
プランナー・コース 課題研究 開講（10 時間以上必修）

平成 23 年 6 月 7 日

第 1 回地域協働ネットワーク会議開催

平成 23 年 6 月 12 日～

アナリスト・コース 基礎教育「多文化地域の現状と課題」開講

平成 23 年 8 月 3 日
平成 23 年 6 月 14 日～
平成 23 年 6 月 20 日

（10 時間以上必修）
多文化共生先進事例調査（アメリカ・ニューヨーク）
図書館の多言語サービス，多文化共生施策事例調査実施
日常の授業の公開

平成 23 年 7 月 10 日

アナリスト・コース 基礎教育「多文化地域の現状と課題」
「在日外国人の児童・生徒の教育を考える」
「想定外を生き抜く力～釜石市における津波てんでんこ教育を考える～」

平成 23 年 7 月 27 日～
平成 23 年 12 月 7 日

アナリスト・コース 基礎教育「社会制度と多文化共生」開講
（10 時間以上必修）

○本事業の対象者と養成すべき人材像
養成の対象者は，外国人と日本人が混在する社会や職場での問題に深い関心を持ち，その解決に寄
与しようと考える社会人である。具体的には，教員・医師・看護師・行政関係者・警察官・社会福祉士等の
専門職，外国人を雇用する企業関係者，外国人学校関係者，日本での永住や起業を希望する在日外
国人，地域で日本語教育や国際交流を推進するボランティア等を想定している。
養成すべき人材像は，生まれ育った文化や社会の違いを活かす「共生マインド」を持ち，次の3つの実
務を遂行できる人材である。すなわち，(1)地域や職場の多文化の現状を的確に把握し，その問題を構造
的に分析できる，(2)問題解決の成功事例・失敗事例をその要因とともに理解し，地域や職場の実情にあ
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った効果的な解決策を企画できる，(3)構想した企画案を実効性と持続性のある実践に導くことができる，
である。
○カリキュラムの構成と資格認定について（図-1参照）
上記（1）～(3)の能力を養成するため，本事業ではそれぞれ1年間70時間以上の履修を要件とする，3
つの積み上げ式コースを設定した。アナリスト・コースでは実態調査を通した分析力を，プランナー・コー
スではケーススタディを通した企画力を，コンサルタント・コースでは模擬実践を通した実践力を育成する。
それぞれのコースは，「基礎教育」科目30時間以上，「実務教育」科目30時間以上，「課題研究」10時間
以上の履修を要件とする。

図-1 カリキュラムの構成と資格認定について

本事業が提供する教育課程を修了した者は，群馬大学から履修段階別に「多文化共生アナリスト・コ
ース」修了証，「多文化共生プランナー・コース」履修証明書，及び「多文化共生コンサルタント・コース」
履修証明書が授与される。なお，この課程は，学校教育法第105条の規定に基づく特別の課程として編
成する。教育課程の最終段階である「多文化共生コンサルタント・コース」修了者は，群馬県より「多文化
共生推進士」認定証が授与され，多文化共生推進の担い手として，職場や地域での活躍が期待される。
○取組内容
コンサルタント・コースは平成24年度からの開講となるため，ここでは，現時点で開講されているアナリ
スト・コースとプランナー・コースについて実施内容を説明する。

A.アナリスト・コース （「多文化共生推進プランナー/コンサルタント」プログラム 第1年目のコース）
①習得すべき知識・スキルと到達レベル
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外国人労働者とその家族を取りまく環境は，経済状況や社会状況の変化により大きな影響を受ける。
地域課題としてこの問題を扱うときには，生活に関わる教育，医療，社会福祉，防災，安全安心のまちづ
くりなど多様な側面が影響し合う重層的な構造にアプローチすることになる。本コースで求められる達成レ
ベルは，こうした特性を持つ地域課題に対して，（１）その課題がなぜ「問題」として存在するのかを，社会
制度や就労・家族・生活形態等の関係諸要因を把握して構造的に理解・検証し，（２）県内の多様な地域
特性と，経済状況や社会状況の変化を予測して，実現性のある課題解決の方法とそれに不可欠な協働
体制の構築の仕方を見極めていくことにある。そのために，以下にあげる習得すべき知識とスキル，及び，
達成レベルを確認する方法を設定している。
習得すべき知識は，必修の「基礎教育」3科目で習得する。基礎教育科目「多文化地域の現状と課題」
では，多様な領域から多文化地域の現状と課題を理解する。講義の中に現れる実態把握→協働解決→
地域活性化への体系を理解する。基礎教育科目「社会制度と多文化共生」では，多文化共生を考える際
に不可欠な社会制度を理解し，具体的な事例に応用できるようにする。基礎教育科目「多文化共生論」
では，多文化共生の見方・考え方を学び，履修生自身の「多文化共生論」を構築する。
習得すべきスキルは，必修の「実務教育科目」で習得する。実務教育科目「実態分析のための方法
学」では，多文化状況の理解に不可欠なエスノグラフィ（民族誌的調査法），会話分析，傾聴法等の質的
技法と，アンケート調査，人口動態分析等の量的技法，および多文化状況の意思決定モデルCAPRAを
習得する。これらの技法を各自のフィールドワークに適用し，課題が設定できるようにする。
以上の知識とスキルがどのレベルまで習得されたかは，各科目で課される試験やレポートで評価される。
同時に，各履修生に対して履修の過程でフィールドワークを課し，多文化地域の分析レポートを課題研
究として遂行させ，これらの知識とスキルの理解力と活用力を確認する。
②カリキュラム（養成期間 1年間）

図-2 アナリスト・コースカリキュラム
B.プランナー・コース （「多文化共生推進プランナー／コンサルタント」プログラム 第2年目のコース）
①習得すべき知識・スキルと到達レベル
上述したように，外国人労働者とその家族を取りまく環境は，経済状況や社会状況の変化により大きな
影響を受ける。地域課題としてこの問題を扱うときには，生活に関わる教育，医療，社会福祉，防災，安
全安心のまちづくりなど多様な側面が影響し合う重層的な構造にアプローチすることになる。本コースで
求められる達成レベルは，こうした特性を持つ地域課題に対して，意思決定モデルCAPRAを活用して有
効な実践計画を構想できる力を備えることにある。具体的には，(1)課題の「問題」性に対して，最もコアに
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なる対象群（Client）を抽出し，(2)その対象群に関する綿密な情報収集と分析を行い（Acquirie and
Analyze Information），(3)その分析結果に基づいた関係機関との協働関係を構築し（Partnerships），適
切な実践を構想し（Response），(4)その実効性の評価方法を設定する（Assessment）力を習得することで
ある。そのために，以下にあげる習得すべき知識とスキル，及び，達成レベルを確認する方法を設定して
いる。
習得すべき知識は，必修の「基礎教育」3科目で習得する。基礎教育科目「多文化共生実践事例研
究」では，群馬県の地域課題の解決に参考となる実践事例を探り，意思決定モデルCAPRAを活用して実
践を分析する。その結果をもとに群馬県に求められる多文化共生実践を具体的に検討する力をつける。
基礎教育科目「多文化共生政策事例研究」では，群馬県の地域課題の解決に参考となる政策事例を探
り，その構造的特性を理解する。その結果をもとに群馬県に求められる多文化共生政策のあり方を具体
的に検討する力をつける。基礎教育科目「多様性に対応する技術開発研究」では，多文化共生の視点
で地域活性化をはかる社会システムの開発あるいは新産業創出のヒントとなる「多様性に対応する技術」
を探り，その応用方法を考える力をつける。
習得すべきスキルは，必修の「実務教育科目」で習得する。実務教育科目「計画策定のための方法
学」では，地域課題を浮き彫りにし，その課題解決をはかるためのプランを作成する方法を学ぶ。ここで
学ぶ計画策定のスキルは，PDCAサイクルに意思決定モデルCAPRAを組み込み，群馬の地域の実情に
あわせて企画・立案するもので，その成果は，群馬型CAPRAの構築にも活かしていく。
以上の知識とスキルがどのレベルまで習得されたかは，各科目で課される試験やレポートで評価される。
同時に，各履修生に対して履修の過程でフィールドワークを課し，多文化共生の視点で地域活性化をは
かる事業企画書の作成を課題研究として遂行させ，これらの知識とスキルの理解力と活用力を確認する。
②カリキュラム（養成期間1年間）

図-3 プランナー・コースカリキュラム
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図-4

アナリスト・コースの講義の様子。フィールドワークを実施し，その状況を多角的に把握する。

（写真左:大泉町ブラジル人学校訪問調査 写真右:地域課題の抽出と問題の構造を分析する）
アナリスト・コースとプランナー・コースに共通する特徴
多文化共生は，教育，保健・医療，行政，社会福祉，安全・安心，経済，市民活動等多様な領域が相
互関連しあう領域である。また，対象となる個人や集団の文化的・社会的ちがいや，集住・拡散など外国
人住民の居住状況等のちがいにも配慮しなくてはならない領域でもある。この領域に対応できる意思決
定モデルは，これまでほとんど開発されてこなかった。そこで本事業では，有用な意思決定モデルとして
ロサンゼルス市警察本部が安全安心のまちづくりで実効性を上げているCAPRAを応用した群馬型
CAPRAの開発を行っている。CAPRA（C=Client：クライエント，A=Acquire/Analyze Information：情報を取
得し分析する，P=Partnership：協力関係，R=Response：応答，A=Assessment of Action taken：実践の評
価）は，対象者の多様性を前提に地域協働で効果的な問題解決を導き出すことを目的としている。
CAPRAを群馬県の地域活性化に活用することへの妥当性・有用性については，本事業の一環で開催し
た第1回国際シンポジウム「多文化共生の視点で群馬を活性化する―CAPRAを用いたアメリカ・ロサンゼ
ルスの実践から学ぶ―」（平成23年1月21日開催）で，教育，保健・医療，行政，社会福祉，安全・安心，
経済，市民活動等多様な領域で適用可能であることを検証した。現在は，CAPRAを適用した事例研究を
積み上げており，実用化・汎用化を目指すべく，調査研究の遂行と教材化を進め，カリキュラムに反映し
ている。これは，本事業の採択時に審査委員会からのコメント「外国人国籍住民を多く抱える地域特性を
利用した，新しい社会的方法論を見出す可能性のある提案である」の期待に応えるべく，開発を進めて
いるものである。
多様な専門領域や関心をもつ履修生の学習機会を充実させるために，カリキュラム以外にも履修生が
それぞれの関心に応じて機会を選択して知見を深める場を提供している。具体的には，多文化共生に関
する県内外の取組について，本学と群馬県から推進室を通して履修生に情報提供をし，可能な範囲で
の参加を促している。例えば，毎年開催されている「外国人集住都市会議」（外国人住民が多数居住する
都市の行政並びに地域の国際交流協会等をもって構成される会議体で，外国人住民に関わる施策や活
動状況に関する情報交換と国への施策提言を行っている。平成23年4月1日現在で21都市が登録。群馬
県からは伊勢崎市，太田市，大泉町が登録している）には，平日にも関わらず5人の履修生が参加した。
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また，オフィスアワーを設け，それぞれの職場あるい
は地域における課題を多文化共生の視点で，担当教
員とディスカッションをする機会を提供している。履修
生は，この機会を積極的に活用している。
本事業は社会人が講義を受けやすいように，講義は
夜間や週末の開講とし，講義日時も年間で予め確定し，
履修生の予定が組みやすいように配慮した。また，履
修証明プログラムを導入していることから，オリエンテ
ーションを行い，コースの修了に必要な履修時間数に
図-5 外国人集住都市会議東京 2010
(11 月 8 日開催)への参加

ついての確認と，履修上のルール（当該科目で評価を
受ける資格等について）の周知徹底を行った。履修に
あたっては最低履修時間＋6 時間～10 時間分の必修

選択講義を用意し，学習意欲のある履修生にはより多くの時間数の学習機会を，職務の都合で履修でき
ない日が出た履修生には不足時間数を補完できる機会を，同時に提供できるようにした。
各コースの履修は，履修生が課題意識をもって取り組めるように，「課題研究」を年間で履修するように
した。課題研究は，段階的，発展的に遂行できるように設定し，それぞれの課題を「実務教育」および「基
礎教育」の学習内容と関連づけて遂行できるようにカリキュラムを構成した。「課題研究」は，多文化状況
における意思決定モデル群馬版 CAPRA を前提に積み上げ式で進める必要がある。そのため，「課題研
究」と「実務教育」に対しては，連続する「実務教育」または「課題研究」を欠席した場合に，次の「実務教
育」または「課題研究」開講日までのなるべく早い日に，履修生に補講を受けるよう徹底している。
講義は全て DVD に記録し，正当な理由で欠席した履修生が講義の DVD 視聴を希望する場合は，大
学内の所定の教室で DVD 視聴ができるようにしている。ただし，DVD 視聴については，履修時間数には
カウントしない。本事業では，e-ラーニングのシステムを導入すべく作業を進めたが，社会的弱者の問題
や守秘義務のあるデータが取り扱われる場面が多い動画に対して，現段階では漏洩対策が組織的・制
度的に整備できていないこと，グループワークを充実させる機能が弱いこと等の理由から，本事業では導
入しないこととした。代わって，履修生が相互に対話と討議を重ねる時間を多く提供することとした。また，
グループワークソフトウェアシステム（Team Gear）を導入し，セキュリティの高いインターネット上でのグル
ープワークを可能にした。このシステムの導入により，履修生との連絡調整や学習状況も一元的に管理で
きるようになるとともに，履修生からの質疑や相談に円滑に対応できるようになった。
履修生には，磁気式の履修生カードを配布し，図書館等学内施設の利用や夜間や土日祝日等に講
義棟に出入りできるようした。また，プログラムの履修開始の時期は，学年又は学期の始めとし，履修期間
は 6 年以内としている。ただし，事情によっては学長の許可を得て，6 か月又は 1 年に限り履修期間を延
長することができる。このように，履修生の職場等の状況に対応しながら履修が継続できるようにしている
（群馬大学「多文化共生推進士」養成履修証明プログラム規程）。
○募集・選考方法
履修生出願資格は，原則として社会人等で，本事業に関連する業務経験若しくは活動経験のある者，
又は，本事業の趣旨を理解し，実践への意欲を持っている者で，大学入学資格を有する者とする。ただ
し，大学入学資格を持たない者でも「特例履修生」として各コースを履修することができる。この「特例履
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修生」の制度は，大学入学資格に 12 年間の就学期間が必要とされる日本の制度に対して，高校卒業ま
での就学期間が 11 年間となっている中国やブラジル等の高校卒業者に対して，履修の機会を提供する
ことにつながる。実際に，平成 23 年度プランナー・コース履修生にその該当者が在籍している。また，社
会人を対象としているが，学部学生や大学院生も応募することができる。募集人数は，毎年 10 名程度とし，
選考は，書類審査並びに試験（筆記及び面接）の結果を総合的に判定する。「多文化共生推進士」の取
得を目指し，地域活性化への強い意志があることを重視する。
募集は，本事業ホームページや新聞各紙県庁内のサイネージ広告で通知する。また，群馬県，群馬
県教育委員会，群馬県警察本部，群馬労働局，群馬経済同友会，群馬県法人会，群馬県社会福祉士
会，群馬県看護師会等の協力を得て周知する。1 月中旬を出願締切とし，2 月上旬に選考試験を実施し
ている。
講習料は，コース毎に 17,500 円としている。なお，平成 26 年度以降は，検定料 9,800 円，講習料各コ
ース 35,000 円を徴収する予定である。実験，実習等に要する費用は，必要に応じ履修生の負担とする。
○選考結果
・平成22年度アナリスト・コース（1期生）
応募者数：38名
内訳 「多文化共生推進コンサルタント」プログラム37名，「特例履修生(アナリスト・コース)」1名
選考試験内容：書類審査と面接試問
合格者数：上位より14名。
・平成23年度アナリスト・コース（2期生）
応募者数：24名
内訳 「多文化共生推進コンサルタント」プログラム23名，「特例履修生(アナリスト・コース)」1名
選考試験内容：書類審査，筆記試験，面接試問
合格者数：上位より9名。
（3）被養成者の到達度認定の仕組と実施結果
①被養成者の到達度認定の仕組
被養成者の到達度は，まず，履修生の出席時間数により把握する。履修生には，科目毎に必修時間
数を設定し，年間70時間以上の履修を課している。仕事との両立状況や学習意欲は，被養成者の履修
時間数で推測することができる。履修時間数が必修数に欠ける兆しが見えると，地域コーディネーターが
連絡をとり，履修継続への動機づけをはかっている。
次に，履修生の到達度を，毎回の講義終了後に履修生各自が記載する振り返りシートで確認をする。
振り返りシートでは，履修生に，講義のどの部分がどれだけ理解できたのかを4段階で自己点検評価をし，
理解しにくかった部分を具体的に記載させる。教員は，履修生の学びのつまずきを把握し，できるだけ早
い段階でフォローする。また，この振り返りシートでは，履修生に，各自の「課題研究」に受講した講義を
関連づけ，どのような示唆を得たのかを記述させる。教員は，履修生が課題研究の遂行に，学んだ知識
やスキルを適切に活用できているか確認をし，次回の課題研究の指導に活かす。振り返りシートは，毎週
開催するコース別会議で検討し，履修生の指導の仕方について検討をする。また，2週に一度開催する
コース合同会議で情報共有をし，指導の方法の妥当性を検証し，改善方法を検討している。
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被養成者の最終的な到達度は，コースの科目毎に筆記試験またはレポートで確認する。達成度の基
準は，習得すべき知識については，基本用語の理解をはかる穴埋め問題や基本概念を確認する記述問
題で確認する。習得すべきスキルについては，コース毎に学んだ技法を活用して，アナリスト・コースの場
合は，地域課題の抽出のための調査デザインがどの程度できたかを評価する。
上述した，履修時間数，振り返りシートの進捗状況と対応方法，コースの科目毎評価の方法とその妥当
性については，本事業で設置している「カリキュラム委員会」で審議したのち，「多文化共生教育・研究プ
ロジェクト推進室」会議に諮った上で決定する。
②実施結果
ここでは，現段階で実施結果が出ている，平成22年度アナリスト・コースについて報告する。
履修生の出席時間数については，全履修生14名中13名の履修生が，必要履修時間数（図-6赤線）を
超えて履修した。基礎教育科目については，必要履修時間数の2倍にあたる提供時間数全てを履修した
者も5人現れた。履修生は総じて，学習意欲が高く，結果として履修時間数が多くなったと考えられる。一
方で，家庭の事情で必要履修時間数を確保できず，4時間満たせなかった履修生もいた。

平成22年度アナリスト・
コースで開講した5科目
の講義への参加状況。
縦軸は，履修時間数。
横軸は，履修生番号。
赤線は，必修時間数。

図-6 履修生の講義の参加状況（平成22年度アナリスト・コース実績）

振り返りシートについては，履修生の自己点検評価4段階評価のうち，「大変よくわかった」「よくわかっ
た」がいずれの科目も90％を越えていた（例：「社会制度と多文化共生」93.4％，「多文化共生論」92.6％）。
コースの科目毎に筆記試験またはレポートは，平成22年度14人中12人がアナリスト・コースの課程を終了
した。課程を修了できなかった2人のうち，ひとりは上述した，家庭の事情で必要時間数を確保できなかっ
た者で，もう一名は，家庭の都合で母国に急遽一時帰国しなくてはならなくなり，評価のレポートを提出す
ることができなかった。これら2名のうち帰国していない1名については，継続の意思も強く，プランナー・コ
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ースへの進級も希望していたため，カリキュラム委員会，推進室会議での審議を経た結果，プランナー・
コースへの仮進級を認め，アナリスト・コースの履修時間の不足をできるだけ早い段階で補い，プランナ
ー・コースの履修を進めさせることとなった。
以上のようにアナリスト・コース修了者は，本学より「多文化共生アナリスト・コース」修了証を授与した。
これら修了生は，引き続き履修証明プログラムの課程に組み込まれ，平成23年度以降，プランナー・コー
ス，コンサルタント・コースの所定の履修を終えれば，「多文化共生コンサルタント・プログラム」履修証明
書が授与される。そして，その後は，群馬大学の推薦をうけて，群馬県より「多文化共生推進士」認定証を
得て，多文化共生推進の担い手として活躍することになる。
（4）人材養成システムの改善状況（被養成者の評価等の反映）
人材養成システムについては，PDCA サイクルを活用し，よりよい学習環境づくりと教育内容の提供を
徹底するようにした。
毎回の授業終了時には，先に示した履修生の振り返りシートを活用し，履修生のつまずきの原因の分
析とフォロー，指導方法の改善をはかった。履修生が仕事による急なスケジュールの変更等で，学習時
間を確保しにくい状況が発生する実態から，こうした事態にも対応できるように，各科目でそれぞれ 6～10
時間多く講義を開講する制度や，補講を提供する制度の導入をし（先述した（2）人材養成の手法・方法と
実施結果の「取組内容」参照），履修生が

ＰＤＣＡサイクル活用による改善１

あきらめずに学習を継続する支援の強化

学習の定着・基礎教育と 実務教育の
活用を 通した課題研究の遂行へ

をはかった。
平成22年度末には，履修生の学習の実
態と指導体制を総合的に振り返り，課題を

【基礎教育】
多文化地域の
現状と課題

抽出し，次の2点を改善して平成23年度の

【基礎教育】
社会制度と
多文化共生

【基礎教育】
多文化共生論

課題研究

【実務教育】
実態分析のための方法学

講義の改善をはかることとした。
第1点は，コース毎の課題研究を基幹
に基礎教育と実務教育を組み込むカリキ
ュラム構成にするものである。当初は図-７

【基礎教育】
多文化地域の
現状と課題

【基礎教育】
社会制度と
多文化共生

【基礎教育】
多文化共生論

の上段に示すように，基礎教育と実務教

【実務教育】
実態分析のための方法学

育の履修を終えた後に，課題研究に取り

課 題 研 究

組ませるカリキュラム構成としていた。しか

図-7 PDCA サイクルによるカリキュラム構成の改善

し，実際に課題研究に取り組むときには，
年度の始めに学んだ基礎教育の内容を思い出せなかったり，課題設定を十分に練り上げることができな
かったりという，問題が生じた。
平成22年度は補講を充実させることでこれらの課題に対処したが，平成23年度には，履修生に課題研
究を年度初めから取り組ませることとし，基礎教育と実務教育の学習内容を課題意識をもって理解させる
ことで知識とスキルの定着をはかる。同時に，履修生が主体的に基礎教育と実務教育を学習できるよう課
題研究の遂行過程で，これらの学習を関連づけ，活用させたり示唆を得させたりする討論の時間を十分
に確保することにした。
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第2点は，多様な領域から参加する履

ＰＤＣＡサイクル活用による改善２
きめ細かな 履修生支援体制へ
チーム指導の導入

修生に対して，総合的かつきめ細かに指
導するために，チーム指導体制を充実さ
せることである。当初は図-8の上段に示す
ように，基本的には，本学教員と県庁職員
がチームを組んで講義を担当し，講義内

教員

有識者

県庁
職員

実務家

地域コーディネータ

容に応じて，外部から有識者や実務家を
招いて講義を依頼するという形態をとって

教員

いた。また，本事業に専任の地域コーディ

県庁
職員

ネーターは，講義の様子を事前事後に把

地域コーディネータ

実務家
教員

有識者
実務家

握し，関係機関との連絡調整を行うこととし
ていた。しかし，養成人数が想定人数の2

図-8 PDCA サイクルによる指導体制の改善

倍を超え，履修生の問題関心も専門領域も多様な状況に対応する必要が生じた。この多様性を活かした
学習の場づくりを進めるには，教員サイドも多角的な視点で，継続的に履修生を指導・支援する体制を強
化する必要がある。
そこで，平成23年度からは，本学教員，県庁職員に加えて，実務家教員（非常勤講師。課題研究と実
務教育全般を担当する），地域コーディネーターによるチーム指導体制をつくり，多角的かつ実践的な視
点で履修生の学習を総合的かつきめ細かに指導・支援をおこなうこととした。
PDCAサイクルにより導き出した，上記2点，すなわち，基礎教育と実務教育の学習内容を課題意識をも
って理解させることで知識とスキルの定着をはかる点と，総合的かつきめ細かに指導するために，チーム
指導体制を充実させる点は，平成22年度の事業の中でも改善案を試行的に実践している。本事業のミッ
ションのひとつである，外国籍住民を多く抱える地域特性を利用した「新しい社会的方法論」の創出につ
いては，冒頭にも説明したように，ロサンゼルス市警察本部が安全安心のまちづくりで実効性を上げてい
るCAPRAを応用した群馬型CAPRAの開発を行っている。このCAPRAの手法を，履修生が自らの課題意
識をもって理解し学習を定着させるため，本事業では国際シンポジウムで講師を招へいして手法を紹介
するに留めず，県内関係者とともにパネルディスカッションを行い，CAPRAの有効性を検証した。これによ
り履修生がCAPRAを群馬県の地域課題の解決をはかる手法として認識し，具体的な適用方法について
示唆を受けることができた。さらに，履修生にはシンポジウムの翌日から，連続2日間の集中講義で
CAPRAの手法を理論的・実践的に学ぶ機会を提供した。その際に，招へいした講師と本学教員がチー
ム指導をすることで，CAPRAの文化的社会的背景を「翻訳」し，群馬型CAPRA創出の視点を生み出す作
業をも盛り込み，履修生に群馬型CAPRAを考えるきっかけを与えることができた。
PDCAサイクルは，履修生募集についての取組にも反映している。本事業をもっと地域に周知するには，
履修生の視点を入れた広報活動が必要という，平成22年度アナリスト・コース履修生の声から，平成23年
度の募集パンフレットは履修生有志の企画を組み込んだ。履修生の一週間の様子の頁や，本コースに
対する履修生の声を集めた頁などにその成果が現れている。また，国際シンポジウムや公開講座のみな
らず，本事業での日常の講義の様子を公開することで，地域の関心を高めることとした（図-10）。
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図-9 多文化社会の意思決定モデルCAPRAの導入 （国際シンポジウムでのロサンゼルス市警察本
部関係者による基調講演ならびに履修生を対象としたワークショップの様子）

図-10 日常の講義の公開の様子 「想定外を生き抜く力～釜石市における津波てんでんこ教育を考える～」
群馬大学大学院工学研究科・教授 片田敏孝 （アナリスト・コース基礎教育「多文化地域の現状と課題」の公開）

3．実施体制・自治体等との連携状況
（1）実施体制の内容
群馬県では，地域再生計画の目標を，多文化共生社会の形成による豊かな地域づくりにおき，その方
法として，多様な主体が参加・協働して支え合う地域システムを構築する。多様な主体が参加・協働するた
めには，地域の実態把握と人材育成を進めなくてはならない。そこで，実態調査と人材育成の主たる拠点
を群馬大学に，施策立案と行政システムの構築の主たる拠点を群馬県に置き，両者の相互補完的かつ
有機的な連携ユニットを形成することにより，その実現を確実かつ効果的なものとしている。
本事業を円滑に進めるために，群馬大学と群馬県が本事業の全てに協働で関わる実施体制を整備し
た（図-11）。人材育成の要となるカリキュラムを検討するカリキュラム委員会，カリキュラムの内容を地域の
ニーズに対応し，地域のネットワークを活かし，地域に還元することを支援する地域協働ネットワーク会議，
本事業の企画運営に関する統括を行う群馬大学・群馬県「多文化共生教育・研究プロジェクト」推進室会
議，事業の成果を第三者の視点で客観的に評価する評価委員会を設け，組織的な体制により事業を推
進している。
これらの体制をより機動性・実効性の高いものにするため，群馬県は群馬大学の教員を多文化共生施
策担当部署である生活文化部国際課の併任職員とし，群馬大学は群馬県の職員を本事業の推進室会
議委員，カリキュラム委員，地域協働ネットワーク会議委員，非常勤講師として，緊密な連携を行える体
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制づくりを行った。本事業
の企画運営の統括を行う
群 馬大 学・ 群馬県 「多 文
化共生教育・研究プロジェ
クト」推進室会議は，群馬
大学の研究・企画担当理
事（副学長）を室長とし，
本事業に関わる全ての会
議体，及び教員も全学規
模 で推進 している 。群馬
県は，群馬大学がアナリス
ト・コース，プランナー・コ
ース，コンサルタント・コー
スの 3 つのコースの養成を

図-11 実施体制の内容

経て生まれる人材を，「多
文化共生推進士」として認定し，その活用をはかる。

なお，「地域協働ネットワーク会議」は，外国人住民と直接関わってきた関係者に本事業に一層の連携
と参画をいただくために立ち上げたもので，本事業の実施体制の特色となるものである。この会議には，
地方自治体の地域振興または国際交流を担当する者，経済，教育または保健医療等に関係する者，外
国人労働者の就労問題に関係する者，地域の防犯または地域社会に関係する者等 13 名の参画を得た。
県内の多様な地域特性を活かした多文化共生の「かたち」を実現するため，これら委員も県内 5 行政地
域にわたる各地から参加いただいている。各委員からは，経験と実績をもとに本事業の推進に関する指
導・助言等を受けるとともに，本事業を推進するにあたって不可欠となる情報・データの提供や，地域の
変化とニーズ，ネットワークの構築，本事業の広報等にも積極的な協力を得ている。
（2）自治体等との連携状況
本事業の推進にあたって，現在緊密に連携している自治体は，群馬県のほかに，高崎市，太田市，大
泉町である。群馬県との連携は上述した実施体制への参画と講義のチーム指導への参画の他に，第14
次群馬県総合計画「はばたけ群馬プラン」（平成23年度～平成27年度）に，本事業の企画・運営責任者
が委員として参画する機会の提供を受けた。本事業の知見等をもとに施策立案を検討した結果，群馬県
の重点プロジェクトの中のひとつに，多文化共生社会の実現による豊かな地域づくりが位置づけられた。
また，群馬県からの依頼を受けて平成23年度アナリスト・コース及びプランナー・コースで企画立案するこ
とになった 「多文化共生推進総合特区提案書」の作成によって，群馬県との連携が更に緊密になり，多
文化共生推進士の活躍の足がかりが着実なものとなる。
太田市及び大泉町からは，地域協働ネットワーク会議に企画部交流推進課長及び企画部国際協働課
長が委員として参画し，地域ニーズの情報提供とカリキュラム内容の検討に積極的に関与していただい
ている。高崎市からは，職員が多文化共生推進士養成ユニットに派遣され，群馬県西部地域の地域課題
に関する情報提供と課題解決のための活動の場の提供を得ている。
また，東日本大震災発生以降は，本事業の一環として，災害時の多言語情報の提供を太田市，伊勢
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崎市，大泉町，そして県外からの要請に応じてさいたま市に行った。各自治体から依頼のある行政伝達
事項・計画停電等多言語で提供するとともに，次に必要となる状況を予測し，迅速に情報提供を行うよう
にした。提供した情報は，安否情報の確認方法，災害伝言ダイヤル，公共交通機関の状況報告，インタ
ーネット通訳，輪番停電，放射能関連情報等多岐にわたった。また，北関東四県（茨城県，栃木県，群馬
県，埼玉県）で災害時の相互支援を行う協定に基づき，「災害時多言語支援センター茨城」の立ち上げ
に群馬県が支援に入る際に，本事業関係者も同行しアクション・リサーチを実施した。さらに，本事業の工
学研究科担当教員である片田敏孝研究室と連携して作成した，日本語，ポルトガル語，スペイン語版の
防災ガイドブックを本事業ホームページ上で発信した（図-12）。
2

¿ Qué hacer cuando acontece un Terremoto?

Con calma, vamos a garantizar nuestra seguridad!

No se sabe cuándo ni dónde va a ocurrir un terremoto, no es posible saber dónde se va a estar ni lo que se estará haciendo en ese momento.
Por eso, es importante aprender lo que es necesario hacer en caso de un terremoto y así estar preparado y prevenido por si ocurre en cualquier momento.

Verifiquemos cómo
cerrar la llave del gas!

off

・Hasta los temblores fuertes pasan en unos minutos
・Cerrar la llave del gas
Si hay fuego, intentar apagarlo en su etapa inicial
→Si el fuego prendió hace 1 minuto, resulta más facil extinguirlo
・Proteger los pies de vidrios rotos, etc
・No precipitarse en salir afuera
→Por descuido, carteles o tejados pueden caernos encima y ocasionarnos lesiones severas
・Refugiarse inmediatamente si en caso vive en zona de posible desbarrancamiento

Inmediatamente después del terremoto
【Si estuviera en la escuela】
・Esconderse debajo de la mesa (carpeta, pupitre, escritorio)
・Seguir las instrucciones del profesor

【Si estuviera en la casa】
Primero・・・
・Esconderse debajo de la mesa
・Proteger la cabeza con almohadas o cojines
・Alejarse de las cosas que puedan caer (refrigerador, estantes, etc)
Después de la sacudida・・・
・Verficar el fuego (si lo esta utilizando, apagarlo inmediatamente)
→Tener cuidado con las quemaduras de aceite o agua caliente
・Abrir puertas y ventanas para asegurar salidas

on

después de

1 a 2 minutos

【Si estuviera fuera de casa por compras, etc】
・Si esta dentro de un centro comercial, etc, seguir las
instrucciones del personal
・Proteger la cabeza usando carteras, bolsas, etc
・Tener cuidado con los carteleres o vidrios que puedan
caerse

・Confirmar la seguridad de sus familiares
・Tener cuidado con los temblores consecutivos
(verificar los muebles que no se han caido, etc)
・Comenzar a refugiarse por iniciativa propia
・Evitar en lo posible el uso del teléfono
・Esforzarse por obtener información por la televisión o radio
・Sobre los comentarios que se oye, verificar su autenticidad por otros medios

después de

・Socorrer de emergencia a las personas
lesionadas
・Si hay un incendio cerca, avisar a otras
personas y procurar apagarlo

3 a 5 minutos

【Si estuviera manejando】

・No actuar por cuenta propia, informarse a través de la radio y actuar
según instrucciones
・Después de un fuerte terremoto tenga cuidado con algunas pistas
que prohiben su acceso
・Si por daños de la pista va a dejar el carro y refugiarse en un lugar,
estacione el carro al lado izquierdo de la via para no obstruir el paso a
otros carros y deje las llaves dentro si en caso fuera necesario
moverlo de ese lugar

A los padres y represantentes
・No se arriesgue para proteger a los niños
→Si usted se lastima o muere primero, no podrá socorrer al niño
empeorando la situación para ambos

después de

10 a 30 minutos

después de

30 minutos a 2 horas
・Colaborar en la extinción del fuego y en el rescate de heridos
・Cuando perciba que algo esta fuera de su alcanze,
comunicarse con el cuerpo de bomberos
・No acercarse a edificaciones dañadas

図-12 多言語版防災ガイドブックの発信（図はポルトガル語版の一部）
4．人材養成ユニットの有効性
（1）養成修了人材が地域で活躍する仕組み
ミッションステートメントでは，「本事業修了後も，群馬大学と群馬県が連携し自立的に運営できる「多文
化共生推進センター(仮称)」の企画・立案を行い，その設立準備に着手すること」を掲げた。このセンター
構想を，より地域密着型で，組織的な活動拠点とすべく実現化をはかっている（図-13）。まず必要となる
のが，それぞれの多文化共生推進士が基盤とする「地域」に根差した活動拠点である。群馬県には5つ
の行政地域があるが，それぞれに地理的，産業的，経済的に異なる特性をもつ。外国籍住民の居住率も
これら5行政地域間で大きく異なる。そこで，群馬県は，平成24年度末までに5行政地域すべてに，多文
化共生推進士の活動拠点を設置することとした。平成21年度よりこれらの活動拠点の設立が進められ，
現在までに，「多文化共生ネットワ－ク前橋」「多文化共生ネットワ－ク伊勢崎」「多文化共生ネットワ－ク
利根沼田」が設立された。平成24年度までには，「多文化共生ネットワーク吾妻」「多文化共生ネットワー
ク東部」「多文化共生ネットワーク西部」が設立される予定である。次に必要となるのが，上述した地域密
着型の活動拠点を有機的に連携させ，総合的に多文化共生を推進するための活動拠点である。群馬県
は平成25年度末までにその活動拠点となる「多文化共生ネットワーク群馬」を設置する予定である。群馬
大学は，多文化共生推進士の活躍をサポートするため，多文化共生推進士を対象とするフォローアップ
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教育と相談業務を担当する。

「多文化共生ネットワーク群馬」
平成25年度設置予定
設置済み

多文化共生ネットワーク
利根沼田

多文化共生ネットワーク
吾妻
平成24年度末設置予定

多文化共生ネットワーク
東毛
多文化共生ネットワーク
西毛

平成24年度末設置予定

平成24年度末設置予定

設置済み

設置済み

多文化共生ネットワーク
前橋

多文化共生ネットワーク
伊勢崎

図-13 多文化共生推進士の活動拠点
これらの拠点は，それぞれの地域が持つ特徴的な課題をそれぞれの地域の関係者と共に多文化共生
推進士が取り組む場となる。例えば，各地域で現在，特徴的な課題となっているのは，「西毛」では，世界
遺産に申請している富岡製糸場を核に，特に中国を対象としたメディカ-ルツーリズム等の国際観光部門
への取組，「前橋」では，複数の大学にいる多様な国々からの留学生の活用と就職支援の取組，「伊勢
崎」では，この地域が日本最大の集住地域となっているペルー人，北部・南部で対立するベトナムからの
ニューカマー等の多様な生活形態をもつ外国籍住民の県営住宅等の集住問題への取組，「東毛」では，
日本最大のブラジル人集住地域があり，これらの外国人を雇用する製造業の人事労務管理への取組や，
ここ数年生まれ始めつつあるエスニック・ビジネス支援への取組，「利根沼田」では，日本人の農家等に嫁
いだ外国人女性の適応への取組と第一次産業と第三次産業を融合した新規ビジネス立ち上げの取組，
「吾妻」では，中小企業が抱える研修生の制度充実への取組と温泉地域を活用した観光の活性化への
取組等が挙げられる。
「多文化共生ネットワーク群馬」では，上述した地域単位の活動拠点での実績をもとに，多文化共生推
進士が，群馬県への政策提言を行い，県域全体の多文化共生施策とその実践を行うリーダーとしての活
躍が期待される。具体的には，群馬県よりアドバイザーとして委嘱を受け，県から事業の委託・協働を要
請されたり，関連する各種委員に登用されたり，内外への広報・活用依頼を要請される等が想定されてい
る（図-14）。
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県レベル
多文化共生ネットワ－ク群馬(仮称)
政策提言
認

定

群

多文化共生推進士

馬

県

・ アドバイザ－として委嘱
・ 内外への広報･活用依頼
・ 事業の委託・協働
・ 各種委員への登用

地

域

レ

ベ

等

ル

多文化共生ネットワ－ク○○（地域名）

多文化共生推進士

多文化共生推進士

市町村・企業等

情報提供・事業支援・コンサルティング

各主体のマッチングのコ－ディネ－ト

研修・講座の実施・シーズの発掘

広報・意識活動・所属団体の意識啓発

市

町

村

企

業

多文化共生
推進士

ＮＰＯ、団体、個人等
リソ－ス

図-14 「多文化共生推進士」活用の構想（図は群馬県からの提供）

（2）波及効果
本事業の取組に，国内のさまざまな自治体から関心が寄せられ，問い合わせや研修依頼の要請が来
ている。代表的なものとして，全国市町村研修財団からの多文化共生社会に対応できる人材育成プログ
ラムの企画・実施の要請が挙げられる。具体的には，全国市町村国際文化研修所（全国の自治体を担う
人材の育成を行う総合的な研修機関）で，国内78市町村から派遣された実務担当者への研修を担当し
た（平成22年度実績）。この財団からは平成23年度にも同様の要請があり，5月，7月，11月の集中講義で
対応する。この財団からの依頼は，本事業で構築している意思決定モデル「群馬型CAPRA」の妥当性と
汎用性を検証する，本事業にとっても有用な機会となっている。また，同財団からは，本事業の企画・運
営の実績をもとに，「人材育成に関する有識者会議」に多文化共生の視点で自治体職員の研修の企画・
立案・検証を行う依頼を受けた。
また，本事業の取組については，大学日本語教員養成課程研究協議会から情報提供の要請があり，

31

同協議会主催のシンポジウム「日本語教育・日本語教員養成の公益性とその可能性」（平成22年10月8
日。於：神戸大学）にパネリストとして参加した。このシンポジウムには，省庁関係者や外国人集住地域の
自治体関係者も少なくはなく，本事業関係者は，これら関係者からのその後の問い合わせにも対応して
いる。
さらに，本学は，2010年11月には，日本経済新聞社産業地域研究所が全国754の大学を対象に実施
した大学の「地域貢献度」の総合ランキングで1位となる栄誉を得た。その経緯を説明する学長インタビュ
ーの頁では，「県と多文化共生社会の推進役に」という見出しが掲げられ，本学が「地域にしっかり立ち，
日本や世界で戦っていける」テーマのひとつが「多文化共生」であることが強調されている。外国人と日本
人との共生の生活課題を，教育，医療，行政，防災，安全安心のまちづくり等の多様な局面において，地
域と密接な連携をして取り組んできた本学の実績を，「多文化共生推進士」という人材の養成へと展開し
ていくことで，地域貢献から地域活性化へと，より実効性・汎用性の高い実践を実現することが期待されて
いる。
本事業の取組は，国外からも注目されている。例えば，U.S.-Japan Council（日米評議会）からは，日本
の経済的・社会的復興を実現するひとつの有効な手段として，本事業の取組に注目している。当会が主
催する国際シンポジウム「Japan Rising—立ち上がる日本」（平成23年11月10日。後援：Japan America
Society，Southern California Edison，Union Bank，IW Group, Inc.，Japan Publicity）に本事業企画・運営
責任者をパネリストとして招へいし，本事業の紹介する機会が提供された。また，ブラジルの広報誌，雑誌
記事，テレビでも本事業の取組について紹介され，カウンターパートとしての国々から高い関心と支持を
得ている。
①本事業の成果・知見を活かした提言等を期待された委嘱
平成21年度
・ 「ブラジル人学校等の教育に関するワーキング・グループ」委員（文部科学省）
・ 「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会」委員（文部科学省）
平成22年度
・ 「外国人児童生徒の総合的な学習支援事業」外部評価員（文部科学省）
・ 「外国人の子供の教育環境に関する調査研究」客員研究員（国立教育政策研究所）
・ 「群馬県人権教育推進協議会」委員（委員担当：群馬県教育委員会）
平成23年度
・「人材育成に関する有識者会議」（全国市町村研修財団）
②本事業の成果・知見の紹介等を含めた講演の依頼
平成22年度
・ 国際交流協会多文化共生講演会（於：ホテルアミューズ富岡）
・「外国人雇用管理セミナー」（於：太田市社会教育総合センター）
・基調講演 群馬県法人会連合会女性部会連絡協議会（於：前橋商工会議所）
平成22年度・平成23年度
・「地域の外国人児童・生徒への支援セミナー」（於：全国市町村国際文化研修所）
・「外国人住民と法制度(2) 外国人児童・生徒の教育」（於：全国市町村国際文化研修所）
平成23年度

32

・第23回びわ湖国際医療フォーラム「在日ブラジル人学校に在籍する児童,生徒への健康支援とその
社会的意味」主催 びわ湖国際医療フォーラム
・U.S.-Japan（日米評議会）主催 国際シンポジウム「Japan Rising—立ち上がる日本」，後援 Japan
America Society，Southern California Edison，Union Bank，IW Group, Inc.，Japan Publicity
（3）情報発信の状況
本事業では，履修生の確保とともに多文化共生教育の啓蒙活動が重要である。「多文化共生推進士」
養成ユニットの周知のため様々な手段により，積極的に情報発信を行っている。その結果，募集 10 名程
度に対して，平成 22 年度は 38 名，平成 23 年度は新規に 24 名の応募があり，本事業で実施した公開講
座やシンポジウム等には，それぞれ 178 名，105 名の参加者があった。
本事業で活用している主な情報発信手段。
●パンフレット等の作成・配付
プログラムの紹介と履修生募集用にパンフレット等を作成し配付した。
・平成 22 年度「多文化共生推進士」養成ユニットパンフレット（1,000 部）
・平成 22 年度「多文化共生推進士」養成ユニット募集要項（300 部）
・平成 23 年度「多文化共生推進士」養成ユニットパンフレット（3,000 部）
・平成 23 年度「多文化共生推進士」養成ユニットリーフレット（5,000 部）
・平成 23 年度「多文化共生推進士」養成ユニット募集要項（400 部）
●報道
＜新聞・テレビ・ラジオ＞
・「科学技術振興調整費に採択」関連記事について
新聞報道（2009.6.19 日本経済新聞，6.19 読売新聞，6.19 東京新聞，6.22 産経新聞，6.25 毎日新聞，
7.12 上毛新聞）
・群馬県主催「多文化共生地域シンポジウム」について
（終了後，「多文化共生推進士」養成ユニット受講者募集説明会開催）
新聞報道（2009.11.25 上毛新聞，2010.3.7 上毛新聞，2010.3.8 上毛新聞，2010.3.15 上毛新聞）
・文部科学省報道発表「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会の設置について」
（「多文化共生推進士」養成ユニットの群馬大学企画・実施責任者である結城恵と群馬県企画実施責
任者である山口和美氏がともに委員として参加。）（2009.12.4 文部科学省）
・平成 22 年度開講式(5 月 9 日実施)について
新聞報道（2010.5.9 読売新聞，5.10 朝日新聞，5.10 上毛新聞，5.11 読売新聞）
テレビ放送（2010.5.24ＮＨＫ「こんにちはいっと 6 けん」，5.24ＮＨＫ「首都圏ニュース」，5 月放送スカイ
パーフェクトＴＶ：International Press ブラジル放送）
ラジオ報道 （5.13NHK 前橋放送局ニュース）
・平成 22 年度オリエンテーション合宿（5 月 22-23 日実施）について
新聞報道（2010.5.25 上毛新聞）
・平成 22 年度公開講座「災害時に備えた外国人住民への対応と広域連携を考える講演会」について
新聞報道（2010.9.17 毎日新聞，9.29 上毛新聞，9.23 東京新聞）
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ラジオ報道（2010.9.29NHK 前橋放送局）
・平成 23 年度「多文化共生推進士」養成ユニット募集について
新聞報道（2011.1.7 上毛新聞，2011.1.12 上毛新聞）
・平成 23 年度「多文化共生国際シンポジウム」について
新聞報道（2011.1.22 上毛新聞）
テレビ報道（2011.1.21 群馬テレビ「ニュースジャスト 6」）
●連携市町村の広報誌
・「多文化共生推進講演会－私たちの地域だからこそできる多文化共生」
（高崎市国際交流協会会報 6 月号）
・「多文化共生推進講演会－日本人も外国人もみんな富岡市民～共に生活するまちづくり」
（2010.8.20 富岡市国際交流協会会報）
●ホームページ
本事業のホームページは平成 21 年 12 月 22 日に開設し，募集案内や公開講座，シンポジウムなどの
情報発信を行っている。http://jst-tabunka.edu.gunma-u.ac.jp/

図-15 「多文化共生推進士」養成ユニット ＨＰ
また，ホームページの平成 23 年 6 月 30 日現在の総アクセス数は 4,694 件である。募集期間を含む 3
ヶ月のアクセス数においては，「多文化共生推進士」ユニットの情報発信の効果により，第 1 期生募集時よ
り第 2 期生募集時のアクセス数が大幅に増加している。
平成 22 年度アナリスト・コース

平成 23 年度アナリスト・コース

募集期間のアクセス数

募集期間のアクセス数

（平成 22 年１月～3 月）

（平成 23 年 1 月～3 月）

641

1，171
図-16 募集期間のアクセス状況
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5．成果の発表状況
（1）養成された人材による成果
養成修了者がでていない現段階では，該当がない。しかし，第1期アナリスト・コース修了生のなかから
は，職場で担当している県内のメディカルツーリズムの企画や，買い物難民支援の企画，地域の日本語
教育事業の企画運営に，学習の成果を発揮し，企画実施に至った者が現れた。
（2）人材養成ユニットに関する成果
【成果発表等】（15件）
◇広報誌・雑誌等
・『多文化共生』と男女共同参画（茨城県美浦村女性行政推進協議会関係者からのコメント）『広報みほ』
2009/8月号。
・「Projeto quer ensinarconviviência multicultural」 2010．3.27International Press （ブラジル出版社によ
る情報誌。多文化共生教育についての取組が紹介された）
・「多文化共生のまちづくりに寄与する多文化共生推進士を育成"編集部イチ押し『授業＆ゼミ・研究』」
旺文社『蛍雪時代』2010年5月号。
・「多文化共生推進講演会－多文化共生の視点で地域活性化の糸口をさぐる」『法人群馬』№82
2010.9.1。
・「特集 大学の地域貢献度ランキング」日本経済新聞社『日経グローカル』No.160, 2010.11.15。P.23
（「学長インタビュー県と多文化共生社会の推進役に」で本取組が紹介された）。
・「国際社会へ多文化共生社会の実現のために，『多文化共生推進士』とは」『群馬大学情報誌グッデ
イ』vol.12 2010冬。
・「在日ブラジル人学校に通う児童・生徒を対象にした健康診断の取り組み」『保健師ジャーナル』 vol.66
№11 2010。
・「Check up neles」『alternativa』 №24, 2010.12.23 (ポルトガル語情報誌。外国人学校等健康診断会・
相談会について紹介された)。
・毛受敏浩『人口激減 移民は日本に必要である』新潮社，2011.9.20，P.180-181（本学における多文化
共生の取組が紹介された）。
・「特集 全国大学の地域貢献度ランキング（上）」日本経済新聞社『日経グローカル』No.184, 2011.11.21。
P.22（「学長インタビュー 社会貢献，『長い目』で取り組み」で本取組が紹介された）。
・石橋敬太郎・吉原秋・熊本早苗・細越久美子『いわて多文化共生ハンドブック～岩手の多文化共生社
会実現のためにあなたができること～』社陵高速印刷出版部，2011.11.25，PP.42-44 （第２章 第２節 「5
大学教育での支援」で本取組が紹介された）。
・「エスノグラフィのすすめ」東和銀行総合企画部地域経済研究所『ＴＯＷＡ経済レポート』No.277,

2012

年1月。
・ＫＦ書籍化プロジェクト『学生まちづくらーの奇跡～国立発！一橋大生のコミュニティ・ビジネス』学文社，
2012年1月20日，PP.207-215（本学における多文化共生の取組が紹介された）。
◇シンポジウム・学会での成果発表（招待講演）(2件)
・第23回びわ湖国際医療フォーラム「在日ブラジル人学校に在籍する児童,生徒への健康支援とその
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社会的意味」主催 びわ湖国際医療フォーラム 2011年7月2日。
・U.S.-Japan（日米評議会）主催 国際シンポジウム「Japan Rising—立ち上がる日本」 後援 Japan
America Society，Southern California Edison，Union Bank，IW Group, Inc.，Japan Publicity,
2011年11月10日。
Ⅴ．今後の計画
1．本プログラム終了時の達成目標について
実施期間終了時には，アナリスト・コースは 4 期生が，プランナー・コースは 3 期生が，コンサルタント・
コースは 2 期生がそれぞれ修了となる。したがって，群馬県より「多文化共生推進士」を認定される者は，
20 名となる計算である。本取組では，基本的に社会人である被養成対象者が職場等の状況に対応しな
がら弾力的に履修できるよう，履修期間を６年以内としている。このため，実施期間終了時には，20 名の
約半数の 10 名の「多文化共生推進士」を輩出することを目標と設定している。
現在のところ，これらの目標値は十分に達成できる見込みである。多文化共生推進士の活躍の場とし
ても，群馬県の強力な協力を得て，活動拠点が生まれている。平成 24 年度末を目標に，県内の全５行政
地区に広がる 6 つの活動拠点づくりを終え，平成 25 年度末を目標に，これら 6 つの地域活動拠点を有機
的に連携させ，県として総合的に多文化共生による地域活性化を進める「多文化共生ネットワーク群馬」
の設立を進める（図-13 参照）。
2．本プログラム終了後の取組方針・見通し
本プログラム終了時にアナリスト・コース及びプランナー・コースを修了した履修生は，コンサルタント・コ
ースを修了するまで，本養成プログラムを群馬大学と群馬県が連携して，自立的に養成していく予定であ
る。自立的に運営する上で，本事業で整備した施設備品と構築した教材を最大限活用することにより，事
業実施費を削減する。また，本事業に関わる群馬大学の全ての学部にわたる約30人の教員，これまでも
本事業に講師を業務の一環として派遣いただいてきた県・自治体の職員等の協力を得ることにより，プロ
グラム内容の質を維持・発展させる。さらに，それまでに養成した多文化共生推進士にも参画してもらい，
その専門分野と実績をもって群馬に根差した教育の質を高める。この体制により，内容面で水準の維持
向上をはかるだけでなく，外部講師の依存度も大幅に軽減する。
内容的には，「多文化共生推進士」養成事業と「多文化共生推進士」フォローアップ事業の２つの事業
を計画し，前者では，本プログラム最終年度である平成25年度に，第4期アナリスト・コースまたは第3期プ
ランナー・コースに在籍する履修生が，コンサルタント・コースを終えるまでの養成事業である。履修修了
まで6年間の猶予を設定しているため，最短で平成27年度まで，最長で平成30年度まで継続する予定で
ある。「多文化共生推進士」フォローアップ事業は，所定のコース履修を終え，「多文化共生推進士」とし
て認定された者が，それぞれの職場や地域における多文化共生の担い手として実質的に多文化共生事
業を推進する上でのフォローアップを行うものである。
経費的には，「多文化共生推進士」養成事業については，平成26年度から各コースの講習料を35,000
円（平成25年度までは講習料は17,500円）とし，履修生の養成のための事業費に充てる。また，履修生を
本事業に派遣した・している企業・関係機関等とは，「多文化共生推進士」をマンパワーとして活用した共
同研究・受託研究を実現していく予定である。
組織的には，本事業の推進により多文化共生推進士の活動拠点として設立される７つの組織を有機
的に機能させる（図-13,14）。養成した多文化共生推進士とこれらの活動拠点を活用し，群馬県の地域再
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生計画及び群馬県「多文化共生推進総合特区」構想と連動した事業展開を行い，地域活性化を実現す
る予定である。具体的には，多文化共生の視点を盛り込んだ新産業（例えば，多言語通信システム，新し
い食材の開発等）を具体的に創出することによって，地域の企業や地域経済がさらに活性化される可能
性がある。その結果，企業の社会的責任（ＣＳＲ：Corporate Social Responsibility）として，地元の企業が多
文化共生の視点から地域を活性化させるという効果も期待される。また，本提案課題において，外国人労
働者の不安定な労働環境，外国人子弟の教育問題の深刻化，地域住民との摩擦等，様々な問題を具体
的に解決するための人材を創出することから，結果として，多文化共生の地域づくりが進展すると考えて
いる。
最後に，人材育成の効果については，本プログラム提案書及び群馬県の地域再生計画にも明記され
ている次の4つの点を指標として検証・評価を行う予定である。すなわち，(1)養成修了者が所属する職場
あるいは地域で，(2)養成修了者のもつ専門性が求められる領域で，それぞれ多文化共生の視点に
基づいて活性化をはかる事業が展開できたか，(3)「多文化共生推進士」等人材育成の場で「その
育成に携わることができるか，(4)多様性を活用する新産業創出に貢献することができたか，であ
る。地域再生への具体的な貢献としては，さらに次の3つの点を指標として，本プログラムの効果
を中・長期的に検証する予定である。すなわち，(1)多文化共生推進士を，教育・医療・行政・防
災・防犯・企業・コミュニティ等の多様な領域に輩出できたか，(2)多文化共生推進士の活躍によ
って，地域や職場における異文化間の摩擦や訴訟が回避され，在日外国人と日本人が互いを活か
す環境が築かれたか，(3)多文化共生推進士の活躍によって，外国人労働者にも製造業以外のジョ
ブチャンスを提供し，不況に左右されない地域再生を実現できたか，である。
以上について，本事業担当教員による調査・分析，被養成者となった多文化共生推進士による
自己点検評価，被養成者が依拠する職場や地域の関係者による評価，及び第三者の有識者により
構成されている「評価委員会」により総合的に評価・検証する予定である。
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