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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（事後評価）
■プロジェクト名：「多文化共生推進士」養成ユニット
■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：総額 ２０５．０百万円（間接経費・環境改善費込み）
１．プロジェクト概要
（１）課題の概要
地域再生人材創出構想・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
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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
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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（２）実施体制

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

養成プログラムへの活用

教育カリキュラムの充実

「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

各学部・大学院・関係部署 （地域連携推進室等）

第
三
者
評
価
委
員
会

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

（３）実施内容

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。

内容

（３）実施内容
基 多文化共生を理解する
礎 ・異文化理解・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
教 ・多文化地域の現状・課題
育 ・関係機関との協働
・多文化共生のあり方

実
務 多文化共生を
教 実践的に推進できる
育 ・コース別実践手法
・課題研究

対象

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

コ
ン実
ア
プ企
サ践
ナ分
ラ画
ル力
リ析
ン力
ス力 修 ナを 履 タを
トを 了 ー育 修 ン育
・育 書 ・て 証 トて
コて
コる 明 ・る
書 コ
ーる
ー
ー
ス
ス
ス

履
修
証
明
書

多
文
化
共
生
推
進
士

群
馬
県
認
定

【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

（４）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。
「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図る。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。
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（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
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。
２．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。
Ⅱ．成果の概要
１． 目標に対する達成度
多文化共生推進士の養成目標人数 10 人に対し、平成 24・25 年度末にそれぞれ５人が、「多文化共生
推進士」養成ユニット多文化共生推進コンサルタント履修証明プログラムを修了し、当初に設定したコン
サルタント履修証明プログラム修了目標者数 10 人を達成できた（目標達成率 100%）。
２．人材養成手法の妥当性
地域の人々の生活実態や意識を調査するには、その生活のありようをその地域の人々の視点に立っ
て理解するプロセスが不可欠である。調査対象が、生まれ育った文化や社会と異なる場合は、その理解
のプロセスに時間をかけて取り組む必要がある。本事業では、地域の実態から課題を抽出し、地域課題
を解決するための企画立案・実践展開する手法として「地域往還・地域協働」型メソッドを開発した。本事
業では、その手法を人材養成の手法として活用した。
多文化状況にある地域の課題を浮き彫りにするには、内容的に次の３つの手続きを踏むことが必要と
なる。第一に、対象とする現場の日常のあたりまえをあたりまえととらえない視点を持ち、その現場の状況
を構成する文化的・社会的要素を構造的に理解する。第二に、その現場で生まれる葛藤・衝突・軋轢、及
びその現場を構成する人々の不安・違和感・不満に焦点をあて、これらの状況が生まれるメカニズムを考
察する。第三に、その問題状況を解決するために必要な人的・物的環境の要件を検討し抽出する。
これら３つの手続きを踏むためには、多文化状況にある現場を、その現場にいる生まれ育った文化や
7

社会が異なる人々の視点で十分に理解し、関係する機関・個人と合意形成を図りながら課題解決への糸
口を探り、実践を創り出していく必要がある。その方法論的手続きを本事業では「地域往還・地域協働」
型メソッドと呼ぶ。
この人材養成手法を活用した一例としては、高齢期に備える定住外国人のための日本語教室の開催
の準備段階の取組が挙げられる。群馬県「定住外国人実態調査」（平成 22 年度）によると、約 70%の外国
人住民が「今後も日本に住み続けたい」と考え、その 80％が「今と同じ地域に住み続けたい」と考えている。
しかし、これらの外国人住民には、日本での暮らしに必要な情報が十分には届いておらず、「医療（病院、
予防接種等）」については 64.4％、「福祉（健康保険、年金等）」については 61.3％、「労働（求人、就職、
労働条件）」については 56.2％の外国人住民が情報入手に困難を感じ、同住民の 79.7％が日本語教育
を受けることを希望している。本事業で対象地域とする伊勢崎市には 9,734 人、前橋市には 4,031 人にの
ぼる外国人住民が在住し（群馬県調べ。平成 25 年 11 月現在）、日本の暮らしに必要な高齢期に備える
「ライフ・プラン」を「日本語で学ぶ」要請が高い地域となっている。そこで、平成 25 年度にわれわれは伊
勢崎市で外国人住民向けの、日本での高齢期に備えるためのライフ・プラン日本語教室を開いた。
対象地域での事前フィールドワークでは、外国人住民の「老後」のとらえ方と備えの仕方が民族性によ
り大きく異なること、日本で定住を考えつつあっても役所や関係機関で必要な情報を入手する必要がある
ことの認識が浸透していないことなどが明らかになった。同時に、外国人住民の不安や日本の制度に対
する違和感や不満に直接耳を傾ける機会を得た。これらの実態を踏まえ、社会福祉士、介護福祉士、ケ
アマネージャー、ファイナンシャルプランナー等、多文化共生推進士養成ユニット履修生の豊富な人材と
ネットワークを活用し、日本語教室の授業案やテキスト案を作成した。その案をもって、現地関係者、及び
日本語教室の受講予定者となる外国人住民に事前検討会を開き、わかりやすさ、使いやすさのチェック
の作業を重ね、合意形成ができた後、日本語教室を開催した。教室開催にあたっては産官学民による運
営委員会（外国人住民ネットワーク NPO、介護サービス関係企業、社会福祉協議会、社会福祉士、介護
福祉士、国際交流協会、伊勢崎市国際課、伊勢崎行政県税事務所）を立ち上げ、事前協力体制を整備
した。
この事業では、上述した準備段階のみならず、毎回の教室開催の実践の過程でも、実践の効果検証と
改善案の検討・実施を「地域往還・地域協働」型メソッドで展開した。その結果、学習者の文化的・社会的
な多様性に配慮した方日本語教材・指導書が作成された。
なお、この人材養成手法は、「実践的な方法論は、研究の方法論にも示唆を与えるパイオニア的な取
組」として、平成 25 年度評価委員会で高く評価された（*）。また、地域関係者の巻き込みによって、いろ
いろな視点があることを履修生に実感させ、多文化共生の視点を体感させて履修生の視野を広げるとと
もに、国籍や文化の違いとその違いを超えた普遍的な関係も学ばせることができた。地域関係者の巻き
込みによって、事業の成果を地域に活用・還元させようとする一種の使命感も履修生に持たせることに成
功した。
(*)「地域往還・地域協働」型メソッドへの評価委員会による評価
「ストイットを活用し、社会に馴染む資源を上手に組み合わせて、学問的価値を守りながら、実践性を
高めている。その方法論は、社会人にも納得のできる活用可能な方法として高く評価できる。その手法を
活用し、今後もアクション・リサーチ等に活用いただきたい」
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（「多文化共生推進士」養成ユニット評価委員会における H25 年度評価結果。2014 年３月 31 日掲示。
http://jst-tabunka.edu.gunma-u.ac.jp/data/pamphlet-h21-25.pdf）。
３．実施体制・自治体等との連携
本事業推進の中核組織である「多文化共生教育・研究プロジェクト推進室」を平成 21 年度に設置し、
群馬大学の研究・企画担当理事（副学長）を室長とし、群馬大学・群馬県の教職員から構成される学際的
かつ地域実践への機動力の高い組織を編成できた。また、本事業では、地域との協働性の高い展開を
図るべく、地域の多文化共生の実態を知る幅広い分野と地域で活躍する実践者からなる「地域協働ネッ
トワーク会議」を通した情報収集を行い、その知見をカリキュラムに反映することが可能になった。外国人
住民や留学生など外国人材が生活する環境は、社会制度や医療や教育等多様な領域の諸問題が複合
的に地域課題となって表出する場合が多いため、カリキュラムについても、全学的な組織を編成すること
で、学際的かつ複眼的に考える力を育てることができた。
「地域往還・地域協働型」カリキュラムを遂行する上で不可欠な地域関係者との合意形成や協力も、プ
ロジェクト毎に立ち上げることができた。留学生「ハタラクラスぐんま」プロジェクト・コンソーシアム協議会と
外国人定住者「ハタラクラスぐんま」プロジェクト・運営委員会からは、本事業の円滑な遂行に多大な貢献
をいただいた。群馬県の他に県内 7 自治体からこれら実行委員会等への参画と、情報交換、実習のコー
ディネート、シンポジウム等への参加を得ることができた。
４．人材養成ユニットの有効性
大学の教育・研究・社会貢献機能と県の社会システムの構築機能が、地域活性化人材の養成で連動
することで、地域ニーズに対応する実効性の高い人材の養成と、養成した人材の活躍基盤を整えること
ができた。
群馬大学による「地域往還・地域協働型」人材養成は、地域ニーズを起点として、地域課題の構造的
分析と地域協働体制による課題解決の企画・実践へと展開する、地域ニーズに対応する実効性の高い
人材の養成の方法を確立した。この人材養成の過程で、対象地域関係機関や個人と、適切かつ効果的
な連携を図り、その成果が対象地域での施策立案につなげられるようにするには、群馬県による対象地
域関係者のコーディネートが不可欠である。本事業により発足した地域関係者との連携を図る「地域協働
ネットワーク会議」、「地域往還型・地域協働型」人材養成をカリキュラム面で検討する「カリキュラム委員
会」、及び、本事業の企画・運営に関する協議と決定を行う「多文化共生推進室会議」に、群馬県ＮＰＯ・
多文化共生推進課職員が参画し、具体的な事業の推進を県の意見を取り入れたことにより、より人材養
成ユニットの有効性を高めることができた。
その具体例のひとつとして、平成 23 年度多文化共生推進プランナー履修証明プログラム修了生（広告
代理業・営業）が中心となってみなかみ町で展開した事業が挙げられる。この履修生は、群馬県「地域づ
くり協働モデル事業」（平成 24 年度群馬県「在住外国人との共生による地域活性化基盤整備事業」）にて、
マーケティングと広告の専門的知識と実務経験を活かして外国人住民を、町のなかで「顔の見える」存在、
町の課題について「共に考える」存在、町づくりに「参画し・発信する」存在にする「快覧板 KAIRANBAN」
の企画・作成をした。
さらに、群馬県は、群馬大学で３年間の履修課程を修了した、多文化共生の視点から地域課題を解決
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し地域活性化に関する知識・技能・実践力を備えた人材を、群馬県が「多文化共生推進士」として認定す
ることで、今後、群馬県内の多文化共生施策を検討する上で有効な調査研究の成果やモデル事業の展
開を構築することを可能にする基盤整備を図った。なお、群馬県と群馬県警察本部は、平成 24 年度に群
馬大学より「多文化共生推進コンサルタント履修証明書」を取得し、平成 25 年４月に群馬県から多文化共
生推進士に認定予定の修了生を、多文化共生関連部門に配属したことも、その積極的展開の現れであ
る。
平成 25 年に多文化共生推進士の認定を受け、群馬県企画部国際戦略課推進に配置された者は、留
学生に県内観光地や名産品の良さを体験してもらい発信する「ぐんまのいいとこ伝え隊」（主催群馬県企
画部国際戦略課）との連携を図り、本プロジェクトのネットワークづくりと情報発信の充実に貢献した。国際
戦略課長と留学生との対談も実現させた。
同じく平成 25 年に多文化共生推進士の認定を受け、群馬県警察本部生活安全部生活安全企画課の
国際対策担当となった者は、職務で担当している留学生安全安心ボランティアサークル「結」との連携や、
このサークルの部長を務め群馬県内で就業している卒業生をつなぎ、留学生に群馬で働き・暮らすため
の環境づくり・ネットワークづくりを進めた。
５．継続性・発展性の見通し
群馬大学は、本事業の推進のために設置した「多文化共生教育・研究プロジェクト推進室」を平成 27
年度末まで延長し、教職員の継続雇用と事業費を自主財源で用意し、現在在籍する履修生が平成 27 年
度末までに多文化共生推進コンサルタント履修証明プログラムを修了する環境を整えた。本事業の実績
をもとに、人口減少・少子高齢化、若年人口の減少という問題に直面する群馬県の地域社会を活性化さ
せ社会の活力を高めるため知の拠点整備事業（COC 事業）等に申請し、大学の地域貢献活動において
多文化共生推進士の役割を位置づけるとともに、地域貢献活動の質を確保するために多文化共生推進
士に対しフォローアップ教育や、学生と多文化共生推進士との協働プロジェクトの企画・実施等に、本事
業の成果を継続・発展させていくこととした。
群馬県は、多文化共生推進士が地域活動していくための拠点が必要と考え、群馬県と群馬大学は、
平成 26 年２月に NPO 化も視野にいれた任意団体「多文化共生センターぐんま」の立ち上げに関わり、財
政的支援を行った。また、平成 27 年３月の NPO 法人設立を目指して、現在多文化共生推進士とともに申
請書類の準備を進めているほか、多文化共生推進士及び履修生は地域活動を実践し、NPO 法人として
活動できる環境整備を行った。NPO 法人設立支援のほか、多文化共生推進士が継続して活動を行って
いくために、群馬県は、地域関係者、団体との連携の推進、事業の委託、多文化共生推進士活動の周
知等の支援を行った。
６．採択時コメントへの対応
本提案は採択時に、（１）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・参画が望まれること、（２）人件費比率が高いことから、県のコーディネータ機能を活用するなど圧縮す
る方向での見直しを図ることの２つの課題をいただいた。
まず、企業・行政・医療機関関係者等の一層の連携については、「地域協働ネットワーク会議」と「評価
委員会」に関係者に参画いただき、地域ニーズの把握から、課題解決までの企画・立案、実践の展開ま
で、連携して進めることにした。その結果、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
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たり、関係機関紙に論文を投稿する機会を得たりし、地元関係者とネットワークを構築することができた。
また、少子高齢化により深刻化する生産年齢人口の減少により、わが国の基幹産業を支えるミドルスキ
ル人材（高卒レベルの技能者）不足が予測される現状に対し、人手不足が深刻化するトラック業界と連携
して、共同研究「在日外国人求職者の職業転換による群馬県内の重点産業の活性化の基礎研究」に着
手したことにより、製造業や物流業界関係者との意見交換が活発になり、多文化共生推進士もその実践
に参画することができた。
次に、県のコーディネータ機能については、本ユニットの県側の窓口である生活文化スポーツ部ＮＰ
Ｏ・多文化共生推進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「多文化共生政策事例研究」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を行った。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、県職員は開講講義に参画した。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。平成 26 年３月には群馬県の財
政的支援により、任意団体「多文化共生センターぐんま」を設立し人員も確保した。
７．中間評価への対応
本事業では中間評価で、（１）地域産業や社会環境などの多様な分野で活躍し評価される仕組みを導
入すること、（２）プログラム終了後の事業継続性についてより具体的な計画を立てること、（３）米国から導
入した意志決定手法の有効性検証を行うことの３つの課題をいただいた。そこで、次の対応を行った。
第一に、本事業の履修生は、教育、保健・医療、行政、社会福祉、安全安心、製造業、物流業、広告業
等多様な領域で専門職として活躍している。本事業では、これら専門職の特性を活かすと同時に、異業
種間の協働性を高めることで、「生活者」としての外国人材の活用と地域活性化を図ることをプログラムの
特徴においている。例えば、外国人住民が抱える課題のひとつに、日本で安心して過ごす老後の生活に
備える準備ができないことへの不安が挙げられるが、この課題解決には、教育、保健・医療、行政、社会
福祉、安全安心、雇用形態等多様な領域にまたがる問題を解きほぐし、効果的な解決方法を導き出して
いかなくてはならない。そこで、本事業では、こうした複層的な地域課題解決に履修生や修了生が取り組
む環境を整備するため「地域協働ネットワーク会議」を立ち上げた。この会議の委員は、教育、医療・保健、
社会福祉、行政、農業、製造業等の現場で、外国人住民や留学生と接する機会の多い、いわば多文化
共生の最前線にいる、群馬県全域に広がる地域の専門職で構成し、それぞれが専門的かつ異業種間で
協働して多文化状況にある地域課題に取り組む必要性を日常的に経験している人材である。履修生と修
了生は、「地域協働ネットワーク会議」の指導・助言を定期的に受けながら、地域産業や社会環境などの
多様な分野で活躍し評価されることによってその力を発揮できるようにした。なお、平成 26 年２月に発足
した任意団体「多文化共生センターぐんま」は、これら「地域協働ネットワーク会議」の委員も含まれており、
平成 27 年３月に多文化共生推進士が主体となって発足する予定のＮＰＯ「多文化共生ぐんま」（仮称）の
活動基盤の整備にあたっている。
第二に、プログラム終了後の事業継続性については、群馬県及び群馬大学は、定期的に多文化共生
推進士と意見交換する機会を設け、各多文化共生推進士の活動状況やその目標を把握するとともに、地
域住民や企業に対して多文化共生推進士の存在、使命、活動内容等を周知し、多文化共生推進士の活
動しやすい環境整備に努めた。また、群馬県は、第 14 次群馬県総合計画「はばたけ群馬プラン」（H23～
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H27 ）重点プロジェクトの中で「多文化共生社会の実現による豊かな地域づくり」を掲げており、また、地
域再生計画でも、多文化共生推進士が地域に根ざした活動の場として、県内各地域にそれぞれの地域
状況にあった活動拠点を設置して、多文化共生の地域づくりを目指すこととしている。上記趣旨に添って、
県はこれまでに４団体を設置し、さらに多文化共生推進士の活動の中核拠点となる NPO 法人の設立を支
援するなど、多文化共生推進士活動支援を目的とした環境づくりを進めた。
群馬大学は、多文化共生教育・研究プロジェクト推進室を平成 27 年度まで継続する。そのために必要
な人員（企画・運営責任者 1 名、専任講師 1 名、技術補佐員 1 名、事務補佐員 1 名）を確保し、本学教
授である企画・運営責任者を除く３名については、大学の自主財源を充てた。また、推進体制として、本
事業のために立ち上げた、推進室会議、カリキュラム委員会、評価委員会は継続させ、その運営も大学
の自主財源で行うこととなった。事業費については、大学が本事業企画・運営責任者名で管理する個人
研究費・奨学寄付金を活用し、本事業が支障なく遂行できる体制を整備した。多文化共生推進士の活動
支援と養成ユニットの継続のために自主財源を確保し、必要な人員を配置するなど体制整備を行った。
さらに、知の拠点整備事業（COC 事業）に申請し、大学の地域貢献活動において多文化共生推進士の
役割を位置づけるとともに、地域貢献活動の質を確保するために多文化共生推進士に対しフォローアッ
プ教育を行うこととした
群馬県は、今後、多文化共生推進士の自主的活動拠点としＮＰＯ化「多文化共生ぐんま」（仮称：「多文
化共生推進センター」改め）の設立準備も視野に入れ、平成 26 年２月に発足した任意団体「多文化共生
センターぐんま」を財政的に支援し、コーディネータ１名、コーディネータ補佐３名を配置した。また、多文
化共生推進士と本事業履修生が連携して事業推進を行うための事業費も確保した。
第三に、多文化状況の問題を的確に捉える、問題解決を図る、その結果を評価し次の実践に適用す
るという意志決定モデルは、本事業の発足当時においては、日本国内そのモデルがなく、多文化状況の
先進地域に位置づけられる米国ロサンゼルスにおけるＣＡＰＲＡモデルを参考に開発に着手した。ＣＡＰＲ
Ａモデルとは、多文化状況におけるＰＤＣＡサイクルモデルであり、対象者（Client）を定め、その実態を社
会的・文化的背景を含めて理解し（Acquiring and Analyzing）、問題解決のための専門分野の協働体制を
つくり（Partnerships）、具体的な対応を進め（Response）、評価を行う（Assessment）サイクルである。本事
業では、この一連の作業を群馬県における多文化状況に対応させ、このモデルを多文化共生推進士が
群馬県の実情に合った形で展開できるように開発するため、多文化状況にある地域コミュニティで実施し
た本事業のプロジェクトの遂行過程の分析及び、外国人コミュニティを対象としたアンケート調査を進めた。
その結果、対象者（Client）を定め、その実態を社会的・文化的背景を含めて理解し（Acquiring and
Analyzing）、問題解決のための専門分野の協働体制をつくり（Partnerships）、外国人住民にも支持される
ことが必要不可欠であることが確認されるとともに、それぞれの地域の持つ社会構造・ネットワークの緊密
性の強弱など、社会的・文化的に異なる地域の文脈に適合的な手法は、現地との相互交渉過程で立ち
現れることが明らかになった。そこで、本事業で地域に根ざした意志決定を含めた人材養成手法の開発
を進めた結果、「地域往還・地域協働型」プロジェクトの手法（「２．人材養成手法の妥当性」参照）が生ま
れた。この手法は、地域課題の抽出、課題解決のための企画立案、課題解決のための実践の全てのプ
ロジェクトの過程で実践し、地域からの参加者の増加や、地域からの提案の活発化など、効果が確認でき
た。
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Ⅲ．所要経費
（単位：百万円）
補助対象経費

21 年度

22 年度

23 年度

24 年度

25 年度

１．人件費

5.3

20.5

24.2

26.6

28.9

（1）講師

0.8

11.7

13.8

13.4

13.9

（2 名）

（2 名）

（5 名）

（5 名）

（4 名）

4.5

8.8

10.4

13.2

15.0

（5 名）

（8 名）

（7 名）

（8 名）

（7 名）

２．設備備品費

0.0

1.0

0.7

0.5

0.0

（1）教育環境の整備

0.0

1.0

0.7

0.5

0.0

（2）技術補佐員

備考

末梢血管モニタリング装置
( 実 習 用 ), 体 組 成 計 ( 実 習
用),ノンリニアビデオ編集対
応パソコン(教材編集用)

３．消耗品費

8.1

7.2

3.9

3.7

2.7

４．旅費

3.1

4.5

5.4

2.6

1.9

５．その他

0.9

5.0

7.4

8.4

8.6

（１）国際シンポ開催

0.0

2.0

0.1

0.1

0.1

（2）通信運搬費

0.0

0.1

0.7

0.5

0.7

（3）印刷製本費

0.4

1.0

0.8

1.7

2.2

（4）雑役務費

0.4

1.4

5.0

5.0

3.7

（5）諸謝金

0.1

0.5

0.8

1.1

1.9

６．間接経費

5.2

11.4

－

－

－

―

―

2.7

2.5

2.1

７．環境改善費
計
（内、自己資金）

(内、補助対象外経費)

総計
22.6

49.6

44.3

44.3

44.2

205.0

（0.4）

（0.1）

（0.0）

（0.0）

（0.0）

（0.5）

0.0

0.2

0.4

0.4

0.3 総計

1.3

注：人件費は、委託者及び補助金により人件費を支出している本人材養成業務に従事する者を職階（教
授、准教授、主任研究員、研究補助員等）に分けて、年度毎に従事人数とともに記載
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Ⅳ．成果の詳細
１．目標に対する達成度
（１）養成人数の目標と実績
表－１ 養成人数の目標と実績
養成修了者数

多文化共生推進士養成ユニット
コンサルタント履修証明プログラム

実績

目標

Ⅰ期生 （平成 22-24 年度３年間の履修修了）

５人

５人

Ⅱ期生 （平成 23-25 年度３年間の履修修了）

５人

５人

１０人

１０人

合 計

１） 多文化共生推進士の養成目標人数10人に対し、平成24・25年度末にそれぞれ５人が、「多文化共生
推進士」養成ユニットコンサルタント履修証明プログラムを修了し、当初に設定したコンサルタント履修
証明プログラム修了目標者数10人を達成できた（目標達成率100%）。
２） 多文化共生推進士養成ユニットコンサルタント履修証明プログラムは、３年間の積み上げ式養成プロ
グラムで、アナリスト・コース（１年目）、プランナー・コース（２年目）、コンサルタント・コース（３年目）の
基礎教育・実務教育・課題研究の合計210時間以上の履修を経て修了することができる。平成22年度
の養成開始以降、１年毎に上級コースを開設し、３コースが揃って開講されたのは平成24・25年度の２
年間である。平成25年度までにアナリスト・コース認定証（70時間以上）を授与された者は32人、多文
化共生推進士養成ユニットプランナー履修証明プログラムを修了した者は18人、多文化共生推進士
養成ユニットコンサルタント履修証明プログラムを修了した者は10人、合計60人が本事業により提供
される養成プログラムを修了した。
（２）養成人数以外（拠点形成）の目標と実績
本事業ミッションステートメントには養成人数以外（拠点形成）の目標として５点を掲げ、全ての目標
の達成と当初の想定を上回る実績をあげた。
１） 多文化共生推進士の活動拠点を設立する
平成 26 年２月に、多文化共生推進士の活動拠点となる任意団体「多文化共生センターぐんま」を設
立した。この任意団体は、「多文化共生推進士」養成ユニットの地域協働ネットワーク委員が中核にな
って設立されたもので、平成 27 年３月に設立予定の多文化共生推進士の主体的な活動拠点となるＮ
ＰＯ「多文化共生ぐんま」の基盤整備を進めることを目的としている。「多文化共生推進士」養成ユニット
の運営主体である群馬大学「多文化共生教育・研究プロジェクト推進室」との共同研究により、多文化
共生推進士への地域ニーズ調査、「多文化共生推進士」養成ユニットの地域実践コーディネートを通し
た地域協働体制の整備、多文化共生推進士と多文化共生推進士養成ユニット履修生の協働活動のコ
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ーディネート、多文化共生推進士の活動サポート等を行っている。
この団体の趣旨に賛同し、群馬県は、活動のために財政的支援を行った。群馬県は、この団体を通
して多文化共生推進士が主体となるＮＰＯ「多文化共生ぐんま」の基盤を整えるとともに、多文化共生
推進士との意見交換を積極的に図った。また、設立予定のＮＰＯが県内の多文化共生推進に寄与でき
るよう、多文化共生推進士が構築している地域ネットワーク・情報・推進力を活用して、群馬県域のモデ
ル事業の検討と実施体制づくりの検討を進めた。
２） 養成修了者が地域課題の解決に向けて企画提案を行う
養成ユニットでは、プランナー・コース履修生の企画力を育てるために、①大学等地域関係機関と連
携した外部資金への応募を進めている。履修生とともに申請した企画は全て採択されており、平成 25
年末までの２年間で５本が採択された。また、②企業に対しても地域団体と連携して企画提案を行い、
協賛を得ている。さらに、養成ユニットを修了した多文化共生推進士も、③地域団体とともに企画提案
を行い、外部資金を獲得している。
①プランナー・コース履修生の企画提案参画による外部資金の獲得状況
1-1）平成 24 年度 群馬県「地域づくり協働モデル事業」
提案課題 「在住外国人との共生による地域活性化基盤整備事業」
申請主体 みなかみ町国際交流協会
企画参画 平成 23 年度多文化共生推進プランナー履修証明プログラム修了生
1-2）平成 25 年度 国際交流基金「地域リーダー・若者交流助成」
提案課題 「日伯米、３カ国の違いを強みに変える地域活性化の為の国際リーダーシップ育
成・提案事業」
申請主体 特定非営利活動法人大泉国際教育技術普及センター
企画参画 平成 24 年度多文化共生推進プランナー履修証明プログラム修了生
1-3）平成 25 年度 文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 地域日本語教育
実践プログラム（A）
提案課題 「日本に定住を希望する外国人住民が高齢期に向けて備える『ライフ・プラン』に
必要な日本語教育実践プログラム」
申請主体 群馬大学
企画参画 平成 24 年度多文化共生推進プランナー履修証明プログラム修了生
1-4）平成 25～27 年度

文部科学省「留学生交流拠点整備事業」

提案課題「留学生と日本人学生がぐんまで働き・ぐんまで暮らす環境づくり」
申請主体

群馬大学

企画参画 平成 24 年度多文化共生推進プランナー履修証明プログラム修了生
平成 25 年度多文化共生推進プランナー履修証明プログラム修了生
1-5）平成 26 年度 文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 地域日本語教育
実践プログラム（B）
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提案課題 「日本に定住を希望する外国人住民が高齢期に向けて備えるための日本語教育
支援事業－外国人住民の文化的・社会的多様性に配慮した日本語教育プログラ
ムの構築」
申請主体

群馬大学

企画参画

平成 25 年度多文化共生プランナー履修証明プログラム修了生

②プランナー・コース履修生の企画提案参画による企業の協賛の獲得状況
2-1)平成 24 年度
企画提案事業「ブラジルフェスティバルぐんま」
主催団体

ブラジルフェスティバルぐんま実行委員会

協賛企業

ブラジル銀行、イオンモール太田ほか

企画参画

平成 23 年度多文化共生推進プランナー履修証明プログラム修了生

③多文化化共生推進士の企画提案による外部資金の獲得状況
3-1）平成 25 年度
国立青少年教育振興機構「こども夢基金助成活動」
提案課題 「サンバを通じた多文化共生＆体験ワークショップ“２０１４”」
申請主体

多文化共生ネットワーク東毛

企画参画 平成 25 年認定多文化共生推進士
３) 養成修了者がその専門性を活かし、県や大学のプロジェクトに参画する
履修生及び多文化共生推進士はその専門性を活かし、本事業とは別に、群馬大学や群馬県が
主催する次の５つのプロジェクトに主体的かつ地域協働体制を推進しながら参画した。
①群馬県「地域づくり協働モデル事業」（平成 24 年度群馬県「在住外国人との共生による地域活性
化基盤整備事業」）にて、マーケティングと広告の専門的知識と実務経験を活かして外国人住民
を、みなかみ町のなかで「顔の見える」存在、町の課題について「共に考える」存在、町づくりに
「参画し・発信する」存在にする快覧板 KAIRANBAN の企画・作成をした。
②群馬大学「日本に定住を希望する外国人住民が高齢期に向けて備える『ライフ・プラン』に必要な
日本語教育実践プログラム」（平成 25 年度文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育
事業 地域日本語教育実践プログラム（A））にて、ファイナンシャルプランナー、社会福祉士、介護
福祉士、弓道指導員としての専門的知識と実務経験を活かし、日本語教室ボランティア講師の養
成講座で外国人住民が高齢期に備えるために必要な基礎教育の講師を担当した。
③群馬大学「留学生交流拠点整備事業」（平成 25 年度文部科学省「留学生交流拠点整備事業」に
て、地域交流・異文化間交流・安全安心・観光インバウンド・情報発信の専門的知識と実務経験
を活かし、地域実践のコーディネートや事業に参加する留学生・日本人学生へのインターンシップ
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指導を担当し、留学生・日本人学生の地域交流力や就業力向上に貢献した。
④群馬県･大泉町「災害時多言語情報センター設置運営訓練」にて、災害時の外国人支援につい
ての専門的知識と東日本大震災時での支援の経験を活かして、避難所を巡回する通訳ボラン
ティアの指導を担当した。
⑤群馬県・県民多文化共生意識啓発事業「大泉カルナバル・パネルディスカッション」にて、多文化
共生推進士養成ユニットで培った知識とこれまで広告代理業としてブラジル関係をはじめ異文化
交流に係る多数のイベントを実施してきた経験を活かして、標記事業を企画し、自らもパネリスト
として登壇した。また、県内の大学に在籍する留学生による安全安心ボランティアサークル「結
YUI」を当日のボランティアとして参加させた。
４） 養成修了者は、多文化共生推進士の養成に携わる
平成 24 年度末に多文化共生推進士コンサルタント履修証明プログラムを修了し、平成 25 年４月
に群馬県知事より「多文化共生推進士」に認定された５名は、平成 25 年度には以下に示す多文化
共生推進士の養成に携わった。
①「多文化共生推進士」養成ユニットの基礎教育に講師として参画した。
【講師】平成 25 年認定多文化共生推進士
【講義タイトル】 「東日本大震災における災害多言語支援センター茨城の活動について」
【カリキュラム上の位置づけ】全コース共通基礎教育
【日時】平成 25 年 12 月 10 日（火） 19:00～21:00
【場所】教育学部 C 棟 102 教室
【講師】平成 25 年認定多文化共生推進士
【講義タイトル】「プレスリリースを書く－広告手法を用いた多文化共生の地域啓発実践事例」
【カリキュラム上の位置づけ】全コース共通基礎教育
【日時】平成 26 年 1 月 11 日（土）10:00～12:00
【場所】教育学部 C 棟 108 教室
②「多文化共生推進士」養成ユニット履修生の取組プロジェクト中間報告会で指導・助言した。
平成 25 年９月 29 日（日）10:00～15:00 に群馬大学荒牧キャンパスにて開催した「多文化共生推
進士」養成ユニット履修生の取組プロジェクト中間報告会に参加し、履修生の計画している①留学
生への「ハタラクラスぐんま」プロジェクトと②外国人定住者への「ハタラクラスぐんま」プロジェクトに
対して、多文化共生推進士の立場から地域協働ネットワークを充実させるための方策を指導・助
言した。また、養成修了後の各自の取組を紹介し、「多文化共生推進士」養成ユニット履修生に
現在の取組の展開の方向性を、自らの事例を元に検討する視点を提供した。
③「留学生への『ハタラクラスぐんま』プロジェクト」の実施にあたり、「多文化共生推進士」養成ユニ
ット履修生が企画・運営活動を実践面でサポートした。
平成 25 年度本事業課題研究「留学生への『ハタラクラスぐんま』プロジェクト」の実施にあたり、
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履修生の企画・運営活動の指導・助言及び職場のネットワークを利用した支援を展開した。
④「外国人定住者への『ハタラクラスぐんま』プロジェクト」の実施にあたり、「多文化共生推進士」養
成ユニット履修生の企画・運営活動を実践面でサポートした。
平成 25 年度本事業課題研究「外国人定住者への『ハタラクラスぐんま』プロジェクト」の実施にあ
たり、履修生の企画・運営活動の指導・助言及び職場のネットワークを利用した支援を展開した。
⑤「多文化共生推進士」養成ユニット履修生との活動連絡会議を開催し、履修生の指導・助言及び
多文化共生推進士による具体的なサポート活動を展開した。なお、活動連絡会議は、平成 27 年
度に多文化共生推進士が主体的に立ち上げる NPO「多文化共生ぐんま」（仮称）の設置場所とし
て予定している前橋中心市街地内にて、平成 25 年 9 月以降毎週 1 回定期的に開催した。
⑥ラジオ番組「ハタラクラスぐんま」全 12 話の企画と地域実践コーディネートを支援した。
５）養成修了者は、新産業創出に向けて企画提案を行う
養成修了者は、平成 26 年３月末までに、群馬大学・群馬県と連携し、次の３つの企画提案を行い、
新産業創出となる商品化、あるいは導入に向けてのアクション・リサーチを進めた。
① 着地型環境観光インバウンド・ルートの開発
多文化共生推進コンサルタント履修証明プログラム修了生と多文化共生推進プランナー履修証
明プログラム修了生が中心となり地域関係機関と連携し、国内外からの外国人観光客を対象に、
尾瀬に特化した「新しい価値」を伝える着地型環境観光インバウンド・ルートを開発し、留学生交流
拠点整備事業コンソーシアム協議会に企画・提案した。
② まちなか居住を進めるための留学生を対象にしたシェアハウスの提案
「留学生への『ハタラクラスぐんま』プロジェクト」の「クラス（暮らす）事業」の一環として、多文化共
生推進プランナー履修証明プログラム修了生が、地域関係機関と連携し、前橋中心商店街での空
ビルを活用した留学生対象のシェアハウス設立のための企画・提案した。
③ 外国ミドルスキル人材のための職場環境の整備による群馬県内基幹産業の活性化の提案
物流業に従事する多文化共生推進士は、ミドルスキル人材の補完に県内在住外国人を活用す
る必要性とそのために必要な職場環境の整備のあり方を平成 24 年度多文化共生国際シンポジウ
ムで提案し、自らが所属する会社と群馬大学の間で共同研究を企画・実施した。
（３）客観的な情勢の変化等（社会ニーズの変化等）への対応
特になし
２． 人材養成手法の妥当性
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（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た。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
地域となっていた。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た。
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、さまざま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た。
平成25年度以降は、日本全体で進む少子高齢化による生産年齢人口の減少から、県内の製造業・物
流業・農業・サービス業等の基幹産業においても人手不足の問題が深刻化するという認識が高まった。ま
た、関東圏内でも人口集積率（DID）の低い群馬県においては、高齢者の孤立や買い物難民、地域の伝
統文化の維持継承の困難、産婦人科病院のない市町村の増加等、地域生活の存立基盤の維持が危ぶ
まれる状況が広く県民にも認識されるようになった。前項「１．目標に対する達成度」の「（３）客観的な情勢
の変化等（社会ニーズの変化等）への対応」にも記したとおり、日本全体で少子高齢化による生産年齢人
口の減少に対応するための地域活性化を担う人材として、生まれ育った文化や社会が異なる多様な人材
を活用する必要性が高まっている。
以上のような状況を踏まえ、ダイバーシティ（人的多様性）の視点から、ひとりひとりのちがいを活かして
共に働き・暮らせる環境づくりを推進する人材として、「多文化共生推進士」の活躍が期待されている。
（２） 人材養成の手法・方法と実施結果
平成２１年度から 25 年度の本事業の実施状況は表－２に示すとおりである。
表－２ 実施状況（取組毎）
実施期間（実施日）

取組名

〈平成 21 年度〉
平成 21 年９月 14 日

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、
推進室と略す）発足、第 1 回推進室会議開催

平成 21 年 12 月～22 年３月

同会議開催(第２回～第５回 )

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

平成 21 年 12 月～22 年 ３月

同委員会開催(第２回～第５回)

平成 21 年 11 月 20 日～

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

平成 22 年３月 13 日

部、吾妻、利根沼田）巡回して実施
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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 22 年２月 26 日 ～

平成 22 年度 多文化共生推進コンサルタントプログラム履修生募集

３月 18 日
平成 22 年３月６日

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 年度〉
平成 22 年４月 3 日～４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

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４月～23 年 3 月

カリキュラム委員会開催(第 1 回～第 8 回)

平成 22 年４月～23 年 3 月

推進室会議開催(第 1 回～第 5 回)

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 22 日～23 日

オリエンテーション合宿開講

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 23 年 1 月 28 日

第 8 回地域再生プログラム実施機関連絡会議出席（於：金沢大学）

平成 22 年６月～23 年 2 月

アナリスト・コース開講

平成 22 年６月８日～11 日

人工知能学会全国大会出席
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

平成 22 年６月～12 月

多文化共生先進事例調査
〇アメリカ・ロサンゼルス(6.28～7.2、8.9～17、11.2～8、12.14～20)
・企業のダイバーシティ・マネージメント、地域コミュニティ事情等調査
〇チェコ・プラハ(8.17～24)日本語教育事情

平成 22 年９月 28 日

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

平成 22 年 12 月～23 年 1 月

平成 23 年度「多文化共生推進士」養成ユニット 履修生募集

平成 23 年 2 月 5 日～6 日

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 1 月 21 日

平成 22 年度多文化共生国際シンポジウム開催
「多文化共生の視点で群馬を活性化する」

平成 23 年 1 月 22 日～23 日

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」
（「多文化共生論」ロサンゼルス市警察本部教育部長 Luann Pannell 博
士）

平成 23 年 3 月 17 日～19 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
アクション・リサーチの実施

〈平成 23 年度〉
平成 23 年 4 月～
24 年３月
平成 23 年４月 20 日

カリキュラム委員会開催(第 1 回～第 5 回)
推進室会議開催(第 1 回～第 5 回)
平成 23 年度「多文化共生推進士」養成ユニット開講式
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平成 23 年 5 月～24 年 1 月

アナリスト･コース開講
プランナー･コース開講

平成 23 年 5 月 16 日

第 1 回評価委員会開催

平成 24 年 3 月 6 日

第 2 回同委員会開催

平成 23 年５月～６月

多文化共生先進事例調査
〇アメリカ・ロサンゼルス(5.22～27)
地域再生に関わる専門職育成の先進事例調査
〇アリカ・ニューヨーク(6.14～20)
図書館多言語サービス、多文化共生施策事例調査実施

平成 23 年 5 月 30 日

第 7 回群馬産学官連携推進会議参加

平成 23 年 6 月 1 日～3 日

人工知能学会全国大会出席
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

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 24 年 3 月 13 日

第 2 回 同会議開催

平成 23 年 7 月 10 月

アナリスト･コース講義公開（7.10、10.5）

平成 23 年 11 月 26 日

平成 23 年度多文化共生国際シンポジウム開催
「ダイバーシティによる地域活性化をデザインする」

平成 23 年 11 月 27 日

特別集中講義 （一般公開）

平成 24 年 2 月 11 日

「多文化状況にアプローチしアイデアを構築するために １～３」

平成 24 年 2 月 12 日

（IW GROUP 会長兼最高経営責任者 Bill Imada 氏）
「多文化社会の意思決定モデル CAPRA 基礎編」「多文化社会の意思決
定モデル CAPRA 応用編」（ロサンゼルス市警察本部教育部長 Luann
Pannell 博士）

平成 23 年 12 月～24 年 1 月

平成 24 年度「多文化共生推進士」養成ユニット
履修生募集・選考試験・選考結果通知

平成 24 年１月７日､8 日

アナリスト、プランナー・コース成果発表会 及び地域協働ネットワーク会
議委員意見交換会

平成 24 年 3 月 14 日

平成 23 年度「多文化共生推進士」養成ユニット修了式

〈平成 24 年度〉
平成 24 年４月 1 日

組織改正で、群馬大学多文化共生･研究プロジェクト推進室設置

平成 24 年４月 11 日～15 日

多文化共生先進事例調査
〇イギリス・ロンドン
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 24 年４月
～25 年３月
平成 24 年４月 18 日

カリキュラム委員会開催(第 1 回～第 8 回)
推進室会議開催(第 1 回～第 7 回)
平成 2４年度「多文化共生推進士」養成ユニット開講式 開催
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平成 24 年 5 月～25 年 1 月

アナリスト・コース､プランナー･コース、コンサルタント･コース開講

平成 24 年 7 月 10 日

第 1 回地域協働ネットワーク会議開催

平成 25 年１月 15 日

第２回同会議開催

平成 24 年 9 月 9 日

中間報告会 開催

平成 24 年 9 月 9 日

第 1 回評価委員会開催

平成 25 年３月５日

第２回同委員会開催

平成 24 年 12 月 5 日

コンサルタント･コース、プランナー・コース協働課題プロジェクト実施

平成 25 年 2 月 2 日

「やさしい日本語による自転車安全教室」

平成 24 年 12 月 1６日

各コースの授業公開

平成 25 年 1 月～3 月

コンサルタント･コース、プランナー・コース協働課題プロジェクト実施
「前橋留学生活ラジオ番組制作、冊子作成、交流会」

平成 25 年 1 月 20 日

コンサルタント･コース、プランナー・コース協働課題プロジェクト実施
「民話の語り、世界の子守歌・・・みなかみ町から発信する国際文化交流
の集い」

平成 25 年 1 月 21 日

平成 24 年度多文化共生国際シンポジウム開催
「多文化共生の地域づくりをめざして」

平成 25 年 3 月 18 日

平成 24 年度「多文化共生推進士」養成ユニット修了式

〈平成 25 年度〉
平成 25 年４月～26 年 3 月

カリキュラム委員会開催(第 1 回～第 3 回)
推進室会議開催(第 1 回～第 3 回)

平成 25 年４月 18 日

アナリスト・コース 開講式

平成 25 年４月 24 日

群馬県「多文化共生推進士」認定式

平成 25 年４月～26 年 2 月

アナリスト・コース､プランナー･コース、コンサルタント･コース開講

平成 25 年 7 月～26 年 3 月

企業との共同研究実施
「在日外国人求職者の職業転換による群馬県内の重点産業の活性化の
基礎研究」

平成 25 年 9 月 29 日
平成 25 年 10 月～
平成 26 年 3 月
平成 26 年 3 月 2 日

中間報告会 開催
コンサルタント･コース、プランナー・コース協働課題プロジェクト実施
・定住者への「ハタラクラスぐんま」プロジェクト実施に係るコーディネート
・留学生への「ハタラクラスぐんま」プロジェクト実施に係るコーディネート
平成 25 年度多文化共生国際シンポジウム開催
「多文化共生の地域づくり-「多文化共生推進士」養成ユニットの取組」

平成 26 年 3 月 6 日

評価委員会開催

平成 26 年 3 月 19 日

平成 25 年度「多文化共生推進士」養成ユニット修了式

(2-1) 本事業の対象者と養成すべき人材像
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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。 (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。
(2-2) カリキュラムの構成と資格認定について
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（図－１参照）。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は、履修証明制度を導入し、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、「多文化共生推進プランナー」プログラム履修証明書、及び「多文化共生推進
コンサルタント」プログラム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「多文化共生推進コンサルタント・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。
(2-3) 取組内容
(2-3-1) 習得すべき知識・スキルと到達レベル・カリキュラム
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 １年目のコース）
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アナリスト・コースでは、(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
きる人材、具体的には、生まれ育った文化や社会が異なる人々が住む多文化地域での社会調査を、コ
ーディネートできる人材の育成をめざす。ここでは、社会調査の設計、実査、分析、報告を専門的に実施
する社会調査士を育成するのではない。めざしているのは、行政やNPO等など社会調査を委託する機関
と社会調査の実施機関との間に立ち、多文化地域の住民の実際が汲み取れる調査の構想・計画・実施
をサポートする役割を担う地域人材である。
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。そこで、（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。
アナリスト・コースのカリキュラムは、「基礎教育」・「実務教育」・「課題研究」で構成されている（図－２参
照）。
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」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であり、地域課題と調査対象・状況を見極め、質的・量的
技法を効果的に組み合わせ、その遂行を効率的に遂行する関係機関と人材をコーディネートする力で
ある。
以上の知識とスキルがどのレベルにまで習得されたかは、各科目で課される試験やレポート、実習で
評価される。同時に、各履修生に対して履修の過程で数回にわたる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。

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 ２年目のコース）
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本コースで求められる達成レベルは、地域課題に対して有効な実践計画を構想できる力を習得するこ
とにある。具体的には、(1)課題の「問題」性に対して、最も中核となる対象群を抽出し、(2)その対象群に
関する綿密な情報収集と分析を行い、(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、適
切な実践を構想し、(4)その実効性の評価方法を設定する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。
プランナー・コースのカリキュラムは、「基礎教育」・「実務教育」・「課題研究」で構成されている（図－３
参照）。
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、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、地域課題の解決に向けて、ダイバーシティ（人的多様性）
に対応する意味、必要性を理解するとともに、多様性に対応する技術開発の事例を検討し、その特性や
課題を理解させる。
習得すべきスキルは、必修の「実務教育」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、その課題解決を図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、地域課題の抽出・分析のための現地調査で構築した関係機関や個人とのネットワーク
を活かし、群馬の地域の実情にあわせて地域関係者と協働で課題解決のための方策を練り上げるスキル
である。履修生には、生まれ育った文化や社会が異なる多様な人材や地域での課題解決実践に関係す
る多様な立場にある人々を巻き込み、その解決方法を関係者との合意形成を図りながら企画・立案する
という、時間と手間のかかる現場たたき上げの計画策定をさせる。このことにより、ダイバーシティ（人的多
様性）の視点から、ひとりひとりのちがいを活かして共に働き・暮らせる環境づくりを具体的に企画できる
力を養成する。
以上の知識とスキルがどのレベルにまで習得されたかは、各科目で課される試験やレポートと実習とで
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
域活性化を図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。

図－３ プランナー・コースカリキュラム
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C.コンサルタント・コース （「多文化共生推進コンサルタント」プログラム ３年目のコース）
本コースで求められる達成レベルは、多文化状況にある地域課題を扱うときには、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
することを前提に、プランナー・コースで構想した企画を地域の関係者と協働で実践する推進力を備える
ことにある。具体的には、(1)課題の「問題」性に対して、最も中核となる対象群関係者（当事者）と、地域
関係者とともに企画を実践する体制を整備し、(2)実践を実行するためのスケジュールとリスク管理を検討
し、(3)PDCAサイクルに基づき、企画と実践との関係を調整しながら、より課題解決に向けて実効性を高
める方策を検討・実践し、(4)その実効性の効果検証をすることである。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。
コンサルタント・コースのカリキュラムは、「基礎教育」・「実務教育」・「課題研究」で構成されている（図－
４参照）。
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「多文化共生実践展開論」
では、群馬県の地域課題の解決を図るために地域協働で企画した実践を、地域の実情に合わせて効果
的に展開するために必要な、地域研究に基づく実践展開の方策を学ぶ。基礎教育科目「多文化共生の
地域づくり研究」では、群馬県内外で展開している様々な地域づくり実践を採り上げ、地域実践に求めら
れる体制づくりや合意形成の方法について学ぶ。これらの学習を踏まえ、多文化共生をテーマとする地
域づくりの場合、生まれ育った文化や社会が異なる人々の当事者としての視点を活用することが不可欠
であることを確認し、群馬県に求められる多文化共生の地域づくりを具体的に展開する力をつける。基礎
教育科目「多様性に対応する技術開発論」では、多文化共生の視点で地域活性化を図る社会システム
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」で習得する。実務教育科目「プロジェクト推進のための方法
学」では、地域課題を浮き彫りにし、その課題解決を図るために作成したプランを対象地域で実践する。
ここで学ぶプロジェクト推進のスキルは、地域課題の抽出・分析及び課題解決の計画策定のための現地
調査で構築した関係機関や個人とのネットワークを活かし、群馬の地域の実情にあわせて地域関係者と
協働で課題解決のための実践を展開するスキルである。履修生には、生まれ育った文化や社会が多様
な人材や地域での課題解決実践に関係する多様な立場にある人々を巻き込み、その解決方法を関係
者との合意形成を図りながら実践を展開させる。このことにより、ダイバーシティ（人的多様性）の視点から、
ひとりひとりのちがいを活かして共に働き・暮らせる環境づくりを具体的に推進できる力を養成する。
以上の知識とスキルがどのレベルにまで習得されたかは、各科目で課される試験やレポートと実習とで

図－４

コンサルタント・コースカリキュラム
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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、課題研究として多文化
共生の視点で地域活性化を図る事業を実践させ、これらの知識とスキルの理解力と実践力を確認する。
(2-3-2) カリキュラムの構成と展開
各コースの課題研究をより効率的・効果的に遂行するために、課題研究と実務教育と基礎教育
を有機的に連関させた。各コースに必要な学習を実務教育で習得させ、多文化地域に関する法令、
多文化地域の現状と課題、多文化共生に関する見方・考え方を学ぶ基礎教育を、課題研究の進捗
と連動するように設定した。基礎教育については、多文化共生関連分野の第一線で活躍する実務
家を、県内外から招聘し、課題研究を遂行する上で必要な多角的・実践的な基礎知識を修得させ
た。
また、将来的に推進士間、履修生・推進士間での緊密な連携が促されるように、異なるコースの履修
生が共に学び、協働で実践が展開できるグループワークを充実させた（図－５）。履修生には、それぞれ
が履修している現状分析(アナリスト)・企画立案(プランナー)・実践展開(コンサルタント)の視点から、そし
て、それぞれの職務・経験・活動地域の視点から意見交換させた。

図－５ カリキュラムの展開
(2-3-3) カリキュラムの運営
第一に、研究者教員・実務家教員・地域コーディネータによるチーム・ティーチング体制を充実させ、
実務家の視点を積極的に取り込んだ。平成24年度には、この指導体制をさらに充実させるべく、６月１日
より、県庁で国際課長等としての実務経験のある人材を専任講師として招き、県庁職員としての実績・ネッ
トワーク・視点を活かした指導を展開した。それぞれのコース教科に精通した主担当教員を配置し、専任
教員と地域コーディネータとのチーム指導を徹底した。さらに、平成25年度からは多文化共生推進士にも
テーマに応じて、チーム・ティーチング構成員として参画してもらっている。
第二に、コース人材養成の目的・方法・想定するアウトプットについて明確にし、年度初めのオリエン
テーション時から履修生・群馬大学教職員・群馬県本事業担当者間で確認・共有し、その遂行・達成に
つとめた。年間を通して取り組む課題研究のテーマについては、前年度の課題研究の成果を分析し、新
年度の講義が始まる５月上旬までの１ヶ月間に、履修生ひとりひとりに面接を行って振り返りと取組テーマ
の希望の聞き取りをして決定した。半期毎目標、講義毎目標の設定を、研究者教員・実務家教員・地域
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コーディネータ・多文化共生推進士、及び履修生とともにＰＤＣＡサイクルに基づき確認・調整した。
具体的には、コース毎の目的・方法・アウトプットを明確にし、指導者間・履修生間双方で共有し、授業
の充実のための「講義計画書」を主担当教員が作成し、チーム・ティーチングの充実を図った。「講義計
画書」には、授業の目的、授業の中で履修生に習得させる知識・技能、授業の方法とスケジュール、各教
員・地域コーディネータの役割を明記した。履修生には、毎回の授業で習得すべき内容を明示し、各履
修生が事後に振り返り、学びを確実に定着させた。
（2-3-4） 履修生の学習支援体制の整備
本事業は社会人が受講しやすいように、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」を年間で履修できるよう
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。
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た。ただし、DVD 視聴については、履修時間数にはカウ
ントしなかった。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、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した。
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）。
履修生に対しては、補講も提供した。この補講については、①「実務教育」と「課題研究」を欠席した場
合、②達成レベルに届かない履修への学習の補強という意味で実施することに加え、③「基礎教育」の理
解を深めたいと考える履修生側からの自主的な学習機会の要請があった場合、④「課題研究」を遂行す
る上で履修生が自主的に集まり企画・立案する場合(以下、自主活動と呼ぶ)にも、教員が指導者として参
画することを前提として履修時間数に認めた。
平成 24 年度の全コースで提供した総時間数は 468 時間で、この他に 113 時間の補講を提供した。欠
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席を補うための補講と学習を補うための補講を合わせて、23 名中 20 名（87.0%）の履修生が補講制度を利
用した。また、平成 25 年度の全コースで提供した総時間数は 798 時間で、この他に 190 時間の補講を
提供した。欠席を補うための補講と学習を補うための補講を合わせて、19 名中 17 名（89.5%）の履修生が
補講制度を利用した。平成 25 年度は特に自主活動が積極的に展開されたことから、履修生の主体的な
取組が一層すすんだと外部評価委員にも高く評価された。
履修生には、本学の多文化共生関連科目や群馬県主催事業等、講義外で履修生が参加・学習できる
機会を増やし、履修生が自らの課題意識に基づき自主的に学習する場を提供した。例えば、平成 24 年
度の場合、群馬県前橋市で実施された第 60 回日本医療社会福祉協会全国大会・第 32 回日本医療社
会事業学会「多文化時代に求められるソーシャルワークとは」に参加し情報収集とネットワークの構築を進
めた（５月）。また、「多言語による特別支援教育の現状と可能性 全国シンポジウム in 群馬」に履修生が
参加し、カリキュラムに関する情報収集及びネットワーク構築を図った（７月）。さらに、「平成 24 年度産学
官連携事例講演会」に履修生２名が同行し、留学生を対象とした本事業の取組事例をポスターセッショ
ンで報告した（２月）。
(2-3-5) カリキュラムの特徴
多文化共生の地域づくりを推進するには、社会変化の実態と現行の制度を踏まえ、地域課題を抽出し
て課題解決のための企画と実践を構想することも必要である。しかし、ここで検討できることはあくまで地
域実践への「仮説」にすぎない。多文化共生推進士に期待されるのは、この地域実践への「仮説」を当該
地域において「検証」し、地域課題の特定をより適切に行い、より効果的な企画・実践を導き出すことであ
る。このため、多文化共生推進士の養成カリキュラムは、「地域往還・地域協働型」カリキュラムとなる。
多文化共生推進士の養成カリキュラムには、地域の人々の生活実態や意識をその地域の人々の視点
に立って理解するプロセスが不可欠である。調査対象が、生まれ育った文化や社会と異なる場合は、そ
の理解のプロセスに時間をかけて取り組む必要がある。課題解決に取り組む企画には、地域の当事者・
当該地域関係者の視点に立って「地域が動く仕組み」を理解し、関係者が相互理解を深め、企画案に対
する合意形成を図る必要がある。地域関係者に立案に参画していただいた企画を実践に移すには、地
域の当事者及び関係機関等にも協力をお願いし、地域ぐるみで取り組む実践が求められる。履修生は、
カリキュラムのなかで何度も地域に足を運び、地域関係者の声に耳を傾け、自らが立てた仮説を練り直
し、地域関係者と協働で、企画・実践を展開する。こうした「地域往還・地域協働型」カリキュラムを実効
性の高いものにするため、以下の５つの点を本カリキュラムで強調して展開した。
１）多様な視点を理解し活用すること
企画プロジェクトの実施対象者・地域関係者の声を、企画・運営に反映した。対象者や地域の実態を
踏まえたアンケート調査の設計（アナリスト・コース）、対象者のニーズを理解したうえで、対象者を巻き
込んだプロジェクトの企画・運営（プランナー及びコンサルタント・コース）をすすめた。
２）合意形成を徹底すること
社会人履修生の専門分野は多様であり、異なる領域・異なる視点・異なるやり方・流儀をもつがゆえ
に、「合意形成」はプロジェクト推進の生命線ともいえる。基本事項の確認をしながら PDCA サイクルを
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回し、より良い方策を探り実践につなげる作業を繰り返した。
３) 関係機関と企画段階から協働すること
事業の趣旨と目的、方法に関する意見交換を通して、事業を実現させるための、よりよい方策を模
索することができた。さらに、関係機関からの協力・応援をいただくことが可能となった。会合には、履
修生が仕事の都合をつけて参加し、関係機関から直に意見をいただく機会を得た。
４) 企業等との連携を深めること
外国人材の活用による地域産業の活性化をめざす上で、企業等との連携は不可欠である。本年度
は、観光 10、農業７、食品４、アパレル１、工芸１、製造１との連携をすすめることができた。また、少子
高齢化による労働者不足時代到来への外国人材の可能性を探るため、多文化共生推進士の所属す
る株式会社ボルテックスセイグン社との共同研究を取り組んだ。少子高齢化により深刻化する生産年
齢人口の減少により、わが国の基幹産業を支えるミドルスキル人材（高卒レベルの技能者）不足の打開
策を考えるべく、群馬県内の在日外国人の求職ニーズ調査、研究パートナー企業の採用ニーズ等の
実態調査を行った。平成 25 度末にはジョブマッチングモデルの検討を踏まえたインターンシップによる
アクション・リサーチを検討し、平成 26 年度に継続して共同研究に取り組むこととした。その結果をもっ
て在日外国人求職者の労働移転モデルを構築し、群馬県内の重点産業の活性化に貢献する。
５) 多文化共生推進士と協働すること
留学生班が取り組む学生への「ハタラクラスぐんま」プロジェクトでは、企画会議に多文化共生推進
士も参画し、12 回の放送のうち５回の放送のコーディネートを担当した。群馬県警察本部が取り組む留
学生を活用した生活安全・安心対策、群馬県国際戦略課が取り組む留学生を活用した「ぐんまのいい
とこ伝え隊」など推進士が所属する職場の主催事業を活用したコーディネートや、履修生が自治会メン
バーとして活躍する中心市街地活性化活動に、留学生を巻き込む具体的な方策を提案するなど、ラジ
オ番組づくりの充実に貢献した。
また、多文化共生推進士が、本事業で開講している基礎教育を担当する機会も提供した（２名×１
回）。自らの専門領域から多文化共生の視点で地域活性化を、どのように推進しているのか、その着眼
点と実施体制、今後の展望を履修生に伝えた。
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(2-3-6) 「課題研究」の成果について
平成 24・25 年度の２年間で「課題研究」の対象地域となっ
たのは５地域となった。みなかみ町と片品村（尾瀬）は、中
山間地域に根ざした地域の活性化、伊勢崎市と太田市は、
定住外国人が集住する地域の活性化、前橋市は、多様な
関係機関と外国人材が交わる拠点地域としての活性化を
図るモデル事業を展開した。

図－６ 「課題研究」の対象地域と成果
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(2-3-7) 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した。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 月中旬を出願締め切りとし、2 月上旬に選考試験を実
施した。ただし、多文化共生推進士の養成人数が当初の 10 人目標を満たし、さらに平成 26 年度以降に
既に在籍している履修生が多文化共生コンサルタント履修証明プログラムを終える平成 27 年度末にはそ
の２倍の 20 人に達することから、アナリスト・コースの履修生の募集は、関係者との協議の上、平成 25 年
度の４期生の募集をもって終了とした。
講習料は、平成 22～25 年度までは、コース毎に 17，500 円とし、平成 26 年度以降は、講習料各コース
35,000 円を徴収する。実験、実習等に要する費用は、必要に応じ履修生の負担とした。
選考結果は以下のとおりである。第１期生の履修・進級状況から、募集について、養成人数目標数を
満たすことより、「多文化共生推進士」養成ユニット履修生として求められる教養レベル・地域貢献への意
識の高さ・それぞれの専門職としての経験の豊かさを重視し、平成 23 年度に筆記試験を新たに課し、評
価基準を総合的に満たすことを要件とした。結果として、合格者が当初目標の 10 名を下回る傾向も生じ
た。
・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、「特例履修生プランナー・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
・平成 24 年度アナリスト・コース（３期生）
応募者数：18 名
内訳 「多文化共生推進コンサルタント」プログラム 18 名、「特例履修生(コンサルタント・コース)」1
名
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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８名
・平成 25 年度アナリスト・コース（４期生）
応募者数：11 名
内訳 「多文化共生推進コンサルタント」プログラム 11 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６名
（３） 被養成者の到達度認定の仕組みと実施結果
(3-1) 被養成者の到達度認定の仕組
① 被養成者が習得した知識・スキルの測定方法
・シラバスに示した各コース・各講義の、ねらい・目標と評価項目・評価の方法により、100点満点で
点数化。
・成績の評価は、S（90点～100点）、A（80点～89点）、B（70点～79点）、C（60点～69点）、D（59点以
下）の５段階とし、S、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とする。
② 判定基準
・履修時間数70時間以上の履修
・講義の必修時間の2/3以上の出席
・すべての課題の提出
・成果報告会（多文化共生国際シンポジウム）での発表
・筆記試験またはレポート
③ 認定する仕組み
・各講義を担当する教員３名（ティーム・ティーチングのため）で合議し、評価案をまとめ、カリキュラム
委員会で評価の根拠について説明。
↓
・カリキュラム委員会で、被養成者への成績評価の妥当性を協議し、その結果を推進室会議に報告。
↓
・推進室会議で、被養成者への成績評価の手続きを確認し、各コースで提供される各講義の成績評
価が確定。その結果をもって、多文化共生推進プランナー履修証明プログラム及び多文化共生推
進コンサルタント履修証明プログラムの対象者の認定を決定。
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(3-2) 実施結果
表－３ 各コースの受講者数と修了者数

平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度

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
受講者数
修了者数 修了率（％） 受講者数
修了者数 修了率（％） 受講者数
修了者数 修了率（％）
14
12
85.7%
－
－
－
－
－
－
9
7
77.8%
10
7
70.0%
－
－
－
10
9
90.0%
8
5
62.5%
5
5
100.0%
6
4
66.7%
7
6
85.7%
5
5
100.0%

表－４ 履修時間数（例：平成25年度コンサルタント・コース履修生）
履修生
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5

アナリスト プランナー
104
125
118
136
108
127
101
90.5
116
124

コンサルタント 履修時間合計

177.5
166.5
126
126
104

406.5
420.5
361
317.5
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(3-3) 養成終了による公的資格認定
群馬大学長による履修証明書
「多文化共生推進プランナー・プログラム」履修証明書
本事業が提供するアナリスト・コースとプランナー・コースを修了した者。
「多文化共生推進コンサルタントプログラム」履修証明書
本事業が提供するアナリスト・コース、プランナー・コース、コンサルタント・コースを修了した者。
ただし、母国の教育制度の違い等の理由により、履修証明プログラム出願要件を満たさない場合で
も提供する３つのコースの特例履修生として終了した者は、群馬県への「多文化共生推進士」への
推薦の対象とする。
群馬県知事による認定証
「多文化共生推進士」
知事は、群馬県と群馬大学が連携して実施する「多文化共生推進士」養成ユニットの全課程を
修了した者、及び同ユニットの特例履修生として全課程を修了した者で、群馬大学長から推薦
を受けた者を「群馬県多文化共生推進士」として認定する者とする（群馬県多文化共生推進士
認定要綱第２条）。
（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）
(4-1) 履修生による評価
①毎回の講義の振り返りシート
②中間報告会を終えての振り返り（集団面接）
③多文化共生国際シンポジウムでの振り返り（個別面接）
34

【結果の反映】
・履修生が十分に習得できなかった内容は必要に応じて個別に補講、あるいは課題図書・雑誌記
事を提示し、次回にディスカッションした。
・講義時間以外の「課題研究」の遂行で必要となる地域ニーズ調査や担当者会議等を、履修生の
「自主活動」として推奨し、教員の参加依頼がある場合はその時間を「実務教育」の「多文化共生実
務演習」の一環とみなし、履修時間数をカウントすることとした。
・コース間で協力して実践するプロジェクト式課題研究を導入した（平成 24 年度以降）。
(4-2) 養成従事者による評価
①毎週 1 回定例「推進室ミーティング」
・推進室教職員全員による毎回の講義とプロジェクトの進捗状況の振り返り
②カリキュラム委員会（年５～８回程度開催）
・カリキュラムの実施状況から教育効果を討議により確認し、目標と方法を調整
・履修生、多文化共生推進士、評価委員会による評価結果を協議し、カリキュラムを再検討
③推進室会議（年５～７回程度開催）
・本事業の企画・運営・地域協働のあり方を協議し、より効果的に運営する方策を検討
・履修生、多文化共生推進士、評価委員会による評価結果を協議し、企画・運営を再検討
【結果の反映】
・履修生への個別の指導方法及びチーム・ティーチングの事前打ち合わせシートの設計。
（4-3） 外部有識者による評価
①中間報告会
②多文化共生国際シンポジウム
③評価委員会
【結果の反映】
・企業との連携の強化については平成 24 年度より「課題研究」で実施するプロジェクトへ参画、履
修生及び多文化共生推進士の企画への協賛で展開。
・本ユニットの継続・拡充については、群馬大学が平成 27 年度まで自主財源で本事業を延長。
群馬県の資財政的支援により設立された任意団体「多文化共生センターぐんま」が本事業の人材
養
成と多文化共生推進士の活動拠点の形成を支援。
・多文化共生推進士の地域応援団の形成については、平成 25 年度第３回推進室会議で学生やシ
ニア世代、企業関係者等を対象に、多文化共生による地域活性化に関する実績や本学での研修
を受けた人材バンクを構築することが決定した。
具体的な対応については、「１．目標に対する達成度」の「（２）養成人数以外（拠点形成）の目標と実績」
参照。評価結果と反映については本事業ホームページ上で公開。
http://jst-tabunka.edu.gunma-u.ac.jp/
なお、事業教育内容及び実施方法については、平成 24 年度の当委員会の評価結果を踏まえ、すべ
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ての項目について創意工夫を加え、さらなる充実を図っているとの以下の評価を得た。
・アナリスト・コースで取り組んだアンケート調査にもみられるように、コースの実践事業は、地域ニー
ズを反映させ、多くの関係者、企業や地域自治体との連携を深めて広げ進めている。
・この事業での実践的な方法論は、研究の方法論にも示唆を与えるパイオニア的な取組である。ポ
ストイットを活用し、社会に馴染む資源を上手に組み合わせて、学問的価値を守りながら、実践性
を高めている。その方法論は、社会人にも納得のできる活用可能な方法として高く評価できる。そ
の手法を活用し、今後もアクション・リサーチ等に活用いただきたい。
・地域関係者の巻き込みによって、いろいろな視点があることを履修生に実感させ、多文化共生の
視点を体感させている。履修生の視野を広げるとともに、国籍や文化の違いとその違いを超えた普
遍的な関係も学ばせている。
・地域関係者の巻き込みによって、事業の成果を地域に活用・還元させようとする一種の使命感も
履修生に持たせることに成功している。
(4-4) 養成修了者への追跡
① 「多文化共生推進士」養成ユニット履修生との活動連絡会議
②個別面接
③群馬県と推進士との「連絡会議」
【結果の反映】
・履修生との活動連絡会議の立ち上げと定例化（毎週木曜夜）
・留学生への「ハタラクラスぐんま」プロジェクトへの「多文化共生推進士」企画の反映
・新規事業の申請への指導・支援
・ＮＰＯ「多文化共生ぐんま」の設立準備の支援
(4-5) 所属先への追跡調査
①訪問調査
【結果の反映】
多文化共生推進士としての職場や地域での活躍が評価され、所属する行政機関・企業との連携事業
が実現した（いずれも平成 25 年度）。
・群馬県企画部国際戦略課の留学生交流拠点整備事業へのコンソーシアム協議会の参画と業実施
にあたっての多文化共生推進士である職員派遣への協力
・株式会社ボルテックスセイグンとの共同研究「在日外国人求職者の職業転換による群馬県内の重
点産業の活性化の基礎研究」の締結・実施
・群馬県警察本部生活安全企画部の留学生交流拠点整備事業へのコンソーシアム協議会の参画と
事業実施にあたっての多文化共生推進士である職員派遣への協力
・群馬県公安委員会：群馬警察刷新強化に関する有識者懇談会委員に本事業の企画・運営責任者
が就任
・長野原警察署講演「多文化共生社会における警察のあり方」の講師を本事業の企画・運営責任者
が担当
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(4-6) 地域ニーズの把握
地域ニーズの把握については、本事業で設置した「地域協働ネットワーク会議」において基本的に
把握する。「地域協働ネットワーク会議」は、教育、医療・保健、社会福祉、行政、農業、製造業等の
現場で、外国人住民や留学生と接する機会の多い、いわば多文化共生の最前線にいる、群馬県全
域に広がる地域の専門職から構成されている。このため、地域ニーズを総合的かつ領域的に収集す
ることが可能となる。この会議からの情報を核として、日常的には、推進室専属の教員及び地域コー
ディネータによる地域調査、群馬県生活文化スポーツ部ＮＰＯ・多文化共生推進課、群馬県企画部
国際戦略課からの情報提供を中心に構築している。
これらの情報は、本事業の「課題研究」で取り組むプロジェクトに関する「仮説」構築に活用されるが、
本事業では、その仮説をもとに、カリキュラムの中で履修生が地域調査を重ね、地域関係者の声に耳
を傾け、自らが立てた仮説を練り直し、地域関係者と協働で地域に根ざした企画・実践を展開する。
そのため、履修生による地域ニーズの把握と検証が本事業のもうひとつの核となる。
地域ニーズのカリキュラムの反映は、まさに、カリキュラムで履修生が地域の関係者から学び、地域
関係と共に構築するプロジェクトの過程そのものであり、企画されたプロジェクトは地域ニーズの検証
により方向性が調整されることもあるし、実施スケジュールが変更されたこともある。
具体例としては、留学生への「ハタラクラスぐんま」プロジェクトの一環で実施されたラジオ番組「前橋
留学生活」（平成 24 年度）は、留学生の生活・就活支援をテーマとしていたが、地域ニーズを反映し
て、日本人学生と留学生との協働プロジェクトを通して学生のコミュニケーション力と就業力の向上を
扱う番組「ハタラクラスぐんま」（平成 25 年度）へとリニューアルした。また、外国人定住者への「ハタラ
クラス」ぐんまプロジェクトで取り組んでいた、「在日外国人が高齢期に備えるための日本語教室」（平
成 25 年度実施）は一定の成果を上げつつも日本語レベル学習者の文化的背景に十分対応できな
かった反省から、対象となるエスニックグループを絞り、その文化的背景に配慮した日本語レベル別
の教室を開くこととし、対象地域の有志と共に地域ニーズ調査と教材の精選が行われ、平成 26 年度
の教室開設への準備が進められた。
３． 実施体制・自治体等との連携
（１） 実施体制
(1-1) 中核組織の設置
本事業を円滑に進めるとともに、さらなる充実強化を図るための中心的組織として、平成 24 年に群馬
大学内に新たに多文化共生教育・研究プロジェクト推進室を設置した。群馬大学の研究・企画担当理事
（副学長）を室長とし、スタッフは、室長以下、常勤教員３名、非常勤講師２名、地域コーディネータ６名で
ある。推進室の円滑な運営を図るために、同年、大学教職員 10 名、群馬県職員 1 名からなる推進室会議
を設置している。
（1-2） 委員会組織
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本事業を円滑に推進するために以下の組織を設置した。
・カリキュラム委員会 (委員 大学教職員 1６名、群馬県職員 1 名)
人材育成の要となるカリキュラムを検討する。
・地域協働ネットワーク会議(委員 大学教員 1 名、群馬県職員 1 名 地域関係者１１名)
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。
・評価委員会 （群馬県委員 1 名、民間委員 4 名）
事業の成果を第三者の視点で客観的に評価する。
（1-3） 実行委員会組織
本事業で履修生が課題研究で実習として取り組む、アクション・リサーチ・地域実践を円滑に進めるた
めに設置した。
・留学生「ハタラクラスぐんま」プロジェクト・コンソーシアム協議会（委員 大学教員３名、大学事務
２名、 群馬県職員１名 群馬県警１名、前橋市職員 1 名、地域関係者５名、他大学関係者３名）
県内４大学と行政・企業・安全安心・国際交流等関係機関等により構成するコンソーシアムを活用
し、アナリスト・コースの実施する学生（日本人・留学生）アンケート調査と、プランナー及びコンサ
ルタント・コースの実施するアクション・リサーチ・地域実践の実施体制を充実させた。
・外国人定住者「ハタラクラスぐんま」プロジェクト・運営委員会（委員 大学教員４名、群馬県職員
1 名、伊勢崎市職員１名、地域関係者６名）
県内最大の外国人集住地である伊勢崎市の行政・国際交流・地域日本語教室等と連携し、アナリ
スト・コースの実施する住民（日本人・外国人）アンケート調査と、プランナー及びコンサルタント・コ
ースの実施する、アクション・リサーチ・地域実践の実施体制を充実させた。
（２）自治体等との連携状況
(2-1) 群馬県
・実施体制での連携のほか、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（当時）の併任職員とし(平成 17～21 年度)、群馬大学では群馬県職員が養成ユニット
の非常勤講師として参画し、連携をさらに緊密にしている。
・本養成ユニットのプロジェクト事業の実施にあたっては、群馬県担当課である NPO・多文化共生推
進課以外の部署とも連携を深め、各プロジェクト運営委員会委員のほか、研修会講師や事業協力
者を務めるなど、本養成ユニットの趣旨を理解し、全庁的な連携体制にある。
留学生交流拠点整備事業（平成 25 年度～）・・・・企画部国際戦略課、環境森林部尾瀬保全推
進室、農政部蚕糸園芸課
定住者のための日本語教室（平成 25 年度）・・・・中部県民局
在日外国人児童のための日本語教室（平成 24 年度）・・・群馬県警察本部、伊勢崎警察署
(2-2) 前橋市
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平成 23 年度多文化共生国際シンポジウムの基調講演者ビル･イマダ氏（IW GROUP 会長兼最高
責任者）から、群馬大学と前橋商工会議所に対して､日本人履修生と外国人が進める事業への寄付
があり、前橋商工会議所と連携して前橋市の活性化に向けたプロジェクトを実施することとなった。平
成 25 年留学生交流拠点整備事業の実施を機に、前橋市中心市街地を多文化共生の視点から活性
化を図るプロジェクトを開始し、自治体はじめ関係機関との連携を深めている。
文化国際課、にぎわい商業課、前橋市国際交流協会､アーツ前橋(美術館)、前橋商工会議所のほ
か、中心商店街振興会などと連携し、留学生を主体にした活性化事業を展開している。
・推進士、履修生の活動拠点を中心市街地においており、設立予定の NPO 法人も前橋中心市街
地に置く予定である。
・推進士、履修生が計画している留学生対象のシェアハウスも中心市街地に設置する予定である。
(2-3) 高崎市
本養成ユニットに派遣されていた職員が多文化共生推進士に認定されており、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。
(2-4) 伊勢崎市
群馬県内で最も外国人住民数の多い伊勢崎市では、外国人定住者のための日本語教室プロジェク
トを実施しており、国際課、伊勢崎市国際交流協会から、講師派遣、アンケート調査の実施、日本語
教室開催に係る情報提供など数々の協力を得て、事業を展開している。
このほか、養成ユニットの基礎教育においても伊勢崎市民病院から講師の派遣を受け、また地域協
働ネットワーク会議委員に伊勢崎市内学校長の参画を得ている。
(2-5) 太田市、大泉町
日系人の集住地域である両自治体には、地域協働ネットワーク会議に担当課長(太田市企画部交
流推進課長、大泉町企画部国際協働課長)が委員として参画を得、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るほか、基礎教育においては、地域事情等の講義を適宜
依頼している。
(2-6) みなかみ町、片品村
外国人住民の少ない中山間地域においても、多文化共生の視点による環境整備や地域活性化は
必要であるとの観点から、平成 24 年度から両地域において､自治体や関係者との連携のもとにプロ
ジェクトを開始している。
・みなかみ町
群馬県の募集した「地域づくり協働モデル事業」に本学と連携した「在住外国人との共生による地
域活性化基盤整備事業」が採択され、まちづくり交流課、国際交流協会、観光協会等と協力のもと､
事例研究の場として活用した。
また、履修生の企画したプロジェクト「国際文化交流の集い」を上記団体と連携して実施し、住民
と共に地域の活性化について考えた。
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・片品村
村づくり観光課、観光協会や観光団体、農業団体､地域企業と協力して、地域の風土や地場産業
等の調査を行い、多文化共生の視点からの活性化策について取り組んだ。
以上のほか、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、
伊勢崎市、大泉町、そして県外からの要請に応じてさいたま市で行った。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
理工学研究院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。
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
(1-1) 多文化共生推進士としての認定
群馬県は、養成修了者を多文化共生の視点から地域課題を解決し、地域の活性化を担える人材と
認め、「群馬県多文化共生推進士」として認定し、群馬県知事による認定証の授与式を行い、その存
在を広く周知した。
(1-2) 職場における多文化共生推進士の配属
群馬県と群馬県警察本部は、平成 24 年度に群馬大学より「多文化共生コンサルタント履修証明書」
を取得し、平成 25 年４月に群馬県から多文化共生推進士に認定された修了生を、多文化共生関連
部門に配属した。
(1-3) 活動拠点の整備
平成２６年２月、多文化共生推進士が地域住民とともに多文化共生の地域づくりを推進するための
拠点として、群馬県の財政的支援を受け、任意団体「多文化共生センターぐんま」を設立した。当面
は群馬大学内に事務局を置き、多文化共生推進士の活動をサポートしているが、平成 26 年度中に
は NPO 法人を取得し、大学から地域へと拠点を移し、地域住民を始め幅広い支援や連携のもとで
多文化共生推進士が主体的に活動する団体となる予定である
（図－７）。
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(1-4) 活動拠点の活用
群馬県は、地域再生計画（平成 21～25 年度）及び県計画（第 14 次群馬県総合計画「はばたけ群馬
プラン」H23～H27）の中で、多文化共生推進士が地域に根ざした活動の場として、県内各地域にそ
れぞれの地域状況にあった多文化共生の地域づくり拠点を設置することとし、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－ク利根沼田」「多文化共生ネットワ－ク東毛」の３団体
を設立した。県では、中核拠点である上記「多文化共生センターぐんま」とこれら地域団体との連携
を図る。このため、県は、地域団体に対しても、多文化共生に関する相談会の実施、アンケート調査
等を委託して、団体の活動を支援するほか、地域事情の把握に努めている。
(1-5) 群馬県の活動支援
群馬県は、多文化共生推進士の知見が、地域において効果的に活かされるためのシステムづくり
の支援を行う（図－８）。
① 多文化共生推進士認定式の後、市町村、NPO など関係団体との意見交換会に多文化共生推
進士も参加し、連携を促進した。
平成 25 年度

参加者

28 名（うち市町村関係者７名、団体関係者７名）
② 多文化共生推進士活動支援のため「多文化共生推進士活動支援事業」を平成 26 年度から実
施する。
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③ 多文化共生推進士の意見を県施策に反映させるために、県と推進士との連絡会議を定期的に
開催しているほか、活動報告を年２回求め、活動状況の把握と周知に努める。
平成 25 年度 連絡会議 年１回開催
④ 県、市町村や関係団体が実施する事業への参画に係る
マッチングを行う。
(平成 25 年度実績)
県主催事業

⑤

市町村多文化共生担当課者意見交換会

多文化共生推進士 ４名参加

県多文化共生推進検討会議

２名参加

災害時多言語情報センター設置運営訓練

１名参加

利根沼田県民局講演会・講師

1 名参加

市町村主催事業 伊勢崎市外国人共生会議

２名参加

関係団体

1 名参加

前橋国際交流協会総会

NPO「多文化共生ハタラクラスぐんま」発足にむけた活動基盤の整備

県の役割
多文化共生推進士の自主的活動を支援するとともに、市町村や多文化共生関係団体が実施する事業への参
画にかかるマッチング（ワークショップの講師、多文化共生関連事業への協力等）を行う。
多文化共生推進士の知見が、新たな雇用創出やNPO法人の設立等、地域において効果的に活かされるため
のシステムづくりの支援を行う。

支援システムの構築

１

（仮称）県多文化共生推進士連絡会議の開催 ①③④
群馬大学との連携
共同研究

県及び推進士相互の連携推進
意見交換・活動報告･活動支援

県の施策に活用

市町村や地域団体との
協働・連携促進

多文化共生推進士としての真の地域
貢献を支援

支援システムの構築 ２
（仮称）多文化共生センターぐんまの発足 ⑤
定住化が進展する中で
・外国人住民が日本の社会で暮らしていく上で必要な知識や
生活規範等を身につけることへの多様な支援。
・外国人住民とともに地域づくり進めるための拠点
多文化共生推進士･群馬大学・群馬県・市町村・県立
女子大他県内大学・日本語学校、外国人学校在住外
国人雇用企業等、多文化共生に関わる様々な主体が
連携を推進し支援を実現する組織

群馬県多文化共生推進士活動支援事業 ②

多文化共
生社会の
実現

群馬大学の養成ユニットで３年間多文化共生の知識や
様々なスキルを身につけた多文化共生推進士を活用
し、地域の多文化共生にかかる課題を洗い出し、解決
に向けた取り組みを実施する。

図－８ 多文化共生推進士への活動支援
(1-6) 群馬大学の活動支援
① 多文化共生推進士のフォローアップ教育と相談業務
② 多文化共生推進士の活動支援、周知のための機会の提供
国際シンポジウムでの活動報告、パンフレット、HP での活動紹介など
③ 自治体等関係機関、団体との連携支援
④ 「多文化共生推進士」養成ユニット履修生との連携支援、履修生との意見交換会の実施
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(1-7) 履修生の支援体制の整備
補助金終了後の平成 26 年度以降、提案書に提示した平成 27 年度までの２年間、履修生がこれ
までと同様に必要十分な支援を受けられるように、大学・県は協働して次のような支援体制を整備し
た。
群馬大学は、多文化共生教育・研究プロジェクト推進室を平成 27 年度まで継続すること。そのた
めに必要な人員（企画・運営責任者 1 名、専任講師 1 名、技術補佐員 1 名、事務補佐員 1 名）を確
保し、本学教授である企画・運営責任者を除く３名については、大学の自主財源を充てた。さらに、
推進体制として、本事業のために立ち上げた、推進室会議、カリキュラム委員会、評価委員会は継
続させ、その運営も大学の自主財源で行うこととなった。事業費については、企画・運営責任者名で
大学が管理する個人研究費・奨学寄付金を活用し、本事業が支障なく遂行できる体制を整備した。
群馬県は、多文化共生推進士の自主的活動拠点とし、ＮＰＯ化を視野に入れ、平成 26 年２月に
発足した任意団体「多文化共生センターぐんま」を財源的に支援し、コーディネータ１名、コーディネ
ータ補佐３名を配置した。多文化共生推進士と本事業履修生が連携して事業推進を行うための事
業費も確保した。
(1-8) 多文化共生推進士の活動拠点の基盤整備
群馬大学と任意団体「多文化共生センターぐんま」は、平成 26 年度に、本事業の推進に必要な
地域資源を掘り起こし、多文化共生推進士の活動を拡充するための共同研究を行うこととなった。
多文化共生推進士（Ⅰ期生）は、平成 25 年９月に、「多文化共生推進士企画会議」を発足し、毎
週水曜日を定例会議として、推進士養成ユニット履修生のサポートや、これまでの事業を拡充させる
ため、多文化共生推進士の自主企画の検討、ＮＰＯ発足のための準備を進めた。この活動は、平成
26 年４月に多文化共生推進士に認定される本プログラム修了生（Ⅱ期生）を含めて、平成 26 年度４
月にも２回の会議が行われた。
（２）波及効果
本事業で履修生が行ってきた地域における数々のプロジェクトは、地域が抱えている課題を明らかにし、
課題の解決に向けて地域住民とともに取り組んできたものである。
協働した地域関係者等は、プロジェクト終了後もこれらプロジェクトの意義を評価し、下記事例のとおり継
続に向けた取り組みや準備が始まっており、地域に根付いたものとなっている。
〇群馬県警察本部における「やさしい日本語」を活用した安全安心教育､啓発の取り組み
平成 24 年度に履修生が太田警察署の協力を得て実施した「やさしい日本語による自転車安全教
室」を機に、外国人の多い伊勢崎、太田、大泉署管内では、平素から広報資料の作成や説明をする際
には、やさしい日本語の活用に努めている。
群馬県警察本部所属の多文化共生推進士は、外国人住民に対する情報提供の伝達不足を解消す
るために、行政、警察職員を対象とした「効果的な情報提供のあり方を学ぶ」研修会を企画立案してお
り、警察本部も外国人集住地域だけでなく、外国人の少ない地域においても有用であると積極的に支
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援している。
〇前橋中心商店街における留学生を活用した試み
平成 24 年度から実施している留学生を活用した前橋中心市街地の活性化を目指すプロジェクトを機
に、前橋中心市街地商店街自身が留学生の協力を得る取り組みを始めている。地元団体「厩橋
CHINDON 倶楽部」は、毎年行ってきた全国アマチュアちんどん競演会に留学生の参加を求め、国際
色豊かに行うことにより、新たな前橋の情報発信を試みる。
〇みなかみ町における国際文化交流の継続
平成 24 年度に実施した、みなかみ町由来の民話、各国の子守歌と食を通して互いの理解と交流を図
るプロジェクトを機に、みなかみ町国際交流協会が主催するイベントには外国人住民の参加者が増加
し、文化交流の意義と効果が再認識されている。地域住民や温泉関係者が継続して、民話と子守歌の
集いを実施することを計画している。
〇片品村における外国人観光客を視野に入れたエコツーリズム受け入れ体制づくり
平成 25 年度に実施した、片品村・尾瀬地域を中心に留学生の視点を活かした観光誘客による地域活
性化プロジェクトを機に、片品村では、片品村振興公社をはじめ、地域の観光関係者や農業関係者が
一体となって、自然保護をテーマにしたインバウンド受け入れ体制づくりのための協働が始まってい
る。
以上のように各地域､機関で開始されている活動について、群馬大学では、多文化共生推進士及び多
文化共生推進士養成ユニット履修生とともに協働し、支援を行い、群馬県全域にわたる地域活性化に貢
献する所存である。
また、本事業の成果は国内の高等教育機関・行政関係機関にも波及効果があった。
○「大学改革フォーラム 2013 大学教育の未来を探る」において、本事業が大学改革事業に選定され大き
な成果を得るとともに、実施後も有効に進化・発展を遂げているプログラムとして、事例報告の依頼を受
けた。本事業の企画・運営責任者が第６分科会グローバル化の報告者として取組成果を発表した
○東京外国語大学 多言語・多文化教育研究センター主催 第７回多文化共生社会実践研究・全国フォ
ーラム 多文化社会人材の専門職化「人材養成の取り組みから可能性を探る」において、本事業が多
文化社会における先進的な人材養成の取組として、事例報告の依頼を受けた。本事業の企画・運勢
責任者がパネルディスカッションⅡ「多文化」を巡る専門人材の養成と専門職化への可能性において、
取組成果を発表した。
○大学改革フォーラム 2013 報告書において、第６分科会(グローバル化)②として多文化共生社会の構築
に貢献する人材の育成－地域に与えた特色ＧＰのインパクト－結城恵（群馬大学）の内容が報告され、
アンケート集計結果の頁では本事業に対する関心を示すコメントが寄せられた。
○全国市町村国際文化研究所により市町村関係職員・NPO 関係者等を対象とする以下の研修にお
いて、本事業の「地域往還・地域協働型」カリキュラムを反映した研修を行う要請を頂き実施した。
「多文化共生マネージャー・コース」（平成 21～25 年度）
「外国児童生徒への教育支援」（平成 21～25 年度）
「外国につながりを持つ子どもの教育支援」（基礎編）（実践編）（平成 26 年度以降開講決定）
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（３）情報発信の状況
多文化共生推進士が県内各地域で活動していくためには、自治体等関係者の認識だけでなく、地域
住民にも広く認識を深めてもらうことが必要であり、これまで積極的に情報発信を行ってきた。その結果，
本事業開始以降の新聞、テレビ、雑誌等で掲載された件数は 135 件にのぼり、特に 5 年目を迎えた昨年
は、1 年間で 57 件にのぼっている。
本事業で活用した主な情報発信手段は以下のとおりである。
〇 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、リーフレットを作成、配付した。
〇 ホームページでの発信
平成 21 年 12 月に開設以降、随時更新し、養成ユニットの概要、活動報告、事業成果、 イベント情
報のほか、養成修了者である多文化共生推進士の紹介を行っている。
http://jst-tabunka.edu.gunma-u.ac.jp/
〇 会議等での広報
関係する学会、地域の産官学関係者の会議、イベント時に､資料配付、パネル展示を行い、
本事業の紹介に努めた。
〇 報道等
適宜メディア機関に情報を提供し、広報に努めた。
５．成果の発表状況
（１）養成された人材による成果
【成果発表等】（シンポジウム７件）
平成２３年度 シンポジウム 1 件
平成 24 年度 シンポジウム３件
平成 25 年度 シンポジウム３件
平成 24 年１月７日～8 日 プランナー・コース成果発表会、アナリスト・コース成果発表会
平成 24 年９月９日

平成 24 年度中間報告会

平成 25 年 1 月 21 日

平成 24 年度多文化共生国際シンポジウム「多文化共生の地域づくりをめざして」

平成 25 年２月 21 日

首都圏北部４大学連合 平成 24 年度産学官連事例講演会における事例発表

平成 25 年９月 29 日

平成 25 年度中間報告会

平成 25 年３月２日

平成 25 年度多文化共生国際シンポジウム「多文化共生の地域づくり-「多文化
共生推進士」養成ユニットの取組－」

平成 25 年３月 10 日

平成 25 年度車座シンポジウム in 尾瀬における事例発表

【地域再生に貢献し得る成果】（１件）
任意団体「多文化共生センターぐんま」の設立（平成 26 年３月 20 日）
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（２）人材養成ユニットに関する成果
【成果発表等】（新聞 96 件、テレビ 12 件、ラジオ３件、雑誌等 24 件、シンポジウム７件の 142 件）
平成 21 年度

6 件 （新聞６）

平成 22 年度 23 件

(新聞１２、テレビ４、ラジオ２、雑誌等５)

平成 23 年度 25 件

(新聞 1６、テレビ１、雑誌等８)

平成 24 年度 24 件 （新聞２０、テレビ２，雑誌等２）
平成 25 年度 57 件 （新聞４２、テレビ５、ラジオ１､雑誌等９）
計

135 件 (新聞 96 件、テレビ 12 件、ラジオ 3 件、雑誌等 24 件)

（新聞以外の成果発表）
平成 23 年 1 月 21 日

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」

平成 23 年 11 月 10 日 国外シンポジウムにおける招待講演
（アメリカ・ロサンゼルス）「JAPAN RISING」招待講演者：結城恵教授
平成 23 年 11 月 26 日

平成 23 年度多文化共生国際シンポジウム「ダイバーシティによる地域活性
化をデザインする」

平成 24 年１月７日～8 日 プランナー・コース成果発表会、アナリスト・コース成果発表会
平成 24 年 9 月 9 日

平成 24 年度中間報告会

平成 25 年 1 月 21 日

平成 24 年度多文化共生国際シンポジウム「多文化共生の地域づくりをめざし
て」

平成 25 年２月 21 日

首都圏北部４大学連合 平成 24 年度産学官連事例講演会における事例発表

平成 25 年 9 月 29 日

平成 25 年度中間報告会

平成 25 年 3 月 2 日

平成 25 年度多文化共生国際シンポジウム「多文化共生の地域づくり-「多文化
共生推進士」養成ユニットの取組－」

平成 25 年３月 10 日

平成 25 年度車座シンポジウム in 尾瀬における事例発表

（主な新聞報道等）
日 付
１

2010/9/17

２

2010 冬

掲載紙（誌）

項目

毎日新聞

災害時の外国人支援を 県と群大が公開講座

群馬大学情報誌グッデ

国際社会へ多文化共生社会の実現のために、『多

イ vol.12

文化共生推進士』とは

Center News 群馬大学
３

2011/5/26

共同研究イノベーション

「多文化共生推進士」とは

センター 2011 年度版
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４

2011/11/26

５

2012/1

群馬テレビ 「サタデー

外国人の社会参加で地域を活性化 「多文化共生

ニュースジャスト」

国際シンポジウム」

TOWA 経済レポート

視点 「エスノグラフティのすすめ」

財団法人 地方自治研
究機構
６

2012/3/1

『地域の自主

性及び自立性の向上の
ための人材開発に関す

多文化共生推進の人材を養成

る調査研究（事例調査
編）』 2012 年 3 月号
河合塾 全国進学情報
７

2012/4/5

センター 『Guideline』

注目の学部・学科 教育学

2012 4・5

８

2012/8

財団法人自治体国際化

多文化共生のとびら 『多文化共生』の視点で地域

協会 『自治体国際化フ

を活性化する

ォーラム』vol.274 2012
年 8 月号

９

2012/12/14

読売新聞

10

2013/5/29

朝日新聞

1１

2013/6/9

ジャパン・フォー・サステ
ナビリティ

－群馬大学・群馬県「多文化共生推進士」養成
ユニットの挑戦－
女性警官「多文化」懸け橋 ブラジル人児童に交
通教室
人と人つなぐきっかけに 多文化共生推進士の県
警巡査部長吉川麻和さん（27）
群馬に初の「多文化共生推進士」が誕生
地域と協働する大学 地域が大学を育て、大学が

12

2013/6/1

月刊生涯学習

地域を興す〈群馬大学〉
地域貢献「知の循環」活動

13

2013/9/19

14

2013/10/4

15

2013/11/28

16

2013/12/28

17

18

2014/1/15

2014/2/21

一橋ビジネスレビュー
61 巻２号

人的多様性を活用して地域の未来を創造する

朝日新聞

高齢期に備えた日本語教室 多文化共生へ準備

ＨｉＫａＬｏ技術情報誌

「多文化共生推進士」養成の試みと企業活動への

第 48 号

期待

読売新聞

創る 隣の外国人１６ 外国人と どう向き合う
共生へ向けノウハウづくり 群馬大学結城教授

国際文化研修

地域人材としての外国人住民とともに地域活性化

平成 26 年（2014）冬号

をめざす

第 82 号

文化共生推進士」養成ユニットの紹介～

読売新聞

～平成 24 年度群馬大学・群馬県「多

多文化共生国際シンポジウム「多文化共生の地域
づくり－
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『多文化共生推進士』養成ユニットの取組』－」

19

2014/3/2

NHK 総合 首都圏ニュ
ース

大学改革フォーラム
20

2014 年 3 月

2013 報告書
大学教育の未来を探る

群馬県 外国人とともに暮らしやすい環境を
「多文化共生推進士」

大学改革フォーラム 2013
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48

６．中間評価への対応
(１) 総合評価
評点

A

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
本プロジェクトは「多文化共生」という新しい社会ニーズを前取りして挑戦するも
のであり、所期の計画に沿って概ね順調に取組が推進されているものと評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
養成する人材、多文化共生推進士は日本のグローバル化推進に必要な人材であるこ
とから、今後、地域産業や社会環境などの多様な分野で活躍し評価される仕組みの導
入や、プログラム終了後の事業継続性についてより具体的な計画を立てること、更に
は米国から導入した意志決定手法の有効性検証なども期待する。

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
・本事業をさらに円滑に推進するため、平成２４年度には大学組織も新たにし、また、県、自治体、企
業、地域関係者との連携を会議やプロジェクトを通して構築した。
２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
・群馬県は、養成修了者を「群馬県多文化共生推進士」として群馬県知事が認定し、多文化共生の視
点から地域の活性化を担う人材と認め、広く周知した。また、多文化共生推進士に認定された県職
員を､多文化共生関連分野に配属し、その能力の活用を図った。
・多文化共生推進士が活躍するための拠点である NPO「多文化共生ぐんま」の平成 26 年度中の設立
に向けて、平成 26 年２月に群馬県と連携して任意団体「多文化共生センターぐんま」を設立した。
・上記 NPO は、地域住民や県内の多文化共生関係機関、団体との幅広い支援や連携のもとに、多文
化共生推進士が主体的に活動するための拠点として整備する予定である。特に、群馬県が地域再
生計画の中で多文化共生の地域づくり拠点として整備した３団体との連携を進める予定である。
・これら多文化共生推進士の活動支援と平成 27 年度まで継続する履修生を養成する体制を整備する
ため、群馬大学は自主財源を持って必要な組織、人員を確保した。一方、群馬県においても、多文
化共生推進士の活動を支援するために、上記任意団体設立の財政的支援を行うほか、活動事業費
も確保した。

(２) 個別評価①進捗状況
評点

ａ

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
目標を超える数の受講生を育成し、目標10 名の多文化共生推進士を輩出する見込
みである点は評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
今後は、修了者の地域内での活用方法が県からより具体的に提示されることなどを
含めて、効果的に人材養成を進めることを期待する。

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
・パンフレットの配布、関係会議での周知など募集活動を積極的に行ったこと。
２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
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・多文化共生推進士が活動していくためには、市町村始め県内の地域関係者及び関係団体との連携
が不可欠であるため、群馬県は連携、協働していくための機会を提供しており、これら関係者との意
見交換会の実施、事業への参画支援のほか、多文化共生推進士が活動していくための資金の確保
など、総合的な支援策を実施した。
・地域の活性化を担う人材である多文化共生推進士に期待されることは、地域課題の解決に向けて、
課題を抽出し、検証、特定して、効果的な企画、実践を導き出すことにある。そのため、地域プロジェ
クトの実践を重視したカリキュラムを行い、地域関係者と協働し、地域ぐるみの活動に取り組んだ。
平成 24 年度 ４プロジェクト
太田市・やさしい日本語による自転車安全教室
前橋市・前橋留学生生活ラジオ番組制作、冊子「留学生ライフ」発行、交流会
みなかみ町・国際文化交流の集い・・・民話の語り、世界の子守歌
在住外国人との共生による地域活性化基盤整備事業
平成 25 年度 ２プロジェクト
前橋市､片品村・留学生への「ハタラクラスぐんま」プロジェクト
留学生を活用した尾瀬観光ルートの開発
留学生を活用した前橋中心市街地の活性化
伊勢崎市・定住外国人への「ハタラクラスぐんま」プロジェクト
定住外国人を対象とした､高齢期に備えるための日本語教室の開催
定住外国人を対象としたアンケート調査
(２) 個別評価②人材養成手法の妥当性
評点

中間評価コメント
機関が実施した取組において評価できる事項
地域協働ネットワーク会議、ダイバーシティ・マネージメント事業創出研究会等の活
動はプログラムの有効性を高める取組として評価する。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
米国から導入した問題解決の意志決定モデル(G-CAPRA)の妥当性については十分
な検証を期待する。
１)

a

中間評価コメントに対応するために実施した施策
機関が実施した取組において評価できる事項
「地域協働ネットワーク会議」「ダイバーシティ・マネージメント事業創出研究会」を、多文化共生推進
士の活動を強力に推進させるものとするため、平成２６年２月に任意団体「多文化共生センターぐん
ま」として組織し、ダイバーシティ・マネージメントについては、物流企業との共同研究から、群馬トラ
ック事業組合と労働局との共同研究に発展させ、ミドルスキル人材不足の解消を図り、群馬県を外
国人材の活用により活性化する社会実験を展開する。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
・多文化状況の問題を的確に捉える、問題解決を図る、その結果を評価し次の実践に適用するという意
志決定モデルは、本事業の発足当時においては、日本国内そのモデルがなく、多文化状況の先進地
域に位置づけられる米国ロサンゼルスにおけるＣＡＰＲＡモデルを参考に開発に着手した。ＣＡＰＲＡモ
デルとは、多文化状況におけるＰＤＣＡサイクルモデルであり、対象者（Client）を定め、その実態を社
会的・文化的背景を含めて理解し（Acquiring and Analyzing）、問題解決のための専門分野の協働体
制をつくり（Partnerships）、具体的な対応を進め（Response）、評価を行う（Assessment）サイクルであ
る。
・本事業では、この一連の作業を群馬県における多文化状況に対応させ、このモデルを多文化共生推進
１)

50

士が群馬県の実情に合った形で展開できるように開発するため、多文化状況にある地域コミュニティで
実施した本事業のプロジェクトの遂行過程の分析及び、外国人コミュニティを対象としたアンケート調
査を進めた。その結果、対象者（Client）を定め、その実態を社会的・文化的背景を含めて理解し
（Acquiring and Analyzing）、問題解決のための専門分野の協働体制をつくり（Partnerships）、外国人
住民にも支持されることが必要不可欠であることが確認されるとともに、それぞれの地域の持つ社会構
造・ネットワークの緊密性の強弱など、社会的・文化的に異なる地域の文脈に適合的な手法は、現地と
の相互交渉過程で立ち現れることが明らかになった。
・そこで、本事業で地域に根ざした意志決定を含めた人材養成手法の開発を進めた結果、「地域往還・
地域協働型」プロジェクトの手法（「２．人材養成手法の妥当性」参照）が生まれた。この手法は、地域
課題の抽出、課題解決のための企画立案、課題解決のための実践の全てのプロジェクトの過程で実
践し、地域からの参加者の増加や、地域からの提案の活発化など、効果が確認できた。

(２) 個別評価③実施体制・自治体等との連携
評点

中間評価コメント
機関が実施した取組において評価できる事項
事業の企画運営と実施、及び養成される人材の多文化共生推進士としての認定につ
いて大学と県との間に密接な連携が見られる点は評価する。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
今後は、養成された人材の積極的、効果的な活用についての見通しの明示を期待す
る。
１)

ａ

１)

２)

中間評価コメントに対応するために実施した施策
機関が実施した取組において評価できる事項
・本事業県側担当者が県職員を退職したので、大学の本事業推進室職員に採用し、大学と県との密
接な連携強化に努めた。
機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
群馬県は、多文化共生推進士の活動を支援するため、次の事業を行った。
① 群馬県多文化共生推進士との意見交換会の開催
群馬県との密接な連携を確保し、多文化共生推進士の意見を県施策に反映させるための、定期
的な情報交換会の実施
平成 25 年度 １回開催
② 多文化共生推進士活用事業
多文化共生推進士の事業活動を支援するための委託事業を実施する(平成 26 年度から)
③ 市町村や県内関係団体への紹介、意見交換会の実施
・市町村等への支援要請
群馬県担当課長が市町村や関係団体を訪問し、「多文化共生推進士」についての紹介及び支援
を要請した。
・市町村、関係団体との意見交換会の実施
多文化共生推進士認定式直後に、多文化共生推進士の紹介と関係者間の情報、意見交換を兼
ねて実施した。 25 年度 参加者 28 名
④ 群馬県、市町村、関係団体の実施事業への多文化共生推進士の参画支援
県、市町村、関係団体が実施する事業に多文化共生推進士の参画を推進した。
参画回数 外国人を想定した防災訓練など 6 事業 延べ 10 名参画

(２) 個別評価④人材養成ユニットの有効性
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評点

中間評価コメント
機関が実施した取組において評価できる事項
養成修了者が県内の各行政地域に配置される方針となっていることは評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
職種ごとの多文化共生推進士の具体的達成目標が明確ではない。県と大学主導で修
了者の意見を諮問する公式会合を設定するなどにより、修了者の知見が、新産業の創
出や安全・安心社会の実現など地域に効果的に活かされる仕組みを構築することが必
要である。
１)

ｂ

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
・多文化共生推進士や履修生が在住する地域との連携を深めるために、それぞれの地域の関係者と
連携したプロジェクトを推進した。
例１ 前橋市における中心市街地活性化プロジェクト
中心商店街組合などと連携し、留学生を活用してまちなかの活性化を図るプロジェクトを 25 年
度から推進している。留学生のまちなかシェアハウス構想、まちなかイベントへの留学生参画な
ど。
例 2 伊勢崎市における定住外国人への「ハタラクラスぐんま」プロジェクト
群馬県内で最も外国人住民の多い伊勢崎市において、市役所、国際交流協会と協力して
定住外国人住民へのアンケート調査の実施、日本語教室の開催などの多文化共生事業を展開
している。
例３ みなかみ町における国際文化交流の継続
平成 24 年度に実施した交流事業を機に、みなかみ町国際交流協会と連携して、定住する外国
人のための情報提供や文化交流事業を継続して推進した。
２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
・群馬県及び群馬大学は、定期的に多文化共生推進士と意見交換する機会（群馬県多文化共生推進
士連絡会議）を設け、各多文化共生推進士の活動状況やその目標を把握するとともに、地域住民や
企業に対して多文化共生推進士の存在、使命、活動内容等を周知し、多文化共生推進士の活動しや
すい環境整備に努めた。
・群馬県は、第 14 次群馬県総合計画「はばたけ群馬プラン」（H23～H27 ）重点プロジェクトの中で「多
文化共生社会の実現による豊かな地域づくり」を掲げており、地域再生計画でも、多文化共生推進士
が地域に根ざした活動の場として、県内各地域にそれぞれの地域状況にあった活動拠点を設置して、
多文化共生の地域づくりを目指すことを謳った。上記趣旨に添って、県はこれまでに３団体を設置し、
さらに多文化共生推進士の活動の中核拠点となる NPO 法人の設立を支援するなど、多文化共生推進
士活動支援を目的とした環境づくりを進めた。

(２) 個別評価⑤継続性・発展性の見通し
評点

ｂ

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
特になし。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
地域ニーズの解決には継続性が要である。しかしながら、単なる継続ではなく、修
了者が多文化共生推進士として真に地域貢献ができるよう、継続的で強力なアフター
ケアに向け、県や大学による積極的で効果的な組織づくりが課題である。
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中間評価コメントに対応するために実施した施策
機関が実施した取組において評価できる事項

１)

２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
・多文化共生推進士が地域活動していくための拠点として NPO 法人の設立が必要と考え、群馬県と
群馬大学は、平成 26 年２月に NPO 設立に向けた準備を進めるため、任意団体「多文化共生センタ
ーぐんま」を県の財政的支援により設立した。
・平成 27 年３月の NPO 法人設立を目指して、現在多文化共生推進士とともに申請書類の準備を進
めているほか、多文化共生推進士及び履修生は地域活動を実践し、NPO 法人として活動できる環境
整備を行った。
・NPO 法人設立支援のほか、多文化共生推進士が継続して活動を行っていくために、群馬県は、地
域域関係者、団体との連携の推進、事業の委託、多文化共生推進士活動の周知等の支援を行った。
群馬大学は、多文化共生推進士の活動支援と養成ユニットの継続のために自主財源を確保し、必要
な人員を配置するなど体制整備を行った。また、知の拠点整備事業（COC 事業）に申請し、大学の地
域貢献活動において多文化共生推進士の役割を位置づけるとともに、地域貢献活動の質を確保する
ために多文化共生推進士に対しフォローアップ教育を行うこととした。その他、シンポジウム、学会等
を通じて多文化共生推進士の活動周知に努めた。

Ⅴ．継続性・発展性の見通し
１．実施機関の取組としての継続性
群馬大学は、本事業の推進のために設置した「多文化共生教育・研究プロジェクト推進室」を平成 27
年度末まで延長し、教職員の継続雇用と事業費を自主財源で用意し、現在在籍する履修生が平成 27 年
度末までに多文化共生コンサルタント履修証明プログラムを終了する環境を整えた。
本事業の実績をもとに、人口減少・少子高齢化、若年人口の減少という問題に直面する群馬県の地域
社会を活性化させ、社会の活力を高めるための「知」の拠点を形成する企画を平成 25 年度に文部科学
省に提出した。これにより、国籍・性別・年齢・障がいの有無のちがいを地域活性化の原動力とする取り組
みを、学部学生から社会人までを対象に展開する。「多文化共生教育・研究プロジェクト推進室」は、全
学・各学部の教務担当者・連携事業担当者から新規に設立される地域教育・研究センターに位置づけら
れ、「多文化共生教育・研究部門」という組織を基盤に、多文化共生推進士のフォローアップ教育や、学
生と多文化共生推進士との協働プロジェクトの企画・実施等に、本事業の成果を継続・発展させていく予
定である。
２ ．自治体や地元からの支援による発展性
群馬県は、多文化共生推進士が、地域において効果的に活用されるためのシステム作りの支援を行
うこととしており、すでに平成 25 年度から多文化共生推進士の活動支援を行い、前述したように、多
文化共生推進士としての活動拠点の NPO 設立に向けての財政的支援も行っている。現在の 10 人の多
文化共生推進士に加え、さらに今後 2 年間で 10 人の多文化共生推進士の誕生が予定されており、これ
ら多文化共生推進士は、群馬県が総合計画で謳っている各地域の多文化共生ネットワーク３団体との連
携のもと、「多文化共生の地域づくり」の推進に欠かせない存在として、大いに期待されているところであ
る。
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一方、産業界においても、留学生をはじめとした外国人材の活用への期待が高まっており、多文化共
生推進士の役割にも期待を寄せている。平成２３年度からは、前橋商工会議所で行われる「群馬産学官
連携推進会議」で本事業を紹介する機会を得て、地元企業とのネットワーク構築も広がっている。群馬経
済同友会では､外国人材の受け入れにおいて、多文化共生推進士の役割を評価しており、本年度群馬
大学と連携して傘下企業への「外国人材の調査」を行い、グローバル化への対応を進める予定である。
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