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平成 24 年度事業計画 

（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日） 
 

［事業の概要］ 

当協会では、これまで外国人市民と日本人市民とが交流し、ともに住みやすい地域づくりを

行う多文化共生社会の実現に向けて、多くの会員の参加を得て、各種の事業を展開してまいり

ました。平成 24年度は設立５年目を迎え、事業の相互の連携や効率化を図りながら「生活・コ

ミュニケーション支援事業」、「国際交流事業」、「国際理解事業」、｢広報事業｣を中心にして、事

業の充実を図ってまいります。 

 

はじめに『生活・コミュニケーション支援事業』ですが、｢サポートデスク｣では、語学ボラ

ンティアおよび留学生の通訳の協力を得て、外国人からの各種相談に応じるとともに、｢行政書

士による外国人個別相談｣を毎月 1回継続して実施するなど、外国人の相談支援体制を引き続き

強化してまいります。 

｢医療ボランティア委員会｣においては、昨年度、医療通訳ボランティアの派遣を制度化し、

医療機関の窓口配布用の同ボランティアを記載した医療カードを医療機関や外国人コミュ二テ

ィを通じ配布しました。本年度は医療ボランティアを対象に現場で実際に役立つ医療通訳のス

キルアップ研修会を実施するとともに、提携病院の拡大と協力関係の強化を図り、医療通訳ボ

ランティアの派遣を行ってまいります。また、市の医療、保健に関する機関を通じて外国人市

民へ活動内容の周知を図り、外国人市民が安心して医療が受けられるよう支援してまいります。 

 八王子市は、地域 23大学等に学ぶ留学生が３千人を超える国際学園都市であります。すでに

留学生への支援と交流をすすめてきておりますが、本年度も就職状況が厳しい中、わが国およ

び八王子の企業へ就職を目指す留学生のために、国の専門機関である東京外国人雇用サービス

センターや八王子の企業、関係機関の協力を得て、｢留学生のための就職支援セミナー｣および

｢八王子の企業めぐり｣を実施いたします。 

｢留学生等支援のためのプロジェクト委員会｣では、平成 22 年度からソーシャル･ネットワー

キング･サービス(SNS)を構築し、運用を開始しましたが、本年度はこれを活用して、就職や奨

学金の情報、防災・災害などの留学生にとって必要な情報をタイムリーに提供するとともに、

留学生間での SNSによる交流の促進を図ります。 

本年度は、外国人との交流、支援のボランティアを始めようと考えている方々を対象に、日

本語学習支援を中心とした「国際交流ボランティア講座」を実施します。引き続き日本語学習

支援のレベルアップのために｢日本語ボランティア養成ステップアップ講座｣を実施いたしま

す。 

平成 21年 12月に開設した外国につながる児童･生徒のための｢北野学習支援教室｣は、本年度

「プロジェクト委員会」から「委員会」に移行し、多くのボランティアの参加を得て学習を支

援してまいります。学習支援者の研修も引き続き実施し、支援体制の充実と同児童・生徒の居

場所づくりを目指します。 

また同生徒にとって高校受験は厳しいハードルであることから、｢日本語を母語としない親子

のための高校進学ガイダンス｣を教育委員会や関係機関の協力を得て本年 10 月に実施します。

これらの取り組みにより同児童･生徒の教育環境の一層の改善を図ります。 

 

次に『国際交流事業』ですが、｢留学生八王子ふるさとプログラム｣では、昨年度東日本大震

災の影響もあり、留学生が減少しましたが、本年度は一層認知度を高め、留学生と市民ファミ

リーの交流が少しでも多く実現するように各大学を通じて案内をすすめてまいります。秋入学

の留学生も参加できるよう案内いたします。 

｢国際交流フェスティバル｣については、昨年度は震災復興を中心としたイベントでしたが、

地域との交流、異文化交流をメインとした従来のフェスティバルから、もっと市民の皆さんが

楽しめるように工夫をして、内容の充実を図ります。 
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「世界の人とふれあいタイム」は、大勢の人がいろいろな国々を理解し、楽しく交流できる

よう、より充実したイベントにしてまいります。本年度も年５回開催いたします。 

また、平成 21年度以来実施している地域の夏祭りへの参加など、｢地域の国際交流事業｣への

取り組みは定着してきております。八王子市や地元の町会･自治会と連携し、地域の外国人市民

と一般市民との交流が一層促進されるよう努めてまいります。 

 

『国際理解事業』ですが、｢語学シリーズ｣は、外国人市民が母語を教える機会であるととも

に、その国の歴史や文化を理解することができるため、会員および市民の関心が高く、多くの

参加者のもとに実施しております。本年度も受講者の希望によりステップアップ･コースを設け

るとともに、最新のニュースや話題を中心とした時事英語講座を新設するなど、８コース、５

～６言語の講座を実施いたします。 

八王子に学びあるいは在住する学生が国際理解･国際交流･多文化共生社会の理解を深めると

ともに、将来国際社会で活躍できる人材を育成することを目的として、昨年度創設された｢学生

外国語弁論大会｣については、本年度も英語による学生外国語弁論大会を実施いたします。 

 

『広報事業』は、外国人コミュニティや町会･自治会と連携し、情報を発信していくとともに、

会員や市民にタイムリーに情報を提供できるようホームページを充実してまいります。また、

会報の発行、テレビ、新聞･ミニコミ紙等への広報活動を積極的に行ってまいります。 

  

また、『八王子市からの受託事業』として、上記の外国人支援のための｢サポートデスク｣と弁

護士、行政書士、社会保険労務士等の専門家による｢外国人のための無料専門家相談会｣を実施

いたします。同無料専門家相談会は平成 25年２月９日に実施する予定です。 

昨年度、第３期外国人市民会議の提言を踏まえ、東日本大震災を機に設置された｢防災･災害

対応プロジェクト委員会｣では、八王子市と協働で、外国人市民への災害時の具体的なスキーム

の検討を開始いたしました。本スキームは八王子市域で大災害が発生した場合、協会内に「外

国人支援センター」を設置し、外国人市民の避難場所となる市内 18か所の市民センターと連携

し、協会の語学ボランティアや留学生などの協力を得て、組織的かつ機動的な支援を行うもの

です。すでに協会内に防災無線を設置し、具体的な準備を開始しています。 

 

本年度の各種の事業を実施していくにあたり、協会活動の中心である委員会活動を、より活

発に展開していくために、定期的に委員長会議を開催し、各委員会の課題・問題点の共有と解

決のためのディスカッションを行うなど、組織の活性化と有機的な連携を図ってまいります。 

また、団体会員との連携を深めていくため団体ネットワーク会議を定期的に開催するととも

に、できるだけ多くの会員の意見を活動に反映していくため、個人会員懇談会も引き続き開催

してまいります。さらに、一般個人会員の方々が活動に積極的に参加できるよう、各委員会の

活動状況や募集状況の案内などの情報提供に鋭意努めてまいります。 

 

本年度は上記のとおり事業を展開してまいりますが、あわせて、中長期的視野に立って、事

業や当協会のあり方等についても、新体制のもとで検討してまいります。 
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＜主催事業＞ 

１．生活・コミュニケーション支援事業 

事 業 名 内       容 

語学ボランティア 

・サポートデスク、行政書士による外国人個別相談会、外国人のための

無料専門家相談会などの通訳を行います。 

・八王子市の外国人のための情報誌 Ginkgoの翻訳、会報や協会のホーム

ページの翻訳、八王子市などの依頼による健康や生活、防災･災害にか

かわる情報などの翻訳を行います。 

・八王子市の依頼による国際交流にかかわる活動の通訳・翻訳を実施し

ます。 

医療ボランティア 

(委員会) 

・患者等からの依頼により、医療機関での診療に際しての医療通訳ボラ

ンティアの派遣を実施します。 

・提携病院の拡大と連携を強化するとともに外国人市民への周知も図り、

外国人市民が安心して医療が受けられるよう支援していきます。 

・医療通訳の実践的なスキルアップ研修会を実施します。 

留学生のための就職支

援セミナー 

(プロジェクト委員会) 

※下記「SNS」も担当 

・わが国及び八王子の企業に就職を目指している留学生のために、国の

就職斡旋・相談機関である東京外国人雇用サービスセンターや八王子

の企業の協力を得て、「就職支援セミナー」を開催します。ＮＰＯ法人

留学協会との共催、八王子市、八王子商工会議所、大学コンソーシア

ム八王子の後援を得て実施します。 

・留学生を対象に八王子市と協働で「八王子市の企業めぐり」を実施し

ます。 

SNS を利用した留学生

等支援のためのプロジ

ェクト 

(プロジェクト委員会) 

・「留学生等支援のためのプロジェクト委員会」で構築したソーシャル・

ネットワーキング・サービス（SNS）を活用して、留学生へ就職・奨学

金・防災・災害など留学生にとって必要な各種情報をタイムリーに提

供するなど、留学生のネットワークづくりを行います。 

国際交流ボランティア

講座 

・外国人との交流や支援を始めようと考えている方を対象にボランティ

アの心構えなどを学んだうえ、外国人にとって必要な日本語学習の支

援を中心に講座を実施します。(６月～８月) 

日本語ボランティア養

成ステップアップ講座 

・上記講座に引き続きステップアップ講座（９月～10月）を実施します。 

・八王子に住む外国人一人ひとりの日本語学習のニーズに合った支援が

できるよう人材を養成していきます。講座終了後は北野学習支援教室

の日本語･教科学習支援者や団体会員が運営している日本語教室の支

援者としてより豊かな活動ができるようにバックアップしていきま

す。 

 

 

 

学習支援 

（委員会） 

 

 

 

 

 

・教育委員会・学校等と協働して、八王子での外国につながる児童・生

徒の教育環境の整備に向けて取り組んでいきます。 

・プロジェクト委員会から運営委員による学習支援委員会に移行し、い

ままで培ってきた経験をもとに学習支援体制の充実を図っていきます。 

・上記児童・生徒のために日本語や教科学習の支援を行っている北野学

習支援教室では、多くの支援者の協力を得て、子供たちの居場所づくり

をすすめるとともに、子供たちの能力をより生かせる支援ができるよう

支援者への研修会を実施します。 

・高校受験は上記の生徒にとって極めてハードルの高い状況から「日本

語を母語としない親子のための高校進学ガイダンス」を、教育委員会等
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学習支援 

（委員会） 

 

関係諸機関の協力を得て、10月 28日（日）に実施します。 

 

２．国際交流事業 

事 業 名 内       容 

留学生八王子ふるさと

プログラム 

(委員会) 

・留学生に、八王子を第２の故郷と思ってもらえるよう、留学生と市民

のファミリーがペアを組み、1年間ホームビジットによる交流を行い

ます。 

・認知度を一層高め留学生と市民ファミリーとの交流が少しでも多く実

現するよう各大学の協力を得て、案内をすすめていきます。5 月に説

明会・マッチングを実施し、留学生と市民ファミリーの顔合わせを行

います。秋に入学する留学生にも案内をしていきます。 

・10月 21日（日）に「バーべキュー大会」、冬に「ウインターパーティ

ー」を実施し、留学生とファミリーが一堂に会し、交流の輪を広げま

す。 

・地域との連携を深めるために、八王子まつりや地域の祭りに留学生の

参加を呼びかけます。 

国際交流フェスティバ

ル (委員会) 

・外国人市民、日本人市民、留学生、個人会員、団体会員など、幅広い

市民の参加を募り、イベントや展示、講演を行います。参加すること

で外国の文化や日本文化に触れ、楽しく学ぶことができ、かつ外国人

市民と日本人市民が交流することを目的にしています。 

・本年度は、10月７日（日）に開催します。 

・これまでと同様に会場は、学園都市センター11 階、12 階のホールや

セミナー室で、多くのイベントを企画・立案して、開催します。企画・

実施の段階で多くの会員に加わってもらい、会員相互の親睦、外国人

や地域市民との交流を図ります。 

・八王子学生委員会、JICA、八王子市との協働です。 

世界の人とふれあいタ

イム (委員会) 

・外国人ゲストを招き、出身国を話や映像などで紹介をしてもらうこと

で、その国を理解してもらうとともに、ゲストと参加者との間で交流

をすすめていきます。 

・本年度も、年５回開催します。 

地域における国際交流 

・地域において外国人住民と一般の住民の方々との交流を促進するた

め、町会・自治会、八王子市との協働で、町会・自治会などで行う祭

り等のイベントに参加し、地域での国際交流を推進します。 

小比企町一丁目町会夏祭り、あったかホール祭り（北野町）に参加を

予定しています。 

・外国人市民ボランティアの作る料理を通じて異文化を体験してもらい

ます。 

・外国人向けの「生活ガイドブック」を引き続き配布し、利用してもら

います。 
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３．国際理解事業 

事 業 名 内       容 

語学シリーズ 

(委員会) 

・・市民に語学学習を通してその国の文化に触れてもらいます。 

・・初めてのフランス語、スペイン語、ステップアップドイツ語を５月 10

日～７月 12 日（全 10 回）実施します。年間８コース、５～６言語を

実施する予定です。 

・新たにニュースを中心とした時事英語の講座を開設します。 

学生外国語弁論大会 

(プロジェクト委員会) 

・国際理解や国際交流、多文化共生について理解を深めてもらうため、

八王子地域の大学・短大・高等専門学校に在学する学生または八王子

に在住する学生を対象に、学生外国語弁論大会を 12月に実施します。 

・本年度は英語による弁論大会を実施します。 

国際理解教育 

・学校や地域の国際理解教育について協力を行うとともに、国際理解教

育を抜本的に見直し、今後の同教育の在り方について研究をすすめて

いきます。 

 

 

４．広報事業 

事業名 内        容 

広報 

(委員会) 

・外国人市民のコミュニティや町会・自治会との連携を深め、情報を発

信していきます。 

・協会発行の会報について、より読みやすい紙面とし、外国人コミュニ

ティの情報を加えるなど、より充実した内容にしていきます。 

・ホームページについて、活動をわかりやすく、かつ新しい動きをタイ

ムリーに提供できるよう努めていきます。 

・テレビ、新聞、ミニコミ紙等への広報活動を展開します。 

 

＜八王子市からの受託事業＞ 

事 業 名 内       容 

在住外国人のためのサ

ポートデスク 

・外国人にかかわる生活相談を受けます。専門家相談窓口の紹介、暮ら

しの情報等を提供します。窓口対応は午前 10 時～午後５時(日・祝日

を除く)です。 

・行政書士による外国人個別相談を、毎月第２土曜日午後２時～５時に

行います。外国人のためにビザ･在留資格･結婚･離婚等について個別相

談を行います。 

 

外国人のための無料専

門家相談会 

(委員会) 

・弁護士、行政書士、社会保険労務士などの専門家による外国人のため

の無料専門家相談会を開催します。東京外国人支援ネットワークによ

る実施で、都内 19か所開催のうち、1回を八王子で実施します。 

・参加ボランティアのための研修会を開催します。 

・相談会の実施は、平成 25年２月９日(土)を予定しています。 

 

防災･災害対応 

(プロジェクト委員会) 

 

・第３期外国人市民会議の提言書にまとめられた内容を具体化していく

ため、外国人市民の防災や災害時の対応についてスキームを構築しま

す。 
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防災･災害対応 

(プロジェクト委員会) 

・災害時の拠点として、協会内に「外国人支援センター」を置き、災害

時に設置した防災無線により、市内にある 18の市民センターとの連携

を図ります。 

・八王子市と協働で、外国人市民のための防災訓練を実施します。 

・防災・災害対応のための研修会、地元町会・市や東京都が主催する防

災訓練への参加、立川防災館の見学などを実施します。 

・ＳＮＳ等を活用し、留学生や語学ボランティアのネットワークを構築

していきます。 

 

＊上記のほか、会の目的を達成するための新事業については、理事会の議決を経て試行的に実施する

ことがあります。 


