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基本目標基本目標
外国人住民の自主的参加と連携・協働による

多様性の強みを活かした地域づくり

多文化共生の意識が豊かな人材の育成 多文化共生のまち しずおかプラン
静岡市多文化共生推進計画
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お勘定はきっちり割り勘、『 律儀 』な日本文化
♦朴　惠善委員♦　（静岡市外国人住民懇話会委員：韓国）

　とても驚いたことは、お金の計算の細かさです。一緒に出かけると必ず割り勘をします。こんな経験が
あります。お互い赤ちゃんをつれてランチを食べるとき、私がお弁当を買い、友人がお茶やお菓子を買う、
私はそれでいいと思いました。しかし、後でちゃんと弁当代を半分にして持ってきました。私はまだ日本
のことがよくわからない時だったので、日本がこういう文化なんだと思い、私も今度からきちんと払わな
いと失礼だと思いました。韓国だったらそのぐらいはいいとする文化だったので、日本人の細かさを感じ
ました。ちょっと何かを作ったとき、おすそ分けに持って行っても必ずそのたびにお返しをくれます。韓
国では同じことがあったら、ある時に返せばいいと考えます。日本では気を遣わせてしまうようで気軽に
はものをあげにくく、時にいろいろ考えてしまうことがあります。でも、仲良くなれば韓国人と同じよう
になりますね。
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外国人住民懇話会
（多文化共生への市民の理解を深める）

国際理解講座

国際理解授業

（学校諸費に関する多言語版資料の作成）

（幼稚園や保育園等で

　異文化理解の促進）

学校教育制度の理解促進

（外国人住民との交流イベント）

国際交流フェスティバル
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（外国人住民が自らの生活に関する諸問題を検討し、市政に関する提言を行う）

水見色で町おこしの一環としてカレーを
作るサジットさん （スリランカ出身）

消防団員として活動する
アンドリューさん（イギリス出身）



『生真面目』な日本人大学生に驚き！！
♦王　映文委員♦　（静岡市外国人住民懇話会委員：台湾）

　私が大学院に留学していた時、寮に住んでいましたがあまり外国人がいなかったです。１年に１、２回
全寮生会議があり 500 人くらい集まりました。会議が夜の８時から朝までで、とてもまじめに会議をやっ
ていたので、どうしてこんなに長い会議をするのか不思議でならなかったです。会議に欠席する場合は必
ず欠席届を出す必要がありました。一度日本人学生に、もし欠席届を出さずに欠席したらどうなるかを聞
いたら、今までそんなことがなかったと聞き本当に驚きました。また、５００人もいるのに当日の欠席が
いないということがすごく不思議で、その時大きな文化の違いを感じました。台湾だったら、とても多く
の寮生が休むと思います。

The  日本の文化『 お返し 』
♦マハラジャン　ディリプ委員♦　（静岡市外国人住民懇話会委員：ネパール）

　私は日本人の女性と結婚して日本に住み、いろんな風習を学びました。子どもが生まれたときにお祝い
をもらえば、お返しというものをちゃんと返し、また義父が亡くなった時はお香典のお返しをしました。
ネパールではこのような「お返し」の文化がないので、最初は慣れず戸惑いもありました。ですが日本に
住む以上、「郷に入れば郷に従う」ように、少しずつ日本の習慣や文化を理解し、今では当たり前と感じ
るようになりました。

生活の安定につながる生活基盤の整備・充実 多文化共生の意識が豊かな人材の育成

外国人住民の防災訓練

庁内案内板

多言語による生活相談

静岡市の外国人の状況（平成 26 年４月末現在）

基本理念

異なる文化や価値観を認め合い、その違いを社会の豊かさと捉え

外国人と日本人の住民双方が地域社会を担う対等なパートナーとして

ともに暮らせる多文化共生のまちづくり

８年後の目指す姿

誰もが　安心して暮らせ　ともに創る多文化共生のまち
～文化や習慣の違いを社会の活力に～
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基本目標

外国人住民の自主的参加と連携・協働による
多様性の強みを活かした地域づくり

基本目標と施策の方向性

（大きな文字で、英語やルビで表記）

（市国際交流会では在住外国人の生活相談に対応）

（災害について基本的な知識を
  学ぶ防災訓練）
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7　外国人住民の地域への参加と行政への参画の促進

8　外国人住民を支える関係機関等との連携

9　国際交流協会の機能充実

10　外国人住民の社会貢献活動への支援

外国人住民の自発的な貢献活動の支援

協会の活動に関する広報の強化

多文化共生団体の情報発信支援

地域活動等への参加促進 行政への参画促進

関係機関と行政の連携・協働の推進 地域住民と行政の連携の推進

多文化共生団体との連携・協働の推進
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日常生活を円滑にする日本語の習得支援 児童・生徒の学習環境の充実

学校教育制度の理解促進 本人の意思と能力に応じた進学支援

多文化共生を学ぶ機会の提供 国際理解の向上につながる活動の推進
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4　外国人住民への学習支援

5　外国人家庭への支援

6　外国人住民への多文化共生の理解促進
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1　外国人住民へのわかりやすい情報伝達

2　外国人住民の安定した生活基盤に資する行政サービスの充実

3　外国人住民の命を守る危機管理

外国人住民が情報を確実に理解するための取組 より多くの外国人住民への生活情報の提供

生活の課題解決を支援する取組自立支援のための多言語による生活相談の充実

災害への備えと防災意識の啓発 非常時の正確なコミュニケーションの確保
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基本目標 生活の安定につながる生活基盤の整備・充実
きほんもくひょう

推移 在留資格別 国籍別
すいい ざいりゅうしかくべつ こくせきべつ

8,028人
2,335人
3,252人
2,441人

 2,421人
1,293人
 1,291人
704人

永住者
特別永住者
留　学
日本人の配偶者等

2,124人
1,611人
1,167人
 680人

外国人住民
葵　区
駿河区
清水区

1位
2位
3位
4位

1位
2位
3位
4位

中　国
韓国・朝鮮
フィリピン
ブラジル

せいかつ あんてい せいかつきばん せいび じゅうじつ

市総人口（左目盛）

外国人住民数（右目盛）


