第１章

基本的な考え方
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Ⅰ

プラン策定の趣旨

本市では、誰もが住みやすい「多文化共生のまちづくり」を推進するため、平成 27 年に
「京丹後市多文化共生推進プラン（以下、「第１次プラン」という。）」を策定しました。
第１次プランでは、基本理念を「国籍、民族、文化などのちがいを認め合い、ともに豊
かに暮らせるまちへ」と掲げ、４つの基本目標と 12 の基本方針に基づき、多文化共生推進
施策を展開してきました。
この間、平成 29 年末の日本の在留外国人数は、256 万 1,848 人となり、前年に比べ、17
万 9,026 人（7.5％）増加し、過去最高となりました。
本市の外国人市民数においても、平成 21 年から平成 26 年の間は約 350 人程度で推移し
ていましたが、平成 29 年に入り 560 人（米陸軍関係者を含む）を超えました。今後もグ
ローバル化が進む社会情勢の中で、さらに外国人市民が増加すると考えられます。
また、平成 29 年３月に第２次京丹後市総合計画「基本計画」を策定し、外国人・日本人
を問わず、すべての市民にとって「住みやすいまち」とするため、
「幅広い分野における国
際交流を推進し、多文化共生社会の実現」を目指すとしています。
こうしたことから本市は、第１次プランの計画期間終了にともない、さらに多文化共生
施策を推進するため、第２次京丹後市多文化共生推進プラン（以下「第２次プラン」とい
う。）を策定することとしました。

● 安心して暮らせる社会の実現へ
平成 29 年３月に策定した第２次京丹後市総合計画「基本計画」 では、「市民と地域がキラリ
と『光り輝くまち』」を掲げ、同 計画における 29 の施策の中で「国際交流・多文化共生と広域
連携の促進」として、市民主体の国際交流をより一層推進し、国籍や文化等のちがいを互いに
認め合いながら、すべての市民が安心して暮らせる社会の実現を目指しています。

● 人口減少と新たな担い手の活躍
本市の人口は年々減少し、少子高齢化が進んでいます。一方で、外国人の定住化が進み、外
国人もこの京丹後市で、出産、子育てをし、次代の京丹後市を担う子どもたちを育てています。
また、市内の様々な企業で就業するなど、地域との関わりを深める機会が 増えています。さら
に、外国人市民を支援の対象として捉えるのではなく、
“地域の担い手”として捉え、今後も地
域の維持・発展に向けて 、活躍できる環境を整えていくことが必要となっています。

● 外国人観光客の増加と魅力発信
本市では観光立市の実現を目指すべく、平成 30 年 3 月に「第３次京丹後市観光振興計画～“旬”
でもてなす食のまち～」を策定しており、その中で、外国人観光客誘致に向けた取組みを進め
ています。外国人観光客の増加に対応するまちづくりを行うにあたり、外国人の視点で、本市
の魅力を発信していくことや外国人観光客に対応できる地域づくりを行うことが必要となって
います。

● 思いやる心を大切にプラン策定
京丹後市に暮らす人、京丹後市を訪れる人、一人ひとりが、国籍、民族、文化、言葉のちが
いを持っています。様々な背景を持つ人々が、国籍や文化等のちがいを越え、ともに時間を過
ごす仲間として“お 互いを思いやる心”を大切に、まちづくりに参画できる多様な社会（多様
性社会）の実現を目指し、多文化共生施策をより一層推進するため、
「第２次京丹後市多文化共
生推進プラン」（以下、「 第２次プラン」という。）を策定することとします。
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Ⅱ

プラン策定の位置づけ
本市では、平成 29 年３月に「京丹後市まちづくり基本条例」に基づく「第２次京丹

後市総合計画『基本計画』」を策定しました。
本プランは、同計画に定める「国際交流・多文化共生と広域連携の促進」
を具体化し、推進するもので、他の関連個別計画との整合を図り、“分野別計画”に位
置付けて策定するものです。このプランにより、総合計画の実行性をさらに高め、外国
人を含めた“すべての市民が真に住みやすいまちづくり”を目指します。

★１

★2

京丹後市

第２次

まちづくり

京丹後市

基本条例

総合計画

★3-1

京丹後市地域防災計画

★3-2

第３次京丹後市観光振興計画

★3-3

第２次京丹後市男女共同参画計画

★3-4

京丹後市人権教育・啓発推進計画

★3-5

第４次京丹後市交通安全計画

第２次京丹後市多文化共生推進プラン
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★１

京丹後市まちづくり基本条例（平成 20 年策定）
（市政運営の基本）第 25 条第１項
市は、まちづくりに関する市民の自主的、自立的な活動を
尊重するとともに、国籍、性別、年齢、社会・経済的環境等
にかかわらず、様々な主体がまちづくりに果たす役割を重視
して、権利の保障と拡充に努めなければならない。
（連携及び交流）第 28 条第２項
市は国際交流を推進し、国際的な視野に立ったまちづくり
の推進に努めるものとする。

★２

第２次京丹後市総合計画「基本計画」（平成 29 年策定）
施策 24

国際交流・多文化共生と広域連携の促進

（行政の主な取組）

★３-１

１

国際交流の推進

２

多文化共生・国際化に対応したまちづくり

京丹後市地域防災計画（平成 18 年策定、平成 23 年修正）
第 28 章

高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等特に配慮を要する者及び 外国人に
係る対策計画

第２節

計画の内容

第２

非常時における災害時要援護者優先ルールの促進

● 外国人対策の推進
・外国人向け防災パンフレットの作成
・外国人向け防災教育、防災訓練の実施
・通訳、翻訳ボランティアの事前登録
・外国人雇用者の多い企業・事業所等の連携・協力体制の確保

★３-２

第３次京丹後市観光振興計画（平成 30 年策定）
３

基本方針と基本戦略

＜基本方針３＞外国人旅行客、宿泊客等の誘致を強化します
【基本戦略】
②海の京都ＤＭＯ、豊岡ＤＭＯなど広域連携によるインバウンドの取組を強
化します。
③外国人旅行客を受け入れる態勢整備や観光関連事業者の機運醸成を推進し
ます。

★３-３

第２次京丹後市男女共同参画計画（平成 28 年策定）
■基本方針■
（３）

３

寄り添い支え合うまちづくり

高齢者・障害者・外国人の社会参画支援体制を充実します

（基本施策 28）外国人が暮らしやすい環境づくりの推進

★３-４

京丹後市人権教育・啓発推進計画（平成 21 年策定）
第３章
６

★３-５

人権問題の現状等
外国人

第４次京丹後市交通安全計画（平成 29 年策定）
２

講じようとする施策
（２）
ク

交通安全思想の普及徹底
外国人に対する交通安全教育の推進
4

Ⅲ

多文化共生をめぐる国の動き

平成 29 年末の日本の在留外国人数は、256 万 1,848 人となり、前年に比べ、17 万 9,026
人（7.5％）増加し、過去最高となりました。
国も、多様な国籍・在留形態で暮らす外国人に対して、平成 17 年度から総務省が「多文
化共生の推進」を掲げて施策を体系化した「地域における多文化共生推進プラン（＊1）」
を平成 18 年 3 月に発表しました。平成 18 年末には、内閣官房が「「生活者としての外国
人」に関する総合的対応策（＊2）」を発表し、関係省庁と連携した取組みを進めています。
出典：総務省
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＊1 地域における多文化共生推進プラン
１）コミュニケーション支援
日本語習得支援や通訳・翻訳体制の整備により、日本語でのコミュニケーションができな
い住民への支援を行う。
２）生活支援
医療や教育、労働、防災など多様な文化背景に配慮した固有の施策を行う。
３）多文化共生の地域づくり
啓発イベントや外国人住民自身の地域社会への参画を通して、地域社会全体での多文化共
生を目指そうとする意識を涵養する施策を行う。
４）推進体制の整備
上記の施策を推進するための条例や計画、担当部署の設置や部署間の連絡会議を整備
＊２ 「生活者としての外国人」に関する総合的対応策
１）外国人が暮らしやすい地域社会づくり
 日本語教育の充実 … 文部科学省・内閣府
 行政・生活情報の多言語化 … 厚生労働省・外務省・法務省・内閣府・文部科学省・警
察庁
 地域における多文化共生の取組の促進 … 総務省・内閣府
 防災ネットワークの構築 … 総務省・内閣府・外務省
 防犯対策の充実 … 警察庁
 住宅への入居支援 … 国土交通省
 母国政府との連携、諸外国の情報の収集、普及 … 外務省
２）外国人の子どもの教育の充実
 公立学校等における外国人児童生徒の教育の充実 … 文部科学省
 就学の促進 … 法務省・文部科学省・警察庁
 外国人学校の活用、母国政府との協力等 … 外務省・文部科学省
３）外国人の労働環境の改善、社会保険の加入促進等
 社会保険の加入促進等 … 厚生労働省・外務省
 就労の適正化のための事業主指導の強化 … 厚生労働省・経済産業省・内閣府
 雇用の安定 … 厚生労働省
４）外国人の在留管理制度の見直し等
 外国人の在留状況等の正確な把握等 … 内閣官房・総務省・法務省・厚生労働省
 在留期間更新等におけるインセンティブ … 法務省
出典：総務省

≪参考：日本政府の取組み≫












平成 21 年１月 経済危機（リーマンショック）を受け、内閣府に「定住外国人施策推進室」を
設置。
平成 21 年７月 改正入管法および改正住民基本台帳法成立
平成 22 年８月 内閣府「日系定住外国人施策に関する基本方針」を発表。
平成 24 年５月 内閣官房「外国人との共生社会に向けた検討会議」設置。
平成 24 年７月 改正入管法および改正住民基本台帳法施行
・外国人登録制度の廃止、住民基本台帳への登録、入管での在留管理の一元化
・外国人も住民基本台帳法に基づく、住民登録＝世帯単位での現状把握可能に
平成 26 年４月 「建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置」を発表。
・技能実習終了後さらに２年「特定活動」の資格で２年間就労可能とする
・不足する建設労働者をカバーする目的で、平成 32 年までの時限措置。
平成 27 年 12 月 国家戦略特区で家事労働分野への外国人受入れを開始（大阪府・神奈川県）
平成 28 年 10 月 技能実習制度に「介護」を追加し、期間終了後も一定の条件で在留資格を認
める改正入管法を国会で可決（施行は１年以内）
平成 29 年３月 総務省「多文化共生事例集（＊ ３）」を発表
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＊３

多文化共生事例集
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