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１ プロジェクト・デザインについて  

（１）策定の趣旨  

このプロジェクト・デザインは、（公財）茨城県国際交流協会が、茨城県における地域日本語

教育環境の充実を図るため、日本語学習のニーズと学習支援体制の状況を把握し、関係機関との

連携により地域日本語教育体制づくりを推進するとともに、日本人と多様な背景を持つ外国人と

が同じ地域に住む住民として協働する活力ある多文化共生のまちづくりの推進をめざすことを

目的に策定しました。 

国は少子高齢化社会における労働力不足への対応策として、2018 年 12 月「外国人材の受入

れ・共生のための総合的対応策」を関係閣僚会議で決定しました。その中の重要項目である生活

者としての外国人1に対する支援では、円滑なコミュニケーションの実現のために、「日本語教

育の充実」、「日本語教育機関の質の向上・適正な管理」を掲げています。 

2019年 6月には「日本語教育の推進に関する法律」が議員立法で成立・施行され、基本理念

として、「外国人等2に対し、希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機

会の最大限の確保」が掲げられました。これに基づき、「日本語教育の推進に関する施策を総合

的かつ効果的に推進するための基本的な方針」を閣議決定しました。 

茨城県には、2020年 6月現在 70，806 人の外国人が生活しています。本県では永住者と定住

者の占める割合が 37.5%と中長期在留者が多いことが特徴ですが、技能実習生の割合も 23.9%

と高くなっています。日本で暮らす外国人には、一般に、ことばの壁、こころの壁、制度の壁と

いう３つの壁があると言われています。日本語を使ってコミュニケーションできることは、自分

を表現し、相手を理解するため、さらに災害時自分の命を守るために重要です。2020 年 12 月

に茨城県が発表した地域日本語教育実態調査結果によれば、日本語を勉強したいと思っている外

国人は 60.0%います。また、日本語を使う機会として、「仕事で」が 66.0%と最も高く、次い

 

1 「生活者としての外国人」とは、だれもが持っている「生活」という側面に着目して、我が国

において日常的な生活を営むすべての外国人を指すものである。（『「生活者としての外国人」

に対する日本語教育の 標準的なカリキュラム案について』（平成２２年５月１９日文化審議会

国語分科会）） 

2 （日本語に通じていない）外国人及び日本国籍の者 
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で、「いつもの生活や買い物で」が 43.2%となっています。また、日本語を勉強したいと思え

る環境については、「時間があれば勉強したい」が 65.4%で最も多く、「お金を払わなくてい

い日本語教室があれば勉強したい」、「日本語教室が近くにあれば勉強したい」が 16.3%とな

っています。外国人の日本語学習環境は、外国人労働者数の増加にともなう在住外国人属性の変

容、新型コロナウイルス感染拡大による地域日本語教室の休止や参加自粛など様々に変化してい

ます。学習環境の変化に対して、地域日本語教育は柔軟に対応できているのでしょうか。 

茨城県国際交流協会では、平成 5 年度から日本語に通じていないために不自由な生活を強い

られている外国人への支援の一環として、日本人に基本的な日本語の指導方法を教える「日本語

ボランティア養成」を実施してきました。その結果、県内各地で日本語ボランティア教室が開設

され、その数は現在約 60団体・100 教室となっています。地域の日本語ボランティア教室には、

職業や年齢、レベル等が異なる様々な学習者が来ます。そのため、平成 10年度から実施してき

た「日本語ボランティアレベルアップ講座」だけでは、講師研修の要望全てに対応できなくなり、

平成 15年度より、県内在住の専門的な知識や地域日本語ボランティア実践経験等をもつ日本語

教師を「茨城県国際交流協会日本語教育アドバイザー」として登録し、日本語ボランティア教室

全体のレベルアップや、活動の活性化をめざして、依頼があった団体に講師を直接派遣してきま

した。 

外国人の急激な増加、日本人の人口減少・少子高齢化といった社会環境の変化、日本語に通じ

ていない外国人への日本語学習支援の難しさや日本語ボランティアの高齢化と担い手不足、教室

運営財源不足などの諸課題が今日的な問題となるなか、地域日本語教室の在り方が全国各地で議

論されています。 

茨城県国際交流協会は、地域日本語教育の体制づくりを関係機関と連携して進め、地域住民で

ある日本人と外国人とが共に協働する多文化共生のまちづくりの推進をめざします。 

（２）策定の目的  

茨城県国際交流協会は、茨城県からの委託を受け本事業に取組むにあたり、事前に方向性を明

らかにし、関係機関と共有いたします。また、事業の実施を通して、地域ごとに異なる外国人特

性があるなかで、それぞれの自治体や日本語ボランティアの皆さん等と顔が見える関係を築き、

共感する人と人とをつなぐことで、体制づくりの効果的な普及促進と相互連携を進めてまいりま
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す。さらに、外国人等の日本語学習者のニーズを把握し、地域の実情に沿った多様な日本語学習

支援が展開されるよう努めます。 

（３）計画期間  

 2021年度から 2023年度まで、概ね 3年間 

社会情勢の変化、国及び県の施策等の動向、事業進捗により適宜見直します。 

（４）策定体制  

原案は、総括コーディネーターを中心に茨城県国際交流協会が作成しました。2020 年度の体

制づくり事業において活動を行った地域日本語教育コーディネーター、県内有識者の意見を得て

初版をまとめました。 

２ 地域日本語教育の状況 

茨城県は地域日本語教育の体制づくりを効果的に推進するため、県内の日本語教育の実態調査

及び外国人県民の日本語教育に対するニーズ調査を行いました。（『茨城県地域日本語教育実態

調査報告書』（令和２（２０２０）年１２月）） 

調査結果（抜粋） 

（１）市町村（国際化主管課）  

⚫ 日本語教育における市町村の役割として、「教室を設置する団体等への運営サポート」

と考えている市町村は 86.4％となっている。 

⚫ 日本語教育の課題として、「外国人住民の日本語教育に対するニーズを把握できてい

ない」が 61.4％で最も高く、「日本語教室がない」は 22.7％、「日本語教育コーディ

ネーターがいない」は 20.5％となっている。 

⚫ 県への要望として、「関係団体等とのネットワーキング」が 47.7％で最も高く、「日

本語学習ニーズの把握方法」は 45.5％、「日本語指導者の募集・育成」、「他教室等

の先行事例等の紹介」、「自然災害や感染症発症時の情報提供の方法」は 43.2％とな

っている。 
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課題 

⚫ 日本語教育に係る情報の伝達や情報交換の場の不足 

⚫ 関係機関との連携体制構築・強化 

⚫ 日本語教室空白地域の解消 

⚫ 各自治体における外国人住民のニーズ把握 

⚫ 日本語教育コーディネーターの活用 

（２）県内在住外国人  

⚫ 「日本語の勉強経験がない」または「現在、日本語を勉強していない」と回答した人

（240 件）に日本語の勉強意向を聞いたところ、「勉強したい」は 60.0％だった。 

⚫ 日本語を勉強していない理由として、「日本語を勉強する時間がないから」が 57.1％

で最も高くなっている。 

⚫ 日本語を勉強するための環境として、「時間があれば勉強したい」は 65.4％となって

いる。また、「お金を払わなくていい日本語教室があれば勉強したい」、「日本語教

室が近くにあれば勉強したい」はそれぞれ 16.3％となっている。 

⚫ 日本語を使う場面としては、「仕事で」が 66.0％で最も高く、「いつもの生活や買い

物で」（43.2％）、「日本人の友達と話すとき」（42.3％）、「役所の手続で」（41.2％）

と続いている。 

⚫ 日本語ができなくて困ったことは「ない」が最も多いが、困った経験では「病院で医

者と話すとき」（26.5％）、「仕事で」（22.3％）との回答が多くなっている。 

⚫ 生活するために知りたい情報の入手方法をみると、インターネットや外国人の友だち、

職場の人が多い一方で、日本人の近所の人はわずか 7.5％だった。 

課題 

⚫ 時間があるときに自由に日本語が学べるアプリ等の提供 
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⚫ 企業等における日本語教育への理解・協力促進 

⚫ 就労している人も日本語学習ができる環境づくり 

⚫ 日本語を学びたい人のニーズに合った学習の場、学習方法の検討及び情報提供 

⚫ 県内在住外国人のニーズに応じた日本語教室の設置 

⚫ 学んだ日本語を活用できる場（交流の場）の提供、日本人住民との交流促進 

３ プロジェクト・デザイン  

（１）目標  

理念  

茨城県内において日本語を学びたい外国人等がどこにいても学習機会を得ることができる環

境と、地域日本語教室及び行政、関係機関の連携体制づくりを行うため、地域日本語教育の理念

を掲げます。 

 ・日本人と外国人とが安心・安全に暮らせる茨城 

 ・国籍・出身によらず、地域の構成員として誰もが持っている 

能力を発揮できる茨城 

 ・日本人と外国人とが相互に理解し、対等な関係をつくり、 

 ともに参加する活力ある茨城 

のために、 

「“新しい茨城の地域日本語教育”を自治体や関係組織が連携・協働して推進し、地域日

本語教室は多文化交流の最前線として、市民参加・交流により学習者のやりがい、生きが

いにつながる場になる」という地域日本語教育の体制をつくります。 

めざす姿  

⚫ 日本人、外国人が共に暮らしやすい多文化共生の地域社会づくりを推進します。 

⚫ 日本語教室空白地域の解消に取組みます。 

地域の像 
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⚫ 茨城県地域日本語教育コーディネーター（仮称）の設置をめざします。 

方針  

めざす姿の実現のために、以下の方針で取組みます。 

 

 

 

 

 

（２）取組み  

① 地域日本語教育人材（学習支援者等）の養成・確保 

理念に掲げた視点において、地域の日本語学習支援活動を担う市民を養成します。 

学習支援者の開拓講座では、学習者に寄り添い対話や相互理解を通して日本語学習支援を行

うことについて受講者と考えます。昨年度の振り返りとして、具体的な実感が湧くように、よ

り実践につながる内容を充実させます。また、外国人労働者が増えていますが、最も身近な日

本語環境は職場といえます。同僚である日本人も受講対象ととらえ、日本語コミュニケーショ

ンを通した対話や相互理解の考え方を広め、企業が日本語支援をしやすい環境づくりを推進し

ます。 

② 地域日本語教育に係る関係省庁施策等の最新情報の提供 

施策の最新動向やポイント等の情報提供を日本語学習支援者向けに各種媒体により行いま

す。 

③ 「協働の場」、「基礎日本語教育」の取組みの普及・推進 

地域日本語教育システムにおける「日本人・外国人の協働の場」、「（日本語に通じていな

い外国人等対象の）基礎日本語教育」の両方にバランスよく取組み、普及・推進を行います。

方針１ 
県内の地域日本語教育の体制づくりにおいて、茨城県国際交流協会が中

核的な機能を果たします。 

事業実施にあたり、県内の地域日本語教育に係る、日本語ボランティア

教室、市町村、市町村国際交流推進組織（国際交流協会等）、企業等と

のネットワーク化の推進や連携を図ります。 

方針２ 
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各地の日本語ボランティア教室自身の気づきを促すことで、自発的な将来の教室の在り方への

模索につなげます。また、日本語教育推進法の施行を踏まえ、地域日本語教育への自治体の取

組み方についても支援を行います。 

④ 先駆的な実践取組みを事例として紹介 

 モデルとなるような市町村レベルでの先駆的な活動を取り上げ、紹介します。 

 コロナ禍を踏まえ、e-ラーニングの活用等 ICT活用促進の検討を行います。 

本事業の枠組みのなかで地域日本語教育コーディネーター活動を行う地域実践者（文化庁研修

受講者及び当協会が認めた者、数名）は、茨城県国際交流協会にいる総括コーディネーターと連

携して取組みを進めます。 

 

総合的な推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総括コーディネーター 地域日本語教育コーディネーター 

茨城県国際交流協会 

（中核機能） 

市町村国際交流推進組織 市町村 

地域 

外国人 日本人 企業 学校 

日本語ボランティア教室 
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⑤ 中核機能の整備 

茨城県国際交流協会において、総括コーディネーター及び地域日本語教育担当職員が情報発

信・収集や会議開催・講座実施に係るコーディネート等を行います。 

⑥ 茨城県地域日本語教育コーディネーター（仮称）の設置に向け根拠となる実績づくり 

 文化庁「地域日本語教育コーディネーター研修」受講者を中心に、本事業における地域日本

語教育コーディネーターを担う協力者を募り、会議や研修講座の企画・実施、教室の立ち上げ、

その他体制づくりに必要なコーディネーターとしての活動と事例紹介等を行います。 

地域日本語教育システムの運用において必須となる地域日本語教育コーディネーターにつ

いて、2021 年度のコーディネーター活動を通して行政の理解を深め、設置すべき根拠を明ら

かにすることで、県予算の確保につなげます。 

⑦ 関係機関との連携の充実 

 日本語ボランティア教室、自治体、市町村国際交流推進組織を主な対象に、体制づくりへの

理解促進に努めます。自治体に対しては基礎日本語教育について具体的な取組の紹介を行いま

す。外国人労働者や技能実習生からの日本語学習ニーズを踏まえ、産業界への働きかけを行い

ます。外国人従業員が日本語コミュニケーション能力を向上させ、地域社会との交流接点をも

つことで、日本人とのコミュニケーションが促進されるだけでなく、地域における外国人の自

己実現や地域活性化につながります。国際交流協会の機能として、公益目的として、地域日本

語教室と企業や自治体との連携により、新たな地域日本語教室の設置、地域住民との交流の場

づくりを支援します。 

⑧ 地域日本語教育に係る課題の把握と解決への取組み、地域の関係者との情報共有 

体制づくり事業を進める中で、日本語ボランティア教室や市町村からのフィードバックを得

ることで、新たな課題の把握に努め、解決策を検討します。取組みが根付いてきた地域につい

ては、他地域に向けたモデル（グッドプラクティス）として取り上げ、具体的な実践事例の共

有を行うことにより普及促進を図ります。 
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４ 進捗報告 

プロジェクト・デザインの進捗に合わせ、県が設置し地域日本語教育に係る連携体制や施策の

方向性の検討等を行う総合調整会議に報告等を行い、適切な実施かどうか検討を受けます。また、

総合調整会議構成員から希望があれば、本事業で実施する講座等に出席してもらいます。構成員

以外の有識者等への働きかけについては今後検討してまいります。成果については県の施策への

反映に努めます。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域日本語教育の体制づくりを進めるためのプロジェクト・デザイン（茨城県国際交流協会） 

令和３（２０２１）年６月（初版） 

公益財団法人 茨城県国際交流協会 

 

〒310-0851 水戸市千波町後川 745 ザ・ヒロサワ・シティ会館分館 2 階 

TEL 029-241-1611 FAX 029-241-7611 メール iia@ia-ibaraki.or.jp 

URL http://www.ia-ibaraki.or.jp/ 
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