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「多様性を価値とする共生社会」をめざして

メンバー：都築則彦、村尾憲治、磯部宙、國吉真由、都築政憲
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名前:國吉真由(22)

所属:青山学院大学法学部
領域:千葉市主催のこども市役所など

名前：磯部宙（44）
所属：一般社団法人千葉スポーツライフアクティビティーズ
領域：知育教育事業、多世代を対象としたスポーツ教室の開催

名前：都築政憲（22）
所属：千葉大学教育学部研究生
領域：知的障害を持つ若者、持たない若者の交流と協働

名前：村尾憲治（68）
所属：多文化共生プロジェクト
領域：在住外国人・留学生との交流と共生

名前：都築則彦（26）
所属：NPO法人おりがみ理事長
領域：オリンピックを通じた若者の社会参画

メンバー紹介

若者からシニアまで、障害から多文化共生まで。
多世代・多分野のメンバーたち



千葉市の未来を考える上で、
最初に考えなくてはならないこと
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出典：日本の長期人口推移と予測（国土交通省「国土の長期展望」）

日本は2004年から、明治維新後の人口増加と同じスピードで
人口が減少する時代にある
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出典：人口将来見通し（千葉市）

千葉市のこれからの10年は、

人口減少が生じる 最初の10年
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３人に１人が高齢者となり、
人口の母数も減る中、

誰が千葉の地域を

支えていくのか？
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外国人 障がい者

注目される２つの主体
今の千葉に、外国人・障がい者を受け入れられる文化があるか？

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年

※いずれも、2020年までは市の発表、それ以降は当チームの予測値

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年
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外国人：人は増えてきたが市民は不寛容？
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土の人＝地域の人々

水の人＝若者
（土と風を繋ぐ）

風の人
＝外国人・障がい者



これからの10年でするべきは、
「多様性」を異質なものと捉える
のではなく、そこから「価値」を
見出す共生社会の構築

★ ★

多様性が「異質」で
疎外感を感じる社会

多様性を「価値」
とした共生社会

これを、未来を担う若者からつくっていく

多様性を価値とする共生社会 ➡未来ビジョン
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若者を中心に、
プロジェクトを企画できる場所やネットワークがあり

楽しくボランティアで取り組める地域社会

【在住外国人】
地域社会で溶け込み、若者と外国人市民の
活躍・ 貢献で多様性ある街づくりに
繋がっている社会

【障がい者】
障がいの有無にかかわらず相互に助け
合える共生コミュニティ。
学びや仕事（働き方）の選択肢が増え、
やりがい創出ができている。

誰も取り残さない社会

将来ありたい姿 具体的なコミュニティ像
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提言内容：外国人市民や障がい者と
若者・ボランティアを巻き込んでの
共生社会プロジェクト推進

活動内容：①調査 ②企画検討 ③イベント開催
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このプロセスを通して、若者・外国人市民・障がい者が共に成長し、
「多様性を価値とした共生社会」につなげていく



＜調査＞

◆理由：対象者（在住外国人や障がい者）の実態を理解する
◆場所（実施内容）
①市内の日本語学校・専門学校（在住外国人・留学生への訪問ヒアリング）
②市内の障がい者施設、特別支援学校（施設管理者・施設従事者への訪問ヒアリング）
③その他、外国人市民・留学生へ包括的アンケート
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・ 調査が必要な理由と場所

◆千葉市へのお願い事項：
①イベント等の共催、後援等の後押しをお願いしたい。

②継続調査を行うにあたり、関連団体との橋渡しをお願いしたい。

③課題の分析会議などを、千葉市の所轄課と共に進めたい。



＜企画検討例＞

◆若者と一緒に企画を考え、学び、語り合う機会を設ける
①若者の「やりたいこと」を明確化する合宿プログラム（年1回）
②合宿で示した内容を具現化するワークショップ（月1回）
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・ どのように運営し、恒久的な発展を目指すかの一例

◆千葉市へのお願い事項：
①合宿・ワークショップ開催会場の提供をお願いしたい。

②課題毎の知見者・ゲスト・講師の手配のご協力をお願いしたい。

③ これらの活動に、市の若手職員さんなどにご参加頂きたい。

④若者を、どのように、いかにして集めるか意見交換の場を一緒に作りたい。



＜プロジェクト例＞

◆ 「セミナーやシンポジウムの開催」
・・グループワークで楽しみながらお互いを知る
・・「気づき」や「学び」を得て、未来の共生社会作りに貢献

＜目的＞
⚫ 外国人留学生が、日本の若者や一般市民と、お互いを知るために交流する
⚫ 千葉市のまちづくり推進活動と連携し、活動範囲の幅を広げる
⚫ 多文化共生社会をみんなで考える、「きっかけ」の配信
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イベント開催
→ ① 「セミナーやシンポジウムの開催」



＜プロジェクト例＞

◆ 「千葉市障害者福祉大会のコーディネート」
・・市内在住の若者や障害当事者が企画ボランティアをする
・・若者目線でアレンジした障害者の祭典を開催する

＜目的＞
⚫ 「参加者層の高齢化」を解決し、多世代化を実現する
⚫ 若者を中心とした魅力ある福祉大会を行う事で、若者世代の興味を促す
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イベント開催
→ ②千葉市障害者福祉大会のコーディネート



課題の（入口）
例）千葉市在住の外国人留学生は市民と

コミュニュケーションできる機会が少ない
メンバー構成 役割

課題の（出口）
アンサー例）市内在住者が世代間を超えてお互いを
知る定期セミナーを作った

まちづくり未来研究所
現行「共生チーム」メンバー5人

◆全体の統括・推進と事務局
①課題着手~解決のフローを
作成

②行政、関連団体との協働先
を検証、マッチング

③ Ｂ・Ｃの検討場所の確保
④全体ロードマップ監理

• 解決策の最終決定~発信
①実績の記録・マニュアル化
②行政へ報告・社会へ発信（web・広報誌）
③ 関係者へのインセンティブ送付

• 高校生・大学生・行政、企業な
どの若者中心

• 外国人・留学生
• 障がいを持つ方

等々、千葉市民で構成するメン
バー

◆幅広い意見・アイデア収集
◆活発な議論と取組
ネットワークから解決に導ける
人材をピックアップ
①知見者
②多様な人材

• 個の範囲にとどまらないコミュニティを形成
(顔の見えるメンバー形成）

① 各コミュニティからボランティアを公募
②希望、やりがい、知的好奇心を刺激しネット
ワークを広げるアイデアを意見交換

・多様性・多世代メンバー
• 問題提起者
• B:多様性＆若者ボランティア

A:推進チームからも出向
• プロジェクトの知見者、協力者

◆プロジェクト遂行の為の実行
委員会。
①解決を導く企画作成
②具体的取組

• 具体的行動
①企画・プロジェクト・勉強会を開催
②関連団体から情報収集（国際交流協会・市
民ネットワーク）

③ 定期セミナー開催を解決策として決定
④広報し参加者を募集
⑤ トライアルの開催
⑥年度を通した具体的開催場所、開催日を決
定

例：共生社会実現 連携全体像 補足

B:多様性＆若者
コミュニティ

C:プロジェクト
実行委員会

（赤字）行政に協力して欲しいことVer.3 5.27

A:チーム共生

（プロジェクト司令塔）
↑

具体的に

社会へ発信課題の流れ

解決策の流れ



ロードマップ

2021年：準備期
コアになる若者との関係性構築、障がい者・外国人とのネットワーキング、
セミナーゲスト講師やパネリストの選定・依頼 行政との協働体制の模策

2022年：発足期
キックオフ・トライアル、中小規模なイベント実施

2023年：確立期
体制確立、大規模なイベント実施
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学生団体おりがみ Earth Light Project

２つの日本最大規模の学生ボランティア組織 （ご参考）

学生団体では日本唯一の、
オリンピック・パラリンピック公式企画
「東京2020参画プログラム」主体団体
（メンバー230名、40大学）

分断された世界をつなぐため、炎を成層圏へ打ち上げるPJ

CAMPFIRE「チャレンジ」カテゴリで歴代3位の調達金額
30団体、総勢2710名による連合プロジェクト
メンバーは各団体の代表など190名 19



例：共生社会実現 連携全体像

、

千葉市ＯＯ部ＯＯ課

共生プロジェクト推進
チーム （共生チーム）

個々のＰ実行委員会

市国際交流課・国際交流協会
千葉大学 移民・難民スタディ―ス
房総多文化ネット・神田外語大学学生ボラセン
中村学園・双葉外語学校

対象者：外国人市民・留学生

地域社会 （一般市民 学生 子ども）

共生ボランティア
◆多様性志向の若者

◆積極的な外国人若者
◆活動的な障がい者

誰が

どんなふうに

何を

誰に

まずは知る事：調査・周知・啓蒙
◆異文化理解セミナー
◆多文化共生パネルＤ
◆外国人市民 アンケート実施
（特に留学生・技能実習生の実態調査）

共助と交流
◆留学生情報交換＆交流会
◆地域イベント
多文化フードFes
拡大日本語スピーチ大会
音楽＆ダンスFes
国際夏祭り浴衣試着・写真
その他
◆

（推進司令塔）

ボランティア運営参加

通常参加

取組プロジェクト例

ＮＷ化
参画？

支
援・
連携

支援・連携

連携団体

実行・活動
企画参加

企画・実行支援

応援

（多文化共生版）Ｖ３

一般参加

参加

開催

参
加
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