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会  議  録 

会議の名 称 令和２年度第１回東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会 

開催日時 書面による協議（提出資料締切：令和２年７月２７日（月）※必着） 

開催場所 ― 

参加者 

及び 

不参加者 

●参 加 者：渡戸一郎委員、島田道明委員、ヨンケーレ・ヨアヒム・ピ

ーター委員、カルティカ・ハンダヤニ・アンバリ委員、細

野研委員、髙尾戸美委員、中山眞理子委員、伊達春莉委員 

 

●不参加者：髙野惠一委員、余慧慈委員 

傍聴の可否 ― 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
― 

 

会議次第 

 

〇協議事項 

（１）東村山市第２次多文化共生推進プラン進捗状況（平成３１年度・

令和元年度）についての協議 

（２）今後の提言書作成について 

問い合わせ先 

市民部市民相談・交流課多文化共生係 

担当者名 市村 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２５５８） 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６ 

【会議開催経緯】 

・令和２年５月２０日 開催日決定 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面による協議への変更 

・令和２年７月１６日 書面協議への変更を通知、開催通知・事前資料送付 

・令和２年７月２７日 「質問及び意見記入票」提出締切日（当初の協議会開催予定日） 

 

【協議事項】 

（１）東村山市第２次多文化共生推進プラン進捗状況（平成３１年度・令和元年度）に

ついて 

 

＜質問＞ 

 

〇会長 

「８．外国人市民の多文化共生事業への参加促進」（市民協働課担当）は、自治会活動を

含め、外国人市民の地域活動参加の促進を主眼としているが、そこで周知したいとして

いる青葉地域センターにおける多文化共生事業は、どのようなものか。 

 

〇委員 

資料：3－1 表紙等 2 ページの修正の提案。基本目標 II 課題１、施策方向性について。

「2.外国人市民の日常生活における多言語化」と書いてあるが、「2.外国人市民の日常生

活における情報の多言語化」に修正したほうがよいのではないか。 

 

〇委員 

この度のコロナ禍期間に、多文化共生推進プランに基づいて動いた事例等があれば具体
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的に教えてほしい。 

緊急事態はまだ継続中だが、東村山市民として日本国籍市民同様の国からの支援がスム

ーズに受けられたのか、感染や対策のサポートはできたのか、そういったことは経験値

として加え、プランの更なるバージョンアップができるようであれば理想的である。 

オリンピックを通じたものは、残念ながらかなり微妙な状態であり、客観的に事態を見

守り、以前のように力を注ぐような形は路線変更せざるを得ないかもしれない。今後ど

のように展開するか、そこは市民も長期スパンで注目している。 

 

〇委員 

年初に、参考情報として、市内の外国人／総人口数、主な国籍、前年比等の情報提供を

していただきたい。 

今後の会議形態だが、メール審議で進めるのか？他市ではオンライン会議（ZOOMや Skype

等）も導入されているので次回も対面が難しいようであれば検討していただきたい。 

 

＜協議 基本目標Ⅰ「日本人と外国人が共に活躍できる環境の整備」について＞ 

 

〇会長 

①日本語教室の積極的周知とともに、質的向上および安定的な運営に向けた支援に引き

続き取り組まれることが重要である。そのために日本語教室参加者の状況把握が必要に

なる。 

②就労・雇用関係の情報提供のうち、「７．外国人市民向けの就労に関する研修の実施」

は「実施予定なし」とされているが、コロナ禍でより脆弱な立場に置かれがちな外国人

市民の実情を踏まえて、開催の内容および必要性を適切に判断すべきである。 

③「９．災害時外国人支援（語学）ボランティアへの登録促進」は、指示待ちボランテ

ィアにならないように、実践的な集合研修など、参加の機会提供の工夫が重要である。 

 

〇委員 

「課題１ 日本語及び日本社会に関する学習支援」について、日本語がわからない外国

人のために、日本社会に早く慣れ、自立できるような目標だと思う。教室提供だけの実

績しか見えない。教える立場の責任と結果を結び付けに関してどう考えているか。 

 

〇委員 

外国人市民に対する日本語学習支援の充実や拡大は概ね高い評価を得ているようであ

る。①この目的に寄与している全ての団体が活動を継続し、発展していくよう、研修そ

の他活動に必要な充実を図るために、等しく支援体制を取る。②数量的拡大だけでなく、

質的向上・充実を得るために、定期的なきちんとした研修制度を保障する。③教室の支

援の内容が学習者の需要を満たしているか、アンケートや聞き取りを行い、適応するよ

うに支援する。 

外国人市民の就労問題は非常に難しいと承知しているが、以前の協議会での外国人委員

の発言で、日本語学習の必要性と就労促進支援が最大の関心事であったことを考えると、

緊急課題であろう。今後の市民としてのパートナーシップを保障するためにも大きな意

味を持つ。 

 

〇委員 

資料「進捗状況における課題点」について 
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「日本語教室参加者の状況把握、日本語教室の積極的周知」について、東村山市の公式

ホームページから外国人向けの日本語教室へのリンクを連携させることを提案する。現

在のホームページを見てみると外国人の私からすれば、日本語があまり堪能でない外国

人には少しわかりづらいと思うので、情報収集には参考になるようなホームページに改

良したほうがいいと思う。English サイトをクリックしてみたら、2015 年のマイナンバ

ーについての情報のみだったので、ここで積極的に新たな情報を発信し、改善すること

を提案する。 

「就労に関する支援」について、就労に関する具体的な支援の形を記載し、実施するこ

とと明確にすることを提案する。例えば、「就労に関する問題等についての相談業務セン

ターとの連携を強化する」など。 

 

〇委員 

これまでに就労支援の具体例はあるのかどうか。 

 

〇委員 

「３．日本語教室等のボランティアの講習の実施」 

新規加入のボランティアの人数、総数を教えてほしい。（※平均年齢も） 

募集方法に関して、「福祉だより」はどれだけの部数を発行し、どのような方法で配布し

ているのか。若年層がボランティアに加わるためには、SNSを含めた情報発信についてど

のような取り組みをしているか。 

 

＜協議 基本目標Ⅱ「全ての外国人が安心し、生活をより楽しむために必要なサポート

の充実」について＞ 

 

〇会長 

①「１０．多言語での行政情報の提供」については、市の HPの多言語化のための自動翻

訳の正確性を適宜チェック・補正できるように努める。 

また、外国人市民向けサイトを設け、基本的な情報をメジャーな外国語で提供するとと

もに、より詳細な情報については各言語化サイトに誘導する仕組みを構築する。 

②HP 上の新型コロナウイルス感染症対策に関連する施策・事業の広報が多言語で行われ

ることが重要である。その際、東京都や民間団体の多言語情報サイト（わかる日本語を

含む）にリンクを貼ることも積極的に取り組まれてよい。さらに、問い合わせ等に対応

する相談体制の強化も重要になる。 

③「１２．わかる日本語等における情報提供」については、翻訳機の導入とともに、「わ

かる日本語」の庁内研修を引き続き実施し、全庁的な取り組みに広げていくことが重要

である。 

④「１８．生活便利帳の更新」は、市の HP で提供する外国人向けサイトと連動する内容

構成にするよう工夫する。 

⑤「２４．日本語適応指導」について、学校等に対して、東村山市子ども日本語教室の

実績を示し、その活用を積極的に周知することが重要である。 

⑥医療通訳を含め、「３０．多言語対応の医療機関の情報の収集・発信」に継続して取り

組むことが必要である。 

 

〇委員 

「課題２ 外国につながる子どもたちに対する日本語学習支援の拡充」について、外国
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人の子どもたちに関して、さまざまな年齢で日本にやって来て、例えば中二で日本に来

て、日本語の支援以外、学習の支援も必要ではないかと思う。学校だけの力ではたりな

いと思う。この子達の将来を考える何か対策を考えたほうがいいのではないか。 

 

 

〇委員 

情報の伝播は多国籍の市民に対しては困難であるが、全ての情報の周知が可能となるよ

うに、あらゆる手段を通しで、あらゆる分野の情報の伝達を「多言語＋易しい日本語の

発想を以て拡大していくことが必要である。 

今後とも必要な研修などを市民・市職員に対して、継続的に行い裾野を拡げるよう努力

する。外国人市民のニーズを調査し、どのような情報を知りたいか把握し、情報の冊子

を多言語で作成する。 

市に在住する、日本語の支援を必要とする児童・生徒への日本語指導・支援事業は急務

である。だれも置き去りにしない教育こそ、東村山市の掲げる教育指針であると聞いて

いる。文部科学省の指針を受けた教育システムが実現することを強く要望する。 

 

〇委員 

資料「進捗状況における課題点」より 

外国人市民にとっても見やすいホームページの作成（わかる日本語（やさしい日本語）

を用いた表記にする等）。 

学校等に対する東村山市子ども日本語教室の積極的な周知。 

多言語対応の医療機関や医療通訳等の情報収集及び情報提供 

→外国人にもわかりやすいホームページの作成はとてもいい体制だと思う。早急に完成

させたほうがよいと思う。これによって、様々な情報をやさしい日本語で外国人市民に

周知させることができる。 

 

〇委員 

（質問事項の）具体的なサポート事例（補助金申請など）を踏まえたものが加えられる

のが望ましい。 

 

〇委員 

「５．東京都外国人支援ネットワークとの連携による専門家相談会の充実」について、「外

国人市民の関係する団体等」には、どのような団体が、どのくらいあるかリストがあれ

ば示してほしい。 

「２２．多文化共生にかかる情報共有の場、機会等の設置」について、一市民として、

情報を得ることが難しいと感じている。組織（多摩六都科学館）として、情報提供が難

しいと感じている。 

 

＜協議 基本目標Ⅲ「日本人、外国人が相互に多様性を尊重し、共に支え合う意識の醸

成」について＞ 

 

〇会長 

・「３４．東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会におけるホストタウンと

しての海外交流」は、1年延期にともない、中華人民共和国のホストタウン事業を一過性

のものにしない工夫がさらに求められる。 
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・「３５．市民カレッジにて市民が多文化を受け入れる機会の提供」、「３６．外国人市民

と日本人市民の交流の促進」、「３８．国際理解教育における外国人市民講師の機会提供」

などを通じて、多様な市民の交流が広がり、深まるよう積極的に工夫する。 

・「４０．東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会における外国人市民の参加」を土

台に、市における他の審議会・委員会などにも外国人市民の参加を広げていくことが求

められる。 

 

〇委員 

市民同士皆がお互いに国籍を超え、お互いの価値を見出し、信頼し合って社会の構成

員として支え合う、その前提となる条件を整えようというのがこの目的の根幹であろう

が、その目的のために行っているイベント等が、この目的を果たすのに役立っているか、

どういうものが相互にとって意味があり、実を得ることができるのか、再度、検討・検

証する必要があるのではないか。従来の枠組みに捉われない、基本的な意見交換が必要

なのではないか。 

 

〇委員 

資料「進捗状況における課題点」より、「多文化共生事業の積極的な周知」、「外国人市民

向けの交流事業のあり方の検討」と記載されている。こちらもやはり外国人市民向けの

ホームページの開設がとても重要になってくる。外国人が情報収集しやすいホームペー

ジがあれば、市民に行事を周知させることもでき、市民からの声も直接聞くことができ

る。 

 

〇委員 

周知と交流事業を通じた実用性のある関係性づくり強化。 

 

〇委員 

「３５．市民カレッジにて市民が多文化を受け入れる機会の提供」について、一市民と

して情報が入ってこない。具体的にどれくらいの周知活動を行っているのか（WEBであれ

ばアクセス数、紙面では発行部数）。 

関係者のみの PRでは、参加者増が見込めない。具体的な対策を検討する必要があると

思う（手法を変え、前年度の実績と比較する等）。 

「３７．諸外国の経済情勢や日本との関わり等の講座の実施」について、謝金が足りな

いとのことだが、文化庁や東京都等の助成事業等の活用を検討はいかがか。 

 

＜協議 基本目標Ⅳ「災害時における外国人支援の体制構築」について＞ 

 

〇会長 

・外国人市民への防災意識の啓発が、多言語で随時行われることが重要である。 

・外国人支援マニュアルの見直しに際して、コロナ禍のもとでの避難所のあり方も検討

し、また、多言語支援センター立ち上げ訓練にも反映させることが必要である。 

・総合防災訓練において、外国人市民の参加・協働を継続的に図ることが重要である。 

・災害時外国人支援ボランティアへの定期的な情報提供とともに、指示待ちボランティ

アにならないような、実践的な集合研修の開催が行われることが必要である。 

 

〇委員 
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東村山市が高い意識をもってこの問題に臨み、今まで東京においてはリーダーシップ

を持って取り組んできていることには敬意を表す。しかしながら、その視点は、外国人

支援としての位置付けを超えていないのではないか。この分野だけ突出した成果は期待

できないが、国籍・言語を超えた、市民の立場でのシステム作りができないか。ある意

味で、基本目標のⅠ．Ⅱ．Ⅲが達成できてから、になるかも知れないが、外国人＝弱者

と考え支援するのでない、共に支え合い、支援し合うシステム作りを目指す視点が肝要

である。 

 

〇委員 

資料 P７「令和２年度の予定、展望」は５点がある。一方、「総括」にも書いてある通り、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業実施については制限がある。これから

の予定、展望はどのように行う計画があるか（特に、マニュアルの見直し）。 

P７、「平成３１年度・令和元年度結果・令和２年度の予定、展望」、基本目標 I、IV、V： 

情報交換地域としては「第１０ブロック」と数回ある。（例えば、基本目標 IV は「第１

０ブロック防災委員会との情報交換」とある。）第１０ブロックという地域を拡大する計

画があるか（この前に話した、第八方面＋所沢市へ拡大する提言）。 

 

〇委員 

コロナ禍の具体例の検証。 

 

＜協議 基本目標Ⅴ「多文化共生施策の推進体制の整備」について＞ 

 

〇会長 

・「 ５２．東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会の開催」について、回数を増や

し、各年度の重要テーマに焦点を置いた検討が深められるように努める。 

・市民団体との中長期的な多文化共生推進のための課題の共有。 

・全庁的なわかる日本語（やさしい日本語）の浸透。 

・外国人市民が求める情報を意識した情報の収集。 

・翻訳アプリの活用方法の研究と推進（定期的な手続き業務をスムーズにする）。 

 

〇委員 

職員に対する易しい日本語の普及のための研修を始めたことは評価したいが、それが

全庁的に拡散し、実を上げるためには、実際に日常の職務に現れなくては研修だけで終

わってしまう。真剣にコア人材を育成し、各部署が、易しい日本語で、従来の文書書き

換えに挑み、ガイドブックを作成し、窓口対応の訓練をし、市報に見えるように顕在化

していくことが必要である。 

 

〇委員 

資料「進捗状況における課題点」より、 

①市民団体との中・長期的な多文化共生推進のための課題の共有。 

②全庁的なわかる日本語（やさしい日本語）の浸透。 

③外国人市民が求める情報を意識した情報収集。 

④翻訳アプリの活用方法の研究と推進。（定例的な手続き業務をスムーズにする。） 

①と③の課題点については、外国人向けのホームページ（市の公式ホームページ英語版

等）を活用する事が必須だと考えられる。 
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〇委員 

がんばってください。 

 

＜協議 その他の意見＞ 

 

〇会長 

・全体として、新型コロナ感染症対策を踏まえた提言の検討が望まれる。 

・なお、昨年度の提言のうち、継続して重要だと考えられる提言については、今年度の

提言のとりまとめにおいても、重複を厭わず提言としていくことが重要である。 

 

〇委員 

「５段階評価（５＝高い⇔１＝低い）による事業の達成度は、５３事業中、評価１が２

項目、評価２が１項目、評価３が１３項目、評価４が１８項目、評価５が１９項目とい

う結果となり、全体の約７割は評価４または５となっているが、再度課題となる点を整

理し、より高いレベルで達成できるように事業に取り組んでいく必要がある。」と書いて

あるが、誰から評価をいただいたのか。 

 

〇委員 

令和２年度において、新型コロナウィルスの感染拡大の影響でいままで経験したこと

のないことが多数起きた。これによって、市民が共有する情報の周知の手段として、イ

ンターネットの機能は大変役に立つ。市民への周知のために、インターネット通信の活

用、そして、事案に対する体制構築がとても重要になってくる。対面式の対応が困難に

なった今、電話対応、もしくはインターネットによる情報提供がますます大事になって

くるので、遠隔対応の形態であっても、今までと変わらず市民に強い連帯感をもち、多

文化共生のプランを推進し、実現させることが今私たちにできることではないか。 

 

〇委員 

緊急事態時の特例が、どこまで臨機応変にできたかどうか。 

保健所や病院とのリンク、疫病流行に対応できているかどうか。 

国の施策は後手後手、もしくは無計画と認識せざるを得なかったが、地域自治体とし

て今回の具体例の検証を行い、それに振り回されることなくスムーズに前進するような

形を望む。この期間は、おりしもマイナンバーカードが注目されてきたが、東村山市が

外国人市民へそれを積極的に活用してゆく方法もあると思う。保険証や銀行口座等のサ

ポートが、個人情報問題等の障壁なく迅速に行われることが必須である。 

 

〇委員 

総括ページ５行目の「転入時における外国人市民への・・・」に関連して、多摩六都

科学館では、英語、中国語、韓国語のパンフレットがあるので、配布していただきたい

のだが、お願いできるか。 

事業の実現に当たり、費用が発生するものについては、一市単独で行うより第 10ブロ

ック会議で共に行う体制を構築したほうが最終的には効率的かつ効果がでるのではない

か。そのためには、会議体だけでなく、事務局機能を設けるほうがよいと考える。 
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※後日、不参加の委員より「質問及び意見記入票」の提出があった。内容は下記のとお

り。 

 

＜質問＞ 

〇委員 

未曾有の世界的な新型コロナウイルス禍の現下、終息の目処が立つまでは、これまで

の考え方、対応について変えざるを得ないのではないか。基本的には、「生活」に関して

重要な就労・雇用、医療、給付金・補助金受給についての相談窓口の周知・充実が必要

と思われる。 

 

＜協議 基本目標Ⅰ「日本人と外国人が共に活躍できる環境の整備」について＞ 

 

〇委員 

新型コロナウイルス禍における学習支援、就労研修について、それらの会場の確保を

含め、開催そのものが難しいのではないか？三密を避ける対応と学ぶことの両立は学校

現場でも苦慮している状況がある。ＩＴ機材を利用しての対応は一つの方策であるが問

題点も多く有ると聞き、決め手とは成り得ないと思われる。 

 

＜協議 基本目標Ⅱ「全ての外国人が安心し、生活をより楽しむために必要なサポート

の充実」について＞ 

 

〇委員 

外国人市民が生活するうえで(現下での)困窮の相談例を具体的に取り上げ(一問一答

方式で)市のホームページ（多言語で）で示す。 

 

＜協議 基本目標Ⅲ「日本人、外国人が相互に多様性を尊重し、共に支え合う意識の醸

成」について＞ 

 

〇委員 

オリンピック・パラリンピック開催の延期を始め、新型コロナウイルスの関係で市の

関連する語学講座、市民産業まつりなどの中止が相次ぎ交流の場そのものが設けられな

い状況である。しかし、この様な状況下に対応する内容での交流事業の在り方を検討す

る。 

 

〇委員 

地域社会における多様性を受け入れるための意識啓発。 

ホストタウン認知度向上のために学校給食に中国料理を提供することについて、提供

予定しているのはどういう中国料理か。今現在の学校給食に提供した中国料理かそれと

も特別の中国料理か。中国南の料理か、中国北の料理か。なぜなら南の主食は米だが北

の主食は小麦で、料理の幅が広い。 

 

 

＜協議 基本目標Ⅳ「災害時における外国人支援の体制構築」について＞ 

 

〇委員 
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現下、災害時の避難所のあり方も見直しが必要になる。九州地方の豪雨災害の避難所

を参考にすると、避難者間のソーシャルディスタンスの関係から長期間の密集は難しく

なる。従来、基準としていた施設毎の収容人数(許容人数)は減らさざるを得なくなるこ

とから避難所の増設、それに伴う避難所運営者の増員も検討するべきと思われる。 

 

＜協議 基本目標Ⅴ「多文化共生施策の推進体制の整備」について＞ 

 

〇委員 

外国人市民の現下において必要性の高い情報の提供が急務と思われる。まず、現下に

おける必要性と解決策の検討が重要と考える。 

 

＜協議 その他の意見＞ 

 

〇委員 

総ての社会生活が新型コロナウイルス禍により根底から覆ったと言っても過言ではな

いと思われる昨今である。しかし、終息までは「with コロナ」として考えていく必要を

感じる。 

５３事業に関して所管より回答を得た評価「４」「５」の維持・継続、評価「３」につ

いての底上げを図る。なお、評価「１」「２」(３項目)に関しては、新型コロナウイルス

の影響が考えられ、不可抗力的な面が否めないが、現状に即応したものとして取組を行

ってはどうかと考える。 

 

〇委員 

コロナで普通の日常が日常で無くなる、ソーシャルディスタンス、自粛を求めること

で、対面式コミュニケーションが在宅やウェブ中心になり、コロナ中に出勤して行政業

務対応する皆さんに感謝している。 

 

 

（２）今後の提言書作成について 

提言書案について、会長と事務局が作成することについて一任をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


