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会  議  録 

会議の名称 令和２年度第２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 令和２年９月２３日（水）午後７時００分～午後８時３０分 

開催場所 本庁舎 ６０１会議室 

出席者 

及び 

欠席者 

●出席者： 

（委  員）渡戸一郎委員、髙野惠一委員、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、余

慧慈委員、中山眞理子委員、伊達春莉委員 

 

（市事務局）肥沼裕史市民部次長、大西弥生市民部 市民相談・交流課長、

市村僚子市民部 市民相談・交流課 多文化共生係長、東山翠市民部 市

民相談・交流課 多文化共生係員、杉田理恵多文化共生相談員、今井菜

子多文化共生相談員、張琳多文化共生相談員、梅澤香織多文化共生推進

員 

 

●欠席者：細野研委員、髙尾戸美委員 

傍聴の可否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
なし 

 

会議次第 

 

１．開会 

２．協議事項 

東村山市第２次多文化共生推進プラン進捗状況調査結果（平成３１

年度・令和元年度実績）に対する提言（案）について 

３．その他 

４．閉会 

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  経  過  

 

１．開会 

◯事務局 

・出席状況の報告（会議の成立） 

 ・新規職員、復帰職員の挨拶 

 

◯肥沼市民部次長 

 ｗｉｔｈコロナということで、会議を書面による協議やオンライン開催などの方法を

模索しながら進めてきたところである。今回も、委員には書面で提言案を提出していた

だいたが、事務局でまとめさせていただいた。この会議で、ご意見をいただきながらま

とめてまいりたい。 

 

〇会長 

 次長の言う通り、ｗｉｔｈコロナということで、どのような形で会議を持てるか模索
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中である。任期最後ということで、最後に時間が取ることができれば一言ずついただき

たい。 

 コロナ禍で東京２０２０オリンピック・パラリンピックが延期になったことについて

も、今回の提言に若干反映させている。今回は資料が配られていないが、９月半ばに総

務省の「地域における多文化共生推進プラン」が改訂された。ｗｉｔｈコロナを踏まえ

て、新しい日常に対応したプランということと、多様性と活性化ということで、外国人

市民のかたに活躍いただけるようなところに重点が置かれたものとなっている。併せて

町内会や自治会などの地縁的な組織に対する参加なども強調されている。 

 昨年から、都立高校の外国ルーツの生徒の支援活動を行っている教員を中心にした

「TEAM NET」が立ち上がる。共同代表の一人ということで準備しているところであ

る。在留資格等の問題で、家族滞在の子どもが就職時に壁にぶつかる。入管も考え方を

修正して、そのような高校生が就職できるように、在留資格の変更に対する措置を今年

に入って行っている。そういったことも含めて、何かできることはないかと思っている。 

 本日の議事について事務局からお願いする。 

 

〇事務局 

 本日の傍聴の申し出はないが、傍聴の希望があった場合、入場を許可してよいか。 

 

◯委員 

許可する。 

 

◯事務局 

希望があれば入場を許可したいと思う。 

 

２．協議事項 

〇会長 

 東村山市第２次多文化共生推進プラン進捗状況調査結果（平成３１年度・令和元年度

実績）に対する提言（案）について、協議する。事務局から、提言作成までのスケジュ

ールについて説明していただく。 

 

〇事務局 

 第１回の書面協議による開催時に委員の皆様に提出いただいた意見書を元に、会長と

事務局で調整し案を作成した。本日の協議を受けて、今後、会長と事務局で再度修正す

る。委員の皆様には修正した提言書案を１０月７日（水）にメールもしくは郵送する。

短い期間で申し訳ないが、１０月１４日（水）までに確認の結果を連絡いただきたい。

詳細は、提言書案と合わせて送付する。 

 市長への提言提出は１０月２２日（木）午前１１時からとなっているが、今年度は新

型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、会長及び副会長のみのご出席とさせてい

ただきたい。 

 

〇会長 

 質問はあるか。なければ次に進める。 

 提言書の総論、目標ごとに見ていくので、ご意見があれば是非お願いしたい。 

 「はじめに」については、私が書いた。今年の７月までの過去５年間で外国籍の住民

のかたが増えた。５年間で３０％を超える伸びになっている。外国人のみの世帯も４２％

増えている。家族のレベルで多文化化も進んでいて、この傾向は続いていくと思われる。
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パンデミックのもとで、従来弱い立場の人がより弱い立場に追い込まれている。いじめ

や中傷、差別も一部では発生している。その中で、国、自治体、民間団体から支援策が

出されたが、この支援策について多言語、わかる日本語（やさしい日本語）による情報

提供や相談対応が求められている。東京都の「東京都外国人新型コロナ生活相談センタ

ー（TOCOS）」が立ち上げた。東村山市も外国人市民からの相談件数が増えており、相

談事業の重要性が改めて確認されている。 

 今回、ｗｉｔｈコロナのもとでの審議ということになるが、この提言を是非施策に反

映してもらいたい。 

 「総論」について説明する。国の入管法の改正によって、「外国人材の受け入れ・共生

のための総合的対応策」が順次予算がつき実施されている。しかし実際すべて国が出し

てくれるわけではないという問題もある。国の関連省庁の統合的な機関としては「外国

人在留支援センター（FRESC）」が四谷に開設された。外部の専門的機関との提携も重

要である。対面と、オンラインという間接的なコミュニケーションの方法が活用される

ようになった。交流や支援のあり方を検討していく必要がある。正確な情報伝達が重要

な役割となるため、わかる日本語（やさしい日本語）が今後ますます必要となる。 

  

 意見や質問はないか。 

 

 では、基本目標Ⅰについて。皆様からいただいた意見を事務局で整理し、私も手を加

えた案である。今日ご意見をいただき、最終的なものにしてまいりたい。 

 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。日本語支援に

ついてのわかりやすい情報提供、周知、ＰＲ。ニーズをふまえた上で、開催時間や場所

のことも含め、ニーズに合った支援をすべきである。日本語教室の指導者への研修や、

より広く日本語教室の担い手を増やすために積極的にＰＲしてほしい。外国人市民には

日本語の習得に加えて安定的な就労の確保が必要であり、ハローワークとの連携等、就

労支援が必要である。 

ここまででいかがか。意見があれば後でも伺う。 

 

 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。わかりやすいホームページにしてほしい。あるいは特定のページに誘導して

外国人市民向けの情報を提供する。多言語に加えてわかる日本語（やさしい日本語）を

用いる。多言語化については正確性が重要である。多言語情報が提供されている関連機

関のリンクを貼る。知りたいことをすぐに検索できる情報提供の方法を検討することを

提案する。外国につながる子どもの置かれている状況を学校・行政などが把握し、丁寧

な関わりが必要である。入学・編入時において子どもや保護者に対して丁寧な説明が重

要になる。これは昨年度の提言を再掲している。文部省の指針もこの２年ほどで変わっ

たので、そういった指針を受けた教育システムの実現を強く要望する。東村山子ども日

本語教室の活用を積極的に促し、市の教育委員会とも連携した取り組みが必要である。

多言語対応の医療機関、医療通訳などの情報収集及び情報提供については、引き続き東

京都や他の機関とも協力しながら必要なときにすぐ提供できるような準備をしておくこ

とが重要である。 

 ここまででいかがか。 

 

〇委員 

 ホームページやガイドブックなどの多言語化というのは、何か国語か。 
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〇事務局 

 英語、中国語、韓国・朝鮮語で、自動翻訳という形でホームページは公開されている。

重要な情報に関しては、相談員が翻訳をして掲載するなどしている。 

 

〇委員 

 わかる日本語（やさしい日本語）について、進捗は？ 

 

〇事務局 

 ホームページの進み具合ということか。 

 

〇委員 

 ホームページ上も含めて全てにおいてどうか。 

いろいろと努力されているのは知っているが。 

 

〇事務局 

 庁内の職員向け研修を重ねているが、現実的には発行物などにまで活用しきれていな

いというところである。 

 

〇委員 

 今、東京都生活文化局を中心にわかる日本語（やさしい日本語）の流布に力を入れ、

非常に進んでいる。この前も、東京都の主導で東京都、武蔵野市国際交流協会、調布市

国際交流協会、小平市国際交流協会、中野区国際交流協会の５団体が同一の課題を同時

に、時間制限を加えて翻訳し、翻訳文を共有し、リモートで研究を始めている。この分

野における先導的な各協会に、手を挙げて加わって貰い、研鑽している。これをもっと

進めていくことができると思う。自動翻訳機もあるが、限界もあるというのが現状。そ

れも考えながら、できると良いと思っている。参考までに、中野区の国際交流協会では、

職員５人・教育委員会３人・公立学校の先生・他県庁・日本語ボランティア・一般区民

に向けて、わかる日本語（やさしい日本語）の６回連続の研修会をした。修了者にはバ

ッヂを付けていただいて、街で安心して声をかけていただけるように広げていこうとい

う運動も始まって、今研修中である。手法はいろいろである。努力なさっているのは知

っているが、多言語化にはやはり限界があるので、どこを底上げしていくか広範的な発

想でみるとわかる日本語（やさしい日本語）の拡大拡充だろうと考える。 

 

〇事務局 

 委員もおっしゃったように、やさしい日本語も、翻訳や変換する訓練をしないとでき

ない。 

 

〇委員 

 １回ではできない。中野区は翻訳６回と通訳６回の研修１回ずつ通年で行い、検定の

ようなものをしていこうと考えている。検定１級・２級のかたには率先して、中野区の

中で、更に、都や国に発信したりして業務を遂行していただけるような人材を育成する

ことを考えている。区職員が持ち帰って区行政の分野で固めていく方向になればと考え

ている。 
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〇会長 

 後で出てくるが、基本目標Ⅴに職員研修の一環で出てくる。昨年も掲載していた。具

体的にどうするかである。 

 

〇委員 

 それを継続的に行い、どのようにして展開していくかという点がポイントになってく

る。 

 

〇会長 

 この提言書もわかる日本語にしなければと思う。 

 

〇委員 

 ルビは振ってある。 

 

〇会長 

 関連した意見や質問でも結構だが、ご意見あるか。 

 

〇委員 

 市のホームページで<英語>をクリックすると、自動翻訳機能は無く、少し古いマイナ

ンバーの情報しか出てこない。 

 

〇事務局 

 少し違うところをクリックすると英語になるページが出てくるという形をしている。

しかし、委員がおっしゃるようにわかりにくいのが一番問題である。今回、他の委員か

らもご指摘をいただいたので見直しをしたい。 

 

〇事務局 

 そのあたりを、もう少し強調して提言に載せた方がよろしいか。 

 

〇会長 

 はい。もう少し具体的に載せたい。 

 

〇委員 

 ６ページの、「日本語教室における指導者の支援として～若年層に日本語教室での支

援活動に関心を持ってもらえるよう工夫する」というのはとても大切である。強調して

ほしい。コロナ禍で日本語教室が閉室している。第２波、３波となると、長期的に動く

ことができない状況である。ここで体制を立て直し、どのように日本語教室を運営する

か考えるべきである。例えば有料化や、個別ではなくクラス単位で教えるなど。体制を

見直してほしい。 

 

〇委員 

 それにはリモートが一番よいと思う。先生が交流室に集まらなくても、リモートでこ

のサイトを開けば先生にたどり着けるというような。例えばこの時間帯はこの先生とか。

先生たちに立ち上がる力と、少しのサポートがあれば実施できると思う。Ｚｏｏｍはと



6 

 

ても簡単に使える。先生も高齢化しているから、ここまで移動してくる時の心配もある

ので。リモートというのも少し考えた方がよいのではと思う。 

 

〇会長 

 日本語教室について、他にあるか。 

 

〇委員 

 リモートには良さもあるが限界もある。まず高齢のサポーターが機器を使えない。ま

た、学習者側でもそのようなかたもいる。例えば、画面が小さすぎるのでタブレット・

スマホでは語学教育は無理である。そういう仕事に従事しているので、いろいろなとこ

ろで検証しているが、Ｚｏｏｍもそうだが、疲れてしまって３５分～４０分が限度であ

る。そして、その前の準備がとても難しい。支援者が高齢でそれができにくい。また、

タブレットを貸し出すとなっても、Ｗｉ-Ｆｉ環境がない。そこで、Ｗｉ-Ｆｉ環境を作

ってください、パソコンを買ってくださいとなるととてもお金がかかる。ある自治体、

あるＮＰＯはそれに対応するため、支援金を出しＷｉ-Ｆｉを設置した。すると利用者に

自由に使われてしまい、ゲームをしたりアプリをダウンロードしたり使われた。日本語

のリモート教育ということで、現在、とても問題になっている。オファーする側と受け

る側の環境を見越して…。なかなか難しい。 

 

〇委員 

 もともとそのような環境を持っている講師のかたたちに頼まないとできないと思う。 

 

〇会長 

 日野市社会福祉協議会のボランティアセンターは、Ｚｏｏｍ研修を行っている。小学

生からお年寄りまで参加している。練習を小さなグループで行い話をするが、知らない

かたとも出会えて面白い。ただ、できる人が限られているのも確かである。そこをどう

するかだが、できる人をもっとできるようにする、というのもよいと思う。 

 

〇委員 

 支援者もボランティアとすると、「～ができる人」という選び方が難しい。今まで運営

していないところをすごく斬新に、システム自体を変えてという形なら可能性があると

思うが、今の既成のものを変えていくのは難しい。 

 

〇委員 

 自分の感覚としては、外国人が増えてきて、日本の社会に慣れるためには、その人た

ちの日本語がとても大切である。外国人に補助金を出して、日本語学校に行けば、修了

証書を出せばお金がもらえるというように間接的なサポートが何より有効だと思う。１

０年日本にいても全然日本語が話せないかたがいるが生活に不自由がない。ただマイナ

ンバーや旅行、Ｇｏ Ｔｏ キャンペーンというような情報を受け取る際に困っている。

長い目で見るとどうなるか、把握できなくなる。日本語の教育はやはり大切である。 

 

〇会長 

 世界的には、そのようにしている国はどんどん増えている。日本の場合、日本語教育

推進基本法という法律が昨年できたが、予算的な裏付けがない。これを実際に行ってい

くとすると、国だけではなくて市町村の役割、地域住民の役割まで関与してくる。自治
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体にお金が来るのであればできるけれど。例えばドイツは９００時間、他の国は何百時

間、など行っている。日本はそれを公費で行っていない。ボランティアに任せていてよ

いのかという話はもちろんある。これは大きな問題で、大きなテーマである。 

 

〇委員 

 そのような仕事にかかわっているが、一番簡単なのは無料のＧｏｏｇｌｅクラスルー

ムである。Ｚｏｏｍも無料で１時間程度使えると思うが、Ｇｏｏｇｌｅクラスルームの

よいところは、ボランティアは大変かもしれないが、事前に作って、課題を出して、提

出は今日まで、というように工夫をすれば、日本語を勉強したい外国人が、Ｇｏｏｇｌ

ｅクラスルームに入ることで学習できる。予算もかからずよいと思う。 

 

〇会長 

 短い時間でもこれだけ意見が出る。何人かのかたに参加していいただき検討会議をす

るとよいと思う。 

 

〇委員 

 大学も大体そのようなやり方をしている。経済的な理由でインターネットの環境が不

安定な人などもいる。１２回中に３回だけオンライン授業を取り入れる等というように

しているところもある。 

 

〇会長 

 日本語教室の見直しというのは何年も前から言われているが、特にこのコロナ禍で、

見直す機会とするというのも、ニュアンスだけでも提言に載せられるとよいと思う。 

 

 他にいかがか。 

  

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。 

多文化共生事業の目的が書いてあり、実施しているイベントがその目的を実現できて

いるかどうか。あるいは、本来の目的を実現するためにはどうしたらよいのか検証して

いく必要がある。 

また、より広く市民に周知するために、情報提供の工夫が必要である。 

民間の助成団体、国の助成金を利用してより充実した内容の実現を望む。 

そしてコロナ禍での事業のあり方の検討が必要である。 

その他には市の審議会や委員会に外国人市民の参画を広げていくことが求められる。

またホストタウン国際交流事業についても、今後工夫が必要である。 

 

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。多言語やわかる日本

語（やさしい日本語）を活用した情報提供を行うこと、また災害時外国人支援マニュア

ルの整備おいて、当該ボランティアの役割を明確化する必要があるとともに、情報提供

を定期的な研修をとおし、その役割を定着化させる必要があり、災害時に自ら動くこと

ができる態勢をつくることが必要である。ボランティア登録をしても、指示待ちの状況

にならないような働きかけが重要となる。 

そしてコロナ禍の中での避難所やボランティアの活動のあり方についても早急に検討

が求められる。昨年度の提言の再掲になるが、第１０ブロックの範囲から、東京消防庁

第八消防方面本部の各市に所沢市を加えた範囲に連携範囲を拡大することを提案する。 
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ここまででいかがか。 

 

最後の連携範囲拡大の部分は昨年からの再掲になるが、具体的にはどうなっているの

か。 

 

〇委員 

 具体的にどうなっているのかはわからない。事務局からの回答資料に記載されている

「連携拡大のメリット等や実現可能かどうかを検討したい」ということはわかった。 

 

〇会長 

 委員の質問事項への事務局の回答の資料か？ 

 

〇委員 

 はい。委員からの質問への回答という資料である。 

 

〇会長 

 これに付け加えることは特にないか。 

 

〇事務局 

 回答に書かせていただいたとおり、第１０ブロック以外のところに拡大するという話

は持っていけていない状況である。コロナ禍で、第１０ブロックの会議自体も今年度に

入ってからは中止となっている。防災に関しては、今までも情報提供などのやり取りは

していたが、実際の訓練のような踏み込んだ連携という話になると、第１０ブロックの

中でもまだ実現できていない。まずは既存の第１０ブロックにおいて、連携し、訓練や

踏み込んだものができるかを検討したい。各市の考え方もあるので、連携拡大のメリッ

トや実際に災害が起きた時に連携できるのかということも含めて考えていきたい。今後

も課題になる点だと思うので再掲した。 

 

〇会長 

 今後の課題であるので再掲したということであった。最近は地震も水害も多い。 

 

 基本目標Ⅴ「多文化共生施策の推進体制の整備」について。わかる日本語（やさしい

日本語）の職員研修を行い、実際に活用できるような、庁内の環境を作るとともに、翻

訳アプリについては、適切な活用方法の研究を進めていただきたい。 

外国人市民の市政参画機会の拡充や、市民団体との協働事業をとおして中長期的な多

文化共生推進の課題の共有に努めることが関連施策の構築と実施にとって基本となる。 

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、協議会の開催を増やせ

る予算を確保し、協議会の充実を要望する。 

 

 これについていかがか。 

 

 無ければ提言書についての協議を終了する。 

  

事務局で修正し、委員に送付して確認いただいてから最終的な提言としたい。 
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３．その他 

〇事務局 

 今後のスケジュールについて。第３回は１２月以降に開催予定である。現委員の皆様

は任期が１１月３０日までなので、本日が最後の会議となる。皆様には２年間さまざま

な視点で当市の多文化共生推進についてご意見をいただき、御礼申し上げる。 

第３回の日程については、新委員の皆様にお知らせする。議題は、委嘱状の交付、会

長・副会長の選出、災害時外国人支援マニュアルの更新についての進捗状況についてと

したい。 

 最後に市の事業についてお知らせさせていただく。 

市民カレッジ『にほんのがっこうってどんなところ？』を１０月２４日（土）午後１

時３０分から４時まで、６０１会議室にて開催する。主に外国人保護者に向けて、日本

の学校というのはどういうところなのか、ということを実際に日本に子育てをし、教育

相談を受けていらっしゃるかたを講師に招いて行う。講師にはわかる日本語（やさしい

日本語）を使って講義をしていただくが、英語、中国語、韓国・朝鮮語の通訳もある。

周りに小さなお子さんをお持ちのかたがいらっしゃったら、是非ご案内いただきたい。

市内在住・在学・在勤のかたが優先になる。 

 

〇会長 

 任期最後なので、委員に一言ずつあいさつをいただく。 

 

〇委員 

 あっという間の２年間だった。皆様といろいろな意見交換をしながら、ある程度形に

なって素晴らしいと思う。各自の角度から提案してくださって感謝している。引き続き、

機会があればよろしくお願いしたい。 

 

〇委員 

 東村山市とは様々なことで関わらせていただいており、市職員のかたが一生懸命頑張

っていらっしゃるのを見て気持ちを新たにしている。イベントについても、広くいろい

ろなところから講師を選んで、同じようなものでなく様々な角度から考えていらっしゃ

る。 

  

〇会長 

 委員もかかわっている「東京の日本語教育を考えるつどい」が１０月１１日に飯田橋

のしごとセンターで行われる。 

 

〇委員 

 いつも５月に行っていたがコロナの関係で１０月となった。 

 

〇委員 

 私は途中から協議会に参加した。役所の考え方、日本人の考え方がある中で、外国人

の身として、希望があってもそのままで何もできていなかった。今日やっと少しわかっ

てきた。 

 

〇会長 

 とてもよい情報をくださったと思う。１０年いても日本語を話せず、手続きをできな

い人もいる。 
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〇委員 

 失礼かもしれないが、皆さんとても熱心で外国人のためにいろいろ考えているが、根

本的に外国人の立場を理解できていない。 

 

〇会長 

 今回の提言の中でも、当事者のニーズや視点をふまえないといけないことを何回も書

いているがなかなか難しい。 

〇委員 

 徐々に合わせるように実現していければよいと思う。 

 

〇会長 

 資料の都政新報の記事で、立派な提言ができてもそれが施策の中に生かされないと意

味がないと書いてある。皆わかっているが、組織の中で、すぐに変えるのはなかなか難

しい。少しずつ努力していくことになると思う。 

 

〇委員 

 市民団体から選出されて２年間務めた。終盤にコロナという大変な課題が出た。災害

が起きたというのと同じように、過去に例があれば「以前はこのように対応した」とい

う案がおぼろげながらも出るのであろうが、前代未聞のことに対して、我々はどのよう

に知恵を出したらよいのか。 

皆さんのお話を聞いたり自分で回答する中で、日本の中ではとるに足らないことでも、

生活文化、習慣が違うかたから見たら文字をひとつ書くにしても大変なのだろうなとい

うことを共通理解することが大事である。リモートでもよいが、意思の疎通、お互いに

対話をすることが大事だと思う。そこでわからないことはすぐ質問したり、同じ意識な

のだろうとわかれば安心すると思う。後に残るという意味では文章はよいところもある

が、速報性がなく、どのような考えでこの文章になったのだろうというのが難しいと思

う。この２年間で人との対話、会話は大事であると特に感じた。 

 昨年、高校教員を退職し、今はボランティアでかかわっているのだが、物を作るとい

う実習はリモートでは無理である。作り方の指導はできても、それを理解した生徒が作

品を作れるかというと難しい。リモートにもよいところと悪いところがあり、人と人と

が接することが大事だと思った。 

 

〇委員 

 市民団体を代表して参加させていただいた。主催する外国語講座は、前期・後期とも

中止とした。来年度はリモートで実施するか考えているところである。ただし、講師の

かたが年配で、オンライン授業ができるかどうかがちょうど課題となっている。 

協議会ではいろいろなことを勉強させていただいた。 

 

〇委員 

 ２年間は早かったが、毎年２～３、４回集まって外国人について話ができて素晴らし

いと思う。プランについて、私は経験が少ない項目も少なくない。少しでもお手伝いで

きればと思う。これからもよろしくお願いしたい。 

 

〇委員 
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 ２年間ありがとうございました。この２年間でいろいろなことがあった。ノーマルな

生活ができたり、誰も想像できなかったパンデミックが起きたりして、皆様にとっても

私たちにとっても悩ましいことだと思うが、その中でも市の皆さんはこの多文化共生推

進プランを継続して行ってくださり本当に心から嬉しく思う。参加させていただき嬉し

く思う。 

 例えばインドネシアの場合、外国人市民に対してこれからどのように一緒に暮らせば

よいかということについて、私たちのように外国人が代表して会議をするのではなく、

海外から帰国した人たちの意見をよく聞く。私たちのような当事者に聞くというのは、

私にとっても初めてであり、自分にとっても新しい経験であった。個人的な意見なのか、

行政にとって役に立つ意見なのかわからないけれど、とても勉強になった２年間であっ

た。 

 

〇事務局より挨拶 

 現委員での会議は今回で終了となる。委員の皆様には感謝申し上げる。 

 

４．閉会 
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