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会  議  録 

会議の名称 令和２年度第３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１２月１４日（月）午後６時３０分～午後８時００分 

開催場所 市民センター 第２・３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、ヨアヒム・

ピーター・ヨンケーレ委員、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、髙尾戸美委員、中野禎子

委員 

（市事務局）渡部尚市長、清水信幸市民部長、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：なし 

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．委嘱状交付 

３．会長・副会長選出 

４．協議事項 

東村山市第３次多文化共生推進プラン策定に係る市民意識調査につ

いて 

５．報告事項 

  災害時外国人支援マニュアルの整備に関する進捗について 

６．その他 

７．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） 

  

 今回が、新任期の第１回の会議となるため、本協議会に関する事項について説明する。 

 配付した「東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会の傍聴に関する定め」をご覧

いただきたい。当市では市民と情報を共有していくため、各審議会や協議会など傍聴を

認めている。ただし、内容によっては傍聴にそぐわないものは例外としている。傍聴を

許可するかどうかはその都度、委員の皆様にお諮りする。 
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 また、協議会開催前に市ホームページ等で開催日時をご案内していて、会議後には議

事録としてまとめ、会長、副会長にご確認をいただいたうえで公表をしている。 

 これらをご了承いただき、今期の協議会を進めてまいりたいと考えているが、よろし

いか。 

 

〇委員一同 

 了承 

 

２．委嘱状交付 

 

市長より委員に委嘱状を交付 

 

〇渡部市長 

 皆さん、こんばんは。年の瀬を迎え大変お忙しいところ、また寒い中、コロナ禍のも

と出席をいただきましてありがとうございます。委員の皆様におかれましては多文化共

生事業の推進にご理解・ご協力いただいていることに、この場を借りて厚く御礼申し上

げる。 

ただいま、令和２年１２月から令和４年１１月３０日までの委嘱状交付をさせていた

だいた。ほとんどのかたが再任ということで、引き続きお願いするとともに新しく委員

になられたかたには改めて２年間お世話になる。よろしくお願い申し上げる。 

 先日協議会の皆様から昨年度の取組についての評価をいただいたうえで提言をいただ

いたところである。それをふまえ、当市でも今コロナの関係で外国との行き来ができな

い状況ではあるが、市内在住の外国人市民のかた、あるいは外国にルーツを持つ子ども

たちを含め，市民の皆様の環境がコロナでどうなっているのか。それについても心を配

りながら、引き続き東村山市における多文化共生の実を上げられるように取り組んでま

いりたいと考えている。委員の皆様にはそれぞれの立場から積極的にご発言をいただけ

ればと考えている。 

１２月も半ばということで、皆様にとりまして来年が素晴らしい年になるよう、そし

て１日も早くコロナ禍が終息するよう願ってご挨拶に代える。２年間どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

（市長退席） 

 

市職員紹介、各委員より一言挨拶 

 

３．会長・副会長選出 

 

〇事務局 

 東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会設置規則第５条の規定により、委員の皆

様には、会長・副会長を互選によりお決めいただきたい。 

 

〇委員 

 会長は渡戸委員がよろしいと思う。 

 

 

〇事務局 
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引き続き会長を渡戸委員にお願いしたいという声があったが、渡戸委員いかがか。 

 

〇渡戸委員 

 了承。よろしくお願いします。 

 

〇委員 

（拍手） 

 

〇事務局 

 会長より、一言ご挨拶をお願いしたい。 

 

〇会長 

 皆様、よろしくお願いします。 

 今秋、「多文化共生教育ネットワーク東京（ＴＥＡＭ ＮＥＴ）」の共同代表となった。

主に都立高校にいる外国につながる生徒の入学、学校内での学習支援、進路支援につい

て、高校の先生が中心なのだが、弁護士、ＮＰＯのかた、研究者等とつながって、ゆる

やかなネットワークとして立ち上げた。組織固めはこれからであるが、１９９０年代は

国際結婚が多く、多文化保育とか、幼稚園の多文化教育が課題となり、そして小学校、

中学校での課題、２０１０年代に入って、高校、就職というように外国につながる子ど

もの教育課題や就職上の課題を見てきた。 

 高校に入っても中途退学してしまう子も多く、いろんな先生がたが現場で尽力されて

いるが、学校の中だけではできないということで、弁護士等や様々なかたのネットワー

クを組んでいる。最近はそのようなことを実施しているということで、よろしくお願い

いたします。 

 

〇事務局 

 あらためて拍手にてご承認いただきたい。 

 

〇委員 

 （拍手） 

 

〇事務局 

 それでは、会長より副会長のご指名をお願いしたい。 

 

〇会長 

 髙野委員に副会長をお願いしたい。 

 

〇事務局 

 髙野委員、よろしいか。 

 

〇髙野委員 

 了承。 

 

〇事務局 

 委員の皆様、ご承認よろしいか。 
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〇委員 

（拍手） 

 

〇事務局 

 髙野委員より一言、挨拶をお願いしたい。 

 

〇副会長 

子ども用の車椅子については国内では自治体が補助金を出し、障害を持つお子さんの

保護者もあまり負担せずに使用できるとのことだが、外国ではなかなか手に入らない高

価なものである。子どもの成長に合わせて３年くらいで廃棄される車椅子を整備して海

外に送付することを在職中から行っていたが、退職後に本格的に取り組んでいる。日本

では考えもつかないようなことが起こっているという外国の状況を、車いすを送ったお

子さんや保護者のかたからの手紙で知ることがある。活動の中で学んだことで少しでも

お役に立てればという気持ちである。どうぞ２年間よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 

 あらためて拍手にてご承認をお願いしたい。 

 

〇委員 

（拍手） 

 

〇事務局 

 よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 

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

 

〇委員 

 許可する。 

 

〇事務局 

 希望があれば入場を許可したいと思う。 

 

４．協議事項 

１）東村山市第３次多文化共生推進プラン策定に係る市民意識調査について 

 

〇会長 

 コロナ禍ということで、会議はなるべくスピーディーに時間配分を考え進める。 

 本日の協議事項、東村山市第３次多文化共生推進プラン策定に係る市民意識調査につ

いて、事務局から説明する。 

 

〇事務局 

 現在の東村山市第２次多文化共生推進プランは計画期間が令和４年度で終了する。そ

のため、第３次多文化共生推進プランを令和４年度に策定する。前年度の令和３年度に

基礎資料として、日本人市民と外国人市民を対象とした市民意識調査を行う予定である。   

市内在住の満１８歳以上のかたにおいて日本人市民１，０００人、外国人市民１，３
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００人を無作為抽出した対象者に調査を実施する。調査内容については、令和３年度の

協議会において委員の皆様と協議のうえ決定したい。 

 現在の第２次多文化共生推進プランを策定する際に、平成２８年度に市民意識調査を

行った。その時の日本人市民と外国人市民に対する調査項目については資料に記載のと

おりである。調査項目数について、平成２８年度の実施の際の日本人市民への質問は３

６問、外国人市民への質問は３１問となっている。前回と同程度の質問数としたい。 

 スケジュールについて。令和３年度の協議会については、市民意識調査についても協

議を行うため、年５回を予定している。市民意識調査のほかにも毎年行っていただく提

言書の作成もある。年度の初めに市民意識調査票を作成し、８月ごろ、調査票を郵送し、

１０月から１月にかけて集計、３月に市民意識調査の報告書が完成となるスケジュール

で考えている。 

 本日、前回の市民意識調査報告書と概要版を配付したので、お時間のある時にお目通

しいただきたい。また、あわせて第２次プランの概要版も配付した。本日配布の資料は

令和３年度の協議会の際にお持ちいただきたい。 

 令和３年度実施予定の市民意識調査や令和３年度の協議会の回数については、予算可

決まではあくまで予定となることをご了解いただきたい。 

 

〇会長 

 質問、提案はあるか。 

 前回の意識調査は、日本人も外国人も同数であった。回収率が低いので、今回は外国

人市民調査数を３００人増やすということか。 

 

〇事務局 

 外国人市民が増えているということもある。 

 

〇会長 

 次回の協議会で中身については協議するが、現時点で何かあれば。 

 

〇委員 

 外国人１，３００人に郵送とあるが、調査が有効になるには何人以上の回答が必要か。 

 

〇事務局 

 現在のところ、有効な人数は定めていない。平成２８年度調査で言うと、外国人が２

７．４％であった。返送される数が日本人市民に比べると少ない。日本人は４０％程度

の回収率である。なるべく答えていただけるような調査票作りを目指したい。 

 

〇委員 

 WEB上で入力できるような形の検討は？ 

 

〇事務局 

 最近の主流が WEB 入力という話も聞いている。費用の関係もあり、現在は紙の郵送

を考えている。 

 

〇会長 

 ネットだと、つながっている人、あるいは回答するとポイントがもらえる制度など、

必ずしも公平でなくなる。２０代の人が何人、３０代の人が何人、と年代別のピラミッ
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ドに対応した回答が回収できるまで回答を募るやり方もある。ネットで行ったことがあ

るが、偏りもあるにはあり、高齢者の回答が少なくなる。郵送だと高齢者の回答が多く

なる。 

 

〇事務局 

 予算可決後、予算の範囲の中で業者とすり合わせる形になるが、なるべく多くのかた

の意見を集めたいことと、フリーにしてしまうと平に意見が来ず、意見を言いたいかた

ばかりが集まってしまう可能性がある。うまくバランスをとり方法を考えていきたい。

予算計上の段階では、郵送で準備している。 

 

〇委員 

 外国人に対して、国籍を見て対応する言語を郵送するのか。 

 

 

〇事務局 

 対応する言語が入っている調査票を送る。 

 

〇会長 

 どの言語でも答えていいようにしている。 

 中国出身のかたでも、やさしい日本語の方がよければそちらで答えてもらう。 

 

〇事務局 

 すべての言語を網羅するのが難しいので、主要な言語とやさしい日本語を合わせたも

のを送る。 

 

〇委員 

 本人が言語を選んで回答するということか。 

 

〇事務局 

 はい。 

 

〇委員 

 調査を行う際に大々的に PRをしているか。 

 

〇事務局 

 対象の人に案内は送るが、市民のかたに広くお知らせはしていなかった。 

 

〇委員 

 ポスターなどで周知した方が、返送してくれると思う。 

 

〇事務局 

 市報掲載など、どこまでできるか検討したい。できる範囲で対応したい。 

 

〇委員 

 割合として低いと思うが、調査の精度はどうなのか。民間の調査等では６割以上の回

収率で精度が保たれると思う。 
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 アンケートの内容を決めるときに、今出席されているような外国人市民の委員のかた

に協力はしていただいているのか。 

 

〇会長 

 ６割というのは、大学の名前で調査を行っても郵送だと無理である。行政機関と一緒

に行うと変わる。行政機関が行う場合は普段のアンケートよりも回収できるが、外国籍

のかただと調査になじまない、関心を持っておられない、忙しいなどの理由でパスされ

るかたも多い。若いかたが多くて忙しいというのもあると思う。それに比べ日本籍のか

たは高齢者のかたを中心に、割と熱心に回答してくれる。外国籍の若いかた、日本人の

中高年層ということで、回答の違いも踏まえて解釈しなければならない。 

 

〇委員 

 質問内容が日本のかたと外国のかたと感覚的に違うと思うので、ご意見が伺えればい

いと思う。 

〇会長 

 前回の調査でひとつ失敗がある。日本人の年齢の聞き方について。報告書概要版を見

ると、日本人市民意識調査の属性のところで、年齢について無回答が６割になっている。

外国人への聞き方と同じようにフォーマットを揃えた方がよい。 

 前回の調査の最後の自由回答を見ると、この調査に対しての批判がいろいろと出てき

ている。それも踏まえて作成していかなければならないと思うが、改良しすぎると前回

調査と比較ができなくなってしまう。複雑なことを複雑には聞けないというのがアンケ

ートなので、ある程度単純化した質問にせざるを得ない。そのあたりも頭に入れながら、

次回の協議会で論じていただければと思う。 

 

５．報告事項 

１）災害時外国人支援マニュアルの整備に関する進捗について 

 

〇事務局 

① 令和元年度第３回協議会においても、委員の皆様から災害時外国人支援マニュア

ルの整備についてさまざまなご意見をいただいた。委員の皆様のご意見と、市の地域防

災計画や避難所運営連絡会などとの関係という視点から、今年度見直すべき点を整理し

た。  

見直しが必要となる点としては、まず１点目の「避難所」における支援という視点で

ある。災害時、避難所の存在をなくして支援を考えることはできず、地域の避難所との

連携という視点がマニュアルには必要となる。 

災害時外国人支援ボランティアのかたも、ご自身が避難所で生活せざるを得ない可能

性もある。ボランティアが多言語支援センターに集まるというより、住んでいる地域の

避難所で支援を行っていただくということも想定したマニュアル作りが必要と考える。 

２点目の災害時外国人支援ボランティア、関係三団体との協力体制を確立していく点

である。現時点では具体的なことについて話し合いはできていない状況であるが、協議

会委員の中にも、三団体から来ていただいているかたもいる。今後このことについて三

団体と打ち合わせを行う場合など、ご協力をいただければと思う。 

３点目は庁内関係所管課との連携という視点で見直しが必要である。防災安全課との

連携はもちろん、ホームページの更新などで広報部門との連携も必要と考える。 

４点目は避難所などで必要となる情報の事前準備という点である。昨年度第３回協議

会においても、避難所における受付表を事前に多言語化しておくなどご意見をいただい
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た。あらかじめ準備できるものは準備し、またそれをすぐに活用できるように避難所に

設置しておくことが必要かと考える。現在は、食べ物のアレルギーや体調、欲しいもの

などを指差しで伝えられる多言語支援ボードを各避難所に置いているが、その他に必要

とされるであろうものを事前に考えて準備する必要がある。 

５点目は災害時多言語支援センターの役割の周知という点である。外国人市民に対し

ても周知することは重要だが、前提として、庁内のほかの部署や避難所運営連絡会に、

多言語支援センターが立ち上がり、外国人市民への翻訳・通訳支援を行うということを

周知する必要がある。 

６点目が、在宅避難者への支援という点である。現在のように感染症が猛威を振るう

中、在宅避難を選ぶかたもいらっしゃると考える。そのようなかたも必要な支援を受け

られるような対策を検討する必要がある。 

以上が今後見直す点をまとめたものである。今後、災害時外国人支援ボランティア・

関係三団体など、災害時に支援者となっていただけるかたに協力をあおぎ、実際の災害

時を想定した訓練が必要であると考える。令和３年度には大規模な訓練を計画した。後

ほど説明する。 

② 関係所管課との打ち合わせとして、１１月に防災安全課と打ち合わせを行い、災

害時の外国人支援や多言語支援センターについて情報の共有を行った。 

③ 令和３年度訓練に向けた準備として、令和３年度には訓練の実施を計画してい

る。それに向けて、令和３年度予算案に訓練にかかる費用を計上したところである。た

だし予算可決前のため、現時点ではあくまでも予定となる。 

以上が令和２年度の取組報告である。 

 

 令和３年度の予定としては、①訓練の事前準備として、災害時外国人支援ボランティ

ア・関係三団体、避難所運営連絡会などの関係各所との打ち合わせが事前に必要になる。

②訓練は令和３年９月から１０月ごろに、市職員・災害時外国人支援ボランティア・外

国人市民のかたにご参加いただくこととして実施を計画している。訓練の目的として、

前半はボランティアが多言語支援センターについて学ぶ講座を受講し、外国人市民のか

たも防災知識について学ぶ講座を受講するというように、両者分かれて講義を受講する

予定である。後半は実践編として、避難所を想定した広い場所にボランティアと外国人

市民のかたに集まっていただき、ボランティアは、避難所を想定した外国人市民とのか

かわりかたを学ぶこととする。外国人市民のかたについては、避難所がどのようなとこ

ろか知っていただくほか、ボランティアのかたが避難所における外国人市民とのかかわ

りかたを学ぶときに避難所における外国人市民役として協力していただくという訓練内

容を考えている。③この訓練の振り返りを通して、災害時外国人支援に関するマニュア

ルの修正を行っていきたいと考える、 

 報告は以上である。 

 

〇会長 

 質問等あるか。 

 「災害時」の「災害」は、地震・水害など何が起こるかわからないが、何を想定する

かによっても変わると思う。 

 

〇事務局 

 今、市のガイドラインで出ているのが、地震と風水害である。 
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〇委員 

 避難所運営連絡会に少しかかわっているが、コロナ禍で避難所も三密にならないよう

考えなければならない。市内の小中学校２３校で１校あたり１，０００人を目安にして

いる。２３校以外にも必要か、定数そのものが減るのか。本市の人口が１５万人として、

２３，０００人としても全体の２割も避難できない。災害時には、市外の方だからと言

って入れないということにはならない。コロナ禍においての受け入れのキャパシティを

考えたほうがいい。個人的には公民館なども候補に入れたほうが良いと思う。２３校が

すべて使えるとも限らない。 

 

〇委員 

 令和３年度の予定で「関係所管との打ち合わせ」とあるが、行政の縦割り体制が気に

なる。登下校の見守りをしていても、休校等の連絡が行き届いていない。 

 

 

〇事務局 

 避難所について、当初は一か所に１，０００人というような話があった。ただ今はコ

ロナ禍でスペース・間隔の問題がある。もう一つは、在宅避難が増えてきている。自分

の車に避難されるということもある。体育館だけではなくグラウンドの使い方や、在宅

避難ということも考えの中に入ってきている。各学校に、避難所を開設するときの初動

の避難所要員ということで割り当てている市職員がいる。その職員に対し研修を行って

いるが、毎年内容をブラッシュアップしている。定員も学校ごとに変動している。避難

所の開設についても、コロナに関しては注意をしたり、開設にあたって必要な備品や用

品も補充していくように考えている。それを踏まえて、多言語対応、外国人市民のかた

がたの対応もその先に考えていかなければならないというのが、今後のマニュアルの整

備になると認識している。 

 

〇会長 

 縦割りを超えた連絡体制についていかがか。 

 

〇事務局 

 外国人市民が情報弱者になるかというのはまた別の問題だが、市民のかたにまんべん

なく情報を伝えることは市の最大の課題である。あらゆる手段を使ってということには

なるが、一方で、なかなかご自身から情報をキャッチできないかたはいらっしゃる。災

害時多言語支援センターでどこまでできるかということはあるが、そこで補いきれない

ところを先ほどの関係機関に補ってもらう。そこを連携することで、情報をキャッチで

きないかたを少しでも減らしていくという方向のマニュアル作りができればと思う。 

 

〇委員 

 各避難所の備蓄（水・簡易食糧・毛布など）の状況は？ 

 

〇事務局 

 避難所には備蓄倉庫がある。在宅避難のかたも、取りに来ていただくことは可能であ

る。 

 

〇事務局 

 避難所に来られたかただけではなく、学校ごとに、エリアで何人分と備蓄している。
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必ずしも避難されたかたの数というわけではない。詳細は今手元に資料がない。 

 

〇事務局 

 国から予算の支援があってそれを少しずつ学校に配備している。一定数はそろってき

ていると考えている。 

 

〇委員 

 外国人の立場から質問したい。例えば台風などで、一戸建てから学校の高いところに

避難したい。体育館しか開けないのか。教室は開けないのか。 

 

〇事務局 

 水害時に開ける場所は一定のラインが決まっている。ハザードマップをご覧になって

いただいて、体育館が危険となった場合には、ほかの場所に誘導することになっている。 

〇委員 

 質問したかった意味として、今までの話の中で避難所が足りないということがあった

が、学校の全部の教室を使えばもっと人が入れると思うがどうか。 

 

〇事務局 

 コロナ禍において施設をどのように使うかということが各校示されている。個人情報

が置いてあったりする関係で、やみくもには開放できない。避難所運営連絡会のかたと

学校の先生もメンバーに入っているので、この場合、ここまで開放できるということは

事前に協議が進んでいる。人数や状況に応じた協議はさせていただいている。 

 

〇委員 

 もう少し柔軟に対応した方がいい。 

 

〇事務局 

 コロナ禍でそのような議論が増えてきたと思われるが、どのように皆様に過ごしてい

ただくかということは防災所管において検討している。当課としてはその多言語化など

連携していきたいと考えている。 

 

〇委員 

 ある高校では、校長室と薬剤のある保健室、事務室は開放しないが、それ以外は順次

対応となっている。ただ、あまり分散させると行き届かないので、まずは広い体育館と

いうところである。水害の際は垂直避難と言われているので、場合によっては体育館よ

りも高いところに避難所を開設した方がいいと思う。 

 

〇委員 

 訓練にあたって、ガイドラインが既にあると伺った。今後２年間はコロナの状態が続

いていると思うので、コロナ禍の前に作成されたものであるなら、在宅避難者を支援す

ることを重点におく必要があるのではないか。 

 

〇事務局 

 訓練の内容も、防災部門と相談をしながら決めていきたいと考えている。感染症対策

という視点も必要だと思う。 
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６．その他 

 

〇事務局 

 令和３年度第１回は、４月を予定している。日程については担当者より後日、日程調

整の連絡をする。 

  

７．閉会 

 

 

以上 

 

 

 

 

 


