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ついて 
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会  議  経  過  

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．協議事項 

（１）多文化共生推進プランの進捗状況調査結果について（平成 27年度実績） 



○事務局 

 「多文化共生推進プランの進捗状況調査結果について」の協議からお願いします。 

○委員 

 提言についての会議だが、回数に限りがあるので、その中で、開示された皆が興味

を持って来てくれる会議にしたい。 

○委員 

提言について。３回で出すということで、この委員でやっていく。前回の提言は全

項目についてひとつひとつ確認した。 

 今回の提言は会長からということで、ある程度しぼってやっていきたい。自分とし

ては防災がとても大きいのでそれについては皆に意見を書いてもらいたい。（東京都

発行の『東京防災』を例に）改めて読み直すと新しいできごとが書いてある。ある資

料を見て分担ではなく皆で意見を出してもらいたい。 

 防災だけで提言となると難しいが、ほかに触れたい議題としてオリンピック・パラ

リンピック。教育、教育交流や国際交流がある。 

○委員 

 オリンピック・パラリンピックについては、東村山市から在住の日本人と外国人が

ボランティアに参加するのがよいと思う。市がボランティアグループをデザインする。

スポーツ選手だけじゃなくいろいろなメディアやそれぞれの国を応援する人たちも来

るので、そういう人たちに東村山を知ってもらう。交流だけではなく経済的なチャン

スも出てくる。市を PR するチャンスととらえる。 

○委員 

 つながりやすい。 

 自分としては、街中にサインがあふれていて、ボランティアも外国人もスムーズに

移動ができるのが理想。 

○委員 

 最低限、通訳面ではできると思う。 

○委員 

 防災や交流、ボランティアグループが大事なのはもちろんだが、いきなりしぼらず、

データの不足分を出してやるべきではないか。進捗状況調査結果について、質問した

い。 

 『２．各言語から日本語を学ぶための資料、および生活習慣等の習得に役立つ多様

な資料の収集と提供』について「一定数を購入した」とあるが一体どれぐらい買った

のか。 

 『３．わかりやすい日本語等による情報提供』について、課題に対する解決策とし

て「通訳・翻訳体制を充実させるなどの取り組みが必要」とあるが具体的にはどうす

れば良いのか。踏み込んで質問しないと評価できない。 

 『６．インターネット等による情報提供の推進』について、ＳＮＳは前から話題に

出ているがここには書いていない。どうなっているのか。 

 『７．中学生までの子に対して手当を支給、ひとり親家庭に手当を支給するほか、

補助、助成等による生活支援に関する情報を多言語で提供』について、「市全体ではあ

るが、多言語に対応ができる体制の確保、職員の確保」とあるがどうやったらできる

のか。書いた人がもっと具体的に書いてくれないと伝わらない。去年と書き方の浅さ

が同じ。 

 『１１．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、解決策とし

て「多文化共生イベントの周知方法について工夫する」「外国人市民の意識啓発活動に



力をいれる」「交流室の利用に関して、検討する」とあるけれども、もっと具体的な頭

出しがあったらよい。「こうしたい、ああしたい」というのがあれば、いいね、とかこ

うやったらよいというのも出せる。 

 全部提言する必要はないと思うが、もっと情報をくれるとこちらも考えられる。前

は担当所管と一緒に５回ぐらいに分けて会議をした。丁寧に聞き取りをして評価をし

ていた。これだと、紙に書いてあることがすべてですごく浅い。ちゃんとした提言を

出すためには、ちゃんとした情報がほしい。 

○委員 

 去年と同じレベルの回答で出されていて、何か変わったというのが感じられない。

ただその中にも回答が寄せられているものもある。もっと掘り下げて、特に数字があ

ると、次に提言をまとめるにしても具体的な評価が出来る。 

○委員 

 『１．発行物等の多言語による行政情報の提供』について、平成２７年度中に取り

組みを行えていないという回答だが、どうか。 

 今後の予定として「開発業者との協議など」とあるが、具体的にどうするのか。そ

れをヒアリングしてほしい。 

○事務局 

 今後、ヒアリングします。 

○委員 

『１．発行物等の多言語による行政情報の提供』について、解決策は「外国籍市民

のための生活便利帳の改訂版の作成」とあるが、これは予定はあるのか。 

○事務局 

 この時点での生活便利帳は、職員が手作りでやっていた。入管法やいろいろな名称

なども変わり、内容が古くなってしまった。この時と同じような手作りの作業はでき

ないので。取り組みには「いいえ」と答えている。必要性は当然感じているが、難し

い。 

○委員 

 市全体の日本語版は何年に一回改訂しているのか。 

○事務局 

 ３年か４年に一回。今までは市独自で作っていたが、前回からＮＴＴのタウンペー

ジに無償掲載してもらっているので、生活便利帳としては、前と比べるとボリューム

ダウンしている。 

○委員 

 それは多言語化できないのか。 

○事務局 

 東京都やＮＰＯ団体などがいろいろな情報を作っている。生活便利帳ではないけれ

ども、その多言語化されている情報を積極的に収集して活用することはできるのでは

ないかと考える。 

○委員 

 市独自の情報は市で作らなければいけないが、共有化できる公益情報は、リンクを

貼ったり紹介することはできると。しぼりこんで、市で独自に出さなければいけない

ものは多言語化する。 

○事務局 

 ここには書いていないが、窓口にある情報を瞬時に多言語化している。単発で翻訳

したり同行したり、市の独自のサービスとしてそのような対応はしている。今指摘の



あった、市としてはどうするかという問題の回答としては、今挙げたふたつのやり方

で対応している。 

○委員 

 昔のようにお金が潤沢にある時代ではないから、多言語の情報を冊子で出すのは難

しい状態。最低限、共有できるものは共有する。 

 『２．各言語から日本語を学ぶための資料、および生活習慣等の習得に役立つ多様

な資料の収集と提供』について、統計的な数字がほしいが、ほかにはあるか。 

○事務局 

 図書館では、３言語の書籍を積極的に取り入れている。利用者数や意見も反映され

ていて、医療、次の年は絵本、次の年は学習の本など、計画的に一定のペースで行っ

ている。寄付も呼びかけるなど、いろいろな方法で数を増やしていっている。 

○委員 

 なるほど。担当者ではないので全部ではないがある程度事情がわかった。 

 『３．わかりやすい日本語等による情報提供』については何かあるか。 

○委員 

 難しい日本語をやさしい日本語に変えていくわけだが、辞書はない。自分たちで考

えて行うのか。 

○事務局 

 やさしい日本語だけではなくやさしい中国語もある。これは一定の基準というより

も、その人がどんな言葉でわかってくれるのか。全身全霊でわかってもらうという意

味。いろいろな言い方をしてわかってもらう。 

○委員 

 やさしい日本語は防災の面でもこれから必ず必要。今いろいろなところで、マニュ

アルではないかもしれないけれども取り組まれている。防災用語などを収集してはど

うか。 

○事務局 

 去年もそのような提言があった。自分が研修に行ってわかったことだが、やさしい

日本語とは５段階に分かれている。相手によって、どの段階までくだくか。というや

り方をしている。やさしい日本語はひとつの学問の分野であって、日本人だから誰も

が出来るというものではない。日本語教室向けのやさしい日本語というマニュアルは

ある。それを覚えて使っていく。 

○委員 

 『４．市民団体等との協働による日本語教室等の実施』について、解決に向けての

取り組みは「はい」ということだが。 

○事務局 

 教室の実施は地球市民クラブが行っていて、本来はそちらが答えることなのかもし

れないが、運営として常に連絡を取っているので回答する。実際、人数が何人いて、

何回行っている等の数字が必要ならば、地球市民クラブの委員長に聞く。前年度のも

のは総会で発表できる。 

○委員 

 課題として感じていることの中で、「ボランティアスタッフの高齢化」というのが気

になる。どこも共通の問題ではある。 

○事務局 

 どの自治体にも言えることだと思うが、日本語教室のスタッフが定年退職した方が

ずっとやっていらっしゃったり。若い人を吸収していかなければならない。 



○委員 

 現実として、そこに通う人たちも問題を持っている。そこを踏まえた上でどのよう

に提言していくか。 

 次、『６．インターネット等による情報提供の推進』について。 

○委員 

 先ほど言ったようにＳＮＳの活用は難しいのか。フェイスブックとか。 

○事務局 

 物理的に難しい。 

○事務局 

 市全体としてもまだ取り組んでいない。今、災害対策でツイッターをやっている。

今年度中にイベント系のツイッターを試験的に行い、検証してフェイスブックにもっ

ていきたいという話はある。ただ、全体的な話である。市としてＳＮＳに取り組むと、

書き込みなどいろいろな問題が出てくる。市全体として、今年なんとか動くかな、と

いう状況であることを補足する。 

○委員 

 情報が欲しい人は登録して、ＳＮＳでつながればよいと思う。ホームページにあげ

てもあまり見ない。 

○委員 

 市でやると、公平とか公正とか、全員に同じく均等な価値を提供するとか、そうい

う方向に行ってしまうと防災の役に立たない。 

○委員 

 防災も、今登録して情報を手に入れる形。 

○事務局 

 防災メールで災害東村山というものを東日本大震災以降作っていた。平時は見なく

なる。それに市の情報を載せていたが、防災情報と、例えば“●●まつり”という情

報が混在していた。それを切り分けようということで、災害用のツイッターは生かし、

市のイベント等をやる情報発信をしようというこれは情報政策課の問題にもなってく

る。ここが今動いている。その足並みを揃えないと、多文化だけ…というのは発信的

にもルールが定まっていないので難しい。 

○委員 

 この問題は質問の常連になる。 

○委員 

 情報提供については、ここ４、５年で変わってくるのではないか。 

○事務局 

 そう思われる。 

○委員 

 セキュリティの問題もある。 

○事務局 

 多言語以前に、市の生の、即効性のある情報をどう出すかというのが庁内全体の課

題。そこがクリアできると、多言語化をどうするかというのが次の段になる。 

情報だらけになって古い情報が埋まってしまうという課題もあり、協議をしている

ところである。 

○委員 

 『７．中学生までの子に対して手当を支給、ひとり親家庭に手当を支給するほか、

補助、助成等による生活支援に関する情報を多言語で提供』について、「ひとり親等に



対して行う手当等のチラシを外国人向けに作成をした」という回答であるが、何かあ

るか。 

○委員 

 外国人の子どもさんの、ということか。 

○事務局 

 これは、情報をまるごと外国語に翻訳した。 

○委員 

 課題に対する解決策のところで、「多言語に対応が出来る体制の確保、職員の確保」

とあるが、職員の中で英語ができる、あるいはそれ以外の言語ができるなどの調査は

しているのか。 

○事務局 

 今のところ調査はしていない。実際フロアを見ていると、話せる職員がいるのでそ

こで聞き取りをしたりしている。他にも話せる職員がいるなど情報はもらっている。

全庁的な調査の必要性も感じてはいる。災害時にも発揮できるように。 

○委員 

 英語、中国語、韓国語以外にも、潜在的にはいるかもしれない。 

○委員 

 自分の恩師で、定年退職した後、市の応援をしたいという方もいた。何かどこかで

仕掛けられるとよいと思う。 

○事務局 

 やるとしたら全庁的に調査ということになる。「自分のところの業務を多言語で説

明できるか。その場合、何語か」という調査を、総務課も協力してくれればできると

思う。 

 海外留学をしていた・資格・ＴＯＥＩＣで何点という職員がいるのが、もしわかっ

たとしても、市の業務では特殊な言葉を使う。例えば税の職員が、税制度を多言語で

説明できるかとなるとまた違ってくる。 

○委員 

 念頭に置いているのは、災害時にそういう職員に手伝ってもらえるかどうか。 

○委員 

 専門性で言うなら、現場で、その職員の言葉でどういうやり取りができるか。 

○委員 

 それこそ、やさしい日本語に置き換えて説明するという。例えば税の話でも。 

○事務局 

 そういう職員でも、ある程度スキルがある人だと、話せる分だけ、説明が足りなく

て相手に間違った情報を教えてしまうのが怖いという不安がある。やさしい日本語の

話でも、相手に伝わる語彙を正しく理解していないと、かえって間違いを生んでしま

うという不安がある。 

 災害時に困っている方の手助けができるかどうかの調査をやるかどうか。 

○委員 

 そのメリットデメリットのところでもう少し検討されると、また違った回答が出る

かもしれない。自分たちもそうだが、少し話せると「何でもできる」と思われてしま

う。確かにそこに怖さがある。 

○事務局 

 専門性や正確性は必ず求められるので難しいところである。 

○委員 



 話せる人がいるのは戦力だと思う。市役所中に多言語があふれている状況を作りた

い。少しでも話せたら戦力だという感覚を持ってもらいたい。 

 

（２）多文化共生推進プランの進捗状況調査結果（平成 27年度実績）に対する提言に

ついて 

○委員 

全部の項目についてはここで検証できないので、もう一度委員の方に読んでいただ

いて事務局にメールをすることとする。評価にあたり、どのような数値や資料が必要

かなど。 

○委員 

 今日来ていない委員にも知らせ、事務局が意見をまとめてフィードバックしてほし

い。それを見て、提言に向けたメモをそれぞれ作る。 

○委員 

 次の会議が７月だとすれば、６月２０日ぐらいまでにある程度案を作る必要がある。 

○委員 

 ６月６日までに追加の質問を事務局に出す。事務局はそれを受けて作業して２０日

までにフィードバックする。 

○委員 

 ６月２７日までに、それぞれ提言のメモを出す。 

○事務局 

 ７月の段階では、返したものについて議論していただき、提言のテーマを決めてい

ただきたい。 

○委員 

 なかなかすぐに結果を出すというのは難しいとわかっている。 

○委員 

 それでも、少しでも前進していくために、検証は大事。 

○委員 

 多文化共生時代というのは、やらなければならないのではなく、否応なしに来てし

まう。数年後に、いろいろな問題が市に流れ寄ってきてしまうと思う。目前のオリン

ピック・パラリンピックでも、東京に、東村山に外国人がたくさんやってくる。特別

なことというよりは、「こんなことが問題になっている」という意識が、職員含め必要

だと思う。 

 せっかくこのような形で協議会を持っているところが、「そんなことも指摘してい

なかったの」というのは困る。こんな問題点がある、では何をしていこう。と、当然

予算の制約もあるけれども、一点突破主義ではないが少しでも変わっていけたらと思

っている。 

○委員 

 おっしゃる通りで、検証をやらないと現場の人たちの振り返りが減る。それも確か

だが、毎年やるべきかどうか。今度また、５ヶ年の計画を作り直すから、それに向け

ての作業ということで当面は毎年行って、５ヶ年の計画ができたら、事業評価は２年

に一度とかでもよいのかもしれない。 

○事務局 

 他の所管に、「当市はこんなプランを持ってやっているので、これに沿った事業をし

てください」とお願いしている。一課だけで頑張っても、全体の多文化共生は進まな

い。やはりある程度進捗調査をして、どのように取り組みをしているのかというチェ



ックは必要。 

その一方で、委員のおっしゃった通り、おっかけっこになってしまっている部分も

ある。提言を秋にいただいたときには、すでに次の年の予算や人員が決まっていて、

進捗調査を行ったとき、委員の皆さんからすると「去年提言したのに、何も変わって

いない」という、次元的なずれが生じてしまう。どのように進捗を見るのかというの

も、第二次に生かしていきたい。数値が具体的に出てくれば、ここは取り組んでいる

な、というのがわかる。提言をいただくことで、市長にも取り組みを理解していただ

ける。 

○委員 

 市長に「多文化共生を進めてほしい」ということが伝わるだけでも素晴らしいこと

だと思っている。 

○事務局 

 当市のプランは５年に１回更新する。当初は、５本立ての柱をまんべんなく、いた

だいた提言の通りに進めていこうとした。しかし、人力的にも追われてしまうところ

もある。 

 立川のやり方は、まず短期間、この１年で何をやらなければならないかを挙げて、

次は３年間の目標、次にトータル５年間でここまで進めるというプランだった。当市

には、このような段階的な目標やチェックシートがない。 

 次に作るときに、防災なら防災に、重点をしぼって短期目標を立ててチェックシー

トを作れば、報告も目に見えるものになるし、提言もしていただきやすくなる。短期・

中期・長期のそれぞれの目標を決めるという方法もある。 

○委員 

 次の策定のときに生かせればよい。 

○委員 

 ２７日までにこちらからそれぞれ提言のメモを出す。これは分担しないで皆が関心

あるところを挙げるのでよいか。５本立てのどの分野に入るかぐらいには整理してい

ただきたい。 

○事務局 

 同じ分野ならまとめて一覧で見られるようにして、それを次回の会議でお出しする

という形でよろしいか。 

○委員 

 了承。 

○事務局 

 ２６、２７の災害時の対応構築が、前回も一番ご意見をいただいたところである。 

 ほかに、教育など重点が何本かあって、「総体的にはこのように進んでいるが、ここ

に遅れが見られる」とか、計画策定時よりも、これから社会がこのように変わってく

るだろうから従来よりももっと強い取り組みをしてほしい。という提言のあり方でも

よいのではないか。 

○委員 

 整理する。６月６日までに欲しい資料などを市に要求する。２０日ぐらいまでに個々

に返してもらって、それを基に意見書を２７日までに市に皆さんで出してもらう。そ

れをまとめたものを持って、その会議に臨む。内容的にどうしていこうというのは、

７月の会議のときに、意見をまとめていきたいと思う。よろしいか。 

○全員 

 了承。 



（３）平成２８年度市民意識調査 調査票について 

○事務局 

 次の案件は、市民意識調査の調査票について。外国人用と日本人用を資料でお付け

している。ある程度、案として事務局でまとめたものである。 

○事務局 

 平成２７年度第３回の会議のとき素案をお渡しして、その時にいただいた意見を反

映した調査票である。 

○委員 

 その後に何かあればという形で。 

○事務局 

 意識調査の実施の具体的な日程は検討中である。 

○委員 

 まず外国人用から。 

○委員 

 注目したのは、ことばについて。やさしい日本語。問４の３番「新聞・雑誌などの

読み取り」の読み取りということばはわかるのか。 

○事務局 

 逆に「読み取り」ということばを取った方がわかりやすいか。 

○委員 

 「新聞・雑誌を読む」にしてはどうか。 

○委員 

 読み取りというのは読んで理解するということだから、「読んで理解する」でよいの

ではないか。 

○事務局 

 「新聞・雑誌などの読解」をくだいて「読み取り」とした。 

○委員 

 「読み取り」でわかるかどうか。 

○事務局 

 外国の方に読んでもらって、わかるかどうか聞いたら「私はわかるけど、“読解”と

かはないほうがよい」と言われた。「新聞・雑誌など」と書いてあって、「それで困っ

てる？」と聞かれた方がわかると。ただ、「新聞・雑誌などを読んで理解する」が一番

丁寧だとは思う。 

○委員 

 私たちにとって「読み取りとはどういう意味か」という疑問がまた出てきてしまう。

「読む」だけでよいと思う。 

○全員 

 「新聞・雑誌などを読む」でよい。 

○委員 

 問１８の２０番「災害時、緊急時の対応」をもっと具体的に言った方がよいのでは。

対応ということばもわからないと思う。これは語数が制限されてあまり長く書けない

からこうなっているとは思うが。「地震や火事のときにどうしたらよいか」とか。中国

の方なら漢字を見ればわかると思う。それ以外の外国の方が見るとどうか。 

○委員 

「地震や火事などのとき」の方がよいか。 

○事務局 



 緊急時というのは、火事だけではなく突発的な病気なども含まれる。 

○委員 

 「災害時、緊急時のこと」 

○委員 

 なかなか難しい。 

○事務局 

 「災害時、緊急時」と短くまとめた方がよいかもしれない。 

○委員 

 問２０の“避難場所”、“避難経路”はわかるか。 

○事務局 

 これはくだいてはいけない。なぜならば、どこに行っても“避難場所”、“避難経路”

と書いてあるから。これをくだいてしまうと、その時はわかっていても、いざ“避難

場所”ということばを目にしてもわからなくなってしまうから。こういう固有名詞は

くだいてはいけない。 

○委員 

 看板に“避難場所”と書いてあるから。 

○事務局 

 はい。ここはあえて覚えてもらう方がよい。 

○委員 

 あとに（ ）書きで加えるのはだめか。 

○事務局 

 （ ）書きで加えるのがいけないということではない。 

○事務局 

 専門用語は崩せない。 

○事務局 

 以前、そのことについて委員がおっしゃっていなかったか。 

○委員 

 私の経験としては、“避難”ということばは難しい。でも街を歩いていて小学校に“避

難所”と書いてあったり、日本はどこに行っても決まった場所があるから、外国人と

してもわかるようにしなければならないと思う。 

○事務局 

 崩したいけれども、崩せない。例えば“逃げる場所”とか“安全な場所”とか。言

い方はいくらでもあるけれども、逆に、今委員がおっしゃったように無理やりにでも

覚えた方が自分のためになると思う。 

○事務局 

 教える側、支援する側として、原則的に“避難場所”、“避難所”、“避難経路”は崩

してはいけない。その場所に行ったときに、見てもわからない。 

○委員 

 私も、友人と“地震”とか“津波”があったら、大体、小学校などが避難所になっ

ていると話している。そういう話を、自分の周りの人にしてもらうしかない。 

○事務局 

 教育という意味でも。 

○委員 

 なるほど。 

○委員 



 問２９の“推進”、“事業”ということばはわかるか。 

○委員 

 「～を作成し、それをすすめるために～で次のようなことを開催しています。」では

どうか。 

○委員 

 よいと思う。 

○委員 

 問３２の２番「法制度上の」がわかる人もなかなかいないと思う。 

○委員 

 “法律”の方がわかるか。これは難しいな。 

○委員 

 「外国人の法律上のあつかい」はどうか。 

○事務局 

 “制度”も含めて言わなければならないところ。崩すとしても「法律制度上の」と

しか崩せない。 

○委員 

 日本人でも考えてしまう。 

○委員 

 もっとやさしく言い換えられないか。 

○委員 

 ここでは解決できないかもしれないので、問題点だけ指摘する。 

○委員 

 了承。 

○委員 

 問３４の“未婚”、“既婚”、“離別”、“死別”はわかるのか。 

○事務局 

 例えば“未婚”は「結婚していない」とか。 

○委員 

 考えておいてほしい。次に問４０の３番“賃貸公営住宅”の“賃貸”はわかるのか。 

○事務局 

 “賃貸”は意外と知っている。“公営”の方が難しいかもしれない。 

○委員 

 言い換えがもしできれば。次に問４１の“共生”はわかるのか。 

○事務局 

 言い換えると「共に生きる在り方～」と少し変な文章になってしまう。 

○委員 

 了承。 

○委員 

 私からは、形式的なことが中心。問１３は質問が二つ複合になってしまっている。

分けて聞く方がよいかと思ったが、合成するなら合成するで。“友人”ということばも、

次の項では“友達”となっているので“友達”に統一した方がわかりやすい。「友達が

いる、いない」、「グループがある、ない」とふたつの質問にした方がよい。ひとつに

するならば、「友達、グループはありますか」と合成する。このままだとどう答えたら

良いかわからない。分析もできなくなる。 

 問１６からいくつかあるが、質問文の中に（A～E の中から、それぞれひとつだけ○



をつけてください）とある。これは、（A~E のそれぞれについて、ひとつだけ○をし

てください）とする方がよい。日本人用の方はちゃんとそうなっている。A～E の中か

らひとつ選んで回答しなければいけないのかと思ってしまう。問２１～２３、２６～

２８も同じ。 

 また問１６だが、回答表の中のボックスに「よく参加している」は１、「時々参加し

ている」は２、「あまり参加していない」は３、「参加していない」は４と数字を振っ

ておく。集計するときには、番号でどれだけ回答したか集計する。番号がないと集計

できない。数字がボックスの中にあればそれに○をつけることができる。 

 問２９の質問文が長い。先ほど“事業”を“こと”に直したが、「～次のようなこと

を開催しています。」と区切って、「あなたはどれを知っていますか。あてはまるもの

にいくつでも○をつけてください。」とすればよいのではないか。 

 問２９－１の質問文も、「～参加してもらうために、“あなたは”今後～」というよ

うに“あなたは”が抜けている。そして後ろに、（いくつでも○をつけてください）を

書き加える。 

 問３９の「転出したい」は、「引っ越したい」の方がわかるのではないか。 

○委員 

 確かに“転出”は少し難しい。私たちは日本語を勉強する時に、簡単な日本語が頭

の中にずっと残っている。先ほどの“友達”も、勉強したのは“友達”で、“友人”だ

とわからない。言い換えられることばがあるなら、やさしい日本語にした方がよい。 

○委員 

 次に日本人用。先ほどと同じように、問１５、１７～１９の選択肢に番号を振る。

ボックス内に番号を入れて○をつけてもらうと集計しやすい。 

 問２５の選択肢３番「あまりないと思う（問２５へ）」、４番「ないと思う（問２５

へ）」とあるが、これは（問２６へ）の誤り。 

 問２９の質問文の最後、（１と記入した方は、問２９へ）は（１と記入した方は、問

３１へ）の誤り。 

 問３０の選択肢４番が「配偶者」となっているが「配偶者の親」が正しい。 

 問３３の選択肢４番の「直ぐに～」と漢字を使っているが、ひらがなの方がわかり

やすい。 

○委員 

 ミスの指摘もあったので、修正をお願いしたい。 

○委員 

 サンプル数が前回の調査だと日本人が３００人、外国人が７００人だったが、同じ

でやるのか。 

○事務局 

 前回、日本人１，５００人、外国人５００人とお話したところ、逆にした方がよい

とのことだった。約２，３００人の外国人の中で１８歳以上かつ家族がいる方だと重

複する問題がある。 

○事務局 

 １，５００件もサンプルが取れないかもしれない。 

○委員 

 それでは１，０００件とするか。 

○事務局 

 例えば、日本人１，０００人、外国人１，０００人とするか。 

○委員 



 それもよく検討してほしい。回収率が悪く、分析に堪えないという結果になってし

まうと困る。できるだけとれるようにということがひとつ。本当は、郵送調査を行う

場合は、一週間ぐらいして期限近くになったら督促状を送った方がよい。それができ

るかどうか。できるとかなり回収率が上がる。 

 これは日本語版だけではなくて、英語版、中国語版、韓国語版を作るのか。 

○事務局 

 はい。 

○委員 

 それがうまくいくと、かなり違ってくる。翻訳が大変だと思うが。 

○事務局 

 調査票の翻訳と、自由記述欄の翻訳がある。 

○委員 

 サンプルの、統計上の最低数というのはあるのか。 

○委員 

 クロス集計と言って、年齢別、男女別、在住年数別、在留資格別で集計する時に、

全体の回収数が少ないとばらけてしまう。それぞれのセルの数がある程度取れないと、

パーセンテージに偏りが出る。誤差率が高くなってしまう。 

○委員 

 時間が無かったが、理解しているという前提で、また直したものを見させてもらう

ことにする。誤字誤植だけではなく、テクニカルなところもあったので。皆さんもこ

れでよろしいか。 

○委員 

 了承。 

○委員 

 外国人１，０００件、日本人５００件ということで。 

○事務局 

 外国人１，０００件、日本人１，０００件の合計２，０００件としても良いか。 

○委員 

 了承。 

 

４．その他 

○事務局 

 次回の開催について、スケジュールでは第２回は７月初旬だが、７月１１日（月）

もしくは、７月４日（月）１８時半開始ではどうか。 

○委員 

 全員了承。 

 

５．閉会 

 

 



 


