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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（平成２７年度実績）

に対する提言について 

（２）平成２８年度市民意識調査 調査票について 

４．その他 

５．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 當間 

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 

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（平成２７年度実績）に対する提言

について 

○委員 

 項目ごとではなくて、委員一人一人に気が付いたところについて聞いていくがそれ

でよろしいか。 

○全員 

 了承。 

○委員 

 事業内容１３番『子ども日本語教室の設置に向けた市民団体等との協働』について。 

本事業の開始当初、各学校に外国から来られた生徒・保護者に、事業番号１２番『日 

本語適応指導』のほかに本事業を紹介していただきたいとお願いしていたと思うが、



このような連携は引き続き行われているのか。また、その方法は。 

事業番号１２番『日本語適応指導』については教育委員会が行っている。子ども日

本語教室は市民団体と市役所の協働事業である。ＰＲできているのか。できていない

のならば、よい方法はないか。 

○事務局 

 子ども日本語教室は、ＮＰＯ団体の日本青少年自立援助センター主催である。市民

相談・交流課は共催という形で、場所を提供している。転入してきた外国籍の子ども

や帰国子女がいた場合には、子ども日本語教室に案内していただくように学務課に伝

えている。 

○委員 

 提言としては、子どもの教育はとても重要な事なので、協力してほしいということ

でよろしいか。 

○委員 

 教育委員会も、この事業にかかわって協力してくれるということでよいのか。 

○事務局 

 位置づけが少し違う。あくまで外国籍市民の支援というスタンスである。支援の一

部として、子どもの教育格差を減らすために何ができるかとなったとき、場所を提供

して、有償ボランティアに活動していただく形がベストだと考える。 

○委員 

 協議会の提言としては、この二つを区別した方がよいということか。 

○事務局 

 はい。外国籍市民の支援の中で、子どもたちの教育格差をなくし、この街でずっと

生活していけるようにするためのものである。（事業番号１３番について） 

○委員 

 教育委員会の事業ではないけれども、協力をしてほしいということは言えるのか。 

○事務局 

 はい。 

○委員 

 この事業が、各学校にちゃんと伝わっているのならよい。 

○委員 

 連携がうまく取れているのか、進捗状況調査票に書いて教えてほしいということか。 

○委員 

 はい。 

○事務局 

 とても大切な事業だと思う。子どもが、日本語がよくわかるようになることによっ

て、成長していってくれたら、東村山市がよりよくなると考える。学務課には、転入

してきた子どもにこの教室を案内してもらい、市民課に転入手続きで来て、相談に見

えた方にはこちらからもご案内している。 

○委員 

 日本語を教える人はプロでなければならないということだが、教員資格を持ってい

なければならないというわけではなく、日本語を教えるプロということ。難しいけれ

どとても大切なところなので、市民に伝わるように考えていかなければならない。そ

れでは次の方。 

○委員 

 市役所の横のつながりで解決できる項目もあるのではないか。平成２６年度の調査



では回答があったのに、平成２７年度の調査では空欄になっているものについて教え

てほしい。 

 事業内容１６番『外国人市民の生活相談窓口の充実』の課題に対する解決策につい

て。平成２６年度は「相談員の勤務時間を９：００～１６：００にして週５日間勤務

を検討する。」、「土曜の交流室での相談を検討する。」とあるが平成２７年度は「庁外

（国、都、NPO団体）にある専門家相談や専門窓口の情報を収集し、支援に繋げる。」

となっていることについて教えてほしい。 

事業内容２２番『姉妹都市、友好交流都市における姉妹校等における交流の促進』

の課題に感じていることについて、平成２６年度は「各姉妹校が学生訪問団との交流

をどのように受け止めているか、また今後どのような交流をしたいか、把握できてい

ない。」としているが平成２７年度は特にないのはどうなっているのか。 

○事務局 

 事業内容１６番『外国人市民の生活相談窓口の充実』について。相談員を９：００

～１６：００の勤務とすると、それ以外の時間の窓口業務や相談業務に対応できない

ので実施が難しい。土曜の相談については、休日に対応すると振替休日を取らなけれ

ばならないため、翌週が手薄になり業務に支障をきたしてしまう。今の形がよいので

はないかと考えている。 

○委員 

 平成２７年度は「庁外（国、都、ＮＰＯ団体）にある専門家相談や専門窓口の情報

を収集し、支援に繋げる。」という方向に重きを置いたということか。 

○事務局 

 はい。 

○委員 

 了承。前年度の回答が消えて、新しい回答が出てくるとつながりが見えない。 

○委員 

 そう思う。委員として会議に出席したからこうして確認ができるが、市民が見たら

一歩後退してしまったととらえてしまうかもしれないことを危惧されたのでは。 

○委員 

 はい。そのままにされて、どうなってしまったのか疑問が残る。 

○委員 

 それが提言に触れていないだけで、もうやっていないと思わせてしまう。表現の仕

方を考える必要がある。もう一つは、ＰＤＣＡサイクルなど、評価の仕方も考えてい

かなければならない。どんどん増やしていかないとやったことにならないというのは

少し違うと感じる。 

○委員 

 『外国人市民の生活相談窓口の充実』という事業はもちろん立てるが、事情はわか

ったので、提言としてどのような書き方をするかということ。専門的な相談について

は、今後も連携を取れるように図っていくという内容になるかと。 

 いろいろなところに分散して問題があるので、整理・統合した方がよいのではない

かということか。 

○委員 

 量が多いが、よく読むと似たようなところがある。 

○委員 

 今回の提言をたてるとき精査して、次のプランを作るとき項目を整理する。 

○委員 



 了承。 

○事務局 

 事業内容２２番『姉妹都市、友好交流都市における姉妹校等における交流の促進』

について。二中と回田小の児童・生徒とホストファミリー、その周囲しかインディペ

ンデンスの人とコミュニケーションが取れないところを、もう少し広げたいと考えた

ため、平成２６年度は「交流後の感想及び今後の交流内容などを確認し、東村山市国

際友好協会と連携し進めていく。」という解決案を出した。二中や回田小も、カリキュ

ラム的にも大変厳しいところで取り組んでくださっている現実があり、他の小中学校

にも話はしているがなかなか難しい。二週間という限られた時間の中で、姉妹校交流

は一日しか時間が取れない。現在の対応が最善と思う。 

○委員 

 前年度の、「受け入れ校がどのような感想を持っているか」というのは二中と回田小

のことか。 

○事務局 

 はい。回田小は学校を挙げて、親御さんたちの会というようなものがある。二中は

姉妹校交流のためにできたクラブが中心になって受け入れてくださっている。授業を

一緒に受けるのはどうかという提案もしたが、先生方の反応も、そこまでの対応はし

きれないという印象である。 

○委員 

 回田小は姉妹校の締結をしているが、二中はまだその前の段階である。ゆくゆくは、

という状態。以前、三週間だったときは公立の小学校を一校一校回っていた。二週間

となるとスケジュールがタイトで難しい。ぜひ他の学校も、という声掛けをしたが、

今の学校はイレギュラーなイベントを行う余力がない。 

○委員 

 学校はなかなか受け入れる余裕もないだろうが、少しでも理解をしてもらって続け

ていってもらいたい。 

○委員 

 姉妹校交流を長く続けていると、顔の見えるつながりができてとても素晴らしいプ

ログラムだと思う。特定の人だけが享受するのはどうか、という視点もあるが、ある

程度、熱心なコアがいないとできないのも確かである。 

○委員 

 姉妹校「等」なので、いろいろ考えていきたい。交流を深めるという方向で進めた

い。それでは次の方。 

○委員 

 特に強調したいのは二点。一つは外国人市民に関係する担当者への啓発。職員研修

の一環に「多文化共生の考え方と課題」を位置づけ、実施するということをぜひ行っ

てほしい。 

 二つめは、災害時、防災訓練の際の多言語支援センター立ち上げ訓練を毎年行って

いくことによっていざという時に行動できるようにしたい。事業内容２５番『災害時

要援護者台帳の整備の促進』について、「要援護者のなかで外国人であることが要援護

者の対象となる認識が日本人にも外国人にも薄い」というのも同感である。関係部署

の職員や各町会の人たちにも認識してもらいたい。 

○委員 

 とても大切なことだと思う。時間はかかるが、周囲の理解を得ることが必要不可欠

である。 



○委員 

 質問。災害時支援センターの管理箇所は市民相談・交流課なのか。ボランティア登

録の基準、手順は。ボランティアには防災の知識があればよいのか、語学力も求めら

れるのか。 

○事務局 

 災害時支援センターは、現在のところ交流室に立ち上げる予定だが、実際に立ち上

げ訓練をしてからも検討したい。災害時のマニュアルもあるが、実際に使って訓練を

してみないとわからないこともある。市民相談・交流課長がセンター長となる。 

○事務局 

 市役所は地域防災計画を作成しており、大規模災害が発生すると災害対策本部が設

置され、部ごとに災害対策○○部ができる。災害対策市民部として、市民相談・交流

課も動くことになる。その中で物資班や家屋倒壊調査班、のように分かれる。災害対

策本部の直下ということになるが、災害対策市民部が交流室を使って外国人支援をす

ることになる。 

○事務局 

 当市が、都内で一番に外国人の支援マニュアルを作った。語学ができない方でもぜ

ひボランティアに登録してほしい。語学ボランティアの方のケアや、支援センター自

体をフォローしてくださる方というのも必要。一度全体的な訓練や研修をしてみて、

その結果を皆さんで話し合ってマニュアルを作るというのがこれからの課題で、昨年

マニュアルを更新できなかった理由はそこにある。 

○委員 

 いろいろなところにいろいろな教訓がある。実際に自分たちで訓練や研修をして経

験を共有しないと、いざという時にマニュアルがあっても動けない。多言語センター

をどこまでできるかやってみる。 

○委員 

 語学ボランティアの管理は市民相談・交流課でしているのか。 

○事務局 

 はい。 

○委員 

 その方たちも、災害時対応について勉強してもらうようにするのか。 

○事務局 

 はい。昨年の防災研修参加者や震災訓練の際に登録していただいた方もいる。これ

から行う防災の立ち上げ訓練にも呼びかけて参加していただくようにする。 

○委員 

 次に策定する第２次プランの頭出しとして出せればよいかと思い提案する。 

 基本目標１の【コミュニケーション支援】で、「多言語化の指針」について。多言語

化をどのような形でやっていくか、ガイドラインがないままにやっている。非効率的

な部分があるのなら、一度庁内で検討してはどうか。たとえば、他の自治体で先進的

なところにレクチャーしてもらうのもよい。 

 基本目標２の【生活支援】について。多文化共生相談員の役割を、各部署に認識さ

せる。たとえば、有志の人に対し月２回程度のワンポイント外国語講座を開設する等。

相談員とのつながりができてよいのではないか。 

 外国語で窓口対応ができる職員のリストを作成する。 

 多文化共生・男女共同参画推進交流室の利用条件緩和については、今後の課題であ

る。 



 外国人児童・生徒の状況と支援の課題について、教育委員会でまとめたものはある

のか。もしあれば、他のセクションとも共有するとよい。 

○事務局 

 おそらく指導～簿というもので、各生徒を個人ごとにまとめたものはあると思う。

それを教育委員会外に出せるかどうか。 

○委員 

 もちろん個人が特定できないレベルのものでよい。 

○事務局 

 こういう状況、こういう傾向のようなものということか。指導室に確認する必要が

ある。 

○委員 

 日本人もそうだが、母子家庭が増える中で貧困家庭が増えている。社会構造の変化

で、人は影響を受けるが、外国人はその中でさらに影響を受ける。貧困家庭が増える

ということは、就学援助の制度なども外国人は理解しているのか等、状況の変化を共

有した方がよい。公開できる資料がもしあれば、出していただきたい。教育の問題に

はみな関心がある。 

 また、高齢化についても今後の課題である。 

 基本目標３の【多文化共生の地域づくり】について。交流室フェスタを公民館等で

もっと大々的に開催できないのか。 

○事務局 

 フェスタ自体が、「交流室の」フェスタとなっている。その制限はある。 

○委員 

 交流室が主でも、他の施設とジョイントしてもう少しオープンにするのはどうか。 

○事務局 

 今年度は、市民センターで開催する。 

○委員 

 了承。 

○事務局 

 課題だと思っているが、交流室フェスタ開催の目的が、「交流室をもっと知ってもら

うため」となっている。 

○事務局 

 フェスタを国際友好協会、日中友好協会、地球市民クラブがそれぞれ持っている外

国語講座と日本語教室の発表の場にしようと思っている。今年は、市民センターで開

催して大勢の方に来ていただく予定である。 

○委員 

 事業内容２４番『国際理解教育における外国人市民講師の機会提供』について。国

際交流プログラムに連動して参加できるとよい。 

○事務局 

 今年は防災に力を入れたのでそれを題材としたが、毎年市民カレッジでは外国人講

師を招いている。市民カレッジを３回と、国際理解授業として、留学生と地球市民ク

ラブと連携した各小中学校への派遣を行っている。 

○委員 

 講師を見つけて派遣することが難しくなってきている。なんとか違う方法を考えて

続けたいと思っている。 

○委員 



 外国籍のお子さんの親御さんたちがやってくれると本当によいと思う。 

○委員 

 日本は結婚移民女性に対する日本語支援はない。しかし人材がいないわけではない

から、意欲がある人を、学校側でも探してくれるとよい。 

○委員 

 それでは、ここまでの話を踏まえてまとめ、次回に審議する。 

○委員 

 ９月初旬にまとめて下旬には市長に提出となる。８月中に案をもらって審議に備え

たい。 

○委員 

 イメージとしては全体の提言の中でもポイントを作って、例えば災害についてなど

強く提言したいところをまとめる。一番初めに強調したいところを持ってきてもよい。

まとめ方を考える。 

 市役所内でまとめた上で、文言を整えた方がよいと思う。市民の立場から、もっと

強調してほしいところももちろんあるので、その調整を次回行う。 

○委員 

 原案の作成には会長も携わる。８月中には原案を委員に戻し、９月初旬の会議に備

える。 

 次回の協議会は９月１２日（月）１８時３０分からとする。 

 

（２）平成２８年度 市民意識調査 調査票について 

○事務局 

 個人の特定を防ぎ、回答率を上げるためにも、４２問から３０問まで減らした。 

〇委員 

 了承。 

○委員 

 国籍を問う設問は残した方がよい。選択肢をまとめる等（国から地域へ。例：東南

アジア）して個人が特定されないようにするとよい。 

〇全員 

 了承。 

４．その他 

○事務局 

 協議会委員の改選について。市民委員は８月１日号の市報で募集し、作文の提出期

限は８月２５日とする。９月中旬決定の予定である。 

○委員 

 仕事柄、確実な参加ができないので、次期の参加を辞退したい。 

○事務局 

 残念ですが、わかりました。 

 ありがとうございました。 

○委員 

 本日は以上で終了とする。 

 

 

 


