
（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 第１回多文化共生推進プラン推進等協議会 

開 催 日 時 平成２６年１０月２１日（火）午後７時００分～午後９時１０分 

開 催 場 所 北庁舎２階第４会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）渡戸一郎委員・仁平重光委員・山本暁委員・関根福子委

員・玄聖姫委員・野口資明委員・河野正徳委員 

 

（市事務局）原文雄市民部長・清水信幸市民部次長・屋代尚子市民相

談・交流課長・江川誠多文化共生係長、増子奈々荷多文化共生相談員、

杉田理恵多文化共生相談員、小林裕子多文化共生相談員 

 

●欠席者： 伊藤陽子委員、ヘンドリッキ・リンデラウフ委員 

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．委嘱状交付 

３．会長・副会長の選出 

４．協議事項 

（１）会議の公開指針について 

（２）多文化共生プランの進捗状況調査結果について 

（３）今後の予定について 

５．閉会 
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会  議  経  過  

 

1.開会 

2.委嘱状交付 

3.市長挨拶 

4.委員紹介 

5.会長、副会長の選出 

○事務局 

多文化共生推進プラン推進等協議会設置規則に基づき、委員の互選により会長、

副会長の選出をお願いいたします。会長は、どなたかいらっしゃいますか。 

○委員 

仁平委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 



〇事務局 

いかがでしょうか。 

〇全委員 

拍手 

〇事務局 

全員の拍手をもちまして、会長は仁平委員にお願いします。 

副会長は、どなたかいらっしゃいますか。 

〇委員 

渡戸さん、お願いできますでしょうか。 

〇全委員 

異議なし 

〇事務局 

それでは、会長には仁平委員、副会長には渡戸委員に任期までお願いします。あ

いさつを会長、副会長の順でお願いします。 

○委員 

ここに集まった委員はキャリアが充分な方々なので、この協議会の話し合いの中

での皆さんとの接点や、東村山に住む外国人２，０００人の方と何か接点を持つこ

とができればという思いです。そこから東村山の多文化共生を良くし、何か成果も

求めなければならないと思っています。 

〇委員 

わたしは国分寺市民なので、副会長も東村山を愛する皆さんの中から選ばれたほ

うがいいか思いますが、多文化共生推進プランを策定したとき会長をした責任もあ

り、副会長を務めたいと思います。 

多文化共生は、東京や世界の大都市では経済主義的な方向にどんどん向かってい

ますが、この協議会のみなさんは、生活福祉やコミュニティー型の多文化共生をし

っかりやりたいというお話しでしたので、大賛成です。 

〇事務局 

会長へ進行をお願いします。 

〇委員 

問題点をきちっと見えるようにして、それを誰かとどこかで手をつなげば何かが

動く、そのような思いですが、進めていくのはとても大変なことだろうと思います

ので、ぜひアドバイスいただきたい。 

では、協議事項順に進めます。会議の公開指針について説明をお願いします。 

6.協議事項 

(１)会議の公開指針について 

配布資料「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

(案)」、会議録の形式、名簿の公開について、事務局から説明する。 

意見はございますか。 

〇委員 

会議の公開については、資料のとおりにする。議事録は要約し、固有名詞は出来

る限り出さない、氏名は公表しない。前回の協議会と同じようにすることでよろし

いと思います。 

〇委員 

  自分は日本国籍を取得しているが、「外国籍市民」の枠の位置づけで宜しいでしょ

うか？ 



〇委員  

外国籍市民の代弁者としての選出区分ということですね。 

〇事務局 

そうです。 

〇委員 

傍聴者は発言できないことを明記しておいたほうがいいのでは？ 

〇委員 

傍聴人規則に基づき制限がかかるため、明記がなくてもいいと思います。 

〇委員 

そうですか。 

〇委員 

規則第４(６)は、発言委員の氏名は公表してはいけないとなっていますが、発言

内容も公表してはならないのでしょうか。内容にバイアスがかかった書き方をされ

ると困るなら、公表しないとした方がいいのではないでしょうか。 

〇事務局 

発言委員氏名およびその内容をインターネットや広報誌等に公表してはならない

と表記することもできますが、いかがでしょう。 

〇委員 

反対します。発言したＡさんが特定され攻撃される可能性があるので、名前だけ

は伏せ、こういう会議でどういう話が行われたかについては、傍聴した人が仲間に

流すことは構わないと思います。 

〇事務局 

特定の委員がこう発言したとかではなく、協議会でこういう話が出たということ

は、出さざるを得ないと思います。 

〇事務局 

どういう議論になったのかについては、他の委員会でもツイッターで出ています。

会議録も公開されますので、疑問のあるかたは、こちらをご覧いただけます。 

〇委員 

個人名も出すのが私の意見ですが、この協議会の意見を出来るだけ市民に広めて

いくというこの協議会の役割を考えると、可能な限り公開することは大切なことだ

と思います。もし、なにか起きた場合はみなさんで考えていけばいいと思いますが、

いかがでしょうか。 

〇全委員 

了承 

 

(２) 多文化共生推進プランの進捗状況調査結果について 

配布資料「東村山市多文化共生推進プラン進捗状況調査(平成 25 年度)」につい

て、事務局から説明する。 

〇事務局 

委員それぞれの視点で資料についてご意見をいただき、提言としてまとめていき

たいと思います。本日の会議で、みなさんの意見を出していただくにはどのような

形式が良いのかを決めていただきたいです。 

〇委員 

毎年提言書を出すということになりますね。その年ごとに進捗状況を得て、さら

に進める点と、新たに検討する点が出てくると思います。協議会の日程としては、



今回と次回の２回開きますが、その他として１～２回話し合う機会を持つことも考

えられます。その中で提言を出します。 

重点的にやりたいこと、調査を読んでの印象等、ご意見をいただきたいです。 

〇委員 

危急の課題は、防災関係です。首都直下型大地震の可能性があり、これの備えと

いうのは、多文化、外国籍市民の方だけでなく、日本人自身もそうなのですが、き

ちっとやっておかないと、とりわけ外国籍市民の方が抜けてしまう可能性があるか

らです。 

もう一つは、５０か国以上の外国人が住んでおり、なかなかその全貌がつかめな

いことです。どんなことを考えていらっしゃるのか、どうしてもらいたいと思って

いるのか、が疑問としていつもあります。 

〇委員 

２，０００人の外国籍の方が何を考えているかというのが一番重要だと思います。

それらを吸い上げる何らかの手立てを考えるべきなのではないかと思います。 

また、日常生活に根差したところでのやり取りがあって、初めて多文化共生の理

解がお互いにされていくのではないかと思っています。外国籍の方だけでなくて、

一般市民も一緒になるバスツアーを行うこともそうですが、何らかの機会をもっと

増やしていいき、ぶつかり合うチャンスがもっとあればいいのではないかと思いま

した。 

学校教育の中で、外国籍の方が先生になり、授業をすることが載っていますが、

例えば、高校の地理の授業で中国をやるときに、日本人の教師の発言に対して中国

籍の方に意見を言ってもらうなどにより、ありきたりの文化交流でなく、違う観点

でのコミュニケーションが図れると良いと思います。 

〇委員 

外国籍の方が、２，０００人もいることに驚いています。そのエネルギーを集め、

市を良くしていければ良いと思います。日本人とは全然違う発想を持っている可能

性が外国人にはあると思います。そういうものを取り入れ会議を進めるといいと思

います。 

〇委員 

１４ｐの子ども日本語教室の時間が、変更前のまま記載されています。正しくは

水曜の３時半から７時に実施しています。 

１２ｐから１３ｐの内容については、児童の編入学に伴う日本語適応指導のボラ

ンティア派遣についてですが、ボランティア不足で指導者を派遣できない状況があ

ります。生徒自身、担任の先生、学校にとっても派遣は非常に有用なので，有償派

遣を検討すべきだと思います。 

〇委員 

東村山市は多文化共生が進んでいると思いますが、外国籍の方と日本人との友達

作りまではいけていないので、もっと輪に入れられる行事があると良いと思います。

行事に参加したときが良い機会になるので、このチャンスを生かして発展させれば、

友達の輪が広がっていくのではと感じます。 

また、国際理解授業では、小学生の国際理解講座は良い方向に進んでいますが、

中学生にもこの機会があれば、違う刺激を子どもたちに与えてくれるのではないか

と思います。 

さらにこの事業では、他の市民団体と互いに助け合って行っていますが、各国際

関係団体が、横の連携を強めれば、広がりが期待できると思います。 



○委員 

全体として一所懸命改善していこうという姿勢は非常に伝わってきました。予算

が無くとも知恵を出していくというのが、どこの地域とか自治体でも考えられると

思います。この推進協議会で何とか知恵を出して行ければいいと思います。 

情報提供を改善する必要がありますが、例えば、情報を欲しい人に登録してもら

い、携帯とかスマートフォンで情報を得られるように、多言語の情報を発信するこ

とができれば、防災情報提供に役立ちます。 

情報を欲しい人がだんだんと集まれば、そういう人たちに呼びかけ交流の機会を

増やし、交流室をどのように活かしていくのか等、小さい交流の積み重ねから広が

っていくと思います。集まる目的みたいなものを色々と作っていくのが、必要だと

思います。情報を積極的に取りたい人を中心に働きかけていくというのもいいと思

います。 

市役所の担当課、あるいは相談員の方々がコーディネーターとなって、そういう

人たちの場を積極的に設けていくような努力をすることで、少しずつ回っていくの

かなと思います。 

また、組織間の連携、団体間の連携は、非常に重要だと思っています。他の自治

体の訓練を体験して感じたことですが、発災から３日目以内にボランティアセンタ

ーを立ち上げる、そこに多言語のサービスをどうつなぐかというのが大変でした。

社会福祉協議会の災害ボランティアセンターの作り方と、プランの多言語支援セン

ターとをどういう風につなげるかが非常に重要になるわけですね。この話は、ほと

んど、どの自治体でもなかなかまだ出来ていないのです。こっちから社会福祉協議

会に積極的に提言することも重要かなと思いますが、プランには組織間でどうつな

がってくかは揚げられていません。 

〇事務局 

過去に外国人だけの防災訓練を行ったことがあります。市の総合震災訓練で社会

福祉協議会とともに、外国人の方に入っていただき訓練しました。また、災害時要

援護者支援マニュアルを作り、２００～３００人の外国人の意向調査も行いました

が、訓練については途切れています。 

３・１１以降、外国人の方は要援護者という見方もありますが、不安になってし

まわないよう安全安心を作って行く中で考えていきたいと思います。例えば、外国

籍の方が何回も防災訓練に参加して、仲間の指導支援のリーダーになれば、広がり

が出るのではないでしょうか。 

○委員 

言語力がちょっと弱いなと感じており、どこでそういうことを強くすればいいの

かと思います。 

また、先程の接点のつなぎ方については、交流室の機能も相当弱いかなと感じて

います。多摩全体の国際交流センター的なものが出来れば強くなると思います。 

〇委員 

市はフェイスブック行っていますか？ 

〇事務局 

やっておりません。災害ツイッターは行っています。 

〇委員 

ツイッターで、せめて英語をやるとか。 

〇事務局 

防災災害メールはあります。登録者に、安心安全条例に基づき、警察からの不審



者情報等を流しています。 

〇委員 

日本語ですか？ 

〇事務局 

日本語です。内部でも検討の必要があると感じています。 

〇委員 

言語が弱いというのは、日本語・英語・中国語・韓国語に限定しているところも

あるので、広げたらどうかという意味で、ではどうするかという話です。翻訳を依

頼される機会がありますが、タガログ語の方が本当に見つからないのですが、必要

になっています。3言語以外の言語の方たちが防災訓練で抜けてしまう可能性が出ま

す。中国・韓国の方は、日本語が上手なので自分の命は守れると思います。 

〇委員 

先ほど調査の話しがでましたが、調査項目に入れると良いと思います。 

〇委員 

２，０００人の外国籍の方の言語の割合は？ 

〇事務局 

中国系７８０、韓国系５７０、フィリピン２４０、4番目、ネパール６０（１０月

１日現在、１桁四捨五入） 

〇委員 

タガログ語の需要はありますね。 

〇委員 

３・１１の時、東北では、フィリピンの方へキリスト教会がネットワークの役割

を担い、物資を配布しながら情報取集を行っていました。また、東北では分散して

住んでいるので、教会のネットワークを活用したようです。 

〇委員 

北朝鮮の方は、すごく団結力がある。７０～８０人が市内で集まっています。 

〇委員 

生活困窮者も多いと考えられます。協議会の議論に、意見が届かない人たちがい

る事を考えながらやることが大事です。夜中弁当工場で働いた母親の就寝を確認し

てから学校へ行く子どもがいたり、離婚が増えていたりしています。生活困窮者を

考える際に、多文化の視点も必要です。日本は本人申請がないと、生活保護等も始

まりません。フィリピンの方で、仲間をケアする人がいれば、情報も入りますが・・

プランには書きにくいため、市民団体ベースで、地道に取り組むのが良いと思いま

す。 

〇委員 

好んで弱者になる人はいないので、気持ちのどこかに持っていないと提言として

良いものにはならないと思います。 

〇委員 

２，０００人のうち、中国語韓国語で対応できない方に、協議会の存在を知って

もらえれば良いと思います。 

〇委員 

中韓合わせて、１，３００人。様々な方がいます。身分を明かさず、常にそこに

行けば情報を得られるとか、助けをもらえる場があると良いです。 

本日の意見を、１回まとめさせてもらい、事務局から皆さんの手元へ届け、それ

を基にまた話し合いをすることで良いでしょうか。事務局はこれで良いいですか？



事務局から今後の予定をお願いします。 

 

(３) 今後の予定について 

〇事務局 

今後の予定は資料の一覧表におおよそを記載しました。本日１０月２１日、第 1

回協議会。１１月下旬までにまとめ。１２月初旬までに皆さんに配布。意見収取。

１月上旬意見の共有。１月下旬意見のまとめ。２月中旬第２回協議会。２月下旬最

終決定。市長への提言書を作成。 

来年度も２６年度の事業調査、意見集約、提言、のサイクルで行う。今回は日程

がタイトですが、来年度は、調査を早めにし、議論の時間を取れるようにします。 

〇委員 

意見交換とはどんな形でしょうか？ 

〇委員 

配布物に対して、意見を出してもらいます。集まりが必要なときは、正式な会議

でなく、話し合いの場を設けます。事務局から何かありますか？ 

〇事務局 

本日協議していただいた要点を整理し、会長に方向性を確認していただいて、行

政に対する会議の方向性を決めていきたいと思います。 

〇委員 

本来は、進捗状況の追加調査とか、追加資料を出しながら、提言をまとめると実

質的に実のあるものとなります。今回は時間もないので、重要なところを重点的に

やるのが良いと思います。 

○委員 

ありがとうございます。以上で終わりたいと思います。 

 

7.閉会 

 

 


