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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進捗状況調査結果（平成２６年度実績）に対

する提言について 

(2)多文化共生プラン進捗状況調査（平成２７年度実績）について 

4. 今後の予定 

5. その他 

6. 閉会 
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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進捗状況調査結果（平成２６年度実績）に対する提言につい 

  て 

○事務局 

進捗状況調査結果に対する提言案及び次期進捗状況調査について、協議を進めて

いただく。 

○委員 

では、東村山市多文化共生推進プラン進捗状況調査（平成２６年度実績）に対す

る提言（案）を見てほしい。前回までの２回の協議会で話が出たことを集約し、ま



とめたもので、これを基に整えて市長に出していく。２６年度実績に対する提言で

毎年行い、次期に繋げるものである。 

○委員 

違和感を覚えるところはないか、あれば意見をいただきたい。まず事務局で何か

気づいた箇所はあるか。 

○事務局 

全体の中では、基本目標５「多文化共生施策の推進体制の整備」の市役所職員に

多文化共生の意識改革を求めますという箇所が、提言として現在の状況からみると、

あまりしっくり来ない。 

○委員 

提言書を市長に提出し、それを基に報告書が出来るというもの。その中で言葉遣

いが変わっても良いと思う。市役所職員に厳しい表現になっている印象があるか。 

○委員 

そういうことはないと思う。 

○事務局 

もし、この表現よりしっくり来るものがあれば考えたい。 

○委員 

意識の改革より、向上とかの方が良いか。 

○事務局 

市役所職員の中にも、多文化共生に関して意識の高低差がある。その為、改革と

いうレベルに至っておらず、まずは向上もしくは啓発が先かと思う。 

○委員 

交流室はいつから開かれているか？ 

○事務局 

４年前から開かれている。 

○委員 

場所はどこか。 

○事務局 

日本語教室をやっている所で、図書館の裏である。 

○委員 

基本目標５について言うと、中身は２つあるのに表題が 1 つしかないので、表題

を２つにした方が良いのではないか。「交流室の積極的な活用・PRの充実」そしても

う一つが「職員の意識向上」 

○事務局 

そうですね。 

○委員 

交流室を色々な方に知ってもらいたい。タイミングが大事だ。 

○委員 

では、基本目標 1「コミュニケーション支援」から見ていく。内容を含め言葉とし

て成り立っているか。 

○委員 

各々の言語について独自のコミュニケーションの取り方とあるが、具体的にはど

のような事か。具体例があると分かりやすいのではないか。 

○委員 

具体的に言うと、中国・朝鮮半島・英語圏のそれぞれのサークルで情報の受信の



仕方が異なるがサークルに情報を流してあげると良いとか、ポルトガル語圏は、身

近に頼りになる人がいないので、チラシを作成し配布する方が良いとかだ。 

○委員 

では個々の言語というより、個々の言語グループ・言語集団になる。 

○委員 

言語にするとわかりづらいが、言語グループもしくは他に適切な表現があれば、

そちらの方が良い。 

○委員 

新宿区が 5,000人の外国籍の方にアンケートを行い、1,200人ほど回答があって今

Web上で公開している。それを見ると、スマートホン・ツイッターで情報を得る人が

多い。言語グループによって、傾向・特徴のある部分はあるかもしれないが、共通

して言える部分もある。 

○委員 

最終的には、漢字にも全部ルビをふって提言を出すのか。 

○事務局 

前回は付いていなかった。 

○委員 

他の自治体を見ても、みなルビを付けて出していると思うので、ルビを付けてわ

かりやすい日本語で出したい。 

○委員 

それでは、基本目標２「生活支援」の提言について伺う。 

○委員 

基本目標２は、私が担当したのだが当日の議論の内容を反映させて書いたので、

私の意見というわけではない。何かあれば、是非意見を伺いたい。 

○委員 

３行目の「子ども日本語教室の充実を望みます。」とあるが、具体的にはどういう

事をさすのか。 

○委員 

以前、委員から指摘があったのだが、会場で機材が使いにくいとかそのような事。 

ＣＤプレーヤーとコピーがないと言っていた。 

○事務局 

コピー機は、家庭用の寄付されたものが有るが、確かに体制や環境が整っていな

いと思われる。 

○委員 

子ども日本語教室の充実を、子ども日本語教室の体制や環境の整備としたらどう

か。 

〇全員 

  了承。 

○委員 

では、基本目標３「多文化共生の地域づくり」に進める。内容が４点ほどある。 

○事務局 

基本目標３の提言案は、３人の委員に意見を頂き、内容が盛り沢山になった。 

○委員 

多文化と異文化の違いはどのように整理されているか。 

○事務局  



多文化は書いて字の如く、さまざまな文化がある状態。異文化は自分の持ってい

る文化とは違う文化を指す。多文化と異文化とでは、言葉の定義・視点が違う。 

○委員 

英語教室の話は、会議の場で意見は出たのか。 

○事務局 

英語教室の話は、提言案で初めて頂いた。 

○委員 

日本に来る外国人の中で英語が共通言語になっている事は多い。母国に帰れば、

英語をほとんど使わない。 

○委員 

今、外国人も受けられる英語教室はあるのか。 

○事務局 

日本人に対してのものはある。 

○委員 

住民であれば、外国籍の人も応募すれば受けられるか。 

○事務局 

特に、日本人限定とうたっているものではない。 

○委員 

新たに作る必要があるのか、今あるものを活用するか、やり方はどちらでも良い。 

○委員 

ここに住んでいる外国人は、東村山市に交流室や英語教室がある事をほとんど知

らないと思う。 

○事務局  

英会話教室は、日本人対象と決まっていない。外国人の方が英語を学びたいと思

っているかもしれないという考え・気づきがなかった。 

日本語を話せない外国人が、英語を勉強して、英語でコミュニケーションを取る

ことは有効な手立てだ。 

○事務局  

基本目標３は、多文化共生の地域づくりがメインである。案として４つ上がって

いるが、内容が細かい。地域づくりというと、日本人が住み慣れた所にどうやって

外国人が参加していけるか、市民団体とどう連携してその環境を作っていくかを考

えることが必要だと思う。４つ目の「外国人市民の自立と社会参画を進めていくこ

と」は良い。具体策として、国際理解授業への参加や、防災訓練の時に市民団体と

協力して、外国人市民がそこに参加するなど、自助・共助出来るようなシステムを

いかに作っていくかを盛り込んだらいかがか。 

○委員 

地域づくりは難しいテーマである。いくつかの点に絞って、ある程度の具体性は

必要である。 

具体的に、推進プランでは地域社会に対する意識啓発、次世代の担い手に向けた

国際感覚の醸成及び人材育成、外国籍市民の自立と社会参画が出てくる。あまり掘

り下げた議論ができていないので、提言案としてまとめることが難しい。 

○委員 

書いている人達の視点によって、さまざまな意見になる。だから、色々な人がい

て、色々な意見が交流出来る場があればいいなと思って、英会話教室を提案した。 

○委員 



この意見は良いと思う。全体として、もう少しまとめるためには、あまりにも会

議の時間が無さすぎる。 

○委員 

国際感覚豊かな人材を育成していくというのは、日本人だけでなく、日本にいる

外国人にも言える事。英語教室の事にしても、趣旨は良い。 

○委員 

基本目標３「多文化共生の地域づくり」は、基本目標１「コミュニケーション支

援」に通じるものがあるのではないか。 

コミュニケーション支援とは、いったい何だろうか。 

私にとって、多文化共生地域づくりには情報発信が最重要。情報発信が出来ないか

ら、外国籍市民が日本の社会に溶け込めないのではないか。英語教室とか多言語ボ

ランティアの養成とかが、コミュニケーション支援にあたるのではないだろうか。 

○委員 

基本目標１の「コミュニケーション支援」とは、多言語サービスを指す。続く４

つの目標を進める為の手段。「地域づくり」は手段ではなく、これ自体が目標である。 

○委員 

基本目標３は人づくり、多文化共生を担っていく人材をどう養成していくか。基

本目標 1の方は、あくまで多言語情報サービス。 

○委員 

そのあたりが、分かりやすくなっているといい。 

○委員 

多文化共生作りを担う人。その面でも、市の発行物・HP などは地域づくりのため

の発信ではないかと思う。 

○委員 

手段であり、関連はしている。 

○委員 

では、基本目標４「災害時の体制構築」に進める。 

○委員 

良い案になっていると思う。 

○委員 

一行目「災害のための準備についてもあまり関心がありません。」とあるが、関心

はあってもどうすれば良いか分からないというのが実情ではないか。 

○委員 

間違ってはいない。中国にいる時は、地震が多くなかったから日本人ほど関心は

なかった。実際、日本では地震が多いので関心を持たざるを得ない。 

○委員 

「関心」ではなく、「知識」としてはどうか？ 

○委員・委員・委員 

「知識」の方が良い。 

○委員 

日本人も知識豊富ではないが、学校等で繰り返し習う。 

○事務局 

関心と知識、両方入れたらどうか。 

○委員 

防災講座に参加して知識を得た。テーブルに隠れるとかそのような事もその時知



った。 

○委員 

日本人も、20 年ぐらい前までは関心も知識もなかった。震災経験を経て、知識を

得、今の状態にある。 

○委員 

たとえば、私の場合だと、本棚や家具が倒れないように固定したり、緊急の食糧

を準備したり。何をどこまで準備するかは日本人でもいろいろ。災害時の被害を最

小限にとどめるために、日頃からの準備が必要という部分が、外国人・日本人問わ

ず大切である。 

○委員 

内容はそのままで、文面を少し工夫した方が良い。 

○委員 

では、基本目標５「多文化共生施策の推進体制の整備」に移る。 

○委員 

基本目標５は、２つ内容があるので、タイトルも２つにしてはどうか。 

多文化共生・男女共同参画交流室の拠点としての役割を確立すること、そして、市

役所職員の多文化共生の意識向上を求めること。２つあっても問題ないか。 

○事務局 

問題ない。 

○委員 

お金をかけなくても出来ることがあるかもしれない。 

○委員 

市民の目線の問題。災害があった時に交流室を拠点として機能させてほしいとい

うこと。 

○事務局 

改革と言えるほどの段階にないが、意識改革のままでよいか。 

○委員 

では、向上にしよう。先日、福生市で多文化共生の研修を行った。若い世代が自

主的に手を挙げて集まってくれたので非常に良かった。市も向上していってほしい。 

○委員 

基本目標１から５までの提言案について協議した。本日話した内容を踏まえてま

とめていく。 

 

(2) 多文化共生プラン進捗状況調査（平成２７年度実績）について 

○事務局 

平成２７年度実績についての進捗状況調査の進め方に関して伺う。平成２６年度

実績のやり方と同様でよろしいか。各所管に対して事業の進捗調査を依頼し、それ

らの回答を事務局でまとめ、委員の皆様にお伝えし、意見やアドバイスをいただく

という本年度と同様の進め方でどうか。 

○委員 

会議の時間が限られている中、全般にわたり薄く広く議論するのは大変だ。市の

担当部署で優先順位を付けて問題提起をしてもらった方が、焦点をあてて議論を深

めることが可能になる。みな、表面上の作文をするに過ぎない状況となっており、

広く薄くだと深い議論が出来ない。 

○委員 



議論した内容が形になるとやる気にもつながる。 

○委員 

具体策を出していった方が良い。 

○委員 

次回も同様のやり方だと深い議論は見込めないので、重点項目を決めて議論した

方が良い。 

○事務局 

委員からの所管に対しての質問を事務局で預かり、実情をお知らせした中で議論

を深めるなど、事業を絞って議論していった方が良い。 

○委員 

絞り方として、就労・教育・福祉・防災を入れたい。広がりすぎず、且つ特色を

出していければ良いと思う。外国籍市民の割合がまだ少ない市だが、現実に問題は

起きていると思う。 

○事務局 

進捗調査の質問の内容は昨年同様で、議論の仕方は要検討としたい。 

 

４．今後の予定 

○事務局 

・第２次多文化共生推進プラン策定（平成２９年度）にかかる意識調査について 

現在策定されている東村山市多文化共生推進プランは、平成２５年度から平成 

２９年度までのもので、平成３０年度からのプランの策定は２９年度に行う。 

 その準備として、平成２８年度に日本人市民と外国人市民を対象に意識調査を行 

  う。日本語、ルビ付き日本語、英語、中国語、韓国語の質問用紙を対象者に送り、

回答を得て集計分析し、プラン策定の参考にする。 

   調査票は前回の意識調査のものを基に追加・修正して作成したい。 

前回（平成２３年度）の日本人市民向け及び外国人市民向けの２種類の調査票を本

日お渡しするので、追加・修正が必要な部分を見てほしい。 

○事務局 

市民意識調査自体は、平成２８年度の事業で今年４月以降実施する。調査票の内

容については、４回目の協議会で検討して欲しい。 

○委員 

1年間のスケジュールが決まったら、教えてほしい。 

○事務局 

  わかりました。 

第４回協議会の候補日程は、３月２４日（木）、３月２５日（金）、３月２８日（月）。

本日欠席している方の予定も聞き、事務局で調整し、委員の皆さまに連絡する。市

長への提言の提出は、２月２５日（木）１１時半から１２時。ご都合がよろしけれ

ば、皆さま５分ほど前までに市民相談・交流課窓口にお越しいただきたい。 

 

５．その他 

○委員 

３月１６日に完全に中国に帰国する予定なので、本日が最後の参加となる。 

○事務局 

残念だ。色々ありがとうございました。２５日にはご出席願いたい。 

意識調査のご意見は、３月４日までに頂きたい。 



会長の総括を付けたものを皆様にお送りした後で、市長に提言を提出する。ご都合

がつく方は、是非２５日ご出席ください。 

 

６．閉会 

 

 

 

 

 

 


