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会  議  録 

会議の名称 平成３０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 平成３１年３月８日（金）午後７時００分～午後８時３０分 

開催場所 多文化共生・男女共同参画推進交流室 第２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、伊達春莉委

員、中山眞理子委員、ヨンケーレ・ヨアヒム・ピーター委員、カルティ

カ・ハンダヤニ・アンバリ委員、余慧慈委員、細野研委員、髙尾戸美委

員 

 

（市事務局）肥沼裕史市民部次長、荒井知子市民部 市民相談・交流課長、

石川正行市民部 市民相談・交流課 多文化共生係長、岡山恭子多文化共

生係員、今井菜子多文化共生相談員、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．あいさつ 

３．協議事項 

災害時外国人支援マニュアルの整備について 

４．報告事項 

  平成 30年度 市民相談・交流課 多文化共生事業報告 

  情報交換 

５．その他 

６．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 石川 

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） 

 

◯事務局 

現在、傍聴の申し出はないが、傍聴の希望があった場合、入場を許可してよいか。 

 

◯委員 

許可する。 

 

◯事務局 



2 

 

希望があれば入場を許可したいと思う。 

 

２．あいさつ  

◯肥沼市民部次長 

 本日は、東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会の第３期の２回目となった。昨

年度までは、第２次プランを検討するという課題があり、過去の経過を考慮しながら委

員の皆さまに意見をいただき、作り上げた。平成３０年度に入り、第２次プランが始ま

っているが、まだ間もないという事もあり、目に見えるものがこれだというのが、まだ

まだ分かりづらい状況ではある。少しずつ一歩ずつ前に進むように努力しているところ

である。プランの進捗についても、今後、協議会の中で報告をしていく。本日は、直接

プランに関わるわけではないが、多文化共生に関わる、当市が抱えている課題等を進め

る中で、皆さまより意見を賜りながら整理・まとめていきたいと思っている。引き続き

お願いしたい。 

 

◯会長 

 前回の協議会の欠席者に自己紹介をしていただきたい。 

 

 前回の協議会に欠席した委員が自己紹介 

 

４．協議事項 

災害時外国人支援マニュアルの整備について（資料について事務局より説明） 

 

◯会長 

以上の説明について質問・意見はあるか。 

 

◯委員 

災害時要援護者支援マニュアルに出てくる留学生会館とは具体的にどこを指すのか。 

 

◯事務局 

 具体的な特定はしていない。文言だけのものになる。 

 

◯委員 

 「母と学生の会」の寮も対象となってくるのか。 

 

◯事務局 

 対象になりうることが大いにある。 

 

◯委員 

災害時要援護者支援マニュアルに出てくる名称について、２次プランに出てくる名称

と合致していないように思うがいかがか。 

 

◯事務局 

名称について、平成２１年度に策定された際の名称のままになっているため、今後、

２次プラン記載のものに統一を図っていく。 

◯委員 
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 資料１について、東京都の説明書きの中に、平成２８年に東京都多文化共生推進指針

を策定したことと平成２５年度に東村山市多文化共生推進プランが策定したことが書か

れているが、平成２５年度の内容を下段に記載するのは何か理由があるのか。前に策定

されたものを上段に記載するのではないか。また、東京都と東村山市の説明書きに重複

した部分があるように思うが、どちらか一方を記すだけでいいのではないか。シンプル

にした方がよい。 

 

◯会長 

災害時外国人支援（語学）ボランティアは７３名の登録があるとの説明であったが、

外国籍市民のかたはいるのか。 

 

◯事務局 

 外国人市民の登録者はいるが何名いるのか、この場では資料がないためお伝えできな

い。 

 

◯会長 

 その数値を出しておくことが重要である。 

 

◯委員 

 資料１には、災害時ピクトサインの例が掲載されているが、どこからか取り出したも

のであるのか。 

 

◯事務局 

 そのとおりである。 

 

◯委員 

 わかる日本語・やさしい日本語について、直した方がいいと思う部分がある。また、

東村山市災害時外国人支援ボランティアの活動事例紹介の中で、やさしい日本語の通訳

ボランティアとあるが、やさしい日本語の通訳ボランティアは存在するのか。 

 

◯事務局 

 平成３０年９月８日の講座では、やさしい日本語での説明に努めたというだけで、専

門ではない。日本語しかできないが、語学ボランティアとして日本語であればというこ

とで参加してくださった。 

 

◯委員 

 やさしい日本語はトレーニングをしなければならない。日本人だからと言って簡単に

できるものではない。 

 

◯事務局 

 災害時について、行政の役割・行動が見直されてきている。皆さまがおっしゃったよ

うに、このままではよくない、マニュアルの名称が古いというのはそのとおりである。

災害時要援護者支援マニュアルが作成されたころは、行政がなんとかしなければならな

いと考えられていたころである。しかし、現在の行政の仕事は、震災の翌日から通常業

務も並行してやらなければならないとしている。そうすると、通常業務の割合もあるが、
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物理的に役所の職員だけで全てのことを運営するのは困難である。せめて、市民部の職

員がローテーションで多言語支援センターを立ち上げるのであればまだいいが、そのよ

うにはいかないとなる。このような目線で見直しを図っていきたいと思うので、気づい

た点を意見いただきたい。 

 

◯委員 

災害時要援護者支援マニュアルの中に翻訳・通訳ネットワークとあるが、蘇州市やイ

ンディペンデンス市にこのマニュアルを一度でも見せたことがあるのか。翻訳を一度で

も実践したことがあるのか。 

 

◯事務局 

まだ実践したことがない。 

 

◯委員 

 機能しているかしていないか分からない状態ということか。日本国内も大きな災害の

時は、混乱していると思うので、海外の都市と連携ができるか考えると、難しいと思わ

れる。海外の都市が災害が起こったらすぐにどこかの部署と連携が出来る体制になって

いるのか。 

 

◯事務局 

 姉妹都市に柏崎市がある。柏崎市は２度大きな震災に見舞われている。災害が起こっ

た際に行政同士の約束ごととして、まず被災した行政から要請が来て動き出すことにな

る。多言語の通訳や翻訳をすることをピンポイントに要請はないが、もしそれが必要で

あれば受けることができる。行政だけの動きではなく、市民やボランティアが動けるよ

うな体制づくりをしていくことも大事なことである。 

 

◯委員 

 言葉やシステムは全て違うため、翻訳するにも相違がでてくる。海外の都市との何か

取り決めはあるのか。 

 

◯事務局 

 蘇州市やインディペンデンス市とはない。柏崎市とは災害協定があり、災害が起こっ

た際はお互いに必要な支援をし合おうとなっている。 

 

◯委員 

 市内の防災訓練の時は、柏崎市を巻き込んで行っているか。 

 

◯事務局 

 市内の訓練の中で柏崎市も一緒に行っているということはない。 

 

◯委員 

 庁内全体で行っている訓練はあるか。 

 

◯事務局 

 災害時を想定した総合的な訓練はない。例えば、火災等が庁舎内で発生し、建物内か
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ら逃げる訓練をすることはある。また、災害によりシステムが停止してしまい、窓口業

務をどのように行うか等の訓練がある。個別の訓練はしているが、災害を想定した全体

の訓練には至っていない。 

 

◯委員 

 それらをやっていないとどのくらい実際起こった時に機能できるのか分からない。連

携がどのような方法でできるのかを構築しておく必要がある。 

 

◯委員 

 柏崎市が震災にあった時に協働したのか。 

 

◯事務局 

 震災があったその日の夜に給水車を派遣し、毛布や食料の備蓄品を持ってトラックが

翌日向かった。何か月か経過した後、工事や人的な協力で職員の派遣があった。このよ

うに段階的に行った。 

 

◯委員 

 通訳・翻訳についてはどうだったのか。 

 

◯事務局 

 要請はなかった。 

 

◯会長 

 翻訳・通訳ネットワークについては、実現可能なものにしておかないといけない。実

証実験として出来る範囲でやってみた方がよい。 

 東京都日野市の社会福祉協議会ボランティアセンターでは、災害ボランティアセンタ

ー立ち上げ訓練を３年前から年に２回ずつほど行っている。東村山市では社会福祉協議

会が災害ボランティアセンターを立ち上げて提携するということはあるか。 

 

◯事務局 

 そのような協定はまだない。 

 

◯会長 

 それがあると、災害ボランティアセンターと多言語支援センターが連携して動くこと

ができる。外国籍市民や外国出身の市民が被災した時に本人が支援される場合ももちろ

んあるが、支援を担うかたもいる可能性が高い。 

 

◯事務局 

 日野市の国際交流協会と日野市の社会福祉協議会が連携して行うという意味なのか。 

 

◯会長 

 まだ決まってはいない。そのようになるとよい。現在は日野市の社会福祉協議会の災

害ボランティアセンターが独自で行っており、そこに外国籍の子どもの教育活動を行っ

ているかたが入っている。 
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◯委員 

 震災時は多言語支援センターが立ち上がるという話だが、日本語ができないかたは大

半が旅行者のような短期滞在者であると思う。また、東京オリンピックによって、大量

に選手や家族が来日する。彼等を対象とした、多言語支援になる。都内にそのようなか

たが多く、東村山市になるとどのくらい一時的に滞在するかたがいるのか。とうことは、

対象を絞った話の進め方をしなければならないと思う。そうしなければ、具体的なもの

にならないマニュアルになってしまう。 

 東村山市に住んでいる外国人としては、それなりに日本語は通じる。私はそのように

感じている。日頃から、外国人の在住者たちは防災の意識があまりない。しかし、少な

くとも家庭で準備するものの大事さは知ってほしいと思う。そのような意識啓発はして

ほしい。また、安否確認の方法をどのようにするか、考えなければならない。 

 

◯委員 

 観光者の場合、安否確認は、ホテル等しかできない。登録された住所はないはずであ

る。 

 

◯会長 

 平成２８年度に市民意識調査を行った際に、日本語はわかるが読めない、書けない外

国人が多くいることが分かった。書類を書かなければならない時に書けないという状況

が出る。災害時に罹災証明書の申請書を書かなければならない時にできない。そういっ

たサポートは必要となる。また、被災者の情報をどうやって確認するのか、安否確認を

どうやって行うか、短期滞在者については難しい。この１０年でスマートフォンやタブ

レット端末が普及したが、神奈川国際交流協会では、事前に登録をしてもらって災害時

に多言語で情報を流すことを行っている。定住をしている人が中心となるところはある。 

 

◯委員 

 それはとても良いと思う。携帯電話は普及しているので、多言語支援というよりは、

インターネットに繋げば簡単に翻訳することもできる。 

 一番重要なのは、在住者の安否確認をすることである。日頃から災害時に使えるよう

なネットワークの構築が必要である。 

 

◯会長 

 それは、しっかり研究して行わないと難しいと思われる。 

 

◯事務局 

 八王子市では、多言語支援センターの立ち上げ訓練を実際に行っている。住民登録し

ている外国人市民について、どの町に何人外国人市民がいるのか把握している。どの町

に外国人市民が多いといった傾向を掴み、安否確認の一助にしている。 

 研修等では、キーパーソンとの繋がりを持つようにし、そのかたに言えばそのグルー

プに伝わり、だれが無事であるといったことが把握できるような関係性を日頃から持っ

ておくことが重要であると言われる。 

 

◯委員 

 翻訳・通訳ネットワークは、現在、何の言語が何人いるか。また、レベルはどのよう

か。翻訳・通訳の認定はどうしているのか。 
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◯事務局 

 言語に限らず外国人支援を行ってくれるかたが登録をしている。何語ができるか程度

しか問うておらず、レベルは把握していない。翻訳にある程度のスキルやボランティア

経験が必要となるため、役割分担をコーディネートする際にレベルと知っておかなけれ

ばならない。 

 

◯委員 

 ボランティアは、多言語支援センターが立ち上がった際に要請されて活動するので、

活動する前にレベルの確認が必要である。確認するための計画はあるか。 

 

◯委員 

 言語によっては、ボランティアが集まりやすい言語もあればそうではない言語もある

と思う。日頃から市報等で募集を行い、どんな分野でどのレベルなのかを把握する必要

がある。例えば、英検準１級以上であることや、どのような経験があるのかを把握し、

翻訳ならできるといったことを細分化しなければならない。そうでなければ、活動して

くれるボランティアも、それを受けるかたも気の毒な結果になってしまう可能性がある。 

 災害時は日本語がまだ習得できていないかたに語学レベルを合わせた対応をしなけれ

ばならない。やさしい日本語を導入することも含め、多言語についても導入した方法で

行わなければならない。 

 

◯委員 

 在住外国人は日本に来る以上、積極的に日本語を勉強しなければならないと思う。中

国の残留孤児が日本には住んでいるが、彼らは日本政府から援助され、日本語を勉強す

る気持ちが全くないことがある。彼らの子どもも保障され、周りは中国人ばかりで日本

語を勉強しない。日本語を勉強しなくても生きられる。しかしそれはよくない。労働の

ために日本に来る外国人には、市役所の態度としては、日本語を勉強をしなさいという

姿勢を見せなければいけない。災害の事に限らず、日本語を勉強するよう努力させてい

かなければならない。日本の役所は通訳者がいることがあるが、やさしいばかりではい

けない。 

 

◯会長 

 改訂入管法が４月から施行されるが、日本語教育についても予算は少ないが国がバッ

クアップすることになっている。どこの移民、外国人についても日本語を覚えてもらわ

ないと困るという教訓にはなっている。 

 

◯委員 

 雇用側としても最近の主流としては、ある程度日本語ができて、雇用するということ

がある。外国人が日本語ができないという心配はあまり必要ないと思う。 

 

◯委員 

 防災に関して、長く日本に住んでいる外国人はある程度災害がどんなものか分かり、

備蓄をしなければならない等のある程度の心構えがあると思う。問題はニューカマーで

ある。勉強をするよりも出稼ぎをすることが目的で生活状況についてはあまり関心がな

い。市内に外国人が転入してくる時に、災害についてのパンフレット等を渡し、意識さ
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せることが必要である。 

 

◯会長 

 従来はごみの捨て方については強調されていたかと思う。しかし、防災も必要である。

最低限の事は知らせられるよう、防災マップを多言語化することも重要である。 

 

◯委員 

 日本に初めて来たときは留学生会館だった。いろんな外国人が集まっていたが、入居

と同時に英語のパンフレットをもらった。例えば、外国人が東村山市に住民登録をする

際にマニュアルのようなものが配付できれば、それが一番手っ取り早いと思う。 

 

◯委員 

 以前、町の自主防災副隊長を担っていた。短期滞在者は難しいが、定住しているかた

についての安否確認を行政が行うのはなかなか難しい。自治会の単位で見た方がいいと

思った。要支援者名簿が隊長と副隊長にはいただけた。その名簿に載っているかたにつ

いては何かあったときには配慮することが大事であると思った。ただし、要支援者名簿

は全員が記入するとは限らない。しかし、近所に住んでいる人は、あそこに住んでいる

おばあさんの足が悪い等知っているので、そのような人からの情報は大事である。結局

そこの周りに住んでいる人たちがそこのことをよく知っているということだと思う。上

から網をかけるよりも下から積み上げていくことが大事だと思う。 

 ＨＵＧという避難所運営ゲームがある。災害が起きた時に、どのように対処したらよ

いのか考える簡単なゲームである。これをやっておくと、いざという時に機転が効くよ

うになると思った。私が在籍する自治会では、年に何度か行っている。マニュアルでは

図りきれないようなことができる。いろいろな状況に応じた対応についてその場その場

で答えていかなければならないゲームで、あまり時間はかけられないということを念頭

においた訓練になる。しかし、日本語しかないので、多言語であればいいと思う。 

 市の避難所開設要員が避難所の鍵をまず開けないと、避難所には入れないことになっ

ている。また、鍵を開けてもすぐに入れるわけではなく、その建物が安全かどうか、判

定する者が判定しＯＫにならないと入れない。こういったルールも多言語で知らせる必

要がある。 

 多文化共生・男女共同参画推進交流室を多言語支援センターにするのであれば、道路

から奥まった場所に位置しているので、明かりを照らす等、分かりやすくすることが必

要であると思う。 

 

◯委員 

 正直なところ、日本に長く住んでいるが、防災についてあまり意識をしたことがなか

った。 

 

◯会長 

 日本人でも防災についての意識している人はまだまだ少ない。 

 

◯委員 

 大きな震災に自分自身がまだ遭ったことがなく、その時の怖さ・恐ろしさを想像でき

ないでいる。せいぜい自分の家に水や食べ物を用意している程度である。 

 



9 

 

◯会長 

 どこでいつどのような災害が起こるか分からない。今、東京災害ボランティアセンタ

ーを立ち上げるための計画を練っている。関東大震災の時、多くの人が埼玉県や神奈川

県や千葉県や多摩地域に逃げた。もし、大きな災害が起こると、多摩地域に逃げてくる

という可能性もある。その人たちのことも考えなければならないと思う。災害によって

人が動くということを想定しなければならない。また、帰宅困難者もいる。２日目くら

いまでは帰宅困難者についても考慮しなければならず、安否確認も難しくなる。 

 災害発生時からのフェーズを考えなくてはならない。どの段階でどう考えるかを想定

しておくことが大事である。 

 

◯委員 

 この災害時のマニュアルは、外国籍市民編ということになると思うが、日本人市民編

は絶えず更新されていることになるのか。 

 

◯事務局 

 いくつかの震災を経て、新しいものはできてきている。 

 

◯委員 

 日本人市民編のマニュアルに基づいて、外国人市民編を更新していってほしい。「東村

山市コミュニケーション支援ボード」は素晴らしいと思うので、進めていってほしい。 

 

◯委員 

 先日、「外国人と防災～やさしい日本語とピクトグラム～」という研修に参加した。そ

の時、災害が起きた時に行う市の登録を外国人が来たという想定で行った。外国人にヒ

アリングをして書き込むというワークショップを行った。やさしい日本語を使って伝え

るというものだったが、元々の日本語が難しく、かつ、意味が分からず、グループのメ

ンバーで解釈が割れるということが起こった。日本語の勉強や、やさしい日本語の勉強

をしないといけないと思った。 

 

◯委員 

 一括して外国人を対処するという考え方ではいけない。必要のない外国人もいる。レ

ベルを考えてマニュアルにも反映させていくことが必要である。 

 自分も職場で翻訳のアプリケーションシステムを活用しているが、無料でかなりの文

章が翻訳できる。マニュアルの中で、ある程度想定できる定型的なことは事前に用意し

ておくべきである。それでも補えない部分をボランティアにお願いすればよい。このよ

うにすれば、より充実すると思う。 

 

◯委員 

 そのようなアプリケーションは会話についてはおかしな部分があることがあるが、文

章については、だいたいできている。正確性は１００パーセントではないが、一応、意

志の疎通程度はできると思う。 

 

◯委員 

 そういったアプリケーションは危険なことがあると思う。なぜなら、翻訳・通訳は、

専門家の視点から見ると、１００パーセントの正確性がなければ、０である。よって、
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大体意味が分かっても正確ではない部分があれば、問題がある。 

 

◯委員 

 状況によっては、わざわざ通訳者を呼ぶことはなく対処できる。最低限のことができ

ればいいと思う。 

 

◯委員 

 大体の意味が分かるのはいいことだが、危険性はあると思う。自動翻訳では、どこに

問題があるか分からない。 

 

◯会長 

 医療通訳等の場合は、正確に伝えなければいけない。 

 

◯委員 

 昔は、とんでもない翻訳になっていることがあったが、最近は精度も上がり、短いフ

レーズについてはよくできている。もちろん１００パーセントの正確性はいいことであ

るが、緊急性がある場合には、限られるもの、限られた時間の中でアプリケーションは

最大限のサポートになると思う。 

 以前、東北地方に住んでいた時は、自治会に入ることが必須となっており、順番に班

長や副班長がまわってきて、それを担っていた。東京では、自治会に入っても、どんど

ん脱退する家庭が増え、自分自身も脱退することになった。市報や携帯電話から素早く

様々な情報を得ることができるため、回覧板が回ってこなくても不都合がない。だんだ

ん、自治会が機能しなくなってきているように思う。また、マンションに住んでいると、

隣の住人の顔が分からないということはよくある。こういう場合はどうしたらいいのだ

ろうか。 

 

◯委員 

 単身者や生活のスタイルが違うと接点がないので難しい問題である。古い街で、何世

代も家族単位で住んでいるという家であれば、留守ということもあまりない。しかし、

一人暮らしや夫婦で働いているような家だとなかなか難しい。このような家庭は自治会

に入ったところで何かメリットがあるかと言われると、やはりこれも難しい。先ほどの

話のように、市報やインターネットで情報を得た方が早いということがある。 

 

◯委員 

 今住んでいる場所にも自治会があり、突然、日曜日に班長が訪ねてきた。何の用かと

思ったら、安否確認の訓練をしていると言われた。この訓練に関する手紙が届いていた

ようだが、返信をしなかったため、確認に訪れたようだった。 

 

◯会長 

 無事であるという目印に黄色の旗を家の外に出して安否確認をするという訓練もある

そうだ。 

 

◯委員 

 反面、留守等を表示することになるので、注意が必要である。 
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◯事務局 

 いただいた意見を反映していくようにしたい。来年度はこのマニュアル作りに焦点を

あてて進めていきたい。マニュアルは皆さまからの意見をいただきながら作り上げてい

くというプロセスが大事となると考えている。 

 

◯委員 

 「東村山災害ナビ」というアプリケーションを見た。このアプリケーションを多言語

化する計画はあるか。 

 

◯事務局 

 防災安全課から多言語化することは可能であると聞いている。こちらで翻訳したもの

を提供すればできるという状況である。防災安全課とは、引き続き協議をしていきたい。 

 

◯会長 

 マニュアルについては、改訂のプロセスの中で、ある程度案がまとまったらまた協議

会で皆さまから意見をもらいたい。 

 

４．報告事項  

平成 30年度 市民相談・交流課 多文化共生事業報告（資料について事務局より説明） 

 

情報交換（チラシについて会長、委員より説明） 

 

５．その他 

 

◯事務局 

次回協議会は来年度７月５日（金）を予定する。事務局よりまた改めて案内する。時

間は午後７時からとする。 

 

６.閉会 
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