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１．開会 

２．会長あいさつ 

３．協議事項 

(1) 多文化共生プランの進捗状況調査結果（平成２６年度実績）に 

対する提言について 

(2) その他 
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会  議  経  過  

 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．協議事項 

(1)多文化共生プランの進捗状況調査結果（平成２６年度実績）に対する提言について 

 

○委員 

前回の続き、「目標３．多文化共生の地域づくり」事業内容１８番の『外国人市民

と日本人市民の交流促進(グローバルパーティ)』から始める。 

○委員 

地球市民クラブが把握していない外国人も参加したか。 



〇委員 

把握していない外国人も参加した。市報等の周知による参加者の把握はしていな

い。例えば西東京市よりスリランカの団体から複数名が参加してくれた。 

また、交流会はグループでかたまってしまい、外国人と日本人がうまく交流でき

たかなど課題があった。 

○事務局 

開催場所の確保等について問題があったが、今後、グローバルパーティについて

は、地球市民クラブと市の共催事業とすることを提案した。 

○委員 

１９番の『日本文化と観光地散策（バス研修）』に対してのご意見を伺う。 

○事務局 

日本文化体験バス旅行先は、築地場外市場、歌舞伎座資料館見学等だった。訂正す

る。 

○委員 

この事業は長く続いている。行政の支援は不可欠だ。 

○委員 

２０番の『外国語講座（英語・中国語・韓国語）の実施』について 

○事務局 

課題の語学力の活用の点では、まだそれについて取り組めていないが、リレー相

談会への韓国語通訳の派遣はあった。 

○委員 

２１番の『市内散策等による公共施設、観光施設等の紹介』について、昨年と同

一項目でも「いいえ」の回答。実現するのは難しいのか。 

○委員 

行政がしなくてもできることがある。例えば日中友好協会が外国人のために見学

事業をする。地球市民クラブもできる。ここは行政がやっていないからやってほし

いと依頼するとか、予算をつけてほしいと要求するとか。 

○事務局  

あるボランティア団体が企画している市内めぐりに、今後外国人が参加した場合、 

観光ガイドの通訳をどこかに依頼できないかと尋ねられたことがあった。 

関係所管、団体等と連携していきたい。 

〇委員 

２２番の『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、蘇州との交流がなかったようだ。 

○委員 

相手の問題なのか。都市の規模が違うのではないか。 

○委員 

政治的なものもあるが、相手が求めてきているものが違う。経済交流を求めてき

たのではないか。 

○委員 

東村山市と蘇州市との交流について反対ではないが、蘇州だけでなく中国の色々 

なところに行って、次世代の育成について、国際感覚を身につけてほしい。 

○委員 

姉妹都市は市民交流で、同じ都市と長く交流するということは意義がある。 

○委員 



イ市と東村山市は姉妹都市であり、長い付き合いがあってこそ、親から子へ子か

ら孫へという関係ができると思う。 

○委員 

２３番の『姉妹都市の学生訪問団の派遣・受入等による親善交流の促進』につい

て。 

○委員 

昨年今年と、２年連続課題解決の取り組みがないようだが、どういうことなのか。 

○事務局  

姉妹校以外の学校と交流の機会が持てていないのが課題だが、校長会で交流を希

望するか投げかけたが、特に回答がなかった。 

友好協会の日程にも関係する。 

○委員 

以前、イ市学生の滞在は３週間だったので余裕があり、他校との交流の機会もあ

った。要望があれば、姉妹校以外の交流も協会は用意する。 

○委員 

２４番『国際理解教育における外国人市民講師の機会提供』の課題解決の取り組

みが「いいえ」となっているが。 

○委員 

学校に熱心な方がいなければ、実施は難しいと思う。 

○事務局 

外国人講師に国際理解教育を実施する学校が増えない。今年度は新しい依頼があ

ったが、効果はあっても、学校では準備などの負担が大きいのではないか。 

〇委員 

  日本生まれの外国人、学校の中の多様性、視野を広げるためにも、たいへんだが、

学校はやった方が良い。 

○委員 

タイから来たお母さん、国際結婚された方で国際理解授業に参加した例もある。

東村山市の場合、外国籍のボランティア講師をどう選んでいるか。 

○事務局 

地球市民クラブに登録されている方、母と学生の会の留学生の方、市民から窓口

に声をかけてきた方等にお願いしている。日本語ができて、意欲と熱意がある方が

よい。 

○委員 

ミャンマーの団体は新宿や池袋などで活動する。機会があれば一緒に活動したい。 

○委員 

多文化共生の地域づくりが一番難しい。浜松市は多様性を活かしてまちづくりを

取り組んでいる。ユニバース日本代表は、父親は黒人の方で母親は日本人のダブル

の方。自分が代表になっていいのかと考えたが、自分が誇りをもっていけば良いと

思ったそうだ。このように、日本に生まれたダブル、日系人は沢山いる。そういう

人を含めた多様性を活かしたまちづくり、例えば学校のなかの多様性、職員のなか

の多様性、なかなかエネルギーが必要なことだが、議論と視野を広げ、今後の課題

として残していく。 

○委員 

「目標４．災害時の体制構築」事業内容２５番の『災害時等要援護者台帳の整備

の促進』に外国人が入っている。 



○事務局 

地域福祉推進課が対応する枠の中に外国人が入っている。個人情報の問題もあり、

災害が発生して情報をもらい、係が対応することになるだろう。 

○委員 

介護の仕事でわかったことだが、台帳への登録や通知が機能していない印象があ

る。外国人は要援護なのか、定義は。 

○委員 

日本語のわからない方 

○委員 

ひとり暮らし（老人）の方、個人情報の問題もあり、疑問が残る。 

○委員 

社会福祉協議会の福祉協力員をしている。更新の時期に地域に手を挙げて登録し

た方が、名簿に登載される。福祉協力員（希望者）が災害時に確認することになっ

ている。外国人についても情報開示と言う意味で市の中でしっかりやって欲しい。 

○委員 

社協でも、災害時には災害ボランティアセンターを立ち上げる。外国人市民の言

語対応は充分ではないので、防災ボランティアの確保等、市は連携が必要だ。 

○委員 

情報開示には問題があるが、外国人については情報を開示して、把握しておくべ

きだ。自分から登録した方についてケアしていくべきだ。 

○委員 

外国人にその制度が届いているか。外国人は知っているか。 

○委員 

開示対象者は警察、消防、民生員など。民間団体にいくか。確認していきたい。 

○委員 

  ２６番『災害時の安否確認登録カード等による語学ボランティアに対する情報提

供の促進』について 

○事務局 

災害時語学ボランティアの募集を改めて実施し、「災害時外国人支援のためのボ

ランティア研修会」を年１回実施する。 

○委員 

まずは毎年実施すること。そして、多言語支援センターを立ち上げる訓練をする

ことが大事だ。 

〇委員 

２７番『災害時要援護者支援マニュアル等による防災研修の実施』について 

課題解決に向けての取り組みは「いいえ」になっているが。 

○事務局  

災害時要援護者支援マニュアルは前のもので、内容が現在の状況と合っていない

ため、それに従った研修は難しい。 

防災研修自体は行っているが、今の課題に対しての解決が難しい。今後の取り組

みについての企画はした。 

○委員 

次に２８番『災害時要援護者支援マニュアルの更新』について伺う。 

〇事務局 

２７番と重なるが、災害時には、ボランティアなど色々な方が支援に関わること



からも、マニュアルの更新の必要性を感じる。多言語支援センターの立ち上げ訓練

を通して、過不足の点などを確認し、マニュアルの更新をする必要がある。 

○委員 

２９番『近隣の市民団体、姉妹都市の国際友好協会等との協力支援体制の構築』 

について 

北多摩地域（小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市）で構成する 

「東京都在住外国人支援のための合同連絡会議第１０ブロック会議」では、協定は

あるのか。 

○事務局 

  第１０ブロックの協定はない。 

○委員 

第１０ブロック会議はどのくらいの割合で開かれるのか。 

○事務局   

２か月に１回程度。 

北多摩日本語教室のマップをネット上に作成した。 

  花小金井で防災訓練を行ったが、各団体自治体の温度差もあり団結して行うこと

は難しい。防災研修等はお互いに参加し合い情報共有し、一歩ずつ課題を解決し

ていく。 

○委員 

行政と団体、数の割合はどれくらいか。 

○事務局 

半々位である。 

○委員 

以上で「目標４．災害時の体制構築」が終了したが、他に意見はあるか。 

○委員 

今回、多言語センターについては触れられていないが、センター立上げ訓練は必

要なので、是非行ってほしい。実際に行動することが大切だ。 

○委員 

「目標５．多文化共生施策の推進体制の整備」事業内容３０番の『多文化共生学

習講座の実施等による多文化共生・男女共同参画推進交流室の情報発信、ネットワ

ーク機能の充実』について 

○委員 

市民カレッジで３回の講座があった。 

〇委員 

  交流室は、市の施設として色々な制限がある。 

○委員 

３１番の『多言語を習得した職員への多文化共生関連情報の提供』について 

〇委員 

役所の中、最先端だと思うが、なぜ課題に対する取り組みを行っていないのか。 

○事務局 

外国籍市民が転入してきて、他の窓口もそうだが、実際に対応するのはそれぞれ

の課の職員である。その外国人市民の対応に慣れていない担当者に対しての、フォ

ローが不足だったということだ。 

目的があって来庁する外国人、言葉が通じなくても、多文化共生係の職員が身振

り手振り交えて対応する。やさしい日本語で話しかける。やさしい日本語が大切だ。 



 それを伝えきれていない。 

○委員 

職員の研修はどうなっているのか。 

たまたま市役所窓口に行った時、外国人の方が困っていたので、英語ができる私が

手伝いをしたが、私の手伝いに対して、職員からお礼の言葉（態度）はなかった。 

○事務局 

申し訳なかった。職員も外国人市民の対応に慣れていなかったからか、気遣いで

きなかったのかも知れない。 

○委員 

多文化共生係以外の窓口には、英語等が堪能な職員はいないのか（仕組みがない

のか） 

○事務局 

できる職員はいると思うが、把握はしていない。今後の課題である。 

○委員 

五輪に向けて、職員研修の呼びかけはないか。 

○委員 

病院で通訳をした時の感想だが、医者が患者さんにやさしい日本語で接した時、

患者さんの反応が全然違った。安心した印象を受けた。 

○委員 

市役所の職員が使う言葉は難しい。やさしい日本語に置き換えると相手が安心す

ると思う。 

○委員 

職員の意識啓発が必要。以前、八坂小学校で防災訓練を行った時、外国人も参加

したが、日本語が難しくてとても通じないと思った。 

○委員 

言葉に対して敏感であることが重要だ。職員に対して、やさしい日本語の研修を

してほしい。 

○委員 

３２番の『民間国際交流・協力団体への支援・連携』について伺う。 

○事務局 

国際友好協会、日中友好協会、地球市民クラブの３団体について、３か月一度、

実務者事務局レベルの打ち合わせ会をしてきた。 

団体同士の活動内容がわかるようになった。これにより、コミュニケーションがと

れるようになった。 

○委員 

各項目についてひと通り終わったので、委員それぞれの感想と今後の予定に入る。 

○委員 

外国人は、フェイスブックは良く使う。東村山市防災もフェイスブックをやれば

いいのではないか。それから、日本語のわからない方は最低限（例えば５つくらい

の言葉）の日本語をわかるとよい。 

○委員 

例えば場所名とか。 

○委員 

自分達（外国人）が体験したことをネットでＵＰした方がＴＶ、ラジオより情報

として早く届くのではないか。ミャンマー人はネットを良く使う。 



○委員 

1人の地域住民として言いたい。最後の３２番、日本文化体験、在住外国人支援、

地域イベントなど、私自身は知らなかった。特別なイベントについて、参加を募集

して開催するのではなく、年に必ず１、２回決められたものをやる。あるいは、住

民登録した際に必ず参加するように案内するという義務的なイベントの計画はどう

か。 

フェイスブックには関心がない。 

○委員 

外国人市民のための、情報発信の手段について考える必要がある。 

市報は全世帯に行きわたっている。問題は外国人がどのくらい市報を見ているのか。

２，３００人以上外国人がいる。 

○事務局 

情報の発信は大事だ。情報を欲しい方に情報が届かないのは困る。 

フェイスブックは有効だと思うので、活用について今後研究していきたい。 

○委員 

駅は皆が使う場所。駅の掲示板にやさしい日本語で掲示したらどうか。 

○委員 

（まとめ）多様性を生かしたまちづくりと言われるが、ヨーロッパでは多文化主義

は失敗したか？という議論もあるようだ。「揺れる大欧州」（ギデンス 岩波書店）

の中でも書かれている。 多文化主義を、本当にやっていたのか。 

多文化主義とは色々な文化が並存したものだが、手垢がついた古い言葉で、イン

ターカルチュラリズムを使った方がよいのではないか。 

インターカルチュラリズムとは、色々な文化が溶け合って文化を作りだす。 

  スウェーデン、オランダは、政策交流している。日本もしたほうがよい。 

 東村山市の政策交流はどうか。八王子市、三鷹市、立川市等、熱心なところと交流

した方がよい。 

市民の中のインターカルチュラリズム。交流が進むことが大事だ。 

同時多発テロ以来、心が縮んでいる。 

日本も五輪開催の関係でいろいろと対策を求められる。多文化共生が重要だ。 

 

(2)その他 

○委員 

今後の予定について 

○事務局 

１月１２日（火）までに前回、今回の協議会の意見等を基に各委員の方より担当

の提言の案をいただきたい。それらを、会長、副会長、事務局で整えたい。 

２月１０日（水）第３回の協議会を開催予定。 

○事務局 

今日、傍聴の希望はなかった。 

 

４．閉会 

 

 

 

 


