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会  議  録 

会議の名称 令和３年度第２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 令和３年６月２４日（木）午後６時３０分～午後８時００分 

開催場所 本庁舎 ６０１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、 

ヨアヒム ピーター ヨンケーレ委員、余慧慈委員、 

カルティカ ハンダヤニ アンバリ委員、中山眞理子委員、伊達春莉委

員、髙尾戸美委員、中野禎子委員 

（市事務局）髙橋道明市民部次長、大西弥生市民部 市民相談・交流課長、

市村僚子市民部 市民相談・交流課 多文化共生係長、東山翠市民部 市

民相談・交流課 多文化共生係員、杉田理恵多文化共生相談員、今井菜

子多文化共生相談員、張琳多文化共生相談員、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．報告事項 

  東村山市第３次多文化共生推進プラン策定に係る市民意識調査（案）

について 

３．その他 

４．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 市村 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３３１３） 

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） 

 髙橋市民部次長着任のあいさつ 

  

〇会長 

 前回協議会からの国、都の動きを申し上げる。 

コロナの世界的なパンデミックによって出入国管理政策が厳格化した。これまで、９．

１１同時多発テロの後は出入国管理と安全保障がセットであった。それにさらに公衆衛

生（パブリックヘルス）が加わり入管政策が変わった。それを受けて総務省は昨年９月

に「地域における多文化共生推進プラン」の改訂版を出した。地域活性化の推進、グロ

ーバル化への対応という項目が新たに加わっている。また、新型コロナウイルス感染症
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対策も含まれている。さらに、政府の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」

が平成３０年に出されたが、その令和３年度改訂版が６月１５日に決定された。「非常時

における外国人向けのセーフティネット・支援等」として新たな政策が盛り込まれてい

る。 

 

〇事務局 

 現時点で傍聴の希望はないが、これからあった場合受け入れることでよろしいか。 

 

〇全員 

 許可する。 

 

２．報告事項 

  東村山市第３次多文化共生推進プラン策定に係る市民意識調査（案）について 

 

〇事務局 

 委員の皆様より、第１回書面による協議開催にて、６月４日を締め切りとして市民意

識調査票案に対するご意見をいただき御礼申し上げる。ご意見を参考に調査票案を修正

した。資料３をご覧いただきたい。参考にさせていただいた項目は太字にしている。な

お、今回の調査票に直接反映させることのなかったご意見についても、プラン策定時に

はぜひ活用したいと考えている。 

 

 資料１について。調査の概要については昨年度協議会でも申し上げたため省略する。

前回の協議会にてご意見をいただいた２点についてお伝えする。１点目のネット上で回

答する方法については、今回は予算等の関係もあり、紙の調査票のみとする。２点目、

市民意識調査を実施することを広く周知する点について、現在、８月１５日号の市報に

記事を掲載予定としている。なお、調査票は８月下旬の発送、９月末回答締切の予定で

ある。 

 調査票案の説明の前に、今回の市民意識調査を行う目的についてお話する。資料２を

ご覧いただきたい。今回の調査は、第３次多文化共生推進プラン策定の基礎資料とする

ために実施する。そのため、「第３次多文化共生推進プラン策定に向けた課題」として資

料２の記載のとおり、現状の課題を６点整理した。これらの課題とする日本語教育、情

報の伝え方、防災、子育て支援、外国につながる子どもへの支援について、それぞれ外

国人市民、日本人市民の実態やニーズを把握できるよう、質問項目を作成した。本日は、

質問項目の意図するところを中心にご説明する。 

 資料４「市民意識調査票 外国人市民用（案）」をご覧いただきたい。 

 

 p.4「１．あなたのことについて」 

 ここでは性別、年齢、国籍、在留資格、仕事、日本または東村山市の在住年数、同居

の有無についてお聞きしている。前回の調査と比較して、在留資格や日本での在住年数

を新たに追加した。日本にいる理由、日本にいる年数は考え方に大きく影響するもので

あり、これらの質問項目をキーにして他の質問項目とクロス集計を行うなど、より詳し

い実態を把握できると考えている。 

  

p.8「２．ことばについて」 

日本語がどのくらいできるかという日本語の状況、また日本語をどのように学んだか、
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学んでいない場合はその理由を聞いている。地域、学校、職場等で周囲の人とのつきあ

いを深めていくためにはコミュニケーションはかかせない。そのために、日本語学習に

おいて、どのような支援が必要かを把握したいと考える。 

 

p.10「３．生活について」 

 日本の生活で困っていること、相談する相手、情報をどこから集めているか、どのよ

うな情報が必要か、市役所の外国人相談窓口を知っているかということを質問している。 

 外国人市民に届く情報発信の方法は今後の重要な課題である。情報をどのように集め

ているか、またどのような情報が必要かという実態を把握したいと考える。 

 

p.14「４．地域での生活について」 

 ここでは、地域での日本人市民とのつきあい、トラブルがあったか、地域活動に参加

しているか、今後も特に参加を希望しない場合には、その理由を質問している。 

 外国人市民が地域の中で孤立することなく、隣近所とのつきあいや地域活動への参加

を通して、日本人市民と外国人市民の共生の推進を検討していくためにも、地域におけ

る外国人市民の状況を把握したいと考える。 

 地域での普段からのつながりは、困ったことの相談相手を地域の中で見つけることが

できたり、災害時に孤立しないということにもつながる。 

 また、外国人市民にも地域活動に参加していただくことで日本人市民の多文化共生の

意識の啓発にもつながっていくため、現状を把握することは非常に重要と考える。 

 

p.17「５．災害について」 

災害が起こった時に心配すること、避難所で心配に思うこと、災害についての備え、

東村山市が行っている防災に関する活動を知っているか、災害に関する活動に参加した

いかを質問している。 

委員の皆様の提言の中にもあったように、災害の少ない国からいらっしゃった外国人

市民の中には、大きな地震や台風などの災害の経験があまりないかたがいらっしゃるか

と思う。まずは外国人市民が持つ災害への不安や災害への備えの状況を聞くことで、今

後伝えるべきことや取り組んでいくことがより明確になるかと考える。 

 日本語に慣れていなかったり、災害を知らなかったり、生活習慣が異なることゆえに、

日本人が心配に思わないような点についても心配されることもあるかもしれないので、

外国人市民の率直なご意見をお聞きしたいと考える。 

 また一方で、外国人市民は必ずしも「支援が必要な立場」ということではなく、災害

時には地域の一員として「支援する立場」になっていただけるかたもいらっしゃる。特

に日本語と自分の国の言葉ができる場合は、通訳者として支援していただけると考える。

そのような「支援者や協力者」となっていただけるようなしくみづくりを考えていくた

めにも、災害時の活動への参加についてどう思うかということを聞いている。 

 

p.20「６．子どものことについて」 

 こちらの質問は０歳から中学３年生までのお子さんと一緒に住んでいる人だけに答え

ていただく質問である。 

 ここでは、問２９と問３０は「０歳から小学校に通う前の子ども」と一緒に住んでい

るかたを対象とした質問で、問３１から問３５は「小学校１年生から中学校３年生まで

の子ども」と一緒に住んでいる人に答えていただく質問である。 

 子どもを持つかたの悩みや要望は、子どもの年齢によって様々だと思う。日本で出産
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し、育てていくという外国人のかたも今後増加していくことが想定され、その場合は出

産前後での支援ということが、必要になっていくかと考える。 

 子どもの年齢によって発生するニーズに対応をしていくためにも、あえて小学校入学

前と入学後でのそれぞれの状況を把握できるような質問構成にしている。 

 また、外国につながる子どもについては、異文化の中で育っていく中で、親との関係

や自分のアイデンティティの問題、また言葉が不慣れな中での進学など、子どもにとっ

ては乗り越えていかなければいけない問題が多くあるという状況におかれている。 

外国につながる子どもたちが日本社会の中で希望を持ち、社会の一員として生活して

いくために、引き続き日本語教育の支援はもちろんのこと、心理的なサポートとして、

外国人市民の子どもの「心のよりどころ」となるような居場所づくりということも今後

の課題となると考えたため、放課後活動への参加についてもお聞きしている。 

 

p.24「７．多文化共生のまちづくりについて」 

 ここでは、東村山市の多文化共生事業について知っているか、多文化共生に関するイ

ベントでどのようなものであれば参加したいか、また多文化共生の推進にあたり自分自

身で何がしたいか等を聞いている。 

 協議会の外国人市民委員の皆様をはじめ、学校での国際理解授業やスピーチ大会など

のイベントに協力していただいているかた、災害時外国人支援ボランティアに登録して

いただいているかたなど、多文化共生の推進に外国人市民のかたの多大なるご協力をい

ただいているところである。そのように多文化共生推進の担い手となっていただけるか

たの人材発掘や育成をしていくことで、市の多文化共生はますます推進していくと考え

るので、まずは当市が多文化共生のまちづくりを行っていることを知ってもらうことや、

イベントへの参加の意思、ご自身でしていただけることなどを聞いている。 

 

続いて、資料５「市民意識調査票 日本人市民用（案）」について説明する。 

 

p.2「１．あなたのことについて」 

 外国人市民と同様に性別、年齢、東村山市の在住年数、仕事、同居の有無について聞

いている他に、「日常会話ができる外国語」を聞いている。 

 言葉ができることは、外国や外国人とのコミュニケーションにも関心を持っていただ

けるかたと想定されるので、その把握のため聞いている。 

 

p.3「２．地域での生活について」 

 地域での外国人市民とのつきあい、トラブル、地域活動への参加状況や外国人市民が

地域活動に参加することについてのご意見等についてお聞きしている。 

 外国人市民が地域社会や地域活動に参加しやすい環境をつくっていくためには、日本

人市民の協力はかかせない。外国人市民にも参加しやすいようなイベントの開催につな

げる方法を検討するためにもお聞きしている質問である。 

 

p.6「３．災害について」 

 外国人市民と同様に、災害への備えや東村山市が行っている災害に関する活動を知っ

ているかということの他に、外国人市民が災害に関する活動への参加についてのご意見

や、当課で募集している「災害時外国人支援ボランティア」への参加の意思を聞いてい

る。災害の備えを聞いたことは、外国人市民と日本人市民で災害の備えに差があるのか

ということを検証したい意図がある。 
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 もし、日本人市民との比較で外国人市民の防災への備えが低い場合は、その啓発内容

や周知の方法を考えていく必要がある。 

 また、災害時には日本人市民、外国人市民ともに協力をしなければいけない状況であ

るので、外国人市民が災害に関する活動への参加についてのご意見を聞き、もし「参加

を望まない」という意見が多いのであれば、その意識を変えていくための働きをしてい

く必要があると考える。 

 

p.8「４．多文化共生について」 

 外国人市民と同様に、当市の行っている多文化共生に関する事業を知っているかとい

うこと、自分自身がどんなことをしたいかを聞いている。 

 また、「やさしい日本語」や当市の外国人相談窓口を知っているかという質問について

は、単純にその認知度を把握しそれらの周知につなげる方法を考えていきたいという意

図もあるが、アンケートを介してそれらのことを知っていただくことを目的とする意図

もある。また、日本人市民の方にも「外国人相談窓口」の存在を知っていただくことは、

もし近くに困っている外国人市民がいた時に窓口の存在を伝えていただけることにもつ

ながるので、その認知度の程度を把握したいと考える。 

災害時外国人市民ボランティアや日本語教室ボランティアへの参加の意思について

は、日本人市民においても地域の多文化共生推進の担い手の人材発掘や育成をしていく

上での参考にしたく聞いている。 

また、多文化共生施策を考えるにあたっては、日本人市民、外国人市民の両市民の意

見を考慮しながら施策を考えていく必要があるので、効果のある施策を考えていくため

にも、日本人市民が外国人市民に望むことについてということで質問をしている。 

  

なお、まだ調査票ではなく調査票案と申し上げているとおり、ほぼ最終段階となって

いるところだが、レイアウト等について事業者と最後の調整をし、上の決裁を得ること

としておりまだ若干の修正が入る可能性がある。そのため、現時点で調査票案と申し上

げている。 

 完成した調査票については、後日委員の皆様にもお渡しする。事務局からの説明は以

上である。 

 

〇会長 

 外国人用が４４問、日本人用が３３問と多いが、レイアウト上多く見えているという

ところもある。選択肢の並べ方などで、もう少しボリュームが少なく見える。 

 では、外国人票について意見を求める。 

 

〇委員 

 全体的に、複雑な表現がわかりやすくなっていてよいと思う。 

一つ質問がある。資料１の３について、外国人市民にはやさしい日本語で書かれた調

査票と外国語で書かれた調査票の２つが送られてくるということか。 

 

〇事務局 

 はい。外国人市民のかたには封筒の中にやさしい日本語と英語または中国語または韓

国・朝鮮語のどれかをセットにして送る。まったく同じものなので、どちらかを選んで

回答していただく。 

 

〇委員 
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 その基準として、国籍で判断するのか。例えばここに書かれていないネパール、パキ

スタン、インドネシアのかたの判断は？ 

 

〇事務局 

 中国語、韓国・朝鮮語に関しては国籍でわかる。国籍から言語がわからない場合は英

語を送る予定である。 

 

〇委員 

 項目が、外国人に対し全部お膳立てをしているようなサポートだと思う。例えば、何

が必要なのかということと、多文化共生なので、こちらがいつもサービスをするのでは

なく、お互いができるように持っていかなくてはいけない。「あなたは他の市民に何がで

きるのか」という項目を入れると、積極的な反応がつかめるし、今後の施策のヒントに

なると思う。 

 

〇事務局 

 例えば問３９「多文化共生のまちづくり」を進めていく時に、あなたは、どんなこと

をしたいと思いますか。という質問で、していただけそうな項目を入れている。問２８

でも、あなたは、災害（地震や台風など）についての活動に参加したいですか。という

質問で、ご協力をいただけそうな項目を入れている。 

 

〇委員 

 でも、思いは個々に違う。「参加する」ということではなく「何がしたいか、できるか」。 

 

〇事務局 

 その人自身のゼロからの考えということか。 

 

〇委員 

 はい。 

 

〇事務局 

 市民意識調査ということもあり、フリーな回答ばかりになると統計が取りづらくなる。

物足りないかもしれないが、項目の表現はこのようにならざるを得ない部分もある。問

３９を見ていただくと、どんなことをしたいと思いますかという聞き方をさせていただ

いたので、ご自身の自発的な思いでご回答いただけたらと思っている。 

 

〇事務局 

 委員のおっしゃる意味もわかる。どんなことがしたいとなると、自分がしたいことに

なるが、できることというと人にしてあげることになる。質問文にカッコで付け加えて

はどうか。受け身ではなくて自発的な思いも吸い上げたいと思う。 

 

〇事務局 

 問いかけ方に工夫をしていきたい。 

 

〇委員 

 例えば問３９の１１に「特に何もしたくない」とあるが、「したい」・「是非したい」と

いうような選択肢を加え、書き込めるようにしておくだけでもよいのではないか。自発
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的・積極的な発想を皆さんは持っていると思う。 

 

〇委員 

 問２２に、「現在は参加していないが、今後参加することについてどのように思うか」

書いてある。 

 

〇委員 

 「参加」は違うと考える。与えられた場で参加するのではなく、個人として何かでき

るかということ。自分のこの能力を発揮して、貢献したいというそういう意味のことで

ある。 

 

〇委員 

 先月、別の調査を行ったが同じような悩みがあった。回答には「参加したい」とあり、

「参加したいがどのような形で参加すればよいのかわからない」と、「その他」に書いて

くださったかたがたくさんいた。その時、質問項目に書いておけばよかったと思ったこ

とがある。例えば、今東村山市でできるボランティア活動を「その他」のところに書い

ておいたり、通訳ボランティアなど社会貢献できることを追加資料でつけると、フィー

ドバックとして戻ってくるのではないか。 

 

〇会長 

 問３９は事務局で検討していただくことでよいか。 

 

〇事務局 

 やさしい日本語でニュアンスを伝えるのには苦慮している。ただ、委員のおっしゃる

ことは課題でもあり、多文化共生推進の担い手、人材を育成するということがまさにそ

こにかかってくる。もう少しそこを聞けるように、アレンジして考えてみたい。 

 

〇委員 

 自ら何かをしたいかという質問は、外国人にするのか。日本人にも聞くのか。外国人

にのみ聞くと、積極的に何かしたいという回答は少ないと思う。外国人は何もやらない

というように思われてしまう。聞くとしたら日本人市民にも聞く方がよい。 

 

〇事務局 

 少なかったら少なくても、現状として捉える。そこまで聞くのは難しいと思うが、忙

しい、余裕がないなど何かしら理由はあると思う。地域活動のところの質問にもあるが、

何もしないとつながりというのはなかなか持てない。つながりを持てるような施策を考

えるために、何ができるかというのは聞きたいと思う。 

 

〇委員 

 今日できたものはわかりやすくて良いと思うが、あくまでこのアンケートを作るのは

市役所で、市役所の日本人が考えている政策の質問である。外国人から見るとまた全然

違う。私もこのようなアンケートに答えたことがある。２時間ぐらい調べて、結局自分

の年齢と年収と生活環境だけははっきりと答えた。そのあとの質問はすべて自分とは関

係がなかった。何が聞きたいのか理解ができなかったため、「特にありません」などと答

えた。その時すでに日本に１０年以上住んでいたが、日本の社会に対して質問にあるよ

うなことを考えたことがなかった。自分の生活で精いっぱいであった。たくさん聞かれ
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ても、答えるのも読むのも大変である。このアンケートを受け取ったとき、日本語がわ

からない場合誰に相談したらよいのかがわからないと、答えることが難しいと思う。サ

ポートの窓口があればよい。 

 

〇事務局 

 調査票が届いて、わからなかったらここに聞けばよいという案内のことか。 

 

〇委員 

 はい。大体は友人などに相談したらできるが、もしできなかったときに翻訳などを手

伝ってあげるとよい。 

 

〇事務局 

 外国人市民調査票 p.3 に【お問い合わせ先】というのは載っている。しかし、英語、

中国語、韓国・朝鮮語の相談員しかいないため、それ以外の言語のかたにはやさしい日

本語での対応となる。ただ、お問い合わせには丁寧に対応したい。 

 

〇委員 

 【お問い合わせ先】はもっと太字や枠を付けるなどわかりやすくしてはどうか。何が

できるという質問については、一枚、別紙を追加してはどうか。 

 

〇事務局 

 アンケートとは別のお知らせということか。 

 

〇委員 

 はい。例えばこういう活動を募集中、など。 

 

〇会長 

 中国語は簡体字か繁体字か。 

 

〇事務局 

 簡体字である。 

 

〇会長 

 台湾のかたは簡体字である程度読めるのか。 

 

〇事務局 

 香港や東南アジアのかたは、簡体字は読みづらい。話す分にはわかるが、文章になる

と漢字が違う。 

 

〇委員 

 調査票は誰が翻訳するのか。 

 

〇事務局 

 市役所の相談員が行う。調査内容がよく分かった者が翻訳する。 

 

〇委員 
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 アンケートの回答が難しいという話があったが、p.3 の日常生活で困ったことがあった

ら…のところに「アンケートについて困ったとき」と明記すると、アンケートについて

相談しやすいのではないか。 

 

〇事務局 

 お問い合わせ先のところは太字や枠などにして、アンケートについて質問がある場合

はこちらと入れたいと思う。 

 

〇会長 

 日本人向けについてはどうか。 

 

〇委員 

 外国人向けのところだが、調査票のデジタルデータをウェブサイトに上げるとよい。

検索にかけられるので、問い合わせしなくても自分で調べられる。案内のところに「デ

ジタル版はウェブサイトにあります」と QR コードを載せると、入力はできないが、翻

訳アプリを使用して自分で調べることができると思う。 

 

〇事務局 

 PDF をホームページに掲載することは可能である。 

 

〇会長 

 問２０には差別的なニュアンスがあるのではないかというご意見があったかと思う。

外国人市民に災害に関する活動に参加することを望みますか。望まない。など。 

 

〇事務局 

 皆様はどう思われるか。前回の調査でも同様の質問をしている。差別的な意識を浮か

び上がらせるのがよくないということになるかもしれないが、一方で現状の意識を知り、

「望まない」かたが多い場合には、何か考えなければならない。しかしその質問でご不

快な思いをさせてしまうのであれば、それは望まない。 

 

〇会長 

 この点はいかがか。 

 

〇委員 

 問題ないと思う。 

 

〇委員 

 以前の調査であいまいな回答が多かった場合、今回の調査では質問の内容を考慮した

方がよいと考える。「望まない」と書いた理由まで聞けるのか。 

 

〇事務局 

 可能ではある。理由まで聞いた方が対策にはよりつながると思う。検討し責任を持っ

て調整したい。 

 

〇委員 

 日本人向けの問１２、１９で「参加したくない」場合それはなぜか聞いている。差別
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的な意味ではなく、こういう理由でというのがわかれば参考になる。問２０、３２では  

「望まない」「住みにくい」のはなぜか聞いていない。理由を聞くと、ネガティブな回答

でも、こういうことが改善されればよくなるということがわかる。しかし集計と従来と

の比較も難しくなるかもしれない。 

 

〇委員 

 「望む」・「望まない」という聞き方ではなく、「必要か」・「意味があるか」という聞き

方にしてはどうか。表現を少し変えるだけで全然違うと思う。 

 

〇事務局 

 表現の仕方で和らぐと思う。 

 

〇会長 

 レイアウトについて、外国人票 p.9 の問１１の選択肢４の後に点が残っているので取

る。p.27 問４１の質問文「１つだけ」に下線が抜けている。 

 

〇事務局 

 はい。 

 

３．その他 

 

〇事務局 

 事務局より２点お伝えする。 

今後の協議会について。調査票案について議題とするのは今回の会議で終了である。

第５回協議会で集計結果を報告する。第３回・第４回については、令和２年度進捗状況

の報告・提言の作成となる。第３回は８月、第４回は９月に行う予定である。改めて日

程調整する。 

 本日配布した東村山市第五次総合計画概要版について説明する。当市では令和３年か

ら令和１２年の１０年間を対象とする「東村山市第五次総合計画」を策定した。担当所

管より委員の皆様への配布を依頼されたものである。表紙にも「私たちのＳＤＧｓ」と

あるとおり、国際目標であるＳＤＧｓの目標と連動させた３つの基本目標を定めている。

p.6 に３つの基本目標と２９の施策が記載されている。p.7 右下の基本目標３「暮らしの

質の向上」施策２２番「ダイバーシティ共生社会の実現」に多文化共生に関して含まれ

ている。本編は市ホームページに掲載されている。 

 

〇会長 

 スケジュールは資料１の裏に記載されている。 

 

〇事務局 

 第１回は書面開催となったため、意見票の提出が皆様の出欠となる。意見票を議事録

に掲載する。 

  

７．閉会 

 

以上 

 


