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会  議  録 

会議の名称 令和３年度第１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 書面による協議（提出資料締切：令和３年６月４日（金）※必着） 

開催場所 ― 

参加者 

及び 

不参加者 

●参 加 者：渡戸一郎委員、髙野惠一委員、島田道明委員、伊達春莉委

員、ヨアヒム ピーター ヨンケーレ委員、 

カルティカ ハンダヤニ アンバリ委員、余慧慈委員 

 

●不参加者：中山眞理子委員、髙尾戸美委員、中野禎子委員（後日資料

提出） 

傍聴の可否 ― 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
― 

 

会議次第 

 

〇協議事項 

（１）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に

ついて 

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 

【会議開催経緯】 

・令和３年３月２５日 開催日（４月２８日）決定 

※緊急事態宣言発令のため、書面による協議への変更 

・令和３年４月２３日 書面協議への変更を通知、開催通知・事前資料送付 

・令和３年６月４日 「意見記入票」提出締切日 

 

【協議事項】 

（１） 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について 

 

 １．「資料２ 第３次多文化共生推進プラン策定に向けた課題」についてのご意見 

 

〇委員 

追加記入が出来たら、自立支援だけでなく、明確に、「求職・よりよい就職は果たせる

ことを力強く支援する」の文言があればいいと感じた。 

 

〇委員 

 書かれた６つの課題は今重要な課題だと思う。 

特に「２．外国人市民に届く情報発信」が一番重要だと思う。 

外国人市民はどのように情報を入手するかを把握できれば今後の情報伝達に大変役に

立つ。 

 

〇委員 

課題として、外国人に支援する目的はもちろん必要だが、その前に外国人の立場を理

解するのも大事だと思う。例えば、外国人たちは普段どのような言葉で生活しているか？ 
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日本社会に対してどのぐらい理解しているか？どのぐらい日本に滞在する予定か？ 

 外国人たちは日本にやってきて、新しい生活を開拓する人、自分の生きるチャンスを

探してくる人、いろいろな人がいる。皆共通するのが先を見えない不安である。社会保

障をサポートすると同時に心のケアも必要だと思う。 

 

〇会長 

 外国人市民調査票の質問数が多いが、削除する質問がなかなか見当たらない。しかし

他の委員から加除すべき質問が提案されたら、適宜、検討されたい。 

質問数が多いができるだけ回答しやすくするため、主質問（Ｑ）に関連する付問（Ｓ

Ｑ：サブクエスチョン）は、質問番号を変えると同時にレイアウト上も右下がりに余白

を少し空ける方が見やすくなる。 

 例えば、問１１はＱ１０のＳＱ１、問１２はＳＱ２として、左の余白を少し多く取る。 

 ⇒全体の主質問の番号が少なくなるので、見た目、答えやすくなるのでは。 

 

〇委員 

１から６の項目の表現について： 

１． 日本語がどの程度⇒日本語をどの程度 

２． もとめる情報⇒生活に必要な情報 

３． 「参加意識」はわかりにくい。災害時のボランティア活動に参加する気持ちが

あるか、参加できるか。同じ問題は問５、問６にもでてくる。 

６．担い手への人材発掘⇒担い手の（になる）人材発掘。「地域活動」と「多文化共生

事業」と併記されるとわかりにくい。後者は前者のなかに含まれる。もし異なる概念で

あれば、短くても説明を加えたい。 

 

質問として、下記の項目を入れたい。 

・経済生活への不安がありますか？ 

・差別扱い、迫害を感じることがありますか？ 

・宗教上のことで困っていることがありませんか？ 

・コミュニティ、市などから具体的にどんなサポートが欲しいですか？ 

 

〇委員 

 ・令和５年度～９年度は高齢者数がピークに達することが注目されている。 

 ・一方、次々世代を担う子どもの数は減少している。 

 ・また、複雑化する時代にあって障害を持つかたがたにも手厚い支援が望まれる。 

 ・上記の市民のかたがたに対する現役世代の負担が目に見えている。 

 ・コロナ感染の渦中～収束への移行期間の対応に工夫が必要。 

 

〇委員 

 質問内容を頻繁に変えると従来との比較が難しくなる面があるので、今般の内容で適

切と思われる。なお、「１．～６．」の枠、分野にかかわらず、普段の生活において不便、

不自由と感じる点（負の部分）を具体的に挙げてもらうことも必要と思われる。 

 

２．「市民意識調査票（案）」についてのご意見 

 【（１）「市民意識調査票（案）（外国人市民用）について】 
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〇委員 

 文書をお送り頂いたシステムが私のＰＣに合致しなかったからかもしれないが、漢字

部分が欠落して、意味不明となっていた。 

簡易日本語にしていらっしゃるご努力は見てわかったが、もう少し簡易にすることが

必要と思う。日本語があまり理解できない外国の人々の意見が掬い取れないように感じ

た。 

 

〇委員 

アンケートご協力にお願い（外国人）案の「記入にあたって」の３つ目の丸には、「ア

ンケート用紙には「日本語（ルビ付き）、…。と書いてあるが、実際のアンケート用紙を

読んでみたらすべての質問にルビが入っていなかった。ご確認お願いしたい。 

問４：在留資格の漢字は難しいので、特にこの質問にルビを付けることが大事だと思

う。出身国が漢字圏ではない外国人市民は漢字が読めない可能性があるので、ご検討を

お願いする。 

問７の１．：選択肢「専業主婦・専業主夫（パート・内職・家族従業をしていない人）」

と書いてある。家族従業者とは何か、外国人の私には個人的にわかりづらかった（その

後、辞書を調べて意味がやっとわかった）。もっと具体的な一般的な職業例をあげるか、

混乱をさけるためにこれを削除するかご検討お願いする。 

問４４：最後の文章に「自由に書いてください。」と書いてあるが、「日本語（ローマ

字でも可）でも、英語でも結構です」と追加したら、アンケートを記入する外国人がよ

り書きやすくなるのではないか。ご検討をお願いする。 

 

〇委員 

 問１：「在留カードに書かれている性ではなく、あなたが思う性で答えてください」と

ある。せっかく主観的な答えが求められているので、多様性の現代には、「男性」・「女性」

に限らず、多く用いられている「ＬＧＢＴＱ」または「その他」という選択肢を加えた

ら良いのではないかと思う。 

（ＬＧＢＴＱのＱは Questioning、セクシャリティを決めかねているというアイデンテ

ィティをもつ人を意味する。） 

 問１１：「あてはまるものに一つだけ〇をつけてください」とある。外国語を学ぶ際に、

選択肢１～７は一つ以上が当てはまる場合もあるので、「あてはまるものに、すべて〇を

つけてください」にした方が現実的だと思う。また、選択肢５の「日本語学校」と選択

肢６の「日本語教室」の違いがよく分かりません。また、選択肢として、日本語を「日

本に来る前に学んだ」と「日本に来てから学んだ」を分けるのも参考になるのではない

かと思う。 

問１５：選択肢４「市役所のホームページ」ひとつを、「市役所の日本語のホームペー

ジ」と「市役所の多言語（英語・中国語・韓国語）のホームページ」二つに分けたらい

かがか。市のＨＰの自動翻訳版は、生活に必要な情報の入手先としてどれくらい使われ

ているかわかることができる。 

問１６：選択肢２「日本の生活ルールの情報」を「日本の生活習慣の情報」がよいと

思う。問３９：１．にある「日本の文化や生活習慣を理解したい」という言葉遣いの方

が合っていると思う。いくつかの箇所に「生活ルール」とあるので、すべて「生活習慣」

に統一するのがよいと思う。 

問２１と問２２の差が曖昧だと思う。現在参加している活動（問２１）は、いきなり

辞めるのではなく、今後も参加する（問２２）のは当然ではないかと思うので、問２２
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で聞きたいことはよくわからない。問２２は、「現在参加していないが、今後参加したい

地域の活動はありますか」ということを聞きたいのか。 

また、必ず「今後参加したい」と思っている方に限らず、興味・関心はあるが参加ま

では出来ない（したくない）…と思っているかたも含めたら良いのではないかと思うの

で、問２２は「現在参加してないが、興味を持つ地域の活動はありますか」にするのも

良いのではないかと思う。 

問２３「あてはまるものに、すべて〇をつけてください」を追加した方がわかりやす

いと思う。 

問２５：選択肢３「宗教で食べられないものがあるため」とありますが、例えば菜食

（精進）料理は宗教に限らないし、アレルギー、糖尿病治療中のかたなどもいるので、「宗

教または健康上の理由で食べられないものがあるため」にするのがよいと思う。 

 

〇委員 

 問１０：問題と答えが複雑である。 

 “あなたは日本語を学んでいましたか（現在在学中含む）。”のように質問すれば簡

潔でわかりやすい。 

 問１１：問１０と同じ。現在形と過去形混在でわかりにくい。 

問１２：回答欄に追加。日本語を学びたいが、難しくて覚えられない。 

問２７：Ａ欄の選択肢に１、２ではない。Ｂ欄の日本語がわかりにくい。 

 

〇委員 

Ｐ１「出入国管理」：ルビが「しつにゅうこく」となっている。「しゅつにゅうこく」

が正解ではないか？ 

Ｐ１「ルビ」：ルビの上にルビがないが、つけなくてよいか？ 

Ｐ２のＡ１ 無作為「に」：かっこ書きで説明があるので、「で」のほうがわかりやす

いと思う。 

Ｐ４問３ 二重国籍の「かた」：「人」のほうがわかりやすいかもしれない。 

 

〇会長 

調査票冒頭の「記入にあたって」⇒「ご記入にあたって」。 

この調査は、出入国管理とは関係ありません。⇒この調査は、出入国在留管理とは関

係ありません。 

調査票のはじめの【注意】⇒【ご注意】。 

回答の仕方の説明として、以下を付け加える。 

「答え方には、選択肢から一つだけ選んで番号に〇をつけるものと、当てはまる選択

肢ぜんぶの番号にいくつでも〇をつけるものがあります。」 

※なお、質問と選択肢が確定したら、すべてルビを振って下さい。 

 

以下、質問文・選択肢の修正の提案。 

 問３以降、（あてはまるものに一つだけ〇をつけて下さい）など、（ ）書きで回答数

の指定があるが、すべて（ ）は不要では？ 

問５ あなたは、日本に通算で何年すんでいますか。帰国と来日を繰り返している人

もいるので、下線部分を加えてはどうか。 

問５と問６の選択肢は統一されているが、前回調査とは選択肢が異なっている。でき

れば前回調査に合わせた方がよいのでは。 
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１．１年たっていない ２．１～２年  ３．３～４年 

４．５～９年     ５．１０～１４年  ６．１５～１９年 

 ７．２０～２９年   ８．３０年以上 

問８選択肢３「誰とも同居していない」⇒「誰とも同居していない（一人で住んでい

る）」 

問１１選択肢の文の末尾にある「。」を削除する。 

以下、他の質問の選択肢でも同様の場合は「。」を削除 

問１２選択肢６「日本語教室の空いている時間に行けないから」⇒「日本語教室の時

間に行けないから」 ※なお、「空いている」は「開いている」の誤り。 

問１１と問１２の前文は【 】で括る方がわかりやすい。 

⇒【問１０で「１．学んでいる、または学んでいた」と答えた人に聞きます】 

⇒【問１１で「２．学んでいない、または学んだことがない」と答えた人に聞きます】 

※以下、ＳＱの前文には同じように【 】で括る。例えば、問２９～３５。 

問１６選択肢２「日本の生活ルールの情報」⇒「日本や地域の生活のルールの情報」 

問４０選択肢３「生活のルールを教えてほしい」⇒「日本や地域の生活のルールを教

えてほしい」 

問２３の質問文の最後にシングルアンサーか複数回答かを指定すること。 

問２５の３～４行目にある説明文「※避難所とは……。」は、問２４の質問文の最後に

移動する方がよい。問２４選択肢６で避難所が出ているので。 

問３０選択肢６「子どもが、日本語でコミュニケーションが取れない」⇒「子どもが

日本語でコミュニケーションができない」、の方がわかりやすいのでは？ 

問３０選択肢９「子どもと自分の国の言葉でコミュニケーションが取れない」⇒「自

分の国の言葉で子どもとコミュニケーションができない」 

問３４選択肢７「子どもが、日本語でコミュニケーションが取れない」⇒「子どもが

日本語でコミュニケーションができない」、の方がわかりやすいのでは？ 

問３４選択肢１０「子どもと自分の国の言葉でコミュニケーションが取れない」⇒「自

分の国の言葉で子どもとコミュニケーションができない」 

 

〇委員 

調査票に訂正記録つきで記入。＜調査票の内容を追記（事務局）。＞ 

 ・「記入にあたって」の「回答の終わった調査票は～住所や名前は書かないで下さい。」 

 ⇒個人情報はまったく入らないか？ 

 ・調査票 p.2 Ａ２「答えます。」⇒「答えてもらいます。」 

 ・「みなさまからの多い質問への回答」の「Ａ３.調査対象者の住所や名前などが印字

された（書かれた）用紙などは、市が厳しく管理します。」⇒無記名で役所に返送する

のに、このような用紙があるのか？ 

 ・調査票 p.3【お問い合わせ先】の「受付時間」の箇所 ※「祝日はお休みです」 

 ⇒「土曜日と祝日はお休みです。」 

 ・問１０「あなたは日本語を学んでいますか。または学んでいましたか。」 

 ⇒「あなたは日本語を勉強していますか。または勉強していましたか。」 

 ・問１２「問１１で「２．学んでいない、～」は問１１ではなく問１０。 

・問１３「あなたは、日本での生活で、困っていることや大変なことはありますか。」

⇒「あなたは、日本での生活で、困っていることやむずかしいことはありますか。」 

・問１３選択肢に「国籍がないこと」「自分の宗教実践ができない」を追加。 

・問１４の選択肢の「７．教会、寺院」を「協会、寺院、地元の宗教団体、地元の議
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員」に変更。 

・問１４選択肢「３．仕事以外の知り合い・友達（日本人以外の外国人）」⇒「「３．

仕事以外の知り合い・友達（同国人以外の外国人）」 

・問１６選択肢「７．家の情報」があいまい。修理のこと？住居のこと？ 

・問１６の選択肢に「お買い物の情報」を追加。 

・問１９「あなたは、今までに地域（家の近くの場所）の日本人との間で、トラブル

がありましたか。」⇒「あなたは、今までに地域（家の近くの場所）の日本人との間で、

言い争い、けんかなどのトラブルがありましたか。」 

・問２０の選択肢に「理由のわからないことで一方的に文句を言われた（怒られた）」

を追加。 

・問２１の選択肢に「政治活動、宗教活動」を追加。 

・問２２の選択肢に「宗教行事、政治活動に参加したい。」を追加。 

・問２６選択肢「１．懐中電灯（ライト）を準備している」⇒「１．懐中電灯（ライ

ト）やラジオを準備している」 

・問２６の選択肢に「地震保険に入っている」を追加。 

・問２７「（Ａ～Ｆについて、それぞれひとつだけに〇をつけてください）」⇒「（Ａ

～Ｆについて、１．２．３のいずれかに〇をつけてください）」※「１．知っている」

「２．知らない」だけでなく「３．そのようなことを聞いたことがある」を入れたい。 

・問２８の選択肢「６．参加するよゆうがない」を追加。 

・問３４「あなたは、子育て・教育について思うことを、あてはまるものにすべて〇

をしてください。」⇒「あなたは、子育て・教育について思うなかで、あてはまるもの

にすべて〇をしてください。」 

・問３６の選択肢に「３．聞いたことがある」を入れる。 

・問３７「（Ａ～Ｇのことについて、それぞれひとつだけ〇をつけてください。）」

⇒「（Ａ～Ｇのことについて、１．２．３のなかからひとつだけ〇をつけてください。）」

※「１．知っている」「２．知らない」だけでなく「３．そのようなことを聞いたこと

がある」を入れたい。 

・問３８選択肢「５．スピーチ大会」⇒「外国語もしくは日本語学習者によるスピー

チ大会」に変更。 

・問３９の選択肢に「何らかのかたちで役にたちたい、貢献したい」を追加。 

 

〇委員 

性別の質問についてだが、ここでは【３．無回答】より【３．その他( 自由回答 )】に

していただくのはいかがか。 

 

〇委員 

 ・市内の標識、公的看板等の英語表記。 

 ・各国民性を互いに知り合う場を持つ。 

 

〇委員 

 ・回答するにあたり、選択肢を追記してはどうか。 

① 問１３「日本の生活ルール・習慣の違い（    ）」 

② 問２８※「５．参加したくない」と答えたのはなぜですか（    ） 

③ 問３５※「６．参加させたくない」と答えたのはなぜですか（    ） 

④ 問４３※「４．住みにくい」と答えたのはなぜですか（    ） 
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・問と回答についても漢字にはひらがなのルビを振ってあった方がよいと思われる。

（問１、問９、問４４の質問にはルビあり） 

・問１２の質問文で、「問１１で「２．学んでいない～」の部分について、「問１１」

ではなく、問１０が正しい。＜委員より口頭で追加があった箇所を追記（事務局）。＞ 

 

 【（２）「市民意識調査票（案）（日本人市民用）について】 

 

〇委員 

いくつかの箇所：「生活ルール」を「生活習慣」がいいと思う。 

問１（性別に「その他」）：外国人市民用版の問１と同様。 

問１１・１２（現在と今後の地域の活動）：外国人市民用版の問２１・２２と同様。 

 

〇会長 

問３の選択肢は、以下のように外国人市民調査票の選択肢の修正案に合わせる。 

１．１年たっていない  ２．１～２年      ３．３～４年 

４．５～９年      ５．１０～１４年    ６．１５～１９年 

 ７．２０～２９年    ８．３０年以上 

問３以降、（あてはまるものに一つだけ〇）などの（ ）書きで回答数の指定があるが、

すべて（ ）は不要では？ 

問５選択肢３「誰とも同居していない」⇒「誰とも同居していない（一人で住んでい

る）」 

問６選択肢１０「全く外国語はできない、もしくは日常会話まではできない」⇒「全

く外国語はできない、または日常会話まではできない」 

問１２選択肢の文の末尾にある「。」を削除する。以下、他の質問の選択肢でも同様の

場合は「。」を削除 

問１３選択肢１～４の末尾「良い」⇒「よい」（ひらがな表記に） 

問２８の※やさしい日本語の説明文の３行目（例えば……）を２行目の後に追い込む。 

 

〇委員 

 調査票に訂正記録つきで記入。＜調査票の内容を追記（事務局）。＞ 

・調査票の「みなさまからお寄せいただくことの多いご質問へのご回答」の「Ａ３．

調査対象者のみなさまの住所、氏名などが印字された用紙等は、市が厳重に管理します。」

⇒そのような用紙がアンケートのなかに含まれるのか？ 

・問６の選択肢に「１１．外国語はできないが、スマホなどで通訳・翻訳できること

を知っている」を追加。 

・問９「あなたは、今までに地域の外国人との間で、トラブルを経験したことはあり

ますか。」⇒「あなたは、今までに地域の外国人との間で、トラブルを経験したことはあ

りますか。もしくは不可解を感じたことがありますか？」に変更。 

・問１１の選択肢に「宗教、政治活動」を追加。 

・問１２の選択肢に「宗教、政治活動に参加したい」を追加。 

・問１５の選択肢に「自分が説明する、教える」を追加。 

・問１７の選択肢「懐中電灯（ライト）を準備している」⇒「懐中電灯（ライト）や

ラジオなどを準備している」に変更。 

・問１７の選択肢に「地震保険に加入している」を追加。 

・問１８「（Ａ～Ｆについて、それぞれ一つだけ〇をつけてください）」⇒「（Ａ～Ｆに
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ついて、１．２．３の一つに〇をつけてください）」※選択肢に「３．聞いたことがある」

を入れたい。 

・問１９の選択肢に「参加したくないが、地域の防災訓練には参加しなければならな

いと思う」を追加。 

・問２０「あなたは、以下の災害（地震や台風など）に関する活動に外国人市民が参

加することを望みますか。」⇒「あなたは、以下の災害（地震や台風など）に関する活動

に外国人市民が日本人住民以上に参加することを望みますか。」に変更。 

※「日本人住民以上に、」と補足しなければ質問が成り立たない。質問は成り立つが、

極めて差別意識の強い質問に感じられる。補足がなければ、潜在的な外国人差別意識の

表れととらえられる。同じ質問が日本人住民にはなりたたないだろうから。この質問、

削除するか、主旨を変更したほうがよい。例えば、問：あなたは外国人が近隣に居住す

ることに対してどう思いますか。下記のなかから自分の気持ちに近いものに〇をつけて

ください。（答え：１．気にしない ２．気になる ３．迷惑をかけなければ問題ない ４．

歓迎する ５．あまり望まない ６．まったく望まない）これを入れるとすると、災害

の項目中ではなく、地域での生活について、もしくは、多文化共生の項目か。根本的・

直截すぎる質問なので、聞いてみたいことではあるが、このアンケートのなかに入れる

のがよいかどうか、よく議論したほうがよいと思う。 

・問２２の選択肢に「３．聞いたことがある」を入れたい。 

・問２４の選択肢に「普通の隣人としての常識ある生活、行動」を追加。 

・問２５「（Ａ～Ｈについて、あてはまるものに一つ○をつけてください）」⇒「（Ａ～

Ｈについて、１．２．３のなかから一つ○をつけてください）」※「３．聞いたことがあ

る」を入れたい。 

・問２７の選択肢に「３．聞いたことがある」を入れたい。 

・問３１「あなたは、外国人に対する偏見や差別は、どのような場合にあると思いま

すか。」⇒「あなたは、外国人に対する偏見や差別は、どのような場面にあると思います

か。」 

 

〇委員 

外国人と共生の視点から、あらゆる場面に向けて質問をすることで実際の状況を把握

できると思うので、より多くの回答をいただけるようにしていただきたい。 

 

〇委員 

 ・閉鎖的日本人として「違いを受入」寛容を身につける訓練を受ける。 

 ・外国人のかたが何を望んでいるか相手の立場で考え直す。 

 

〇委員 

 回答するにあたり、選択肢を追記してはどうか。 

 ・問１２※「７．地域の活動に参加したくない」と答えたのはなぜですか（    ） 

 ・問１９※「５．参加したくない」と答えたのはなぜですか（    ） 

 ・問２０※「望まない」と答えたのはなぜですか（    ） 

 ・問３２※「４．住みにくい」と答えたのはなぜですか（    ） 

 

 

 【（３）「市民意識調査票（案）全体について】 
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〇委員 

 特になし。後は得た回答をどのように施策に生かすかだけと思う。 

 

〇委員 

 多い質問への答えのＱ５／Ａ５：調査結果はいつ（何年何月）、そしてホームページの

どこで公開されるかを指定できるか。 

 

〇委員 

 職員たちの心遣いは理解するが革新の内容が少なく、例年と同じ事をやっている感じ

が強い。 

 

〇会長 

質問文に対する回答数の指定の部分に下線を引くとわかりやすくなる。 

 例えば、「あてはまるものに一つだけ〇をつけてください。」 

「あてはまるものにすべてに〇をつけてください。」 

 ※なお、「あてはまるものに、すべてに〇をつけてください。」と、「あてはまるものに

すべてに〇をつけてください。」が混在しているので、読点の有無を統一されたい。 

 

前回調査票の選択肢を整理してまとめた部分が散見されるが、全体として選択肢の項

目数がまだ多いので、さらに整理してまとめることが可能なものがあればぜひ統合さ

れたい。 

なお、事前にプリテスト（外国ルーツの数人に調査票に回答してもらう）を行い、調

査票について意見を聴いて回答しやすいものに改善していくことが重要である。 

 

〇委員 

返送するアンケートのなかに個人情報が含まれるのか？アンケート本文の説明はどち

らなのか不明である。 

外国人の政治活動、宗教活動について言及が一つもないが、個人にとってはとても大

きな問題だと思う。 

「知っている」「知らない」の二通りの答えしか用意しないのはどうか？知っている、

という意味は積極的な意味が強い。聞いたことはあると思うが、知っていると言えるほ

どは知らないということはよくあることだと思う。具体的なことだからＹＥＳかＮＯか

二通りしかない、という趣旨はわかるが、あまり人間的な感じがしない。 

 

〇委員 

全体的にわかりやすく大変良くできた調査票だと思う。 

 

〇委員 

 ・前回アンケート調査で「曖昧または否定的」な回答の質問内容の再考。 

 ・書類に対する苦手意識を持つかたに対して何か工夫出来ないか 

 ・国際化が進む中で、双方向で言語を学び合う事が出来ればと思う。 

 

〇委員 

 外国人市民用と日本人市民用の質問・回答から、共通した問題点、考え方の違い、習

慣の違い、解決策が見出され、相互理解に繋がればよいと思われる。 
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〇委員 

「問い」のルビがあったりなかったりしている 

「その他」の( )について説明がないが、自由記述であることについてどこかで説明

しなくてよいか？ 

 

 ３．その他 

 

〇委員 

外国人市民向けも日本人向けのアンケートも読ませていただいた。的確な質問の内容

でとてもよかったと思う。 

一方、上にも書かせていただいたが、外国人市民向けのアンケートに関して、「ご協力

のお願い」：「記入の仕方」などについて、やさしい日本語かつルビ付で書かれているが、

質問の文章にはルビがついていない質問がほとんどであった。また、外国人市民のどの

程度の日本語能力を想定してアンケートを作成するかについて再度確認をお願いする。 

例えば、外国人が一般的に受ける日本語能力試験（１級～５級）があるが、各レベル

には漢字数・表現力・語彙力の基準が定められる。特定のレベル（例えば３級）を決め

ていただき、それを基準に設定すると、アンケートに使う日本語の難易度も一定するの

ではないか。ご検討をお願いする。 

 

〇会長 

これ以上質問数を増やさない方がよいとは思うが、日本人市民調査票の質問数は少な

いので、新規の質問を加えることが許されるなら、ぜひ以下をご検討いただきたい。 

問 あなたはふだん「外国人」というとき、次のどの人を指すと考えますか。あては

まる番号にいくつでも〇をつけてください。 

１．外国籍の人 

２．外国生まれの人 

３．外見上、日本人には見えない人 

４．日本語がうまく話せない人 

５．その他（                  ） 

６．わからない 

 

問 では、あなたはふだん「日本人」というとき、次のどの人を指すと考えますか。

あてはまる番号にいくつでも〇をつけてください。 

１．日本国籍をもつ人 

２．日本生まれの人 

３．外見上、外国人には見えない人 

４．日本語が流ちょうに話せる人 

５．その他（                  ） 

６．わからない 

 

〇委員 

 今回委員に加えていただき感謝するとともに、市の方々の市民に対する熱い思いと委

員会の皆様のご苦労と努力に頭が下がる。 

 自分を取りまく仕事を天職と感じているが、委員会で発言させていただいたように現
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状の「縦割り社会」が見直され、相互協力が柔軟に出来るよう願う。 

 

〇委員 

（外国人市民用） 

問１０の回答欄、Ｐ１０問１９の回答欄以降の様に：×（問１１へ）⇒〇問１１へ、

×（問１２へ）⇒〇問１２へ 

問１１の回答欄、１．～６．句点トル 

 問２２ 〃  、１．～５．７．〃 

 問２６ 〃  、３．～５．  〃 

 問２８ 〃  、１．～４．  〃 

 問３５ 〃  、１．～４．  〃 

 問９ 質問の行、×・・・ください）。、〇・・・ください。）句点を（ ）内に入れる。 

問１５の回答欄「１５．新聞、雑誌など」の後に「のメディア」挿入 

問２４の回答欄「６．避難所の生活が心配」の後に「⇒問２５へ」挿入 

問３１の回答欄「１．・・・」、「２．・・・」各々の後に「⇒問３３へ」挿入 

問３７の回答欄の表示：「知っている」、「知らない」を枠外に出す。回答の「１」、「２」

を設置。 

 

（日本人市民用） 

問４、問６、問８の回答欄の枠内に仕切の縦線、横線無し。 

問１２の質問の行：×あたたは、今後、地域の活動に参加することについて、どう思

いますか。〇あなたは、今後、地域の活動に参加したいですか。 

問１５の回答欄、２、句点トル 

 問１７  〃  ３．～５．〃 

 問１９  〃  １．～４．〃 

 問２１  〃  １．～４、〃 

 問２２  〃  ４、   〃 

問２１の回答欄：×３．興味・関心はあるが、ボランティア活動までできない。〇３．

興味・関心はあるが、災害時外国人支援ボランティア活動までは（挿入）できない 

 

 

以上 

 

 


