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会  議  録 

会議の名称 令和３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 書面による協議（提出資料締切：令和３年８月３１日（火）※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、中山眞理子委員、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、

中野禎子委員 

 

●不参加者：、髙尾戸美委員（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２次多文化共生推進プラン進捗状況（令和２年度）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】 

・第３回協議会の開催を予定していた日程が緊急事態宣言期間中となったため、令和３

年８月２０日に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８月３１日 「質問及び意見記入票」提出締切日 

 

【協議事項】 

１． 東村山市第２次多文化共生推進プラン進捗状況（令和２年度）について 

（１）基本目標Ⅰ 

 

〇会長 

・１「日本語教室等の実施」については、新型コロナウィルス感染症拡大が長引くなか、

オンラインを活用した日本語学習機会の提供の可能性を、まずは出来る範囲で探るべき

ではないか。 

 そのためには、日本語教室のボランティアや国際交流団体のメンバーなどを対象とし

てオンライン講座（入門編、ステップアップ編）を積極的に開催することが必要である。 

 

・５「専門家相談会の充実」について、専門家相談会の予約数が少ない現状はかねてか

ら問題になっている。他の共催団体と東京都つながり創生財団が一緒になって、より効

果的な実施方法を検討すべきである。 

 

・７「就労に関する研修の実施」について、就労支援講座としては、外国人市民のニー

ズを把握しつつ、履歴書やエントリーシートの書き方を、やさしい日本語などで教える

プログラムを、ハローワークと共催で行えないだろうか。また、第 10 ブロックの単位な

どで、都立高校（定時制を含む）の外国ルーツの高校生に対して、就職に向けた情報提
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供をハローワークと協働で実施できないだろうか。 

 

〇委員 

就労には日本語能力が必要不可欠とのことから、日本語学習支援の必要性は高いと思

われるが、長引く新型コロナウイルスの影響から休講している状態の改善のためには工

夫が必要と思われる。 

（例）三密を避けるために講座定員を減じる。受講希望者は新型コロナウイルスワクチ

ン既接種者とするなどもその一つと思われる。相互に機器的環境が整っていれば、リモ

ートでの対応も可能と思われるが、現状ではインフラ整備、開催時間帯などの点を含め

実現へのハードルが高いものと感じられる。市民意識調査結果からヒントが得られれば

良いと思う。 

 

〇委員 

事業名３ 日本語教室等のボランティア――教室とあるので、何のボランティアなのか

はっきりしなくなる。教室のボランティアと言えば、日本語教授の他にも教室の庶務・

雑用係などのボランティアも含むとも想像されるので。 

事業名４ 第１０ブロック－－他で説明しているところも確かにあるが、この記事のな

かではここが初出になるので、説明的に言うかもしくは注釈をつけたらどうか。学習者

およびボランティアの出席状況 ここでのボランティアがあいまい。 

事業名５ 専門家無料相談会・・・事前予約制で実施――どのような周知で事前予約を

とったのか簡単な言及が欲しい。 

事業名８ 自治会フォーラム・・・他の場所ですこし説明的に言及しているところもあ

るが、ここが初出なのでもうすこし説明的にだすか注釈をつけてもらいたい。自治会フ

ォーラムが何なのか不明な人にはなんで日本人に周知するのかが不明。 

 

〇委員 

基本目標の課題２ 

 就労・雇用関係の問題は日本語学習との関連においても、生活上の問題でも外国人市

民が一番に挙げていた問題点だったように記憶している。 

現在の指針では本件では情報提供のみとなっているようだが、一歩進めて、市のハロ

ーワークと直接的に連携して、外国人雇用促進の積極的な取り組みは不可能か。 

基本目標の課題３ 

 地域活動やボランティア等への参加促進の対象は日本人市民と外国人市民の双方に行

い、意欲が沸く活動を構築するための支援を市が行えればと考える。 

 

〇委員 

９．災害時外国人支援（語学）ボランティアへの登録促進について： 

現在、東村山市のボランティアは言語ごとに何人くらいが登録されているか？ 

 

〇委員 

基本目標 I では「日本人と外国人が共に活躍できる環境の整備」という題なのだが、施

策方向性 1.では「日本語の学習及び生活習慣等の習得機会の提供」と書いてある。 

日本語教室に「活躍できる」のは日本人だが、外国人の場合は学習しているので、活躍

できるというより日本語習得のために活用することになる。そのため、「活躍」という言

葉を「活用」に変える、もしくは「日本人と外国人が共に活躍および活用できる環境の

整備」」のほうがいいのではないかと思う。私の個人的な印象なので、もしかして他の観
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点があるかもしれないが、ご参考になれればと思う。 

〇委員 

東村山市で毎年 11 月に外国人のためのリレー専門家無料相談会が開催しているが、相談

者数は 2 桁に届かないことで、市内の外国人に外国語通訳をしていることは周知されて

いないと思っている。 

せっかくのあらゆる分野の専門家が来てくれる無料の相談会であることからより多くの

外国人に知らせ気軽に利用できるようにする対策をとる。 

 

〇委員 

・「日本人と外国人が共に活躍できる環境」というものは 

① 外国人の日本語学習支援 

② 外国人の生活支援 

がベースとなるのはもちろんだが、 

③ 地域活動やボランティア活動が日本人向けの災害支援と講義等だけでよいのか？こ

れでは日本人から外国人に何かできることが焦点になり、「共に」が実現できないように

感じた。 

 

〇委員 

①市報の毎月 1 日号での「法律相談」等、有効活用出来ているか？ 

②シルバー人材センターでは 60 歳以上の就業可 

 

（２）基本目標Ⅱ 

 

〇会長 

・12「わかる日本語等による情報提供」については、具体的に、新型コロナウィルス感

染症関係の情報、とくにワクチン接種情報の提供で活用されているのか。実際にどの程

度、正確に伝わっているのか、検証すべきだろう。 

また、わかる日本語を市民に対しても積極的に周知するためには、外国人市民と日本語

教室のボランティアなどの協力を得て、YouTube で動画のコンテンツを作成し、広報す

るのも有効だろう。講座を開催しても参加する人は限られる。 

・14「インターネット等による情報提供の推進」について、外国人市民が必要な情報に

辿り着けるような HP づくりは、ぜひ少しずつでも取り組んでほしい。 

・15「子育てに関する補助、助成などの多言語化」は、チラシだけではなく、ウェブ上

でもとれるようにしてもらいたい。 

・20「外国語の新聞・雑誌・図書等の継続的収集と利用促進」について、図書館での「多

文化絵本セット」で購入した本を利用して、留学生や外国人保護者のボランティアによ

る「読み聞かせ」の会を行ってはどうだろうか。新型コロナウイルス感染が終息してか

らの話になるが。 

・22「多文化共生にかかる情報共有の場、機会等の設置」は、ぜひオンライン会議の可

能性を探るべく、オンラインのスキル習得のための講座を行うべきである。 

・23「日本語適応指導」は、「ボランティア派遣の予算措置やボランティアの経験増が難

しい」と記載されているが、他の都内自治体の中で東村山市は日本語指導の時間数が少

ないグループに位置付けられる。東村山市単独では解決困難であれば、周辺市と協働で

子ども日本語センターを作り、指導員を派遣する仕組みづくりを検討してはどうか。 

・25「子ども日本語教室」の取り組みは重要なので、ぜひボランティアの養成と同時に、

受け入れ体制を強化してほしい。 
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・26「所管からの要請による通訳の派遣」で、三言語以外の言語のケースに対応して、

少数言語話者の協力者リストを第１０ブロック会議を通じて作成し、活用する仕組みづ

くりを検討してはどうか。 

・27「所管課からの要請による文書の翻訳」については、直接、対応するだけでなく、

文科省の HP にあるカスタネットにかなりの翻訳文書があることを周知し、利活用を勧

めるべきである。 

・28「外国人市民の生活相談窓口の充実」は、「令和 2 年度の課題解決に向けての予定・

展望」にあるように、さらに質的向上を図られたい。 

・30「多言語対応の医療機関の情報の収集・発信」については、新型コロナウィルス感

染症に対応した医療機関の情報の提供を、外国人市民に対しても保障することが求めら

れている。 

 

〇委員 

令和 2 年度の取り組み達成度は全 21 事業名中、「4」、「5」の評価が 14 件と過半数（「3」

も含めると 19 件）になり、大変良い取り組み結果と思われる。今後も同様な内容での継

続が望まれるものと感じる。 

なお、次の 2 件（No.18、No.20 事業）については「1」、「2」の評価となっている。講

座開講、研修の実施など新型コロナウイルス関連で縮少、休止などの要因から低い評価

になっている事業も見受けられるが、No.18、No.20 事業については、生活様式の違い、

変化から紙媒体の見直しも必要なのではないか。 

 

〇委員 

事業名１０ 自動翻訳サービス、できれば固有名詞をだして言及してもらいたい。サー

ビス提供会社に緊張感をもってもらいましょう。これは翻訳アプリでの自動翻訳とは異

なるでしょうから。 

事業名１４ ホームページの内容は英語、・・・自動翻訳されている。(改行)ただし、外

国人市民が・・・ 「ただし、」無いほうがわかりやすい。閲覧頻度の高いページについ

ては、分かる日本語を用い・・・これは通常の日本語表記の他にわかる日本語もつける

のか、通常の表記をわかる日本語にするのか、ちょっと不明。 

事業名１５ 外国人市民への説明に努め――説明の前に周知のほうが先に必要。 

事業名１９ ベンガル語の資料――唐突すぎる。バングラデシュ人が増加？ 

事業名２３ ２．ボランティアの経験増が難しい――少々言葉足らず。 

事業名２５ ２．ブラッシュアップ講座を中止せざるを・・・――これは指導ボランテ

ィアに対するブラッシュアップですよね？支援（＝子供日本語教室）が継続できなかっ

たことと指導ボランティアに対するブラッシュアップ講座ができなかったこととの関係

性が疑問。 

 

〇委員 

・日本語学習の支援 

昨年、外国人市民相談対応件数（1,619 件）のような記述がある。 

今年、相談件数が新型コロナウイルスワクチン接種の相談件数の原因でもっと増えたと

思う。窓口の相談員だけで満足な対応ができなくなるのがよく聞かれる。 

よって、外国人に対する日本語学習の必要性がもっと重視すべきだと思う。 

外国人に日本語を学ぶの大切さを提唱しつつ、日本語教室強化、日本語の特別訓練プロ

ジェクトなどを推進すべきである。 
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〇委員 

基本課題目標の課題１ 

今後、外国人市民が一層増加する展望の中で外国人市民の出身国の分布が従来のそれと

異なる数値を描いていくものと予測される。地域社会を支える新たな定住者を迎えるに

当たって、外国人市民のネットワーク作りは非常に重要な意味を持ってくると考える。

項目を立てるだけでなく、実質的・具体的な方法論が問われるのではないか。 

 

基本目標の課題２ 

今後さらに多言語化するだろう、多文化共生社会のニーズ状況を先取りし、改めて通訳・

翻訳のボランティアを外国人を含む全ての市民に呼び掛け、有償とし、新たなリストを

作成する。これにより、今まで活用されなかった人材を社会に活かす基礎とするのは如

何か。 

 

〇委員 

１０．多言語での行政情報の提供 

１４．インターネット等による情報提供の推進 

を含む、数箇所について： 

・市のホームページの多言語バージョン（自動翻訳による英語、中国語、韓国・朝鮮語

への翻訳）の使用率や利用者の満足度などは、どのように把握しているのか？ 

・ホームページの多言語バージョン（自動翻訳）の品質や改善は、どのように管理され

ているか？ 

 

別紙２の数箇所には「翻訳アプリを搭載したタブレット７台」を庁内に配置しました、

とある。 

・どのようなシステム（アプリ）か？ 

・これで現在、市役所の受付がすべて（可能な限り）多言語対応ができるようになった

と考えたら良いか？ 

・また、事業点１４には「ホームページの内容は英語、中国語、韓国・朝鮮語に自動翻

訳されている。ただし、外国人市民が閲覧する可能性の高いページについては、わかる

日本語（やさしい日本語）を用い、ルビをふった文章を掲載した」とある。 

自動翻訳と比べて、人間が書いた、分かる日本語の情報が追加されたのがとても良いこ

とだと思っている。 

わかる日本語に限らず、対象の多言語も、閲覧する可能性の高い情報や緊急（災害）時

などに関連する情報の（自動）翻訳の正確さやアクセス方法がさらにアップ出来ればと

思う。 

 

〇委員 

・コロナ禍における外国人市民向けの交流事業のあり方の検討について 

提案： 

新型コロナウイルス感染症の問題だけではなく、今後どのような新しい災害が起きるの

がわからないので、「コロナ渦」というふうに限定的記載せずに、例えば「コロナ渦等の

ような困難な状況の中でも外国人市民向けの交流事業が実施できるように新たな施策を

模索する」のような感じでいかがか。 

〇委員 

コロナ禍で日本語教室の対面授業を開催できない時に備えて、日本語教室の先生たち

の協力を得てトピックスことを 10～30 分程の講義を携帯などで撮影して Youtube など



6 

 

のウエブサイトにアップしていると日本語教室にコロナで通えない生徒たちにいつでも

どこでも日本語の勉強をできるようにサポートすることは可能になる。 

日本語の勉強を中断されない様に対策をして欲しい。 

 

〇委員 

・子どもを対象とした社会教育施設の利活用の促進 

学校教育以外の学びの場として、図書館に注目されたのはとてもよいと思う。しかし図

書館だけでなく、同じく社会教育施設の活用や連携も視野にいれていただきたい。特に

八国山の施設は、多言語化を抜きに子どもたちにとってよい体験ができる場であると思

う。また、多摩六都科学館は多摩北部 5 市が設置、運営する施設である。すでに多文化

共生プログラムの実績及び、多言語化の資料も用意しているので新規で企画をしなくて

も連携可能である。是非活用してください（外国人ボランティアの希望者も出てきてい

るため、受入れの準備を進めている。在住外国人の活躍の場、地域や他者とのコミュニ

ケーションの場としての社会教育施設の価値を今一度ご検討ください）。 

 

〇委員 

① 「ブラッシュアップ」や「やさしい日本語」は、市の外国人職員への対応？ 

②市で放課後教室の企画があるが（現在新型コロナウイルス感染症で延期）連携は？ 

 

（３）基本目標Ⅲ 

 

〇会長 

・42「災害時外国人支援（語学）ボランティア」養成講座に参加した人たちと、市内外

国人防災ボランティアが一緒に研修・訓練を受けるプログラムが、さらに望まれる。 

 

〇委員 

 「日本人、外国人が相互に．．．」との観点からの事業のため新型コロナウイルスとの関

りを避けることが出来ず（新型コロナウイルスの）収束がつくまでは本来の姿での実施

は難しいと思われる。感染防止に重点を置けば、語学講座、文化の交流促進などは縮少、

休止の方向にならざるを得なくなる。スピーチ大会、講演会などについてもオンライン、

会場・入場の制約が求められ、そのこと事態が参加者を縮める要因となると思われる。

ただし、この様な逆風下の内で相互の触れ合い（多様性の尊重、共に支え合う意識）が、

規模は小さくとも何らかの形で実施されれば（順風になった際には）将来の礎となるも

のである。 

 

〇委員 

多文化共生推進の担い手の人材発掘において、十分に捕捉できていない人材が多数眠

っているように思われる。上述の翻訳・通訳の発掘のみならず、あらゆる分野で市の広

報を用いて人材を募っては如何か。 

また、そのようにして発掘された人材に対して育成するための研修・講座などを開催す

るのはいかがか。 

こうしたシステム構築によって、外国人市民のニーズが感知でき、外国人市民側からの

発想・発信が促されるのではないか。 

〇委員 

 コロナ禍で三密を避けるために対面講座やシンボジウンの開催が難しくなり、講演会

オンデマンド配信や ZOOM 参加にすることができればどなたでもどこでもいつでも視
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聴頂けると幸い。 

 

〇委員 

 ・令和 3 年度に予定されている市民団体による定期的な「交流サロン」とはどのよう

なものか？ 

※以下、コロナ禍が落ちついたらでかまいません。 

・多文化共生を日本人住民に伝えるには、座学よりも共に事業を成し遂げるようなプロ

セスを通じて「知り合う」ような実践形式が市民には伝わるのではないだろうか（長期

的なかかわりをつくる）。 

・学校に在住外国人を招くような国際理解授業だけでなく、在住外国人が講師となって、

その国の料理や食材教室を実施する等のほうが、日本人市民の興味関心が高まるのでは

ないか。 

・「共に支えあう」が日本人側からの一方通行に感じる。 

 

〇委員 

① （化成・八坂・富士見）小・一中・三中以外は外国人児童生徒の在籍無い？ 

②現在小中学校でも外国人講師（英語のみ？）が勤務されているのでは？ 

② 学務課と子ども家庭部・教育部との連携は？ 

③ 日本人の特性とも云える「違いを受け入れ難い」性格？をどう改善するか？ 

 

（４）基本目標Ⅳ 

 

〇会長 

・32「多言語支援センターの運営にかかる訓練」は、オンラインの活用など、コロナ禍

でも可能な活動形態を模索することが必要ではないか。 

 

〇委員 

新型コロナウイルス状況を勘案してのマニュアルの更新、震災・防災訓練の見直しが

必要なのではないかと考える。従来のマニュアルには想定（避難時の衛生面から来る一

部の感染症など）されていない現下の状況を含めると、市内の小中学校（23校）を一時

避難所に充てる際の受入れ人数（1校≒1,000名）の見直しを始めとして、基本的な考慮

が必要なのではないか。一方、（いわゆる）訓練については繰返して行うことが大切なこ

となので、規模の縮少、参加人員の制限を考えても実施の方向を検討願いたい。なお、

人員制限を行った分は同様の訓練を複数回実施し、延べ参加人員を確保することも考え

られる。また、直近の災害避難所の様子では、従来の簡易的な間仕切の他、飛沫感染を

防止する対策（施設内でのテント使用など）も見受けられた。 

 

〇委員 

地震災害時に限らず、例えば多発の台風や大雨の時にでも、避難勧告・誘導や支援の

現場には、警察署、消防署や消防団の方々がメインとなっていると思う。 

市役所の担当者やボランティアとは別に、警察署、消防署の担当者や消防団員に向けて

は、現場での外国人市民の支援や分かる日本語に関して、どんな育成や情報提供が行わ

れているか？ 

また、多言語支援センターの災害支援マニュアルには、このような団体との情報交流に

関しては、どのように想定しているのか？ 
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〇委員 

多くの出稼ぎ外国人労働者はフルタイムで働くことで、市主催の防災訓練の参加や日

本語が出来ないで、防災という情報が得られないと意識が薄い問題がある。在学中の子

供を持つ家庭は学校で行われた防災訓練の経験をいかして、防災情報と訓練の重要性が

家族に伝わる。学校の防災訓練は外国人家庭にとって大変重要な役割をしている。 

 

〇委員 

※コロナ禍が落ち着いたらで構いません。 

・災害訓練ももちろん大切ですが、「池袋防災館」などでは多言語化に取り組んでいるの

で、そのようなところに見学会などを行うのもよいかと思う。 

 

〇委員 

① 災害時・緊急時の備えとして、救急救命講習参加・避難訓練を積極的に！ 

以上 

（５）基本目標Ⅴ 

 

〇会長 

・52「多文化共生推進プラン推進等協議会の開催」については、長引く新型コロナウィ

ルス感染症の拡大を踏まえて、オンライン会議の実施に向けた環境整備に努めることが

望まれる。 

 

〇委員 

今年度実施予定の市民意識調査における結果の集計、まとめを行い、従来との違い、

新な課題などについては早急な対策を講じ、指摘者に対して見える形で答えることが大

事であると思われる。また、市職員向けの「やさしい日本語講座」の開催に対して 32名

との数字が出ているが、全職員の割合にすると、どの位になるものか？開庁時には来庁

者と窓口業務で参加が難しい場合も考えられるので、日時を複数回設定し、全職員が参

加（悉皆）する形で実施してはどうか。 

 

〇委員 

 多文化共生施策の推進体制の整備 

課題点の中で、「外国人市民が求める情報を意識した情報収集」があるが、「多文化共生

施策」という観点であるのならば、日本人向けの多文化共生の施策があったほうがいい

と思う。例えば、「日本人市民が諸外国の文化についての情報を意識した情報収集」もあ

るほうがお互いに情報を収集することができるのではないかと思う。 

 

〇委員 

・職員向けの研修はできれば、実践（対話）があるほうが、受け手の学びが全く違う。（ス

タッフで実証済。それが持ち場で体験することが何より日常につながる。） 

 

〇委員 

①多文化共生でのポイント：やさしい日本語で… 

             縦割りの枠を外し… 

             本音の討議（時代の激しい変化に対応） 



9 

 

 

（６）その他 

 

〇会長 

・2012 年の住民基本台帳への永住者と中長期滞在外国人の統合の結果、地域に暮らす短

期滞在者、非正規滞在外国人、仮放免外国人が見えづらくなっている。なかには、在留

資格の更新手続きがたまたまうまくできなかったために、入管からの通知によって住民

登録が削除され、短期滞在者にされてしまうこともある。しかし、コロナ禍でこうした

人々への適切な保健・医療・福祉情報や新型コロナウイルスワクチン接種情報などの提

供が必要になっている。 

なお、非正規滞在外国人等については、国の各省庁からこうした人々の権利保障（子ど

もの教育保障、入院助産など）について 3 年に一度程度の通知が行われているが、自治

体の窓口において徹底していないこともある。また、仮放免者については入管から居住

自治体に情報が提供されるが、これもきちんと所管課で受け止められず、埋もれている

場合もあるので、留意が必要である。SDGs の理念「誰一人取り残さない」の視点に基づ

き、取り組んでほしい。 

 

〇委員 

新型コロナウイルス感染の世界的蔓延により国際交流が相当期間に渡って難しい状況で

あり、インターネットを活用したオンライン交流の実施（化成小と中国蘇州市の小学校

間）の紹介があるが、比較的近い隣国とでは可能性は高いが、米国の姉妹都市（インデ

ィペンデンス市）とでは時差（およそ昼夜逆転）の関係から学校間のオンライン交流は

ネックになると思われる。大人の場合にも、制約のある中での交流となる。私ども東村

山市国際友好協会も本年 1 月末に実施したが、（平日午前 9 時 30 分、インディペンデン

ス市午後 6時 30分）参加者が限られるなど難しさを感じた。当協会も通常はインターネ

ットでのメール交換のみである。また、「東村山子ども日本語教室」に関してはコロナ禍

の中、可能な限り開催しているとの点について関係者の努力を高く評価したい。なお、

コロナ禍の状況の改善には年単位の時間を要するとの医学関係者の声もあり、ウィズ

（With）コロナ、アフターコロナとの長期スパンでの対策・取組みが必須であると感じ

ている。 

 

〇委員 

（４）総括 「基本目標 IV 庁内にタブレット 7 台・・・」 庁内があいまい。進捗状

況のなかでも何回もでてきて、わかりやすく書いてある部分もあるが。庁内職場、職員

のためか、訪問してきた外国人も使えるものか、さらにはどの部局に配置されたのかな

どの記述があるほうが安心感がある。 

「日本語教育支援を提供してくためにも」→「提供していくためにも」 

「新規指導ボランティアの養成を行っていく」 新規の意味があいまい。新規に募集す

る、との意味か？養成、すでに指導ボランティアになった人に対して養成するというの

は不自然。ボランティアになろうとする人を増やす？新人ボランティアに対してのより

一層の指導教育？ 

 

まとめ（A3）一覧表形式  スペースがあるコラムについては行間をもう少しとりた

い。・（中黒）で始まる行は字下げした方が読みやすい。 
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〇委員 

東村山市に住んでいる外国人から、市政にやや満足している。 

先日配っていたアンケート調査票も真面目に答えていると聞いた。 

外国人達は自分の存在に目を掛けられるだけで、安心できる気持ちになる。 

その市政が続いてほしい。 

 

〇委員 

もしかしたら、本日書かせて頂き、提出させて頂く内容は全てそちらのご趣旨とは異な

るものかもしれない。その場合はどうぞ、御放念下さい。 

  

・所謂、参加の方向だが、こちら側（日本人・市）の目線で作り出した内容だけでなく、

外国人市民の方からの発想・意見・意志・意欲によって実現できるようなシステム作り

と、サポートが出来たらと発言させて頂いた。 

・次に行われる、外国人市民のアンケート調査の設問を再度精査し、十分に意見が聞き

取れるか確認することが必要と考える。 

・上記のことと関連し、アンケート調査を有効に活用し外国人市民のニーズを的確にく

み取り、施策に活かして頂けたらと思う。 

 

 

〇委員 

総括の 2段落目を以下にコピーペーストをする。 

「令和 2年度の進捗状況の取り組みの結果としては、「基本目標 I 日本人と外国人が共に

活躍できる環境の整備」では、外国人市民のための専門家無料相談会の開催や就労支援

機関の情報提供等、地域や働く場で活躍するための支援に取り組んだ。」 

提案： 

基本目標 I の施策の方向性では、日本語教室を重点に置いたようにうかがえたが、ここ

には書かれていないので、その内容を追加したらいかがか。 

 

〇委員 

・多摩北部には広域行政圏という他のエリアと異なる行政圏がある。このエリアは、第

10 ブロック会議と同じである。各市が情報だけでなく具体的な事業を連携することで、

事業費の分担、支援側の日本人の担い手が増えたり、在住外国人の新たなつながりが期

待できるのではないか？ 

 

（７）質問 

 

〇委員 

昨年当初より世界を席巻している新型コロナウイルスの収束が一向に見えず２年目に

入っている。対面が基本となる定期的開催の語学講座（日本語教室、外国語講座など）

は軒並、休講になっている。他の参加型の会合、訓練においても少なからず、新型コロ

ナウイルス感染へのリスクを懸念して、出席、参加をためらう傾向があると思われる。

新型コロナウイルスワクチン接種などの対策は講じられているが、早々一昨年並に戻る

とは考えにくい現状であることから、この先暫くはウィズ（With）コロナとして施策を

検討する必要があると思われる。 

（例）災害時の支援マニュアル、避難施設（ソーシャルディスタンスを考慮して）の受
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け入れ、人数の見直しなどを状況に即したものにするなど。 

 

〇委員 

１．朝鮮語について 

（４）総括  

「「基本目標 II 全ての外国人が安心し、生活をより楽しむために必要なサポートの充

実」では、市民相談・交流課において英語、中国語、韓国語・朝鮮語での相談かつ 情報

提供を行った。」の中に、韓国語と朝鮮語の記述がありますが、朝鮮語の記述が必要か？ 

２．提案 

令和３年度、東村山市保健センターの新型コロナウイルスワクチン接種会場に多言語ス

タッフを派遣した事がとても有意な事である。どの目標及び結果に属するかわからない

が、記入する必要があると思う。 

３．提案 

外国人が増える今、外国人達国別のコミュニティが必要になる。ぜひ検討してほしい。 

 

〇委員 

①市内外国人高齢者数は？（シルバー人材センターも対応できるかと…） 

②関係機関 16の内（関係団体・関係所管の具体名は無い理由） 

 （縦割りをなくし、その他外部との協力の可能性を探りたい） 

② 事業評価で①や②の見直しを是非討議出来ればと思う。 

 

以上 

 

 


