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会  議  録 

会議の名称 令和３年度第５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４年２月２日（水）午後６時３０分～午後８時００分 

開催場所 オンライン開催及び市民センター 第２・３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、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、今井菜子多文化共生相談員、梅澤香

織多文化共生推進員 

 

（委託業者）株式会社タイム・エージェント主任研究員 

 

●欠席者：余慧慈委員 

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．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結果

概要報告 

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（代表） 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６ 

会  議  経  過  

 

１．開会 

 

◯事務局 

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の適用に伴い、Zoomによるオンライ

ン開催とする。 

 

〇髙橋市民部次長（挨拶） 

 本日は市民意識調査の概要を説明していただく。確認事項やご質問など、対面方式と

変わらず忌憚のないご意見をいただければ幸いです。 

  

〇事務局 

 オンライン参加の注意点について説明する。議事録作成のため、画面録画・録音を行

うが、それらのデータを直接公開することはない。各委員は画面をオン、音声をミュー
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トにしていただきたい。発言の際は、リアクションボタンの「挙手」を押し、会長の指

名後、音声のミュートを外し発言し、発言後は自身でミュートに設定していただきたい。 

出席状況の報告（会議の成立） 

 

〇会長 

 オミクロン株の急拡大により、今回初のオンライン開催となった。限られた方法だが、

なるべくコミュニケーションできるようにしたい。画面共有になると全員が画面に写ら

なくなるので、ミュートを外して発言していただきたい。 

 昨年１１月２２日、副会長と提言を市長に提出したことを報告する。 

 今回は、市民意識調査の報告となる。これは第３次多文化共生推進プランの策定に向

けた基礎資料となる。忌憚のない意見をいただきたい。 

  

〇事務局 

 傍聴の希望があった場合、事務局と同じオンライン画面を閲覧することを許可してよ

ろしいか。 

 

〇会長・委員 

 はい。 

 

２．協議事項 

  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結果概要報告 

 

〇事務局 

 本日は皆さまには調査結果を報告させていただく。日本人市民４８５件、外国人市民

４８２件の回答をいただいた。調査結果概要については、調査を委託した株式会社タイ

ム・エージェントよりご説明いただく。 

 

〇委託業者 

 調査結果概要を画面共有しながら説明。 

 

〇事務局 

 それでは質疑応答とする。 

 

〇会長 

 発言のあるかたはミュートを外して発言してください。 

 全体的な印象としては、日本人は中高年層が多い。外国人は２０代３０代の働き盛り

のかたが多く、地域での参加意欲をお持ちのかたが多いと考えられる。日本人は、地域

活動をしていらっしゃるかたもいるが、積極的に外国人と交流するというよりは、それ

なりの関心をもっているけれども、それほど交流することを考えない人もいるというこ

とである。 

 経年変化ということで、１０年前、５年前、今回と５年ごとのデータを比較していた

だいた。興味深いデータであるが、調査項目が必ずしも同じではない。在留資格という

のは前回の調査で聞いていない。在留資格でクロス集計というのは、今回はできている

が前回はできていない。今後、クロス集計を含めてデータを詳しく精査されると思うが、

今日は単純集計で説明いただいた。ここまでで気になったところ、ご自分なりの解釈を

お聞かせ願いたい。 
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 お一人ずつ伺う。 

 

〇委員 

 相対的な感想として、年齢構成、市内在住期間を考慮するとこういう形になるのかと。

具体的に言うと、設問ですべてに丸を付ける、あるいは１つだけに丸を付けるというと

ころで回答に少しはっきりしないところがあった。問１１「あなたは、日本の生活で、

困っていることや大変なことはありますか。」や問１３「生活に必要な情報をどこから集

めていますか。」で、問１３では「家族」、「SNS」などの回答もあるが、「テレビ・ラジ

オ」という回答は言葉の壁を取り払える、会話ができるかたが選ぶことができると思っ

た。何問か前に、「日本語が難しくてわからない」という選択肢や生活上日本語を学ぶ必

要がないという回答があった。市がリーフレットを作っても、なかなか伝わらなく、各

言語での発信が必要であると思った。 

 

〇委員 

 外国人のかたが日本人よりも交流を求めているというところが素晴らしいなと思っ

た。応えるようなことをしていきたいと個人的に思う。また、市でもそういった文化イ

ベントを行うのがよいと思う。回答率だが、外国人の有効回収率は３７．１％というこ

とは６割がた回答をしていないということ。そのかたたちが回答をしない理由を具体的

に取材した方がよいのではないか。 

 

〇会長 

 （委託業者のかたに）回答しないかたの理由については、調査票からはわからないか。 

 

〇委託業者 

 はい。 

 

〇会長 

 それはどのように考えるか。 

 

〇委託業者 

 ３７．１％をどう考えるかである。このような調査で約４割返ってくるのはそれほど

低いということではない。 

 

〇会長 

 私もそう思う。これは督促状を一回出しているのか。 

 

〇事務局 

 お礼状兼督促状を一回出している。 

 

〇会長 

 督促状を一回出しての結果である。普通の郵送調査であると、市役所の名前で行って

どうにかこれぐらい。督促状を出してこの結果というのは、意識調査としてだいぶ高い。

調査票自体捨てられてしまうことが多い。 

 

〇事務局 

 参考として、前回の外国人の有効回収率は２７．４％であったので、今回はかなり回
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収率があがっていると認識している。 

 

〇会長 

 回収結果の表の下に、「督促状を一回出した」と補足説明しておいた方がよい。調査技

法として重要である。 

 

〇委託業者 

 はい。 

 

〇委員 

 今回の調査結果の集計はよくわかった。前回より全体のイメージもつかめた。 

 私から見ると外国人のかたは、大半のかたはそれなりに日本で生活していて、以前の

調査結果を見ると年々よくなってきている。ずっと日本にいて日本の生活に慣れてきて、

いろいろなことが進んできている。時間とともに外国人も日本人も意識の変化がどんど

ん出てくると思う。今は日本語ができない、通じないということも、何年かたつと問題

なくなると思う。この結果を見て私たちは何をするかというと、もっと視野を広くして、

日本で暮らしていく以上、日本の文化を理解するということをきちんと伝えていく。そ

うすれば日本語や生活のことを解決できると思う。目標を大きく広くした方がよい。 

 

〇会長 

定住化が進み、永住も多い。短い居住期間の人が減っている。それがどれだけダイバ

ーシティ性があるかは別の問題であるが。 

 

〇委員 

 前回の調査では外国人に対し何通送ったのか。 

 

〇事務局 

 前回は１，０００通である。外国人人口の増加に伴い増やした。 

 

〇委員 

 アンケート回答数が日本人と同等の数になるように、その通数にしたかと思う。相対

的には定住化が進んでいるが、私が感じたのは、そうでないかたの層が回答していない

のではないかということ。無作為抽出なのでそのような分析が表に出せない。まずは、

アンケート調査に答えられる層というのが限られていると思う。若い世代ということも

加味されて、一定の教育機会を得た人が母親になり父親になり家庭を形成して…という

図がわかる。 

私は外国のかたが「日本語がわからない」と言い続けている最前線にいるので…、大

人にアンケートをとっていて、子どもの日本語に対して、「問題ない」「ほとんど問題な

い」が８０％出ていたのを、本当だろうか、子どもの潜在能力からみてそれが妥当なの

かと考える。アンケート調査に答えるということが、ある意味での選別になっているの

かなというのが感想である。 

 

〇会長 

 委員がおっしゃったことは、おおむね日本人調査にも妥当するところがある。外国人

の場合は特に、滞日年数が短い人は答えないし忙しくて答える余裕もないということも

あるかもしれない。調査に回答しなかった人はどういう人か、ということを考えるのは
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非常に重要である。 

 

〇委員 

 それを推測しながら。これだけを見て「よい」ということではないように思う。 

 

〇委員 

 前回もだが、気になったのは、外国人はまとまった情報として公開されている。外国

人対日本人。外国人の中でも国籍はたくさんあり、中国人は３割ぐらい。中国人と韓国

人を合わせて、外国人住民の半分ぐらい。国籍の分析・内訳は示されていないが、国別

の結果も発表されるのか。 

 

〇会長 

 中国・韓国・フィリピンはある程度数があるので、集計して傾向が出る可能性がある

が、そのほかのインドネシア・ネパール・ベトナムなどになると数が少ない。もっと少

ないところもたくさんあり、その他となっている。クロス分析を行うとき、あまり小さ

い集団だと数字がばらけてしまう。中国・韓国・フィリピン・インドネシア・ネパール・

ベトナムぐらいまでは行ってもよいかもしれない。そのほかはその他とまとめるしかな

いと思うがいかがか。 

 

〇委員 

 はい。特に、その他以外の国籍別の調査結果は見たいと思う。 

 

〇会長 

 詳細なデータを見るということであれば、人数が１６人以下の国を一個一個出すので

はなく、例えば地域別に、西ヨーロッパ・南ヨーロッパ・東欧・中近東・アフリカなど

でくくって、ある程度カテゴリーを作って集計しないとほとんど傾向が出ないと思う。

市と委託業者で検討してもらえれば。国籍別にクロス集計はぜひしたい。すべてに行う

必要はないが、そのような作業はしてもよいかもしれない。 

 

〇委員 

 印象としてあるのは調査に答えたかたの年齢差。外国人は２０～３０代がほとんどで、

日本人は７０代のかたが多いことからこのような調査結果が見えてきた。東村山市の人

口の年齢のギャップを感じた。市として、ジェネレーションとジェネレーションをどう

埋め、どうつなぐか。ひとつの課題が見えてくると思う。 

 調査の実施は昨年の９月だということで、結果で気になるところがある。問１４「あ

なたは、どのような情報が必要ですか。特に必要だと思う情報について７つまで〇をつ

けてください。」一番多い回答が「医療・病院」である。２０～３０代でなぜかと思った

が、おそらく新型コロナウイルスワクチンの予約などが難しい状況だったことが関係し

ていると思う。今回の調査は、過去の調査と比べると社会の状況が変わっている。今後

は、このようなことに対してどのような政策をとればよいのかということが課題である

と思う。 

 問１６「住んでいる地域で、つきあいのある日本人がいますか。」について。過去の調

査結果から見ると減っているように見えるが、コロナ禍のもとリモートワークなどで付

き合いが消えたり、減ってしまった結果なのではないかと感じた。 

 

〇会長 
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 今回は出ていないが、調査票の最後に自由回答というものがリスト化されて載る。そ

の中に新型コロナウイルス感染症や新型コロナウイルスワクチンのことが出てくる可能

性があるので大事にしていきたいと思う。 

 

〇委員 

 子どもの日本語の授業理解について。問２４－２「お子さんはどのくらい日本語がで

きますか。」に対し「日本語での授業を十分理解できる」が８１．７％となっている。回

答者数が９３ではあるが、実際の子どもの人口と比較して、これがどのくらいの回答な

のか考える必要があると思う。もし本当にこれぐらい理解できているのであれば、やさ

しい日本語など学習支援の展開を考える必要がある。この数の信ぴょう性について、何

か補足・精査できればと思う。 

 問１３「あなたは、生活に必要な情報をどこから集めていますか。」について、SNS

が４１．７％となっている。市の情報発信は市報やホームページが中心かと思うが、も

っと SNSを活用すればより普及すると思う。外国人市民調査の問２６、日本人市民調査

の問２２「東村山市または市内のボランティア団体が、次のような事業を開催している

ことを知っていますか。」について、日本人に特に伝わっていない。日本語教室や子ども

日本語教室を頑張って行っているのに知られていないのはもったいない。多文化共生を

テーマにした市民向けの講座について、日本人に６％しか知られていないということは

広まっていく可能性が狭まっていると思う。告知を含めてこのデータをもとに改善して

いけたらよいと思う。 

 

〇会長 

 多文化共生の政策・事業を進める際に一番難しいのは、ホスト社会のマジョリティに

対する意識変容である。マジョリティの人たちに対する働きかけは非常に重要である。

そこからさまざまな情報が伝わる。 

 

〇委員 

 日本に住んでくださる外国人のかたと市の努力に感動している。 

 やさしい日本語という定義について。「わかりやすく話す」という感覚でいたが、マニ

ュアルはあるのか。 

以前アメリカの大統領が打ち出した政策で「一人も落ちこぼさない教育」というもの

があった。私としては日本人・外国人問わず、底辺の底上げをしたい。今回の調査でも、

災害や困りごと、子どもの教育などについて少ないパーセンテージの回答をしたかたの

心配に重点を置きたい。表に出にくい、言い出しにくいということもあると思うので気

になっている。 

 

〇会長 

 少数の人が、それ以外の人たちの声なき声を表しているかもしれない。 

 

〇事務局 

 やさしい日本語の考え方やマニュアルは、さまざまなところが作っている。統一して

決まっているものはないかと思う。 

 

〇委員 

 国籍別の結果について、前回の調査結果を見ると多くの質問で年齢・国籍・性別の内

訳が掲載されている。今回もぜひ載せてほしい。 
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〇委員 

 文科省が隔年で出している調査で、全国平均で外国の背景のある児童生徒の６０％弱

が日本語の支援を必要としている。東村山市の結果で、「２割が問題に感じているが、あ

との人は問題ない」というのは違うように思う。この結果だけで見てしまうのはとても

心配であることを再度申し上げたい。 

 

〇会長 

 意識調査のデータは客観的なデータとは別である。読み取りがミスリーディングする

可能性がある。政策を担当されているかたは意識していただきたい。 

 

〇委員 

 先ほどの委員からの意見について、外国人として言いたい。全国平均データとのこと

だったが、日本に労働しに来ている技能実習生はおそらく日本語を勉強しなくてよいと

考えていると思う。東村山市在住の外国人は定住者が多いから結果が違うのではないか。

日本語ができないといいながら、簡単な会話や日常生活には困っていないのではないか。

日本語が得意ではないから日本語ではあまり話したくないけれど、自分の国の言葉で話

せるから困っていないということを理解いただきたい。 

 

〇委員 

 先ほどの補足として。小学生・中学生の子どもに文科省が隔年で調査を行った結果、

６０％が支援を必要としているということ。技能実習生はこの統計には入っていない。 

 

〇会長 

 東村山市は定住・永住のかたが多く、そのお子さんということだと今回の数字は少し

低いということかと思う。本当はもっとあるのではないかということ。東村山市の教育

委員会がどの程度把握しているかはわからないが、きちんと調査をしてみると、そのあ

たりがしっかりと出てくると思う。 

 

〇委員 

 日本人からすると、外国人は言葉が足りないと見えているかもしれないが、外国人は

できていると思っているかもしれない。意識の差があると思う。 

 

〇委員 

 日本にはアジアのかたが多くいらしていると思う。今、日本の世界遺産についてアジ

アの国より反発があると思うが、なぜこのような落差があるのか。外国のかたはどう考

えておられるのか。私は両親がお世話になったこともあり、外国のかたに感謝している。 

 

〇会長 

 今回の調査でも「偏見・差別」について聞いている。インターネット上で様々なヘイ

トスピーチや差別的な書き込みは相変わらず多い。地政学的に、戦後の戦争責任の処理

が不十分なまま今日に至った背景のもとで、植民地時代の問題が尾を引きずっていると

考えられる。今回の調査と直接の関係はないが、自由回答の中に出てくる可能性がある。 
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３．その他 

 

〇事務局 

 令和４年度は、今回の市民意識調査の結果をもとに、第３次多文化共生推進プランの

策定を進める。予算決定前のため現時点での予定であるが、令和４年度の協議会は５回

程度の開催を予定している。令和４年度第１回協議会については、４月早々の開催を予

定している。日程についてはあらためて調整したい。 

 

〇会長 

 委員からのお知らせはあるか。 

 私から、東京都つながり創生財団共催の２月５日（土）の国際化市民フォーラム（オ

ンライン）に登壇する。 

 今回は、意識調査の結果ということで委託業者のかたにご説明いただいた。調査技法

の細かいことは申し上げないが、意識調査の結果を報告書にする際、できるだけ注釈を

付けたり、前々回と前回調査の概要を載せたほうがよい。調査項目で「前はこれがなか

った」などの一覧表を作っておくと後で見やすい。また、シングルアンサーを求めてい

るのに、複数回答しているところを、シングルアンサーに直すためサイコロを振って１

個にするという操作が必要である。今回の調査結果も、よく見るとそういうところが若

干ある。プリコードといって、その他（自由回答）の中に、既に選択肢として該当する

ものが入っていることがある。それをきちんとアフターコーディングされたのかという

ことも聞きたかったが時間的に終了のため以上とする。 
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