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○開催内容 

平成３１年１月１９日（土）午前１０時、市民センターにおいて、「タウンミーティング」を

開催いたしました。今回は「外国人市民およびその関係者」を対象に、１５名の方にご参加いた

だき、ご意見をうかがいました。 

 

○会場アンケート結果（住所地・年齢・性別について） 

アンケート用紙は会場入り口で配付し、うち１４枚を回収しました。 

 

・アンケート回答者の住所地 ・年齢 

 

   

    

     

 

 

 

 

 

 

・性別 

 

 

 

 

○開催情報 

●対 象 市民の方（在勤・在学の方含む） 

●申込み 申込みは不要です。当日、直接会場にお越しください。 

  （手話通訳・要約筆記が必要な方は、開催日の１週間前までに 

ＦＡＸまたは電話またはＥメールにてご連絡ください） 

   連絡先：東村山市役所 市民協働課 電話/(393)5111  fax/(393)6846 

Ｅメール/kyodo@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

 

本町 3 人 

久米川町 3 人 

恩多町 3 人 

栄町 2 人 

萩山町 1 人 

富士見町 1 人 

美住町 1 人 

合計 14 人 

２０代以下 2 人 

３０代 0 人 

４０代 0 人 

５０代 5 人 

６０代 3 人 

７０代 3 人 

８０代以上 1 人 

未記入 0 人 

合計 14 人 

男性 8 人 

女性 6 人 

合計 14 人 
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タウンミーティング記録（概要） 

会場での発言内容は発言要旨を記録し、個人名は伏せさせていただきました。 

 

【市長あいさつ】 

 

皆様おはようございます。東村山市長の渡部尚です。 

本日は寒い中、また年明けのお忙しい中、ようこそタウンミーティングにお越しください

ました。感謝申し上げます。 

タウンミーティングは毎月１回ないし 2 ヶ月に１回程度行っておりますが、今回は初めて

外国籍の市民の方、並びに外国籍市民の方々をいろいろ意味でサポートされて、地域に溶け

込まれることを手助けされている方々を対象に行うタウンミーティングでございます。こう

したタウンミーティングは初めてのことでございます。通常行っているタウンミーティング

も、実は国籍を限っているわけではございません。性別、国籍、年齢を問わず、どなたにで

もご参加いただいて、東村山市の取組みや地域のことについて、自由にご意見をいただくと

いうことにさせていただいておりますが、なかなかこれまで外国籍の方が参加される機会が

ございませんでしたので、こういう形を取らせていただきました。本日は、やさしい日本語

でしゃべりなさいと言われているのですけれども、不慣れですのでもしかするとわかりにく

い日本語になってしまうかもしれませんので、そのときは率直に「わからないので、通訳し

てください」と言っていただければ、今日は英語と中国語には対応ができますので、ご承知

おきをいただきたいと思います。 

今、東村山には外国人登録をして住民票のある外国籍市民の方が２,８２１人お住まいにな

っています。出身国も、中に無国籍の方も２人いらっしゃいますが、無国籍の方を１か国と

カウントしますと、全部で６８か国となります。最も多いのは中国籍の方で、中国ご出身の

方だけで千人以上いらっしゃいます。その他、韓国・朝鮮語圏の方が次に多く、それに次い

でフィリピンご出身の方が多いです。最近はベトナム、ネパールご出身の市民の方が増えて

いる傾向がございます。 

東村山市では、外国籍の市民の方も、日本人の市民の方も共にお互いにそれぞれの文化や

習慣やそれぞれの違いを認め合い、助け合いながら共に生きる、そういった地域社会づくり

を目指しておりまして、ここに外国籍の市民の方にもご参加いただいて、多文化共生推進プ

ランというものを策定して、これに基づいて様々な取組をさせていただいているところでご

ざいます。 

昨年、国は国会で入管難民法を改正いたしまして、外国人の労働者の方をもっと積極的に

数多く受け入れると決めました。これは、日本が急速な人口減少により、いろいろな分野で

人手が足りなくなってまいりましたため、ぜひ外国人の方に日本に来ていただいて、働いて

いただいてそれを補っていただこうと、こういうことで難民法が改正になりまして、今年の

４月から施行になります。この法改正にはいろいろ議論がありますし、一方では外国人労働

者の方が日本国内で極めて劣悪な労働環境の中で働かせられているという厳しい現実があり

まして、人権をいかに守っていくかということが国や地方自治体にとっても大きな課題かな
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と思っております。その一方で、ある種の偏見といえば偏見かもしれませんが、多くの日本

人は多くの外国人の方が来られると、治安が悪くなったりとか、いろいろなトラブルが起き

たりするのではないかという恐れを抱いていらっしゃる方が実は結構いらっしゃるのも事実

でございまして、そうした偏見を取り去って、お互いを尊重し合い、理解し合いながら、地

域の一員同士として、共生、共に生きる地域づくりを進めていく、ということもこれから私

たち市役所にとっても大きな課題と受け止めさせていただいております。また、一方で、来

年東京で開催されます、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機に、日本

は外国人の観光客も受け入れていこう、ということで、昨年日本に外国からおいでになった

旅行者の数が、３千万人を超えたわけでございまして、オリンピックの年にはこれを４千万

人、さらには将来６千万人に増やして、これを日本経済の一つの活性化の原動力にしようと

考えております。東村山市も長年の交流関係があります、中国の蘇州市との関係を生かして、

一昨年中国のホストタウンにならせていただきました。実は私は昨日まで中国に行っており

まして、中国の国家体育総局のコウさんという方にお目にかかって、東京２０２０オリンピ

ック・パラリンピック大会の、中国の卓球チームとサッカーチームの事前キャンプをなさる

場合には、ぜひ東村山市においでいただきたいということで覚書を取り交わすことができま

した。これが第一歩で、これからどこでどういう形で事前キャンプをなさるのか、我々もそ

れをどういうふうに受け入れていくのかということを、中国とやり取りをしなければなりま

せんけれども、そういう意味で東村山市もこれからオリンピック・パラリンピックを一つの

契機に、中国を中心として世界に向けて、ぜひ多くの外国人の方に東村山市においでいただ

けるように取組を強めていきたい、そのように考えております。そういうときに、こういう

機会で東村山に住んでいらっしゃる外国籍の方と意見交換ができることになりましたので、

今日は皆さんからいろいろご意見やご指摘をいただければと思っておりますので、限られた

時間ではありますが、よろしくお願いいたします。 

今日司会をしていただくＫさんは、東村山市の地球市民クラブの会長として、東村山市に

在住していらっしゃる、様々な外国籍の方の支援活動とか、東村山市に住んでいる日本人に

対しての理解を深める様々な活動を市民の立場で行ってくださっている方ですので、今日は

よろしくお願いしたいと思います。 
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【会場でのご意見】 

 

～みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち～ について 

◆外国籍市民の交流動向について            （本町 D さん） 

私は中国出身で、日本で生活して２８年、東村山に来て１８年。私が最初に日本に来たと

きには外国人は少なくて、一生懸命日本語を勉強して、日本人の友達と仲良くして暮らして

きたが、今は外国人も多くなった。今は自分の国の友達とかそういうグループが多く、日本

社会の中でなくても不自由なく生きていけるようになった。良いことか悪いことかというこ

とではなく、そうなってきてしまっている。皆、日本に来て稼ぎたいから、日本人と仲良く

するのは後にして、自分の生活を守ってから楽しくやろう、というスタンス。これから外国

人がどんどん多くなってくると、外国人の自治会やサークルがどんどん出てくると思う。そ

ういうとき、市長はどうするか。 

◎ 市長回答 ◎ 

もう２８年日本にお暮らしになって、東村山にも１８年お暮らしになった体験を、日本に

おける外国人の暮らしぶりの変遷を踏まえてのご指摘、ご質問をいただきました。たいへん

貴重なご指摘だと思います。日本にお住まいの外国籍の方が増えて、それぞれの国の方々で

のコミュニティが形成される、というのは、どこの国においてもそうだと思います。日本人

が違う国に行けば、やはりそこで日本人のコミュニティがある程度形成されるというのは、

ある意味当然で、そこでいろいろ情報交換を母国語でやり取りして、そこで国に適応しなけ

ればならないいろいろ知識やスキル等の情報を集めるということもできる、ということもご

ざいますし、逆に我々行政からすると、個々バラバラの方々でなくて、一定のコミュニティ

がある国、例えば中国の方ですと、先ほど申し上げたようにこれから中国との交流を東村山

が積極的に取り組んできたいというときに、例えばＤさんにお願いをして、中国のコミュニ

ティの方に少しお手伝いをいただくというようなこともある意味ではしやすくなるかなと思

っております。やはり、東村山でその国からいらっしゃった方が１人とか２人とか、非常に

少ない出身者しかおいでにならないというような国の方々は、実際にはいろいろ取組を市の

ほうからＰＲしても、実際にはなかなか出てきていただけない、接点を持ちにくいという問

題があるところが、これから課題かなと思っております。ただ一方で、中国の方は中国の方、

ネパールの方はネパールの方、ベトナムの方はベトナムの方だけで固まってしまって、日本

人や他の国の出身の市内在住の方と交流がないということは、これもまたちょっと課題かな

というふうに思っておりまして、そういう意味では、今冒頭お話しましたように、会長さん

を中心とした地球市民クラブのような活動を通じて、自分の出身国だけではない、日本人、

あるいは韓国籍とかネパール籍の方とか交流を持っていただく機会を作るのは大事ではない

かと思っております。やはり、それぞれのバックボーンがおありになるので、自国の出身の
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方とのお付き合いはやはり非常にお付き合いしやすいし、心も落ち着いたりしますし、その

中で一定の情報が集まってくるのはメリットもございます。ただ、やはりそこだけで完結し

て閉じられてしまうと、いろいろ摩擦やトラブルが他の出身の方や日本人と起きる危険もあ

るのかなと思っていますので、市としてはできるだけ今日のような機会を通じて外国籍の方

にも出てきていただき、日本人の市民、あるいは他の国の出身の市民の皆さんと交流する機

会を作っていくことが第一かなと思います。 

我々が一番心配しておりますのは、皆さんもご存知だと思いますが、日本は災害大国で、

東村山のある首都東京も、今後３０年の間には大きな地震が７割くらいの確率で起こるであ

ろうと言われております。災害が発生した場合には、どこの国の方でもお互いに助け合って

いかなければならないと、私は考えておりまして、そのためにはやはり、何もない平和なと

きからお互いにコミュニケーションを取り合って、良い関係を築いていくことが大事ではな

いかと考えておりますので、今後もぜひ、いろいろな市のこうした取組、あるいは地球市民

クラブのイベントとかに参加いただけるように、我々も努力してまいりますけれども、Ｄさ

んも同じ中国出身の方や他の出身の方にも声をかけていただいて、積極的に交流を図ってい

ただけるように、促していただけるとありがたいかなと思っております。 

 

 

◆外国籍市民への日本語支援について          （本町 Ｏさん） 

日本に来て３０年、東村山に来て日本語教室があって助かっている。その前は学校から来

た文書がなかなかわからなくて苦労した。東村山に来てとってもありがたいと思った。この

学校があるから、私外国人でも本当に幸せ。本当に感謝している。だから、うちの国の人が

来ても、早速この教室があると紹介する。とてもありがたいなあと思う。困ったときすぐ教

室に行けばいろいろ解決できるので、別に今心配することはない。ありがとうございます。 

◎ 市長回答 ◎ 

やはり最初に壁になるのは、言葉の問題だと思います。たいへんなご苦労がおありだった

と思います。東村山市では日本語教室で、本日司会をいただいているＫさん、そちらにお座

りのＫさんも長年日本語教室の先生としてご活躍いただいていますけれども、市民の方がボ

ランティアでずっと外国人の方々に日本語教室を開いてくださっていますので、実は行政と

して我々も、皆さん方の活動には感謝をしているところでございます。今後、世界中から多

くの方々が日本にお越しになって、それもちょっとした旅行ではなくて長いことお住まいに

なって、日本でお仕事をされて、場合によっては日本でご家族を持たれて、お子さんを育て

られる、ということになると、どうしても日本語でのコミュニケーションが必須になってま

いりますので、先ほど来申し上げているように、市として取りかかりとしては、やさしい日

本語の普及啓発というものを外国籍の方にもある程度身に着けていただくと共に、我々相談

を受けたりする行政のほうもできるだけ外国籍の方にわかりやすい日本語の説明ができるよ

うにスキルアップをしなければならないと感じております。いずれにしましても、今後も日

本語教室が継続できるように市としても支援をさせていただきたいと考えております。 
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◆外国籍市民の家庭問題について           （美住町 Ｍさん） 

日本に来て２０年、東村山に来て５年。今、周りの中国出身の方からよく相談されること

の一つは、家庭問題。どの国でもあると思うが、本当に苦労している人が多い。 

◎ 市長回答 ◎ 

確かに、外国籍の方が日本にお暮らしになられれば、日本人同様に様々な課題問題が発生

するのは間違いないと思います。日本人の場合は言葉がそのまま通じますので、市役所のど

この課へ行って相談をすればよいというのがわりあい気軽にできますし、心のバリアもそん

なにないかと思いますけれども、外国籍の方は言葉の壁が一番大きいでしょうと思いますし、

それから出身国との制度などいろいろな違いがございまして、どこにどんな行政機関があっ

て、どんな相談をすればいいかをご存知でない方が相当いらっしゃると思っております。東

村山市の場合は、とりあえず何かお困りでご相談ごとがあれば、後ろに今日課長、係長がお

りますが、市民相談・交流課という課がございまして、そこには中国語、それから英語、そ

れから韓国・朝鮮語のできる職員がおりますので、まずはそこにご相談をいただきたいと思

います。ただ、先ほど申し上げましたように、国も６８か国に上りますと、英語、中国語、

韓国・朝鮮語だけでは全ての国をカバーすることはできませんし、市役所も全ての国の通訳

をご用意することはできませんので、これは先ほど来申し上げておりますように、できるだ

けわかりやすい日本語で理解していただくように努めていかなければならませんし、外国籍

の方にも簡単なわりやすい日本語については、多少なりとも自ら学んでいただく、そういう

姿勢は大事かなと思っております。市民相談・交流課から受け取ったデータによると、平成

２９年度、市民相談・交流課で受けた市民相談は１５９５件、約１６００件あるそうです。

その中で一番多いのが庁内手続です。市役所での様々な手続で、転入・転出の届けでござい

ますとか、あるいは国民健康保険の手続、こういったことのご相談が非常に多い、というふ

うになっております。それからやはり次に多いのが、地域活動ということで、先ほど申し上

げたような日本語をどこで学ぶことができるか、とかそういったご相談が多いようです。そ

の次に今おっしゃられた暮らしの相談、生活上の問題や老後の問題、住まいの問題、それか

らごみの出し方とか、トラブルとか、様々に生活にかかわる暮らしのご相談を多くいただい

ています。これは、内容によって、市役所の中ではいろいろな部署に分かれてしまいますの

で、市役所ではまず市民相談・交流課にご相談に来ていただいて、そこで簡単にお話を聞か

せていただいて、専門部署におつなぎする形になると思います。そのときには、英語と中国

語と韓国・朝鮮語の対応はできますということでございますが、やはり今、相談件数の中で

対応言語として一番多いのが、やさしい日本語での対応と中国語での対応がほぼ拮抗（きっ

こう）しているような状態でございますので、我々を含め、やさしい日本語の普及に努める

ということが非常に大事かなと思います。家庭問題等含めて、どこに相談したらいいかわか

らないということで、中国出身の方や中国以外の方でも、外国籍の方からご相談を受けられ

た場合には、まずは東村山市であれば、ぜひまずは市役所１階１０番窓口の市民相談・交流

課に行ってみたらどうかというご紹介をしてください。 
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◆外国籍市民からの相談ごとについて        （久米川町 Ｋさん） 

地球市民クラブで日本語教室のボランティアをやっていて、２０年くらい。外国籍の大人

が多いが、子どもが来ることもあるが、いろいろ国の方が来るので、まずは日本語で日本語

を教える、というスタイルでやっている。外国籍の人からどんなことを相談されるかという

と、住まいを決めるときに保証人のようなものを求められるときがある。それから市内で働

くときやアルバイトをするとき、保証人みたいな、後見人になってくれないか、というよう

なこと。それから、お金を貸してくれというのはたまにある。それから、永住権を取りたい

ので、どういうふうに書いたら良いか教えてくれ、とか、就職したいので、履歴書の書き方

を教えてくれとかいうのは日常的には多い。ボランティア活動なので、保証人とかいうのは

一切お断りしているし、他の日本人のボランティアにもそういうことはお断りするようにと

注意しているが、相談というか要望としてはそういうことが多い。 

◎ 市長回答 ◎ 

Ｋさんには長年に亘って、多くの大人、あるいは子ども達含めて、東村山に来られた外国

籍の方の日本語指導や、冒頭ある意味切実なご相談にものってくださっていて、感謝を申し

上げます。 

 

◎ 市民相談・交流課 ◎ 

現在、外国人の賃貸住宅の保証、生活サポート、携帯電話契約、クレジットカード手続き

等を専門で取り扱う民間の事業者があるので、保証人等の相談があった場合は、必要に応じ

て紹介いたします。 

 

 

◆残留孤児の介護問題について            （美住町 Ｍさん） 

日本に初めて来た残留孤児たちはもう年寄りで、介護の問題が出てきている。でも、彼達

は日本語がほぼわからない。どうやったら、施設に入れるか全くわからないし、利用する勇

気もない。これは、これからどんどん出てくるかもしれない。 

◎ 市長回答 ◎ 

残留孤児の問題で、東村山市にも残留孤児の方がそれほど多くございませんが、お住まい

になっていらっしゃいます。年齢的にもおそらく８０代くらいの方々でございますので、ご

当人にはおそらく介護の問題が出てきておられると思います。それで、言葉が通じないとい

うことでございますが、市役所には介護保険課がございますので、結果としてはそちらで制

度の説明やらいろいろサポートをさせていただくなどの対応にはなりますが、それがいきな

り中国語で聞いていただいても、窓口では対応ができませんので、残留孤児の方も介護等で

いろいろ生活上の課題のある方についても、やはりまずは市民相談・交流課のほうにご相談

いただければ、そのあと介護保険課のほうにおつなぎせていただきますので、そのようにア
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ドバイスをしていただきたいと思います。言葉の壁もあり制度がおわかりにならず、ご利用

になる勇気もないということもおっしゃっておられましたけれども、外国籍の方へ、あるい

は残留孤児の方は日本人でございますので、ぜひ積極的に勇気を奮ってお伝えいただければ

と考えております。 

 

 

 

 

 

 

◆外国籍市民と日本人との交流の機会を       （久米川町 C さん） 

日本へ来て６ヶ月くらい。東村山市はとてもきれいだと思う。市役所のサービスはとても

いい。私は日本語が上手じゃないので、日本人と交流するチャンスがあったら参加したい。 

◎ 市長回答 ◎ 

日本語が得意でないとおっしゃりながら、すばらしい日本語でご意見をいただきまして、

ありがとうございます。市役所のサービスはとてもいいと言ってくださって、たぶん市の職

員はたいへん喜んでいると思います。ありがとうございます。 

先ほどのＤさんのご質問にもお答えさせていただきましたが、東村山にお住まいの外国人

の方と日本人の交流する機会は、我々行政というよりは、地球市民クラブの方々はじめとし

て、市民の方々がそういうイベント、グローバルパーティだとかということを行ってくださ

っておりますので、会長、次回はどんなイベントがあるのでしょうか。逆に会長のほうから

ご紹介いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市民相談・交流課 ◎ 

そのほか、外国人の方が交流するチャンスとして、毎年東村山地球市民クラブでは外国人

向けバスツアーや、年末のグローバルパーティなどを実施していただいております。 

 

 

今、市長から、お悩みの方には市民相談・交流課で承っているとお話がありました。

ちなみに、月曜日から金曜日、９時から４時まで、お昼時間を除いてやっていますの

で、自由にご相談いただければと思います。          （司会Ｋさんより） 

まず今月末、日本のお正月を楽しんでください、ということで、１月２６日土曜

日に隣の第４会議室でパーティがあります。日本のお正月を外国籍の方に楽しんで

いただこうという催しで、まずは一番近い交流会がありますので、ぜひご出席をい

ただければ。それから、６月には市からバスをお借りして、日本文化を研修すると

いうバスツアーもありますので、そういうものにもお申し込みいただけます。それ

から、１０月にはグローバルパーティで、外国籍の方との交流を深めるという行事

もございますので、ぜひ関心のある方は来ていただければと思います。 

（司会 K さん） 
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◆相互交流の支援を                  （本町 D さん） 

地球市民クラブの話。外国人から見ると参加したい。市役所から行政で、言葉だけで宣伝

して、日本の社会に溶け込むとかいう話になると、何となく関心がない。やっぱりお祭りみ

たいに、その国の行事、中国の水餃子とかベトナムのフォーとか、そういうものを出すと親

近感がわく。みんなでどんどん参加してくると思う。だから、そういうイベントを大きくし

て、皆が参加するようにしたい。ただ、地球市民クラブは力不足で、毎年宣伝もできない。

みんなに「来て」と言うが、二百人になると会場がパンクしちゃうから。だから、毎年小規

模でやるしかない状況。もし、何か手伝っていただければうれしい。 

◎ 市長回答 ◎ 

全くおっしゃる通りだと思います。やはり先ほども、自分の国の人だけでなく、もっと日

本人とも交流を進めていく上でのイベントをということでしたが、楽しいこと、それぞれの

国の食文化を紹介し合って味見をお互いにするとか、それぞれの民族衣装、中国のチャイナ

ドレスとか、ベトナムのアオザイだとか、韓国のチマチョゴリだとか、日本の着物だとかを

皆さんが着てくるだけでも華やかだし、気分も高まるかなと思います。で、確かにＫ会長は

じめ、地球市民クラブの方もＤさん、Ｍさん含め多くの方が携わって毎年すばらしいグロー

バルパーティを開いていただいて、たいへんありがたく思っておりますが、確かに市民の皆

さんが一生懸命してくださっているのですけれども、会場の制約もありますし、人手の問題

もありますので、市としてもどこまでどういう形でご協力するか一緒に何かできるか、とい

うことを少しずつ模索しながら考えてまいりたいと思います。 

先ほども申し上げましたように、今年はラグビーという種目でワールドカップが日本で開

催されます。そして、来年については東京でオリンピックが五十数年ぶりに開かれるわけで、

これについては少なくとも市内に在住されている外国人の方々にもっと呼びかけて、イベン

トに参加できるような仕掛けをこれから考えてまいりたいと思います。役所のほうも、非常

に限られた人数でやっておりますので、急激に大きくするというもの難しいのですけれども、

私も一生懸命がんばって、多くの市内に在住している外国人の方、日本人の方が一緒に交流

できるようなイベントをもっと大きなものができればいいなと考えておりますので、またぜ

ひご指導とご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

市の施設をお借りする場合、市民センターが一番大きいものですから、いろんな

知恵を絞って、例えば一部制、二部制というようなことでたくさん来ていただくと

か、というようなことも考えていきたいと思います。       （司会Ｋさん） 
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◆生活保護審査をしっかりと            （久米川町 Ｋさん） 

外国籍の方に対していろいろなことに手を差し伸べようとして、そこが甘くなると、東村

山に行けばこういうことをしてもらえる、ということがグルーピングではないが、どーっと

入ってくるということもある。私の知っている人の中に、生活保護を受けている外国籍の人

がいて、まだ若くて十分働けるのに、「働いたって収入にならないから、生活保護をもらっ

ている方がいいんだ」と言って、働かないでいる人もいる。こういう人たちが増えてくると

いうことは、民生費がどんどん増えてくるということになって、それは税金で賄われるわけ

だから、そうならないように外国籍の方に対して手を差し伸べることに対して、大いに差し

伸べなければならないけれども、行き過ぎたものに対しては弊害が生じる、そういうことも

全部わきまえてやらなければならない、と感じている。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご指摘ごもっともなことで、基本的には「受けやすい」とか「受けやすくない」とかいう

ことではないのですけれども、例えば「東村山は生活保護を受けやすい」とかそういうこと

になって、働けるにもかかわらず働かないで生活保護を受けているというような方が、国籍

に関係なく、日本人でも外国人でも増えてしまうとやはり社会が持ちませんので、基本的に

今東村山市では生活保護を受給される場合でも、働けるのか働けないのか、どういう意欲を

持っていらっしゃるのか、できるだけ経済的に自立につながるような支援をさせていただい

ておりまして、「その他世帯」というくくり方になるのですけれども、いわゆる高齢者の方と

か障害を持っていらっしゃる方ではなく、働ける状態、健康状態の方については、一時期に

比べると受給されている方がかなり減ってきているという実態がございますので、これは外

国籍の方につきましても、働ける健康状態であれば、そこは働いていただけるような支援と

いうか、促しをしていけるようにしたいと思っております。これはやはり、難しいところで、

どこの国でも外国人問題というのは政治課題になりかねない問題でございますので、直接的

な支援、いわゆる給付的な支援、生活保護のような支援を、必要な方にはしなければならな

りませんが、基本はやはり国籍問わずに自立を促す支援を進めてまいります。やはり働ける

健康状態の方には、働けるだけの日本語の力を身に着けていただいて、ぜひ意欲を持って働

いていただくようなことを市としてはこれから進めていく、というのが大事ではないかと考

えております。 

 

 

◆多言語対応パンフレットについて         （富士見町 Y さん） 

小平市に２６年住んでいて、４年前に引っ越してきたばかりなので、東村山のことをあま

りわかっていないが、多文化共生のためのルールの多言語対応パンフレットのようなものは

存在するのか。 
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◎ 市長回答 ◎ 

多文化共生についてご紹介しているパンフレットというと、今、私が持っている「第２次

多文化共生推進プラン概要版」というものがございますが、これは残念ながら日本語のもの

しか今のところはございません。ただ、生活に必要なものにつきましては、例えば今日たま

たま持ってきておりますのが、ごみの「資源収集カレンダー」でございますが、これについ

ては、多言語化させていただいて、日本語はもちろんでございますが、英語と中国語、それ

から韓国・朝鮮語で表記をさせていただいております。ごみの出し方については、やはり国

や文化、習慣によって様々で、結構トラブルの元になるケースが多いものですから、当市の

場合はごみについては分別のスマホ用のアプリも開発もしておりまして、現在のところ英語

と中国語、韓国・朝鮮語に対応しておりまして、ごみをどういうふうに出したらいいのかわ

からない方については、アプリをご覧いただければ、英語と今年度中には中国語と韓国・朝

鮮語も表記はされるようになっております。今後も、ご指摘のあったような多文化共生に合

ったようなパンフレットであるとか、いろいろものをやはり多言語化していく必要はあるの

かなとは思っておりますが、結果として申し上げますと、英語や中国語、韓国・朝鮮語に翻

訳しないよりは当然したほうがいいのはいいわけなのですが、具体的に日常生活で円滑に生

活していく上では、やさしい日本語の普及がやはり必須かなと考えております。ですので、

翻訳すべきところは翻訳しつつも、できるだけやさしい日本語表記の工夫を凝らしていくこ

ともこれから大事かなと考えておりますので、こんなふうにしたらいいのではないかという

ところの、いろいろな周辺市や他市の事例もございましたらご紹介していただければと考え

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去年１２月下旬ＮＨＫで埼玉県川口市芝園団地というのをやっていて、そこにや

はり外国人が住んでいて、日常生活、隣の日本人とのネットワーク、騒音の問題と

か、かなり細かいところがあったらしい。ごみ出しも大切だが、できれば日常生活

の中で、夜中まで騒いだら困るとか、ごみはもちろん分別もだが、道端で捨てたり

することもしないでほしいとか、そういう細かいところを、ボランティアの方で、

岡崎広樹さんという方が自治会のボランティアをして、生活ルールガイドブックみ

たいなものを作っているので、参考になれば。      （富士見町 Ｙさん） 

多文化共生という言葉は、２００６年に総務省から出てまいりまして、国籍とか

民族、文化、習慣、全然違った人々が、東村山市ですと同じ市民として平等に公平

に市民活動しましょうという趣旨の活動なのです。今、市長に説明いただいたパン

フレットは市の窓口に行きますと、いただくことができると思いますので、ご興味

があれば一回目を通していただければ。今は第２次のパンフレットができていま

す。                            （司会Ｋさん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

今ご指摘のように、外国人の方が来るとなりますと、どうしても生活習慣の違い、言葉の

違いから、日常生活摩擦やのトラブルが起こるであろうということは想定されます。やはり

ごみの出し方で日本人の市民の方から、いわゆる苦情というか、指摘を受けるケースが多々

ございまして、国によっては今のご指摘のようにごみを道端に放り投げてしまうという、い

わゆる決められた時間に決められた場所に決められた物しか出してはいけない、というよう

な、日本人としてはある意味当たり前のルールが全くない国から来られた方にとっては、な

ぜそういう出し方をしなければならないかを理解できないということがございまして、そこ

が大きなトラブルの元になっている場合がございます。そこについては、やはりしっかりと

ご理解いただけるような支援を、地域の方が苦労される前に、できるだけ行政としても徹底

できるように取組を進めていく必要があるなと思っております。ありがとうございました。

では、早速その川口市の例も参考にしながら考えたいと思います。 

 

 

◆外国での仕事を生かしたサポート          （恩多町 S さん） 

昨年４月に東村山市に越してきた。２００９年から単身で、中国の深圳（シンセン）市に

渡り、向こうのほうで小さな会社を立ち上げ、２０１５年まで主に香港、深圳（シンセン）、

広州、だいたいその広東省の近辺で仕事をしていた。２０１５年以降、日本の仕事に戻って

きて、何とか外国人と日本人の交流をやっていきたいと考えていたが、どこでどうやればい

いのかなかなか考えつかなかった。今回少しでもそういうつながりができれば協力したい。

蘇州市とも友好都市でもあるし、何とかそういう世界中の都市と交流を進めて、行政に協力

できることがあれば、私もこの年齢なので何とか人の役に立てれば。私もかなりの中国の方

に助けていただいた。日本にも中国人を含めて外国人がたくさんいるので、少しでもサポー

トや、役に立てることがあればやっていきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

ありがとうございます。先ほど来申し上げておりますように、東村山市では多文化共生の

まちづくりを市民の皆さんとともに進めていくということを大原則としてこれからも、行政

を進めていきたいと考えておりまして、今、市内には、市と強い関係を持つ国際交流団体が

３つございます。 

１つは先ほど申し上げたアメリカのインディペンデンス市との姉妹交流をずっと担って

くださっている国際友好協会という団体でございまして、こちらは英語をベースとして、イ

ンディペンデンス市との交流を担っていただいています。インディペンデンス市との交流は、

毎年高校生・大学生を中心に相互に短期のホームステイを、約２週間程度ですけれども、夏

休み中にあちらの若者にこちらに来ていただいて、市内の市民のお宅にホームステイをして

いただいて、かつそれが終わって、後日こちらの高校生、大学生がインディペンデンス市の

普通のご家庭にホームステイをするという交流をずっとやっております。そして、たまたま

平成３０年度がそうだったのですけれども、節目の５年ごとは我々大人がお互いに行き来を
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するという交流をさせていただいておりまして、アメリカの都市と日本の都市と姉妹交流を

している自治体は非常に多いのですけれども、このように毎年行き来をしているというのは

全国でもさほどないとのことで、外務省からも非常に評価をいただいているところでござい

ます。 

それから、先ほど申し上げましたように、当市は中国の蘇州市とこれも市民の皆さんとの

ご縁で友好交流都市関係になっておりまして、それをずっと担っていただいておりますのが、

日中友好協会という団体でございます。こちらは定期的に行き来をするというような形では

なくて、不定期ですけれどもお互いに訪問し合う、特に先ほど申し上げたように、オリンピ

ック・パラリンピックについて、当市が中国のホストタウンになりましてからは、一昨年は

蘇州の子どもたちに来ていただいて、久米川東小学校でサッカーの交流試合をさせていただ

き、去年は東村山の小学生２０名が蘇州市にお邪魔して向こうでサッカーの交流をしたり、

中国の文化を学んでくるという交流を、短期間、数日間ですけれども、この２年間でさせて

いただいております。 

それと、今日司会をしていただいているＫさんが会長をしていらっしゃる地球市民クラブ

という団体で、これは市内に在住されている外国籍市民の方々のサポートをしつつ、その国

の文化を逆に日本人の市民の方にお知らせするような活動を担っていただいているわけでご

ざいまして、もし国際交流ということで何らかのボランティアをしてくださるということで

あれば、できればいずれかの団体等に所属していただいて、そういうところでご活動いただ

くのがありがたいかなと思っております。 

それからあと、ずっとさっきから話題になっております、２０２０年東京オリンピック・パ

ラリンピックでは、東京都のほうでもボランティアを募集されております。これは東京都の

ホームページ等でご確認いただければと思いますが、市としても独自に事前のキャンプ等を

正式に受け入れることになった場合には、行政だけではとてもできませんので、先ほどお願

いいたしましたように、中国籍の方はもちろんでございますが、日本人で、ある程度中国語

が話せる方につきましてはぜひオリンピック・パラリンピックのボランティアスタッフとし

て、これはまだ正式にどういう形で募集するかは決まってはおりませんが、ぜひ市のそうし

た事業についてもご協力いただけるとありがたいと思っていますので、固まり次第また広報

させていただきますので、そういったものをご覧いただいてご応募いただければと思います。 

 

◎ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック担当主幹 ◎ 

東京都が募集していた都市ボランティア、オリンピック・パラリンピック競技大会組織委

員会が募集していた大会ボランティアは共に２０１８年１２月２１日（金）１７時までで募

集の受付が終了しております。 
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◆児童虐待、ネグレクトについて           （恩多町 K さん） 

私のＮＰＯでは、児童虐待とネグレクトの問題から、今不登校になっている子を１０名預

かっている。やはり夫婦げんかから始まっての児童虐待、ネグレクト。特に去年の夏から件

数的には増えている。その中で私が気になるのは外国人が多いこと。今、地球市民クラブに

お世話になり、漢字もこんなに書けるようになったとか、現在はその方たちは友達と一緒に

病院に行って通訳をしてあげたりだとか、いろいろがんばっている。長年見ていて、このグ

ループの輪をもっと広げて皆の力でいろんな方たちを助けることができるんじゃないかと

思う。それに関して、外国人の輪をもっと広げることをお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

残念ながら、現在日本でと申しますか、東村山でも国籍を問わず、でございますが、児童

虐待のケースが増えておりまして、東村山でも非常に困難なケースが増えております。昨年

はご案内の通り、目黒区で痛ましい事件がございまして、東京都も今後児童虐待については

できるだけ早期に発見して、早期に介入して必要があれば、親御さんとお子さんを分離させ

ていくという、かなり強行的な手立ても講じるように各区市町村との連携を強化する、そう

いう方向性で今動いているところでございます。東村山市におきましても、子ども家庭セン

ターを中心としながら、今お子さんの様子から虐待が疑われる場合については保育園・幼稚

園等々からいろいろなかたちで通報いただいて、通報をいただいた場合には私どもの職員が

４８時間以内にはそこのご家庭を訪問させていただいて、どういう状況なのかの確認をさせ

ていただいております。これは、お子さんの国籍、親御さんの国籍問わずの対応ということ

になります。やはりどうしても、親御さんの経済状況や精神状況が不安定ですと、その矛先

がお子さんに向いてしまうということが非常に多く見られ、それが暴力的なものであったり、

育児を放棄するネグレクトのようなかたちに結び付いたり、様々なケースがあるわけでござ

います。ここについては、やはり子どもたちの命を最優先に、市としても虐待の防止、早期

発見、早期解決ということを心がけながら対応をこれからしていくわけですが、なかなか如

何せん行政の力だけでは解決できないようなところをＮＰＯの方にいろいろご苦労いただい

ているのかなと思っております。 

今後、特に外国人の親御さんの下で育っているお子さんへの虐待、ネグレクト等について

は、お父さんが日本人で、お母さんが外国人の場合も、よくあるのは子どもさんの虐待以前

に、お母さんがＤＶを受けているというケースがございますので、これらも含めて非常に危

険な状況であれば、市としてもそこは警察や東京都の児童相談所と連携しながら、早期に介

入して解決に結び付けていく取組みをしてまいりたいと思いますし、お母さんが外国籍の場

合はＤＶを受けていたりすると、日本人以上に孤立しがちで、虐待、ＤＶというのは命にか

かわる危険性がありますので、重大事件になる前に何とかできるだけ詳細の把握に、行政と

しても努めて、いろいろな行政機関や市民の皆さんのお力をお借りしながら解決の方向性を

進めていきたいと考えておりますので、なかなかすぐに「ああします」「こうします」という

ことが申し上げづらい分野でございますけれども、今後も皆さんのご協力をお願いしたいと

思います。 
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◎ 市民相談・交流課 ◎ 

外国人のＤＶやネグレクトの問題があれば、まずは市民相談・交流課の相談員にご相談く

ださい。 

 

◎ 子ども家庭支援センター ◎ 

子ども家庭支援センターは、子どもと家庭に関わるあらゆる相談に応じておりますが、国籍を

問わず、虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童等の支援につきましては、地域の皆

さまの協力が不可欠な状況でございます。 

特に児童虐待は、地域で一丸となって取り組むべき問題であることから、市民の皆さまのご理

解とご協力を得るための普及啓発や、児童虐待の未然防止と早期発見に向けた関係機関同士の連

携強化が重要となっております。 

ご意見にもありますように、外国人の方で子育てについて悩みや不安を抱えている人の支援に

つきましては、言葉や文化の違いもあり、行政の力だけでは解決できない面もあることから、地

域の皆さまの力をお借りしながら、問題解決に向けた支援体制を築いてまいりたいと考えており

ます。 

 

 

◆市の多文化対応について             （久米川町 K さん） 

質問ではなく、お礼。東村山には英語と中国語と韓国語の相談員を置いていただいている。

これは、外国籍の人にとっては非常に心強い仕組み。多摩地区でも実はあまりない。日本語

ボランティアの団体として多摩地区の横の連絡会を持っているが、「行政がそんなにやって

くれるのか」とうらやましがられるので、今後とも十分配慮いただいて、存続できるように

お願いしたい。それから、ごみの問題。地球市民クラブでも外国籍対象としたごみ分別強化

の講座を行うが、これは資源循環部が出前講座で来てくれる。非常に細かく分別の仕方も教

えてくれて、日本人にとっても勉強になる。これもお礼を申し上げておきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

ありがとうございます。今日も相談員３名のうち２名が来て、相談員の職員もよく加わっ

ているので、これからもぜひ多文化共生のまちづくりの要の役割として、相談員には引き続

きがんばっていただきたいと思っております。それから、ごみ分別のセミナーを外国人市民

の皆様向けに開いてくださるということで、もし今後ごみだけでなくて介護保険であります

とか、外国人の方で東村山に住んでいて、こういうことはどうなっているのか知りたい、聞

きたいということがございましたら、担当所管の職員は外国語は話せませんけれども、ごみ

だけでなくて、例えば介護保険はどうなっている、子育てについてはこういう制度がござい

ます、というような説明を、例えば少人数でも外国人の方が集まってくださるのであれば派

遣したいと思います。ぜひまた会長さんも含めて地球市民クラブのほうで音頭を取っていた

だければ、それぞれの部署のほうで参加をさせていただけると思いますし、皆様方のほうが

私たちよりもニーズを把握されている部分もあろうかと思いますので、今後こういうセミナ
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ーをやりたいというご要望ございましたら、何なりと言っていただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

◎ ごみ減量推進課 ◎ 

当日は７名の外国人市民の方にご参加いただき、ごみの分別についてお話させていただき

ました。 

東村山市の分別ルールは非常に細かいため、１度で理解するのは非常に難しかったと思い

ますが、基本的なごみ出しルールを理解していただけたのではないかと考えております。 

今後もご要望に応じて、同様の講座を開催したいと考えております。 

 

◎ 子育て支援課 ◎ 

子育て支援課では、全ての妊婦さんへの面接や赤ちゃんのいる家庭への全戸訪問を通し、

子育てに関する情報提供を行っております。外国語での対応となる場合には、市民相談・交

流課多文化共生係等に依頼し、通訳をしてもらうなどの対応をとっております。今後、セミ

ナー開催となった場合には、子育て施策も多岐にわたるので、関係機関及び部署との検討の

必要性があると考えております。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

◆外国籍児童への支援連携を            （久米川町 K さん） 

外国籍の子どもは、親の意志でほぼ強制的に日本に連れて来られるので、全く日本語がわ

からない。現在、市には外国籍の児童生徒が約９０名いると聞いているが、私どもの日本語

教室に来る子どもの数は非常に少ない。行政がいろいろやっている中で、「子ども日本語教

室」があるが、子どもの場合は日常会話のほかに、学校の授業がある。特に高学年から中学

生で日本に来た子どもが学校の授業についていけない。東村山にはそういう子どもへの対応

として、「東村山市日本語適応指導要綱」が教育委員会の中に平成１７年の６月にできてお

り、二つの柱がある。一つは各学校に語学ボランティアとしてついて行って、通訳する。も

う一つは学校が外に子どもを連れ出して、集中的に日本語と授業を教える。これは今大岱小

学校で国語と算数を教えている。こういう制度は、三多摩地区ではあまりなく、東村山はか

なり進んでいると認識はしているが、予算の問題などで欠陥がある。外国籍の子どもが来た

場合皆が心配している。学校も、親も、私どもボランティアも、行政も心配している。とこ

ろが、そこが子どもを中心として、一つのテーブルにつく形ができていない。みんなが心配

しているけれども、その力がバラバラになっている。通訳ボランティアは学務課、取り出し

事業は子ども・教育支援課、他に子ども日本語教室もあるが、この子どもをどう指導したら

いいのかということについて、皆の力が一つにまとまる態勢ができないものか。それぞれの

人が一生懸命やっているが、誰かがイニシアチブを取って仕組みをうまく活用することがで

きておらず、もったいない。 
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◎ 市長回答 ◎ 

いただいたご指摘は、非常に重要なご指摘だと思っております。ご指摘のように、大人の

方は何らかの決意を持って日本に来ておられるので、それなりにはご自身で対応しようとい

う思いを持っておられるのだろうと、私も思います。ただ、子どもさんは親に連れられて急

に日本に来ているわけですから、逆に子ども達のほうが適応しづらい可能性があります。非

常に年齢が低い場合には、逆に大人以上に早く適応して、日本語も身に付けられるのですが、

おそらく小学校の中学年、高学年ぐらいになってまいりますと、日本人の子どもも高学年に

なってしまうと日本語もある程度達者になってしまいますから、外国語を習得しようと思え

ば大人同様にしないと、というのは同じだと思います。今、東村山市ではご指摘の通り、い

くつか先進的な取組をしておりますけれども、それが全体としてのつながりが弱いのではな

いか、ということでございますので、これについては教育委員会とも相談をさせていただき

ます。今、市内の小中学校に在籍している小・中学生が現在８９人、１２か国の子どもさん

が今、小中学校に通ってらっしゃるようなので、まず日本語を習得していただいて、あとは

授業についていっていただいて、学習意欲を持って、できれば皆さんにさらにその先に進学

していただかないとやはりそのお子さんにとっても不幸なことですし、社会的にも損失にな

るだろうと思いますので、そこは今後課題として受け止めていきたいと思います。 

 

◎ 学務課 ◎ 

学務課では「東村山市日本語適応指導実施要領」に基づき、言語指導ボランティアの派遣

事業を行っています。市報等で通訳ができるボランティアの方の募集を行い、保護者や学校

から要請があるごとに、可能な限り通訳ができるボランティアの方の派遣に努めております。

近年、中国語や英語のボランティアの方の登録は増えて参りましたが、それでも全体数とし

ては少ない状況です。また、それ以外のアジア圏等、多言語についてのボランティア登録も

少ないことが現状です。これらの現状を少しずつでも改善できるように努めて参りたいと考

えております。 

 

◎ 子ども・教育支援課 ◎ 

子ども日本語教室、日本語適応指導における言語指導と学習指導、それぞれの実務担当者

が会し、各事業における支援についてのノウハウを共有する取り組みを市民相談・交流課と

子ども・教育支援課が連携し、平成３１年１月に実施しました。 

転入時の窓口における周知にとどまらず、子ども及び保護者が実際に学校生活を始めたの

ちの状態を捉えながら日本語適応指導等を周知・案内することで、支援に結び付くこともあ

ると考えます。このため、子ども日本語教室、日本語適応指導（言語・学習）それぞれの事

業の周知を工夫する必要があると考えています。 

「この子どもをどう指導したらいいのか」等個別ケースの話になると、個人情報保護の観

点から情報を共有するための手続き等の工夫が必要と考えられ、丁寧な検討が必要と考えて

おります。 

 

 



- 18 -       第１２３回タウンミーティング 

 

◆東京 2020 オリンピック・パラリンピックへ向けて  （美住町 M さん） 

来年のオリンピック・パラリンピックの開催に向けて、私たち外国人市民としては、市の

ボランティア活動に参画したいという希望もあり、お手伝いすることがあれば、という期待

がある。要請があれば、必要があればできる。期待したイメージとしては、私たち生活に密

着した病院とか、ニーハオとか一言かけてくれれば、外国人としてはすごく落ち着きという

か、安心してできるなと思っている。 

◎ 市長回答 ◎ 

冒頭にもごあいさつで申し上げましたけれども、日本は今外国人の方を日本に受け入れる

ことに、大きく舵を切ったところでございます。これは大きな背景として、国際化という波

とそれから日本の場合は急激な人口減少という大きな問題がございまして、社会そのものは

人口減少によっていろいろひずみが出始めているところを、外国人の方に来ていただいてカ

バーしようということで、大きく舵を切ったというふうに受け止めています。外国人の方が

日本に大勢来られることになって、日本人といかに共生するような国づくり、地域づくりを

進めていくかというのが、これからの日本は大きな課題を、おそらく日本人一人一人がそう

いう課題を迫られるようになって、地域、隣近所でお暮らしになっている外国人の方と、ど

ういうお付き合いをしていくかを私たちはこれから真剣に考えなければならない時代が来る

というふうに思います。そういう意味で、繰り返しになりますけれども、少なくとも東村山

では多くの市民の皆さんが中心となって、多文化共生のまちづくりを進めていただき、かつ

東村山市に在住されていらっしゃる方々に、いろいろな形でこういう機会もご参加いただい

たり、一昨年になりますけれども、蘇州の少年たちがサッカー交流で東村山を訪れた際にも

お世話になってたいへんありがたく思います。今回一応中国のサッカーのナショナルチーム

と、卓球のナショナルチームの事前キャンプを実施する際には、東村山で行うという覚書を

取り交わさせていただいて、それから実際には具体的に話合いを進めていくことにはなりま

すが、特に東村山にお住まいの中国ご出身の皆さんのお力なくしては実現できないと、私ど

もとしては考えております。東村山市には千人を超える中国出身の方がお住まいになってい

らっしゃるので、オリンピックを契機に、ぜひさらに日本人との交流を進めていただいて、

オリンピック・パラリンピック等でも何らかのボランティアとしてのご協力をお願いしたい

と考えておりますし、オリンピック後も主として、友好交流都市である蘇州との交流は次代

を担うお互いの国の子どもたち同士がスポーツや文化を通じて知り合う機会は継続していき

たいと私は考えております。そこの面でも、皆様に引き続き何らかのかかわりを持っていた

だいて、サポートしていただけるとたいへんありがたいと考えております。 

ちなみに申し上げますと、東村山は、アメリカのミズーリ州にあるインディペンデンス市

と姉妹都市、蘇州市と友好交流都市関係にございまして、この二つの都市と交流を、今まで

歴代の市長さんや歴代の市民ボランティアの皆様が大切にして築いてきたすばらしい関係が

ありますので、今後もこうした関係を礎にしながら、これからさらに我が国が世界に開かれ

た国に、地域になれるように、努力をしてまいりたいと思います。先ほどＤさんからも良い

アドバイスをいただきましたように、いろいろな方がもっと楽しんで交流できる、そういう
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楽しいイベント等も市としても積極的にかかわって、少しでも東村山にお住まいの外国人の

方と日本人が交流できる機会を作ることができて、我々も少し中国語を学んで、片言でもあ

いさつぐらいはできるような関係になれれば良いなと思っております。 
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