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議事要旨 

会議名称 令和元年度 第 2 回 立川市第４次多文化共生推進プラン検討会議 

開催日時 令和元年６月 20 日（木）19 時～21 時 

開催場所 子ども未来センター102 会議室 

次第 １．開会 

２．資料確認 

３．前回議事録の確認 

４．立川市第４次多文化共生推進プランについて 

・教育について  ・防災について 

５．その他（次回の日程等確認） 

配布資料 立川市在住外国人意向調査報告書 

立川市第３次多文化共生推進プラン 

第３期立川市多文化共生推進委員会報告書 

第 1 回立川市第４次多文化共生推進プラン検討会議議事録 

第３次多文化共生推進プラン各事業の取組状況調査票 

第３次多文化共生推進プラン検討会議提言書 

＜参考資料＞ 

立川市第４次多文化共生推進プラン検討会議 傍聴者遵守事項 

立川市第４次多文化共生推進プラン検討会議について(修正版) 

出席者 ［委員］ 

野山会長・倉八副会長・王委員・関口委員・嶋津委員・杉田委員 

［事務局］ 

矢ノ口産業文化スポーツ部長・大須賀協働推進課長・田中主任 

[オブザーバー] 

立川市教育委員会：前田指導課長・寺田統括指導主事 

市民生活部防災課：轟防災係長・牧島計画調整担当主査 

会議結果 １．会議の開会を行った。 

２．資料の確認を行った。 

３．前回の会議録を確認し、修正があれば事務局に連絡するよう

伝えた。  

４．検討会議の進め方等について説明した。項目別に取組を主管

課が説明し、質疑応答、意見交換を行った。 

・教育について 

教育委員会指導課から、第 3 次プラン第 5 章取組項目「２－４教育

体制の充実」について、現状の取組が説明され、質疑応答、意見交

換を行った。 

・防災について 

市民生活部防災課から、取組項目「２－６災害に対する備えの充実」

について、現状の取組が説明され、質疑応答、意見交換を行った。 

５．次回以降の日程候補を決定した。 
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令和元年度 第 2 回 立川市第４次多文化共生推進プラン検討会議 会議録 

 

１．開会 

＜事務局・協働推進課長＞定刻となったので、第 2 回立川市第４次多文化共生推進プ

ラン検討会議を開会する。 

 

２．資料確認 

＜事務局・協働推進課長＞資料を確認する。前回出た意見を踏まえて、第 3 次多文化

共生推進プランを策定した際の検討会議の報告書、提言書を配付している。経緯の確

認に活用いただきたい。 

また、次回以降は広報たちかわで会議の公開を周知する。傍聴希望者が次回からはい

ることも予想されるため、遵守事項を参考につけた。 

 

３．前回議事録の確認 

＜事務局・協働推進課長＞前回の検討会議の議事録を作成した。確認いただき、修正

点等があれば、後日事務局に連絡してもらいたい。 

 

４．立川市第 4 次多文化共生推進プランについて 

・進め方について 

＜事務局・協働推進課長＞議事を進めるにあたって、改めて本検討会議の目的、進め

方について、伝えたい。本会議では、第 4 次多文化共生推進プランの策定にあたり、

現在の立川市の取組を踏まえて、次期プランにおいて取り組む項目等の協議を行い、

最終的には検討会議として提言書をまとめ、市に提出することとなる。提言書をまと

めるため、今年度中に 6 回程度の会議を予定している。 

＜A 委員＞第 3 次多文化共生推進プランの全内容を見直し、改訂するとなると論点が拡

散するのではないか。問題点を絞った上で、会議として提案するのも考え方の一つで

はないか。全ての項目をピックアップして、広く浅く提言するのではメリハリがなく

なってしまうことが懸念される。 

＜会長＞第 2 回の会議で意見が出たとおり、取組項目の中から、まずは教育と防災を

取り上げて議論する。項目別に議論をしていくことで、どこが弱点かの理解を深めて

いく。どこに焦点を絞っていくかを結果的に見ていければと考えている。 

＜A 委員＞資料の「第 3 次多文化共生推進プラン各事業の取組状況調査票」を見ると、

既に行政各課で取組項目の評価を行っている。この調査票に記載されている進捗状況

や課題を基に議論を進めてはいかがか。 

＜会長＞検討を進めるうえで、調査票で取組の達成度が低い項目に、今後の課題とし

て焦点が当たることも当然考えられる。 

 

・教育について 

＜指導課長＞取組項目４－１１「通訳協力員の学校への派遣」について説明する。 

子どもが各教科を学習する際の通訳や、その保護者に対する通訳はどの自治体でも行

っているが、立川市では、学校関係の申請書類の作成や学校便りの内容の翻訳でも、
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通訳協力員を活用できる点が特徴である。また、東京都から市に出る補助金は、子ど

も 1 人当たり 35 時間の派遣分のみであるが、立川市では独自に予算を上乗せし、1 人

当たり 400 時間を上限にしている。 

＜会長＞都の補助金を大きく超えて通訳員の取組を行っていることが理解できた。取

組状況調査票では、取組達成度が３となっているが、高評価でない理由は何か。 

＜指導課長＞他の児童・生徒との公平性も鑑み、適正な事業規模等であるのかといっ

た視点で、評価をつけた。 

＜会長＞「公平性」とは、通訳を受ける子と、受けない子との公平性という意味か。 

＜統括指導主事＞児童・生徒には様々な支援が必要な子がいる。例えば発達障害の子

への支援なども必要であり、通訳派遣と比較しての公平性ということである。 

また、年度ごとの予算と、年度ごとに支援が必要な生徒の人数との整合性を図ること

も課題である。児童・生徒やその保護者のニーズに合わせた支援を考える上で、必要

十分な予算確保に苦慮している。予算要求を含めて努力しているが、十分な支援には

依然として課題があると考え、評価をつけた。 

＜副会長＞400 時間は子ども 1 人当たりの時間か。 

＜指導課長＞在学中のトータルで、子ども 1 人あたりの派遣上限時間が 400 時間であ

る。 

＜B 委員＞通訳を行う側として従事した経験を持っているが、立川市で行う通訳派遣の

取組を評価している。一方で、通訳がいると通訳に頼ってしまい、日本語の能力が向

上しない面がある。学校側では、日本語の教育指導は行っているのか。 

現状、市内には子どもを対象にした日本語教室はないと認識している。外国籍の子ど

もは日本で生活すると、成長してから母国に帰ることはできなくなる。その上、日本

語を理解できないまま成長すると、教育の内容が理解できず、学力に格差が出て、職

業不定など、福祉等の負担に繋がっていく。子どものときからの日本語教育を行うこ

とは必要である。 

通訳も良いが、それ以前に日本語指導ボランティアの人材育成や養成も含めて検討し

ているか。 

＜指導課長＞現在そういった取組は行っていない。タガログ語が必要な人、中国語が

必要な人、色々な人に対応できる日本語教育、日本語指導学級を目指す上で、需要が

見通せない難しさを感じている。教育でよく使う用語の指導等は、課を超えて取り組

んでいきたい。楽しんで日本語が学べるテキストを使った日本語指導を各校で進める

といった取組も検討したい。 

＜会長＞杉田委員の意見は、プランを検討するうえで、ひとつポイントとなる意見で

あると思う。現在のプランには、子どもに対する日本語教育の取組項目がない。日本

語教育を多文化共生の視点で捉えていない証左であると考えている。 

例えば墨田区では、子ども向けの日本語教育のセンター校があり、児童・生徒は午前

中はセンター校で日本語を学び、午後は自分の学校に通っている。 

財政面で見た場合にも、通訳派遣に使用している予算を、年少者の教育に充てた方が

良い。杉田委員の意見にもあったが、日本語教育に関する研究でも、通訳があると子

どもが日本語を自立して学ぶ機会が減るとの結果が出ている。 

立川の多文化共生を進めるうえで、どこに支援の力を入れていくのかを改めて考えて
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欲しい。 

＜B 委員＞福生市では、青少年自立援助センターがグローバルスクールをやっている。

家庭の負担は、20 日間 1 プログラムで、3～4 万円程度である。福生市教育委員会では、

グローバルスクールへの通学も学校の出席扱いにしている。児童・生徒は、グローバ

ルスクールで基本的な日本語を学んでいる。 

大人は日常生活で使用する最低限の日本語でも生活はできるが、子どもは日本語能力

を上げないと、教育を受けることに支障が出る。 

＜A 委員＞提言書に、子どもに対する日本語教育への取組は書いたほうが良い。予算の

面でも、最終的な負担を減らすために、幼少期からの教育に力を入れた方が良いと考

える。 

＜会長＞現状通訳派遣の時間数を大幅に上乗せして力を入れている点も評価できる。

一方で、通訳者に頼ってしまい、自立ができないといった過去の結果も踏まえた上で、

立川市の今後の施策を考え、検討会議として提言を行っていきたい。 

 

＜指導課長＞取組項目４－１２「母語や母文化に触れる機会の提供」について説明す

る。 

現在はオリンピック・パラリンピック教育と関連付けて、外国文化を学ぶ教育を全校

で実施している。一方で、外国人との交流に関しては、一部の学校のみとなってしま

っている点は課題である。東京都にオリンピック・パラリンピック教育の事務局があ

るので、各校に大使館員の派遣などの斡旋を働きかけていきたい。 

＜会長＞本取組は、立川市の外国籍児童・生徒が、母国に触れる機会を提供するとい

うことで良いか。 

＜指導課長＞そうである。 

 

＜指導課長＞取組項目４－１３「教職員や児童・生徒、保護者に対する多文化共生の

意識啓発」、取組項目４－１４「児童・生徒の国際理解の推進」について、あわせて

説明する。 

学校では主に社会科や外国語科の授業を通して、国際理解を深める教育を行っている。

東京オリンピック・パラリンピック開催後のレガシーの観点も踏まえ、引き続き取組

を進めていく。 

英語教育では、5 年生・6 年生は 70 時間、3 年生 4 年生は 35 時間、ネイティブに触れ

る時間を設けている。 

＜会長＞取組達成度の数字が出ていない。ALT の派遣は、過去は中学校・高校であった

が、小学校にも派遣されるようになって現在に至ったということか。 

＜指導課長＞そうである。 

＜会長＞現場では、他国の文化に触れることに主眼をおいて、担任と連携して教育を

行っているのか。 

＜統括指導主事＞コミュニケーションをとる際に、子どもの積極的な参加を促す役割

は担任が行う。 

＜会長＞国際理解のための教育の具体的な事例を教えて欲しい。 

＜指導課長＞総合的な学習の項目に、国際理解という項目があり、そこで行っている
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学校もある。また、立川市には、「立川市民科」という科目があり、そこでは自分た

ちのまちのことを学び、課題を考えるということを行っている。立川市民科と国際理

解を絡めて、立川市と比較して他国の文化の理解を深めるという内容の授業を行って

いる。 

また、本年 5 月に、立川市と姉妹市提携を結んでいるアメリカのサンバーナディノ市

に中学生を派遣した。今年はオリンピック・パラリンピックの関係で、ベラルーシの

選手団も立川市に来る。それに合わせて、給食にベラルーシの料理を出したり、来市

の際に交流をしたりしていきたい。 

＜会長＞外国人と子どもとの交流を目的としている取組で、武蔵野市国際交流協会の

事例を紹介する。協会が実施する日本語教室に来る外国人を連れて、小学校・中学校

を訪問し、子どもと外国人の交流を実施している。子どもたちと外国人は、やさしい

日本語を使ってコミュニケーションをとる。日本語のレベルが、ちょうど 3 年生、4

年生と外国人でマッチする。子どもたちにとっても、ただネイティブの話を聞くので

はなく、自分が大人に学びを提供することができる体験となっている。国際理解や啓

発を行う上で有効な取組であると感じているため紹介する。報告書にも委員会からの

提案として掲載を検討したい。 

ALT の日本語のレベルはどの程度なのか。 

＜統括指導主事＞比較的日本語を話せる方が多い。 

＜会長＞ALT の側からも日本語が学びたいといった声はある。ALT に対して、日本語教

育の場を仲介することも多文化共生の取組のひとつである。 

 

＜C 委員＞通訳協力員利用者へのアンケート調査は行っているのか。アンケートを活か

して、改善を行い、利用者の満足度を高める取組にしてはどうか。 

＜A 委員＞利用者や受益者の声を施策に活かすことが重要である。外国人の子どもたち

の視点を踏まえて、支援や施策を展開する必要がある。 

＜B 委員＞先ほど、「多様な言語に対応できる日本語教室」といった話があったが、子

どもの日本語教室については、各言語が分かる人がいる必要はない。日本語のみを使

用してどのように教えるかのスキルをスタッフが学べば、子どもの母語に関わらず日

本語を教えられる。 

子ども 1 人あたり 400 時間の通訳は手厚い支援であるが、その手厚さが子どもたちの

日本語能力の上達には逆効果になるという面も踏まえ、日本語を学べる場所の提供に

力を入れて欲しい。 

＜会長＞研究では異言語指導の初期段階では母語を使ったほうが良いと言う結果はあ

るが、日本語のみの指導でもそのレベルに達することは可能である。現実的な面から

も、全国的には杉田委員が言う手法で日本語指導を行うことが多い。 

＜D 委員＞私は、国際理解の推進を目的として、高校生の留学プログラムの実施ボラン

ティアをしている。留学プログラムの中で、小学生との交流がある。小学生は、事前

に留学に来る高校生の母国のことを簡単に学んでおく。高校生は来日後に、日本語で

自国のことを紹介してもらう。小学生は高校生の自国紹介を聞いて、その内容を冊子

にまとめて高校生が帰国する時にプレゼントする。プログラムでは、どちらかが教え

る立場ではなく、交流を通してお互いに学んでいる。国際理解には、こういった双方
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向の学びが必要と自分の活動からも感じている。 

 

・防災について 

＜防災係長＞取組項目６－２０「防災関連資料等の多言語化」、取組項目６－２１「防

災訓練への参加促進」についてあわせて説明する。多言語化している防災関連資料と

して、防災マップ、洪水ハザードマップ、一部地域の土砂災害危険度を表した土砂災

害ハザードマップの 3 種類がある。こちらの資料は、4 か国語での表記のほか、ピクト

グラムでの表記も行っている。 

第 3 次多文化共生推進プランでは、避難所の標識の更新の際に、表記を多言語化する

と記載されているが、現状は標識の多言語化はなされていない。 

また、駅前対策として、立川駅南北のデッキ上に設置する文字表示板の下にも、多言

語の防災マップを掲示している。 

防災訓練への参加促進では、立川市総合防災訓練の際に、通訳ボランティアの当日の

参加及び、外国人市民への訓練の周知をたちかわ多文化共生センターに依頼している。 

＜会長＞防災関連資料の多言語化に関して、4 か国語のほかに、やさしい日本語を活用

する考えはあるか。 

＜防災係長＞現時点で特に活用する方針等は決まっていない。 

＜会長＞全国的には既にやさしい日本語の活用が進んでいる。他の自治体では、職員

研修でやさしい日本語の習熟・理解を進めている。そのような状況の中、防災関連の

情報を提供する際に、やさしい日本語の観点がないのは施策として十分でないを感じ

る。何らかの形での検討を進めて欲しい。また、委員会からの提言書でも掲載を検討

したい。 

＜B 委員＞熊本地震の際に、現地の多言語支援センターにボランティアで参加した。多

言語支援センターの現場では、多言語化するべき情報を選び、それをまずやさしい日

本語化し、やさしい日本語を翻訳するという手順を取っていた。 

また、一般財団法人自治体国際化協会に加入すると、各種ピクトグラムがダウンロー

ドできる。避難所に日本語のできない人が避難してきた際は、ピクトグラムのコミュ

ニケーションボード（アレルギーの有無、宗教上の戒律など）も必要となる。コミュ

ニケーションボードは、八王子市のものが良く出来ていた。 

立川市では、多言語支援センター立ち上げマニュアルは整備されているのか。もし整

備されているとのことであれば、マニュアルを周知し、対応を関係者が習得する必要

がある。行政の運営担当は協働推進課であるが、発災時に本当に運営にあたれるかは

疑問である。平時からボランティア市民や団体、社会福祉協議会の多文化共生担当と

の連携など、ネットワーク作り、仕組みづくりをすることが重要である。 

例えば外国語ボランティアの育成など、どのように平時の対策を進めていくかの展開

が現在は見えず、災害時の外国人市民の受け入れや、旅行者への対応などについて、

危機感を感じている。 

＜会長＞マニュアルの整備と習得はどの自治体も苦慮している。マニュアルの整備と

あわせて、関係団体をどうネットワーク化して、対応していくかを考える必要がある。

外国人旅行者を支援対象としてどのように考えるかについては、基礎自治体では難し

い部分もある。 
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＜B 委員＞北海道胆振東部地震の際には、旅行者向けの情報をいち早くアップすること

が大事という教訓が上がった。旅行者も自国に早く戻りたいと思っており、どのよう

なルートで帰国できるかが分かれば、対応や問い合わせも減ることになる。 

 

＜副会長＞やさしい日本語の普及は、たちかわ多文化共生センターとしても問題意識

を持っており、昨年は多文化共生講座のテーマとしても取り扱った。 

また、防災に関しては、「外国人のための防災の手引き」を作成しており、これを用

いて外国人のための防災講座を行っている。センターの中に、防災特別委員会の設置

し、災害時にどうやって情報を市から得て、資源を分配していくかを検討している。

平時からの市内関係団体のネットワーク化については、難しい部分もあると感じてい

る。 

＜A 委員＞発災時に外国人市民がどう動くかを考えると、近くに住んでいる日本人と連

携して避難等を行うというよりは、外国人同士のネットワークなどの精神的に近いコ

ミュニティで情報を得るのだと思う。WEB での情報提供の仕組みや、外国人同士のコミ

ュニティに情報が回りやすい仕組みも必要である。 

＜会長＞八王子市では、行政から毎日防災と防犯関係の情報提供が登録制のメール配

信を用いて日本語と英語で送られてくる。また、港区では Facebook を用いた情報提供

を行っている。観光客に対しても、どういった情報を伝える必要があるか、どういっ

た情報が求められるかの検討はしておいても良い。 

＜B 委員＞現在あるマニュアルや手引きが外国人には知られていない。マニュアル等を

当事者に広めるためには、作成するときのプロセスが重要である。作成の検討段階か

ら当事者やその支援者が入って、そこで意見を出したうえでマニュアル等が作成され

たときに納得感が生まれる。そうすると参加した当事者や支援者が持ち帰って、それ

ぞれのコミュニティに広めてくれる。 

計画にしても、マニュアルにしても、その参画に巻き込んでいかないと、外国人は出

てこない。ボランティアや研修のみを通した普及では、そこに出てくる外国人が少な

いのと、参加した人以上には内容が広まらないと感じる。 

 

・追加の協議 

＜B 委員＞第 4 次多文化共生推進プランへの提言では、多文化の視点による防災対策に

重きをおきたい。現状の取組に対して危機感を感じている。現状立川市では、全ての

多文化共生推進業務を委託している。市が直接取り組み、対策を進めていかなければ

ならない項目もある。 

＜事務局・協働推進課長＞改正入管法に関連して、今後外国人相談のワンストップ窓

口を他自治体との一部事務組合により設置したり、外国人職員の雇用が進んだりとい

った動きも出てくるのではないかと感じている。 

＜B 委員＞外国人相談については、相談件数が伸び悩んでいる。これは相談員の人材の

問題ではなく、窓口が常設されていないことが原因の一つであると感じている。時間

帯と対応言語が細かく分かれており、相談者との信頼関係が構築できていない。この

ままでは、相談件数が少なく、相談者がいないから相談業務自体が必要ないという判

断をされることを懸念している。 
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防災では、外国人が避難所でマナーが悪いといった話があるが、それも言葉と意思を

伝える仕組みがないことにより出てくる問題という面もある。 

 

＜C 委員＞日本で生活する際の基本的な情報をまとめた映像作品などは作れないのか。

転入届の際に声かけて映像を見てもらう。イメージとしては、入国管理局で見るよう

なもの。またそれをアプリでも見られるようにしても良い。 

わざわざ学ぶためだけに行くのではなく、何かのついでに外国人市民が学ぶ場を設け

てもらえると良い。例えば防災では、祭りのときに、待機している消防署が会場の中

で訓練などを行っている例もある。また、ショッピングモールで来店の人に訓練や防

災の啓発している例もあった。 

＜B 委員＞仙台観光国際協会が作成した 12 ヶ国語の多言語防災ビデオが、外国人市民

の防災への導入としては良い。また、防災訓練については、日本語でやる防災訓練だ

から来ないという声を聞く。 

＜D 委員＞ 

先ほどの高校生の留学プログラムを実施する際にも、本国の両親は日本が地震国であ

ることをとても心配している。プログラムでは立川防災館に留学生を必ず連れていく

が、地震体験では想定したことのない揺れで非常にびっくりしている。日本の地震対

策を知ってもらうことで、親にも安心してもらうような取組をしていきたい。 

＜B 委員＞防災の体験だと、有明の「そなエリア東京」がおすすめである。 

 

＜会長＞次回以降は、「第 3 次多文化共生推進プラン各事業の取組状況調査票」で達

成度の低いものをテーマにして、検討を進めていく予定である。 

＜副会長＞取組達成度はどのような基準で評価を行っているのか。 

＜事務局・協働推進課長＞主管課の自己評価である。 

 

＜B 委員＞少子高齢化等により、資源が減る中で、それでも進めていかなければいけな

いことはある。多文化共生については、全部市民の方で進めているという感覚を市民

団体の側は持っている。行政が行う部分、市民が行う部分の区分けが明確になると市

民側もやりやすい。 

一般財団法人自治体国際化協会の地域国際化推進アドバイザー制度の活用も検討して

もらいたい。 

 

 

５．その他（次回の日程等確認） 

＜事務局・協働推進課長＞次回は 7 月 25 日 19 時から 20 時半とする。場所はアイム 5

階第一学習室。次回から、広報たちかわで市民に会議の開催をお知らせし、傍聴希望

者に会議を公開する。テーマについては会長と相談し、後日お示しする。 

また、第 4 回検討会議の日程は、暫定で 9 月 12 日もしくは 19 日の夜としたい。後日

委員に希望を伺い、希望が多い方の日程で開催する予定である。 

以上 


