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議事要旨

会議名称 令和元年度 第 3 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７月 25 日（木）午後６時半～8 時 30 分

開催場所 立川市女性センターアイム 5F 第 2 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

・協働推進課所管について

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)

(当日の新規配布資料はなし）

出席者 ［委員］

野山会長、倉八副会長、鄧委員、王委員、鈴木委員、関口委員、

嶋津委員、竃土委員、橋本委員

［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・金子係長

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。

・協働推進課所管について

５．次回以降の日程候補を決定した。
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１．７．２５ 多文化共生推進検討プラン検討会議 議事録

１．開会

＜事務局・協働推進課長＞定刻となったので、第 3 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

追加配布 上位計画との関係も説明

３．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

＜会長＞今日は協働推進課所管のところを中心にやる。

私がお配りしたのは、日本語教室のところで扱う。文化庁から出た日本語教育の推進に関

する説明である。

＜会長＞取り組み状況調査票が配られている。補足説明をお願いしたい。多文化プランの

１８ページの取り組み項目が８つある。その更に下、１４の事務事業を説明するので、そ

れについてのご討議を本日はお願いしたい。まず、取り組み項目１を説明してほしい。

＜事務局・協働推進課長＞以下、資料１にそって説明します。

取り組み項目１の各事業を説明

①市のホームページ多言語化について

表の内容を説明

②外国人向け市ホームページの活用

表の内容を説明

③観光ガイドマップの作成

表の内容を説明

④行政パンフレットの翻訳

表の内容を説明

⑤外国人のための生活ガイドブックの作成・配布

表の内容を説明

＜会長＞最初に確認 ②が達成度が３なのはなぜか ほかはだいたい４か５だが。

＜事務局・協働推進課長＞利用件数を調べたわけではないが、充実度の点で、もう少しレ

ベルアップすべきと考えて、その点、課題があると考えたためである。全体を通して評価

１とか２はない。

＜A 委員＞取り組み達成度は何をもってつけているか。

＜会長＞これは、前回も質問があったが、市の自己評価である。

＜B 委員＞⑤ガイドブック配布の件数は？

＜事務局・協働推進課長＞恐縮だが、把握していない。

＜B 委員＞３０件、月に２冊。ホームページアクセスも１９件。これで、３とか４の評価？

立川にしては少ない。月に１ケタでいいのか？これでこの評価でいいのか？

＜事務局・協働推進課長＞年間のアクセス件数ではない。ホームページにおいた情報件数
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や、翻訳の数である。

＜B 委員＞どれだけ作ったかとかでなく、実際どれだけ使われたが、評価の対象ではない

か。難しいとは思うが成果を問いたい。

＜C 委員＞数字がすべてでないが、B 委員がおっしゃったようなアクセス数のようなものを

把握しておきたいと思う。私自身のガイドボランティアの経験から、ガイドマップを市内

外で配布とあるが、市外ではどんな風にくばっているか

観光課でもお話ししたが、短期旅行者が行くような場所でないところにおいてあったり

する。置き場所に工夫が必要だ。

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞外での配布は、都庁内の観光情報センターにおいて

である。

＜D 委員＞自動翻訳機能とはなにか。

＜事務局・協働推進課長＞契約している機械である。高松町をハイパインと訳したり精度

に課題ありで課題を書いた。

＜D 委員＞会社でＡＩ翻訳を入れたが、いいところ６０パーセントの精度。全部訳す必要

ない。必要な一部のところだけ訳せばいい。外国人ＨＰの活用みると、結構実用的な情報

がある。これをしっかり訳したほうがいい

＜会長＞自動翻訳は港区でもつかってるが、いまひとつである。補完のためにＡＩをつか

った翻訳実績の蓄積システムを使い始めている。まだ始めたばかりだが、やらないよりは

やったほうがいいという感はあるが、使い始めている

アクセス本数がわかるようにするのは必要だ。

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞把握はしている。ここには入っていないが。

＜会長＞ここでアクセス数をのせていただけるとよかった。

＜副会長＞自動翻訳は議論したと思う。ＡＩまでいかなくても、わからない人にはそれな

りに役立つので、いれていくことは悪いことではないと思う。地名等については配慮して

訳すようにすればいいのだと思う。

生活ガイドについて、どれを入れてどれを抜くかは議論した。配布数を把握していない

というお話だが、外国人に行き届く人、住民登録してる人には行き届くように配布したは

ずだ。

＜E 委員＞生活ガイドについては、２８年度に作成は３か国語（英・中・韓）で配布して

いると理解していいか。

＜事務局・協働推進課長＞もう少し拡大し６言語くらいである。スペイン語等もある

＜副会長＞足りない項目を追加して、だいぶ充実して配布しているはず

＜会長＞予算が不足という致命的な課題があるが？今後も予算がとれないということか？

可能性としてはとれるかもしれないということか？

＜事務局・協働推進課長＞可能性はあるが、とりあえず在庫までは確保しているというこ

とだ。

＜副会長＞２８年度は５千部つくったのか？なくなったら、新しくするということではな

いか

＜事務局・協働推進課長＞そのような考え方である。
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＜F 委員＞翻訳した書類は外国人に実際読ませて評価させたことがあるか。

言葉の問題だけでなく、そもそも文化的に当該国にはそのもの（概念）自体がないとい

うこともあるので、２つの意味で難しい。

＜C 委員＞実際そういうご経験はどんなことであったか。

＜F 委員＞免許取る時に試験のことばでわからないことがあった。

＜D 委員＞ごみカレンダーもかなりわかりにくい。日本語のものをつかっているくらいだ。

＜副会長＞ＴＭＣが頼まれたときは、ネイティブがネイティブの観点で訳すが、全くのす

べての翻訳というよりは、趣旨を伝えるという観点でやってる。スペースの問題等もある

ので。１２か国７０人の語学ボランティアがいて、一生懸命やっているということでは理

解いただきたい。

＜会長＞どこの自治体でもそれなりに訳す人がいるが、レベルの問題で翻訳はいろいろ難

しい。たとえば、ネイティブが訳しても、日本語のレベルが低いといい訳にならない。し

っかりやるには逆に日本語に訳せるかをやったりするがなかなかそこまでいかない。英語

の字幕のように「わかる範囲」で訳すというレベルになるのではないか。

どこの自治体でもあるが、だんだんにレベルがあがっていくということで期待するしか

ない。

＜副会長＞ＴＭＣは語学ボランティア。医療等は避けるが、いろいろやっていて、苦労が

あるなかで頑張っていることをご理解いただきたい。

＜会長＞プロに委託すると、予算的には相当になるのでボランティアがやっている。

５千部作って、残部がある程度のこっている段階でもう次の作成をする。というそのよ

うな予算建て、準備が必要ではないか。

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞予算の制約だけではないと思う。今はスポンサーが

つく時代。子育てはゼンリンが例えばスポンサーになり役所負担はなく作れている。

＜会長＞時間の制約もあるので、次に行きたい。

行政文書の多言語化

→説明

＜会長＞自己評価２はあまりないので、行政としてもよく考える必要あるが、ご意見を。

＜D 委員＞ガイドブックとガイドラインは重複しているのか。

＜会長＞ガイドラインとガイドブックは別物である。

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞ガイドブックをつくるにあたっても、ガイドライン

を順守して作っている。

（内容に関しても）

＜C 委員＞ガイドラインは見直し中？国籍分布を調査している？

＜事務局・協働推進課長＞今はまだしてない。国籍は市民課に聞けばすぐわかる

＜C 委員＞いま、どこが増えてる？

＜事務局・協働推進課長＞タガログ、ベトナム等が増えている。

＜副会長＞ガイドラインは文書化するのか。

＜会長＞すでに文書化はしている。

＜副会長＞さらに多言語化する必要があるということ？それならばＴＭＣも協力できるが。

＜事務局・協働推進課長＞言語を増やす必要がある。
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＜E 委員＞点数がひくいのは、多言語化が足りない？ということか。

＜事務局・協働推進課長＞何年も更新していないので評価としては低くなっている

文中の外国語化ガイドラインは多言語化ガイドラインに訂正させてほしい。

＜会長＞協働推進課で多言語化をおこなうのか。

＜事務局・協働推進課長＞ＴＭＣ等のご協力でやっていく。

＜E 委員＞医療等まで含むあらゆる分野をボランティアでやっていくということか

＜副会長＞いろんな方が有償、無償その他いろんなやり方でやっている。

＜B 委員＞低い評価というのはかえって信頼できる。低い評価というのは、ここに問題が

あるから、これからこうやっていくという宣言であると思う

＜会長＞ガイドラインの改定が喫緊の課題ということでそれをやってもらえればと思う。

取り組み３ 市役所内の通訳翻訳サービス

＜D 委員＞専用携帯の回線は

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞３本 少なくとも過去（市民課にいたころ）におい

ては、ほぼ使用実績はなかった

＜副会長＞通訳協力員は第三次？

＜C 委員＞外国語対応協力員は？市の職員

＜事務局・協働推進課長＞市の職員、主として本庁勤務。

＜A 委員＞通訳協力員と３者間通話はどう使い分ける？

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞市民課の職員が説明したいことを３者間で使うこと

が多かった。通訳協力員は単に語学ができるだけでなく、その業務に通じているかなどの

観点で選ぶこともある

＜D 委員＞なぜ、携帯は使わなかった？

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞全く日本語が分からない方がそんなには来ない。通

訳などを連れ立ってくることが多かった。

＜D 委員＞そういうサービスがあるのを周知する必要はあるだろう。

＜C 委員＞なぜ５点か。あまりいい状態ではないようにおもうが。

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞環境整備はおわっているのでという判断である。

＜D 委員＞ひとりで来ても３者通話で用が足りると知っていれば私は初めてのときに独り

で来たかもしれない。外国人にこのようなものがあることを周知すべきだ。

＜会長＞他の自治体でも、外国語ができる職員を活用する制度は多いが、限界がある。そ

の人たちのスキルアップのための予算などの用意もなかなかできないので。このような制

度を充実させるための方策に苦労している自治体が多いと聞く。人を使うことには限界が

あり、３者間通話を充実させるという方法もあるだろう。いずれにしてもやり方を組み合

わせてうまくやる必要はあるだろう。

取り組み４ ＮＰＯと連携した多言語情報の提供

＜副会長＞ＴＭＣの情報誌はホームページにもアップしている。Ａ３二つ折り見開きの体

裁で、１面は健康診断のお知らせ、在留カードに関する情報、など、おりおり、協働推進

課と相談して重要情報を載せている。ふりがなをすべてつけてやさしい日本語で表現して

いる。２、３面はＴＭＣの活動紹介。４面は多摩地区で評判の外国人向けや、外国人が経
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営しているお店などの紹介、外国人のための相談窓口、人数をふやすということに関して

言えば一生懸命やっている。リレー相談会は東京都で毎月やっている。立川でも毎年５階

を借り切ってやっている。専門家が無料でやるからということもあるが、身近な方に相談

できないという悩み故というのもある。今年は９人で、行政書士４人が弁護士５人。

ボランティア３０人など、多数の方が関わっている。

＜D 委員＞どのように宣伝するかは難しいが、ガイドブックの配布時に案内チラシを一緒

に配ってはいかがか。私は今地元でテニスをやっているが、あまり外国人はいない。

あらゆるお知らせをチラシで配ったら、いろんな行事にきてくれるのではないか。相談

会についてもそう思う。はじめに登録する時に行くくらいで、役所にはあまりいかないの

で、そのタイミングで配るのが大切だ。リレー相談会のチラシもくばったほうがいい。ペ

ラの分かりやすいチラシで。

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞便利帳は必ず渡している。

＜C 委員＞リレー相談会については、よく知っている。必要なときにはよく伝わるように

伝達する必要がある。外国に住んだ経験上でもそうである。D 委員がいうように、ペラの

チラシで伝えるのはいいと思う。

＜会長＞リレー相談会は、各所で工夫して周知しているので、みなさんに伝わっているの

だと思う。２７人という数字が倍くらいになるかもしれない。来年度に向けて、取り組ん

でほしい。

＜副会長＞タクロスの中でやる等してもいいかもしれない。ごみとかのことで相談に応じ

ていただいてもいいかもしれない。

＜D 委員＞無料が魅力的。

＜事務局・協働推進課長＞タクロスの件は検討したい。

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞相談につかえる個室も３つある。

＜B 委員＞携帯等をつかって相談はできるのか。

＜副会長＞スカイプ等でもやっている。

＜B 委員＞年２７件の相談、月３件もないのが少ないと思う。その改善が必要ではないか？

それでも評価５というのはなぜか不思議な気はしてしまう。

＜副会長＞ほかに仕事をもってやっていて、嘱託の事務員がやっているという点もご理解

いただきたい。

＜B 委員＞ＴＭＣさんに問題があるのではなくて、役所の問題である。取り組みの仕方で

なく、結果がどうかで評価してほしい。その点を考えていただきたい。

＜D 委員＞外国人の相談窓口の方はボランティアか？

＜副会長＞そうです。

＜D 委員＞相談と日本語教育は１本化できないのか。

＜副会長＞立川にはＴＭＣとＴＩＦＡがあって、すみ分けているので、なかなか連携も難

しい。最近はだいぶ連携し始めている。

＜会長＞大きな自治体ほど、このように分かれていることが多い。日本語教室の場で、相

談会の周知をしたり、その逆をやったりということになるかと思う。

＜B 委員＞日を合わせて、近くで連携してやれば、いいので難しくないと思うが…

＜会長＞本日ＴＩＦＡさんが見学にくるという話もあったが、実情見えなかった。なかな

か連携は難しい部分はあるかもしれない。ただ、できないと思い込んでいると、いつまで
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もできないということはあるので、工夫は必要かと思う。

情報伝達方法の工夫

＜会長＞

ひたすら充実を目指してほしい。港区は Facebook をつかいはじめたが、Facebook を使

わない人にはどうする？という問題になった。なかなか難しい、何らかの新機軸を生み出

せたら…

＜副会長＞前回５年前にやった課題である。

＜B 委員＞５年間ずっと特に進歩がなかったということか？ただ考えるだけでなく、とり

あえず何でもやってみることではないか？例えば Facebook なら Facebook で…

＜会長＞今後、こういう方法に取り組むというように、少し加味していくということが大

切ではないか。

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞市は Twitter しかやってない。

＜B 委員＞反響は？

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞反響は非常に少ない。

＜副会長＞ＴＭＣは Facebook の反響はわりにある。

＜会長＞残り３つをまとめて説明願う

外国人のための日本語教室

日本社会の習慣等に関する学習機会の提供

＜会長＞日本語教育の推進に関する法律の説明をしたい。超党派・全会派一致で成立した

法律。第３条、理念では

１２条～２６条

海外における日本語教育の機会の拡充等にまで触れられており、画期的な法律である。

一部自治体に仕事が下りてくるという可能性がある。予算は折半であろうが…

その場合に自治体がそれをひきうけるかという問題がある。

ＴＭＣさんが立川はやっているか

多文化に応じた図書館サービスの問題がある。

＜E 委員＞日本語教室は立川に在住、在勤の方が無料でうけられるということか？

＜事務局・協働推進課長＞原則そうだが、一応、「紹介」ということで、他市の方がくる

こともある。

＜A 委員＞市外の方がうけている実例は西砂教室ではで多い。

＜F 委員＞図書館のサービス。もっと面白くすれば。

＜会長＞１対多数の教室形式ですよね

＜A 委員＞本来は１対 1 だが、ボランティアが少なく、実態はそうなっている。

＜会長＞武蔵野市等では、１対１の対話で行っている。専門的にはバディシステムという。

教えることはしない。基本的に日本語で交流する場面をつくって、日本語を話す場面を増

やすということでやっている。
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＜会長＞あまり便利でない場所での日本語教室なので、便利な場所でやってみるというこ

とは必要である。また、ＴＩＦＡ，ＴＭＣの事業を日をあわせてやることも必要だろう。

＜B 委員＞周知のやり方等、いろいろ有益なことは、１０や３０のいろんなやり方を他の

自治体等に電話なりで聞き取れば、たくさん出てくるはずだ。ぜひそのような調査をして、

ノウハウをたくさん集めてほしい。ここで話して終わりでなく、ここでの話は動機づけで、

あって、役所の方で、実際に取り組んでほしい。

＜会長＞場所の話はぜひ工夫してほしい。

＜事務局・協働推進課長＞西砂教室については、検討をしてみたい。

次回

＜事務局・協働推進課長＞駆け足で説明したが、会長のご都合もあり、９月１９日（木）

にさせてほしい。場所はアイムを中心に、検討して決める。

前半、フリーディスカッション等でかえってわかりにくくご迷惑をおかけしたが

１０月か１１月は提言書のまとめも近いので、月に２回になることもある。

よろしくお願いしたい。


