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(資料 2）第 5 回検討会議議事要旨

会議名称 第 5 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 10 月 10 日（木）午後 7 時～9 時

開催場所 立川市女性総合センター第 1 学習室

次第 １．開会

２．資料確認

３．前回議事録の確認のお願い

４．立川市第４次多文化共生推進プランについて

５．その他（次回の日程、今後の進め方等の確認）

配布資料 （資料 1）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５回会議用抜粋）

(資料 2）第４回検討会議議事要旨

(資料 3）第 4 次多文化共生推進プラン検討会議での提言に結びつくよ

うな主な発言(第 2 回から第 4 回）

（資料 4）立川市第 4 次多文化共生推進プラン提言書たたき台

出席者 ［委員］

野山会長、倉八副会長、鈴木委員、嶋津委員、竃土委員、王委員、

鄭委員、杉田委員、(委任状)関口委員

［事務局］大須賀協働推進課長、新堀多文化共生推進係長

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のためメール送信するので、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。

５．次回以降の日程候補を決定した。
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元．１０．１０ 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 5 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

配布資料の説明

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＞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。第 3 次多文化プ

ランの １９ページの「Ⅳ、多文化共生の推進体制の整備」に取り組み項目が５つある。

その更に下、5 つ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前半の 40 分

程度行い、後半は前回お願いした、提言と思われる発言の箇条書きの資料についての議論

を約 60 分行う。

＜事務局・協働推進課長＞以下、資料１の取組項目 30「地域における各主体との協働事業

の実施」について説明。

＜会長＞今年度は実施しているのか。

＜事務局・多文化共生係長＞今年はまだである。TIFA の会員の方の参加協力が多く、昨年

は一般参加者が 1 名だったことが課題である。

＜副会長＞ここ 4 年位関わっている。TIFA の会員が多くても良いことだと思う。

＜A 委員＞多文化理解講座の中で防災講座は生命にかかわることでとても大事。しかし、

AED の救命講座は日本語があまり理解できない外国人に方が行っても無駄である。多文化

共生の防災について、市はどのようなことをしたいのか。ビジョンもなく。本気度も感じ

られない。NPO では限界がある。私は第 2 次推進プランのときも参加しているが、防災に

ついての施策は進んでいない。行政内でどの部署がどこまでやりたいのかをきちんと示さ

ないと同じことの繰り返しになる。

＜副会長＞どこまで深めるかは大事。TIFA の会員さんは日本に来たばかりであり講座は有

益。防災館の体験メニューも選べる。防災入門が講座の目標である。

＜A 委員＞外国人は若い人が多い。外国人が要支援で日本人が支援することではない。一

緒にどうしていきたいのか。研修のその次をどうするのか。市がどの部分をどこまでやり

たいのかがよくわからない。

＜会長＞市がやる気がないのではない。ただこのような状況であると題目はあげているが

ほとんど何もやっていないと言われかねない。立川市はこうして早い時期に多文化共生推

進プランを作成しているが、頑張っていると聞こえてきたことはない。協働推進課が各施

策の担当課にこうした意見をつなげているかは何とも言えない。

＜B 委員＞行政はこの会議の進行等全般について反省すべきだ。

＜会長＞資料 3 の議論に力を入れたい。事務局が未配布だが提言書のたたき台として資料

4 も用意しているので、取組項目の 31～34 の説明をまとめてお願いしたい。
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＜事務局・協働推進課長＞以下、資料１の取組項目 31「地域における各主体との協働事業

の実施」から取組項目 34「多文化共生行政推進会議の開催」までをまとめて説明。

＜会長＞取組項目 31 から 34 について意見はあるか。

………各委員から特に発言なし。

＜会長＞それでは事務局から資料 3 の説明をお願いする。

＜事務局・協働推進課長＞資料 3 の説明。前回第 4 回の議論を受けて、第 1 回はフリーデ

イスカッションになったので、それを除く第 2～第 4 回での発言の中で提言になるような

ものを拾って資料にした。

＜C 委員＞学校への通訳協力員の派遣よりも、（外国人の子どもたちが）日本語を学べる

日本語教室の提供に力を入れてほしい。

＜A 委員＞日本語学級に力を入れることは良いと思うが、学校への通訳協力員の派遣は、

学校の三者面談とか子どもの難しいことについては必要。

＜D 委員＞通訳ボランティアに対する多文化意識啓発等の研修はあるのか。

＜副会長＞通訳への研修は行っていない。

＜A 委員＞かつては、コミュニティ通訳要請講座をやっていたが、最近は行っていない。

＜C 委員＞F 市では、子どもたちへの日本語学級の講師に学校での通訳として来てもらって

いる。

＜会長＞通訳の力量・適正についてや、コミュティ通訳研修の必要性については提言の中

で触れることは十分と思う。

＜B 委員＞提言書の骨子案も提示されず、こうした議論を進めて大丈夫か。

＜会長＞それでは事務局、最後に配る予定の資料 4 を配ってください。

＜事務局・多文化推進係長＞資料 4 は提言書のたたき台を事務局で作成したものである。

各委員の発言を資料 4 に盛り込んで作ってみた。「直ちに取り組む」と「じっくり取り組

む」に分けてみた。表現に修正、追加等があるか議論をお願いしたい。

＜会長＞市としては、12 月には提言書を仕上げたいとのこと。提言書のたたき台は構成上

いくつかに分かれている。提言の欄を見てチェックしていこうと思うがどうか。

11 項目に分かれていることについて意見はあるか。

＜A 委員＞コミュニケーション支援について、「直ちに取り組む」の⑥について、範囲が

広く、具体的に何がしたいのかよくわからない。⑪はわかりやすい。⑥と⑪はどう違うの

か。

＜事務局・多文化推進係長＞そうした議論によって修正をお願いしたい。

＜A 委員＞3.生活支援(1)居住、に話しが飛ぶが、「直ちに取り組む」の①で、生活オリエ

ンテーションを行うとあるが、第 3 次プランのときもあったが、具体的にはどのようなも

のか。また、(3)医療・保険・福祉の「直ちに取り組む」①の表現がおかしい。保険への加

入は義務であり、その後にメリットについて書いた方が丁寧ではないか。繰り返しになる

が、防災について市がどのようにしたいのか考え方を伝えてほしい。

＜B 委員＞提言だけではなく、問題点を厳しく書くことも大事である。そうしないと役所

は動かない。
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＜事務局・多文化推進係長＞あくまでもたたき台として形にしているので、とらわれずに

議論していただきたい。

＜会長＞資料 4 の現状をよく読んだ方がよいと思うので、恐縮だが約 5 分間で資料を熟読

してほしい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜会長＞5 分間で読み切れないかもしれないが、1 回目の意見交換なので言える範囲で意見

を言っていただき、次回までに意見をもとに修正点等を膨らませていただきたい。

＜C 委員＞3.生活支援(2)教育についてと 4.多文化共生の地域社会づくり、について意見を

述べたい。教育についての提言を具体的に表現してほしい。「直ちに取り組む」の②につ

いて、何をサポートするのか具体的に。

「じっくり取り組む」について、①は「子どもに対して日本語教育の場を設ける」という

ように、一括してもらいたい。②は、「保護者会」という表現ではなく「学校行事」でよ

いのではないか。「通訳者の力量の向上」も入れてもらえたらと思う。④は要らない。も

しくは、④と⑥は「社会地域づくり」の方にもっていった方がよいと思う。⑥は家庭内で、

④は地域社会の役割でよいのではないか。⑤の「お知らせ」は山ほどあるので、「学級便

り」とか、具体的に絞った方がよいのでは。防災についても、もう少し具体的にしたらど

うか。

＜会長＞(2)教育についての「じっくり取り組む」の①については、「直ちに取り組む」の

方に移した方がよい。⑥の母国語については、項目に残した方がよいと思う。⑤について

は、多言語化よりも総ルビをふることを優先であるとの意見を述べたい。

＜D 委員＞⑥は行政の支援も必要であり、入れておいてほしい。

＜副会長＞通訳への研修を直ちに行うのは可能だと思う。コミュニケーション支援につい

て、⑦の外国人相談窓口に相談者が少ない。相談窓口の場所が現在「アイム」だが、マン

ネリ化している。場所や周知の方法の検討について、新たに項目立てして上の方に入れて

いただきたい。「多文化共生の社会地域づくり」の「じっくり取り組む」の③、④につい

ては、TMC だけではなく TIFA 主催の「えんがわ」もあり、具体的な筋道を示せたらと思う。

＜E 委員＞実施主体は市なのか各団体なのか？

＜事務局・多文化推進係長＞市が主体という前提。各団体についての役割についての補足

の表現も必要と考える。

＜B 委員＞提言全体の校正について提案したい。生命に関わる「医療」と「防災」の 2 つ

が特に大切で、入管法の改正により外国人の増加が予測され、地域トラブルが発生しない

よう「生活ルール」が重要であり、「医療」と「防災」に「生活ルール」、「教育」の 4

つを軸にした全体の構成を提案したい。

＜会長＞次回この順番で書き換えて提示してもらってもよのではないか。

＜B 委員＞他市（区）の事例を写真等を交えて入れた方が説得力があるのではないか。

＜A 委員＞立川市の職員は住民 200 人に 1 人くらいの割合とすると、外国人市民は約 4500

人なのだから、外国人の職員は 20 数人はいてもよいはず。第 2 次プランのときに「相談員

を設けます」としたが、いまだに実現していない。外国人市民が増えてもゴミの出し方等
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で問題にならないようにするには、多文化共生担当の人員を増やすべき。TMC の通訳依頼

も医療関係が多い。外国人市民も高齢化しており、多文化共生ソーシャルワーカーが必要

になる。研修しながら人材を育成していかないといけない。TMC の相談所ももったいない。

常時開設でなく、対応言語が週によって異なり、相談員が毎回変わるので相談者はあまり

来ない。

＜会長＞多文化ソーシャルワーカーの件、相談員常設の件、相談員を固定化して信頼関係

をつくる等、重要な発言が多いので、お手間をおかけするが、次回の会議までに杉田委員

が A4 ・ 1 枚程度にまとめて事務局に送ってもらえないか。

F 委員はまだ発言されていないが、何かご意見はあるか。

＜F 委員＞取組項目 31 の「多文化共生推進委員会」に外国人委員がいればよいと感じてい

る。また、取組項目 33 の「職員研修」について、異文化環境、外国人の立場や考え方の違

い、異文化交流の経験を積むようなものにできないか。予算がなければ、交換留学生への

インタビューなど。

＜会長＞そろそろ終了の時間になる。次回は、事務局から構成を変え再構築した提言書の

たたき台を、データとして作り直したものをデータで示してもらい、皆さんと協力、共有

して議論したい。次回は 10/31（木）の予定である。

＜事務局・協働推進課長＞11 月に 2 回会議を開催することにすると、11/14（木）、11/28

（木）の 2 回を提案させていただきたい。場所も女性総合センター「アイム」で確保でき

た。

＜会長＞あと 3 回の会議で提言の内容をつめていくことになる。

＜事務局・協働推進課長＞取組項目の振り返りがあと 1 回分残っているのでよろしくお願

いいたしたい。

＜会長＞提言書のたたき台の議論に時間を割きたいので、短い時間で確認したい。

以上


