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(資料 1）第 6 回検討会議議事要旨 

会議名称 第 6 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 31 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 会議室 

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 6 回会議用抜粋） 

 (資料 2）第 5 回検討会議議事要旨 

（資料 3）立川市第 4 次多文化共生推進プラン提言書たたき台（修正版） 

（資料 4）立川市第 4 次多文化共生推進プラン提言書（委員修正版） 

出席者 ［委員］ 

野山会長、倉八副会長、王委員、関口委員、橋本委員、委任状（杉

田委員、鄧委員） 

［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．１０．３１ 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 6 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＞今日は、取り組み状況調査票の残りの部分を前半で手短かに終わらせ、後半では、

委員修正版の提言書も出ているが、基本的には事務局が作成して「提言書たたき台」の修

正案を中心に議論し、最後に提言書の項目立て等について議論ができたらと考えている。

それでは残りの取組項目について、事務局からまとめて説明をお願いしたい。  

＜事務局・協働推進課長＞以下、資料１の 7 つの取組項目と 11 の事業について一括して説

明。 

＜会長＞取組項目 10「不動産業者等への啓発事業」については手付かずのようであるが、

不動産関連団体の場所で説明する機会を頂くのが筋だと思う。 

＜事務局・協働推進課長＞協働推進課は自治会も担当しており、最近、自治会支援の関係

で不動産関連団体と協定を結んだので、相談したいと思う。 

＜会長＞何らかの手立てを期待する。 

 

＜会長＞取組項目 19「外国人の交流機会や健康増進機会の周知」について、一番福祉会館

の利用マナーについては、何らかの提言をしなければと思う。 

＜A 委員＞取組項目 9「外国人対象の生活オリエンテーション」にある、フォーリナーズ・

ニュースとは何か。どのようなところに配布しているのか。 

＜事務局・協働推進課長＞年 3 回、各 1000 部ずつ立川多文化共生センター（TMC)が発行し、

市内の各学習館等の公共施設に配架している。 

＜副会長＞市内の図書館、学習館等に 500 部配っている。誌面の内容は、1 面が健康診断

のお知らせ等、市の広報で外国人にとって大切な情報を。2,3 面は TMC の活動から主なも

のを。4 面は市内の外国人の経営するお店の紹介等となっている。 

毎年、9,12.3 月の 3 回発行。TMC と立川市の HP にもアップしている。 

以前は 2000 部発行していたが紙媒体を減らした。Facebook もやっている。去年からやっ

ていて反応はある。 

＜B 委員＞高齢福祉課に翻訳機の寄付とあるがどのような機種か。 

＜事務局・多文化共生係長＞ポケトーク 1 台の寄付である。 

＜副会長＞「世界ふれあい祭り」は、今週末の 11/3、4 に行われる。15 か国が参加予定。

お祭りのみでやりっぱなしというご意見があったが、TMC の事業委員長に話したところ、

祭りをやることが目的であるとのことである。参加団体のブースも増え、より良いものを
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目指している。「飛び出せ立川っ子」もやっている。日本の伝統遊び、けん玉、折り紙等

をやっている。 

＜A 委員＞「世界ふれあい祭り」は活況を呈しているが、その後例えば振り返りの会議等

でパンフレットを配ったらどうか。 

＜副会長＞すでに行っている。 

＜A 委員＞健康保険制度等のパンフレットは配っているのか。 

＜副会長＞立川に住んでいる方ではないので配っていない。 

＜A 委員＞国で作成したパンフレットを簡素化したものでよいので、TMC、TIFA の方に手伝

ってもらって作ったらどうか。英・中・韓はあると思う。 

＜会長＞取組項目 15「日本の学校制度の周知も同様で、著作権に問題がなければ、国や他

市のものを活用できる。立川市の予算でやるのはもったいないし、職員が大変である。  

＜C 委員＞取組項目 9 について、外国人がよく使うアプリに情報掲載した方がよい。中国

人は Facebook をあまり使わない。Wechat を使っている。立川市には韓国、中国、ベトナ

ム人が多いので、どのアプリが多いのかを調べて使ったらどうか。 

＜会長＞Google、ウーバは中国本土では使えない。タクシーを呼ぶこともできない。キャ

ッシュレス化も中国は進んでいる。 

＜A 委員＞よく使うアプリで働きかける方が自然である。 

＜会長＞Facebook、Twitter を使っている自治体は多いが。多様なアプリへ展開するまで

に時間がかかっている。使用するシステム媒体として前進できそうか。  

＜事務局・多文化共生係長＞簡単には進まない。 

＜会長＞どうしたら、Wechat が使えるようになるか。 

＜副会長＞TMC は Facebook や HP にテクニカルで得意な人がいるが、We Chat ではいない。

TMC はテクニカルの問題である。 

＜事務局・多文化共生係長＞HP のときも Twitter のときも誰に発信するかで庁内で議論に

なった。Wechat も市内 2000 人の中国人のためにという議論になるだろう。 

＜会長＞庁内で検討するのは、若年層ではなくアプリに不慣れな人たちが導入の判断をし

ているのではないか。港区では、AI を使って自動翻訳を始めている。まだ簡単には翻訳で

きないが将来はデータが蓄積していって使えるようになるだろう。コストや誰のためにと

いうことがクリアされ、多くの人たちに多くの情報が伝わるようにという提言をしてもよ

いのではないかと思う。 

＜A 委員＞防災について、講座をやられたことは良いと思う。この前の台風のとき国土交

通省でさえ、日本語の情報しかなかった。英・中・ハングルでの情報が課題だと思う。  

＜会長＞末端の情報が届いて来ない。外国人に情報が伝わらない可能性もある。情報網を

作る話題にはなっている。ここ数年は台風も多く情報も入りやすくなっている。  

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

 

前半の討議はこの位までにして、メインの議題「提言書のたたき台」の修正版の議論の説

明をよろしくお願いしたい。 

＜事務局・多文化共生係長＞資料 3-1 は前回の会議で皆さんからの意見を参照して修正し

たもの。資料 3-2 は D 委員の提案をもとに章立てを変えたもの。両者の内容は大きく変わ

らない。今後どちらの章立てでいくのか。また、提言の追加、修正をお願いしたい。  
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＜会長＞15 分程度時間をとるので、この 2 つの資料を読み直す時間をとりたい。 

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

 

＜会長＞内容は資料 3-1 が元となるものが書いてあり、それに加筆・修正のコメントがあ

り、内容としては委員修正案も同じであるので内容を議論するのであれば資料 3-1 がよい。

次の段階で委員修正案の項目を含めて意見を頂きたい。次回はそれらを合体したもので 2

時間議論することになると思う。 

1.提言について、違う層の文が一つになっているので、二文にする等軽微な修正をした方

がよい。 

＜A 委員＞会長と同意見である。二つの内容が一つになっている。 

＜会長＞災害についてのコメントはタイムリーであり身近である。文章の修正については

一文目の文章を修正してもらい、私に個別に送って頂き、次回見てもらう文案を私が書き

直すので見てもらいたい。2.コミュニケーション支援について、①～④の現状がある。立

川市での多言語ガイドラインは英・中・ハングルの基本 3 言語であるのか。 

＜事務局・多文化共生係長＞そうである。 

＜会長＞《直ちに取り組む》提言④の行政文書の多言語化のためのガイドライン（指針）

を見直す。と言ってしまってよいか。「現在の指針では英・中・ハングルの 3 か国語であ

る」と書いた上で、「状況によって再検討するとか見直す」のように書いた方が良いと思

う。立川市が決して遅れているのではないが。 

＜B 委員＞私も会長同様「確認して再検討」の表現が良いと思う。 

＜会長＞④について、若干修正をお願いしたい。 

提言⑤～⑦は一文が長い。⑦は「住民登録窓口をワンストップセンターとして」と最初に

言ってからにした方が良い。⑧は「フォーリナーズニュース」等やっていない訳ではない。

そうであれば書きぶりも変わってくる。 

＜副会長＞⑩についてこの書き方では誤解されるのではないか。ここに来る人は立川市民

でない人が多い。立川の日本人市民と外国人市民の交流の場ではない。趣旨が違うので、

文化の啓発ではあっても、市民交流の場ではない。 

4.多文化共生の地域社会づくりの《じっくり取り組む》の②の書きぶりの方で良いと思う。  

＜会長＞それでは、この⑩は削除することとしたい。（了承） 

＜副会長＞2.コミュニケーション支援の《じっくり取り組む》の②の外国人相談会は TMC

が現在やっていることか。 

＜事務局・多文化共生係長＞ここの相談会は仮想のものであり、内容はお任せする。3.生

活支援の《じっくり取り組む》の③の行政に近い場所の意味が現状との関連ではっきりし

ない。 

＜副会長＞TMC では、年 1 回のリレー相談会と、毎週水・土に相談会を行っている。 

＜A 委員＞それでは「現状行われている外国人相談会～」という表現にしたらどうか。  

＜会長＞「現状行われている相談会等通訳が必要なときは、外国人市民にボランティアを

呼びかける一方、行政サービスの相談時にはボランティアだけに依存しない相談員制度の

確立をはかる。」なら解る。 

専従の外国人相談員を雇うかどうかは、外国人施策の肝になる。週 3、4 日の勤務でそれで

生計が成り立つ相談員を配置しているか否かは大きい。《じっくり取り組む》のところに
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入れることは、とても良い提言だと思う。 

＜副会長＞リレー相談会はボランティア、毎週の相談会は委託事業で生計を立てられる程

ではないが有償である。 

＜会長＞現状のボランティア頼みの通訳ではなく、立川市の職員として、多言語話者の職

員を雇う制度を作って頂きたい。中・ハングル・英については、常時複数の職員が常駐し

て相談できることを都や国に向かって発信していく。それをやっているだけで、立川市は

さすが、多文化共生都市宣言をやっているという肝になる。集住都市ではどこでも相談員

を雇っている。立川市は集住都市ではないが、第 4 次プランまできており、専門相談員を

置いていないということでは、専門家からは、立川市は力を入れていないと見られてしま

う。子どもの母国語教育を除いては、この相談員制度に一番力を入れてもらいたいと考え

ている。この母所がないと力を入れていないと思われる。文面も先程のように書き換えて

残すかどうかということになる。 

＜事務局・多文化共生係長＞相談員制度を確立したいと思う。遠い展望は嘱託職員でこう

したスキルをもった人を採用すると考えられば、実現可能かもしれない。  

＜会長＞それでは次回までにこの提言を事務局で書き換えてきて頂きたい。他の自治体の

相談員は、通訳相談の仕事がないときも翻訳業者等で有効活用されている。委員修正案の、

「命を守り充実した暮らし」、「コミュニケーションを高める」の項目にも相談員を雇用

することでつなぎ役に貢献すると思う。 

 続いて、3.生活支援、のところで《直ちに取り組む》①のところで、内容を一部削除し

た説明をお願いしたい。 

＜事務局・多文化共生係長＞言葉をわかりやすく修正した。 

＜会長＞元は短い文章を加筆して解りやすくしたということ。 

＜副会長＞TMC ではゴミの出し方等を教えるサービスは行っていない。行政が行っている。

TMC、TIFA でそれぞれ役割が違う。生活支援の情報を伝わりやすくすることである。行政、

TMC、TIFA の役割を明確にするということか。 

＜事務局・多文化共生係長＞事務局のたたき台としてのイメージはその通りである。 

＜C 委員＞【現状】の①のところにある「住宅差別」を解決する提言はあるか。  

＜会長＞《直ちに》か《じっくり》かはわからないが、先程の不動産関連団体との連携、

協力、検討会を行うことを入れた文言を一つ入れる。それで答えになっている。  

＜事務局・協働推進課長＞住宅関連のプランで、どういう理由で貸しづらいかの調査を行

う予定と聞いている。貸しづらい理由が分かれば、改善策を考えていけるのではと思って

いる。 

＜C 委員＞住むにあたっての具体的な注意点を事前に教えてもらえると良いと思う。日本

人から見てどのような点が気になるか関心がある。 

＜A 委員＞不動産関連のことが現状に書いてあれば、《じっくり取り組む》でも良いので、

提言は必要だと思う。 

＜事務局・多文化共生係長＞【現状】に記載したが、今回のアンケートでは、住居関する

問題があるとの回答率は前回よりも減っている。 

 

会議前半の議論で入れた方が良いとなっているので、提言に入れた方が良い。  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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ここから 10 ページまで、重要な項目が並んでいるが、修正や削除の可否等の意見はあうか。 

＜副会長＞（2）の教育については、重要だと思っている。現状は通訳協力員である。  

＜会長＞立川市は通訳協力員はいるが、日本語支援員はいない。 

＜副会長＞通訳協力員の他に、日本語支援員を《直ちに取り組む》の項目に入れてほしい。 

＜会長＞そういった趣旨で、《直ちに取り組む》の③があると思っている。 

＜事務局・多文化共生係長＞身近なところでは、ボランティアに放課後に子どもたちに日

本語を教えようというコラボレーションしようという動きが始まっている。 

＜会長＞③について、「日本語を学ぶことができる環境を整備する」とか。「醸成する」

とかの文言を入れて頂きたい。具体的に加えることが可能であれば、前述のボランティア

によって取り組もうとしていることを教えて入れてほしい。墨田区のようにセンター校を

作って、日本語教室を行っている。半年は午前中、日本語教室で日本語を勉強し、午後ク

ラスに合流する。2、3 学期はその反対のスケジュールで学んでいる。1 年間学ぶと、日本

語を習得できる。墨田区では成功している。多文化共生都市宣言を行っているところでは、

この位やってもおかしくない。 

 P9 は削除が多いが、加筆修正をした方が良いと思う。 

＜副会長＞今日は、この提言書の修正案（たたき台）を最後まで見ていくのか。  

＜会長＞時間がないのでサラッと最後まで読んで、この場で言っておきたい意見があれば

言って頂き、後は次回としたい。修正文案を思いついた委員は事務局に送ってください。

委員修正案については、もし章立て等を採用するのであれば、「多文化共生の要・命を守

るために」とか、「共に生きる社会・充実した暮らしを送るために」、「共生社会の基盤・

コミュニケーションを高めるために」等の工夫をしたらどうか。4、行政に望むことには、

「共生社会の構築に向けて」等の副題をつける等の、項目、章立て、構成で理解してもら

えると思う。今日の議論を反映したものを事務局は用意してほしい。 

＜事務局・協働推進課長＞会議は、次回は 11/14（木）、次々回は 11/28（木）であるので、

よろしくお願いしたい。 

＜会長＞事務局が今日の議論をもとに修正した、「提言書（たたき台）」と、委員修正案

を見ながら、次回は議論を進める。できる限り 11/28 で提言書をまとめ、もしそれで終わ

らなければ、12 月に追加の会議ではなく正副会長での調整でいかがか。（各委員了承）  

 

 

 

                                    以上 


