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令和元年度 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（案）

開催日時 令和元年５月 30 日（木曜日） 午後 6 時半～午後 8 時 30 分

開催場所 女性総合センター 第 2 会議室

出席者 [委員] 野山委員、倉八委員、鄧委員、王委員、鈴木委員、関口委員、嶋津委員、橋本委

員、杉田委員、竃土委員

[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、新堀多文化共生係長

1．あいさつ

＜事務局・協働推進課長＞定刻となりましたので、第 1 回、立川市第４次多文化共生推進プラン検

討会議を始めます。本日、正副会長が選任されるまで議事進行を担当させていただきます協働推進

課長の大須賀と申します。よろしくお願いいたします。開会にあたりまして、産業文化スポーツ部

長から皆さんに委員の委嘱辞令をお渡しいたします。

【委嘱辞令の交付】

＜事務局・協働推進課長＞次に、部長から皆さんにご挨拶申し上げます。

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞お集まりいただきありがとうございます。次期 5 年間を続いて

まいります第 4 次の多文化共生推進プランの策定にお力添えいただきたいと思っております。検討

していただいたものは庁内の検討組織ともやり取りをしながら、素案、原案、パブリックコメント

をはさみながら、年を明けまして 3 月までに計画の形までもっていきたいと考えております。皆さ

んの任期は 2 年間となっておりますので、計画が策定され走り出した後も進捗状況のご意見をいた

だきます。お仕事のあとに参加いただいた委員もおいでで、お忙しい中とは思いますがどうぞご協

力よろしくお願いいたします。

＜事務局・協働推進課長＞遅れてこられる方もいらっしゃいますが、委員 10 名中、９名の方が来ら

れておりますので会が成立したことを報告いたします。それでは、委員の方のご紹介に移らせてい

ただきます。自己紹介をお願いします。

【各自自己紹介】

＜A 委員＞私は高松にあります研究所で働いております。数年前まであまり立川市とはご縁がなか

ったのですが、２年ほど前からご縁ができました。皆様に比べると立川市の土地勘がまだ十分では

ないと思います。いろいろ教えていただきながら、ぜひ忌憚のない意見交換ができたら有難いと思

っています。よろしくお願いします

＜B 委員＞私は留学生が通う学校を立ち上げて 3 年くらいになります。国立に引っ越してきまして、

たちかわ多文化共生センターに出会って、自分のライフワークが多文化共生だったので不思議なご

縁ができました。立川市のプラン検討には第 2回から関わっていましてみなさんのいろんな意見を

いただきましてありがたく感じております。よろしくお願いします。

＜C 委員＞私は 2009 年から日本に来て大学に通いました。卒業したあと東京で就職しました。5年

半くらい市町村の仕事をしました。このような委員は初めての経験です。よろしくお願いします。

＜D 委員＞私は、公立の小学校の中にある日本語教室の教師をしており、外国の親御さんやお子さ

んと触れ合う機会がありました。立川市でこのような委員の募集を広報で見まして応募しました。

よろしくお願いいたします。
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＜E 委員＞私は 6 年前に日本に来て大学院を卒業しました。卒業後は教育に興味がありましたので、

プレスクールでバイリンガルの教師をしています。このような委員は初めてですがよろしくお願い

いたします。

＜F 委員＞私は 2000 年の最終日、12 月 31 日に日本に来て日本のお正月が 1 月 1 日でびっくりしま

した。正月に人の家に来て大変失礼だったなと感じ、文化って隣り合っていてもこんなに違うんだ

なと感じました。漢字がある国だから似てると思っていましたが違うんだなと思いました。5 年く

らい静岡に住んで働いていましたが、結婚して立川に来ましたて、東村山市で市民相談交流課の外

国人相談の仕事を受けております。他に自治体国際化協会で多文化共生の地域づくりの推進アドバ

イザーをしています。この委員は 2 回目になります。今回は立川防災ボランティアネットから参加

させていただきました。よろしくお願いします。

＜G 委員＞大学院生で日本語教育研究科に在籍しております。また、西砂の日本語教室のボランテ

ィアもしております。母が韓国人で私の経験や体験を踏まえて多文化共生に貢献できればと思いま

す。よろしくお願いします。

＜H 委員＞私は役人だったことから、国際部や教育委員会に配属されたこともあり、仕事の関係で

ニューヨークに駐在した経験もあります。その時に子どもがおりまして学校での差別のしかた、さ

れ方を経験しております。クレアの立ち上げにも関わらせていただきました。現在大学の講師をし

ておりますが、70 才を超えてこのような委員会に携わらしていただけたらなと思います。よろしく

お願いします。

＜I 委員＞私は立川に住んで 20 年以上になりますが、川崎市で高校の英語の教員をしております。

社会の一員として貢献できればと思います。よろしくお願いします。

2. 正副会長の選任

＜事務局・協働推進課長＞それでは自己紹介が終わりましたので議事に移ります。最初に、会長の

互選をさせていただきますが、立候補もしくは推薦される方がいらっしゃれば挙手をお願いします。

【「野山委員を推薦します」と声有り】

会長に野山委員をとご推薦をいただきましたが、お諮りしますがいかがでしょうか。拍手を頂き

ましたので、野山委員に会長をお願いしたいと思います。一言お願いします。

＜会長＞あらためまして会長を務めさせていただきます野山です。よろしくお願いします。2001 年

に集住都市会議が初めて浜松市で開催されました。その際に、浜松市の宣言文が出ましたが、その

時の宣言文の一部が、10 年ほど時間がかかって、外国人住民登録の在り方が変革されました。日本

はこのように、施策や法律改正の要望があっても、時間がかかるので、その間、めげずに粘り強く

やる、ということが肝腎です。ただ何もやらないと、何も動かない、というのも確かです。

【１名の委員が到着し、自己紹介】

＜J 委員＞遅れてすみません。私はアメリカの会社の数社で基本的には人事の仕事をしておりまし

た。その後厚生労働省関連の通訳・翻訳をしております。私は立川が大好きで大好きで住んだとい

うこともあり、立川市で何かできればということで参加をさせていただきました。よろしくお願い

します。

＜事務局・協働推進課長＞続きまして副会長に立候補もしくは推薦される方がいらっしゃれば挙手

をお願いします。
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【「倉八委員を推薦します。」と声有り】

それでは、副会長に倉八委員を提案したいと思います。お諮りしますがいかがでしょうか。拍手頂

きましたので倉八委員に副会長をお願いしたいと思います。以後議事の司会進行については会長、

副会長に交代しますのでよろしくお願いします。

＜副会長＞あらためまして副会長を務めさせていただきます倉八です。第 3 次の計画と見直しをさ

せていただき、ほんとに多くのことを学んできました。立川市は 2016 年 12 月 19 日立川市多文化共

生都市宣言を出しまして、私の所属であるＴＭＣ（たちかわ多文化共生センター）ではその宣言を

うけてどのようにしていくか話し合いました。この宣言を体現していきたいと思います。

3. 会議、名簿の公開、傍聴について

＜事務局・協働推進課長＞それではお手元の日程の６番について事務局から説明いたします。合わ

せて資料の確認をいたします。

＜事務局・多文化共生係長＞資料の確認ですが、第 1次多文化共生推進プランの抜粋、第 2次多文

化共生推進プランの抜粋、第 3 次多文化共生推進プランの抜粋、名簿と要綱、会議のスケジュール

を用意しております。ご確認ください。

＜会長＞確認ですが、私たちの任期が 2 年になりますが、作成のスケジュールとの整合性はどのよ

うになるのですか？

＜事務局・多文化共生係長＞プランを作るのが今年の 1 年、進捗確認、振り返りが次の 1 年となる

予定です。

＜事務局・協働推進課長＞本日の会議は 6 時半から始まり、8 時前後までと考えており、会長とも

調整しながら今後の開催スケジュールを決めさせていただきます。

＜事務局・多文化共生係長＞この会議は原則として公開となります。本日は第一回目ですが、会議

の日程が広報掲載に間に合わなかったため、広報たちかわや立川市のホームページには掲載してお

りません。今後も会議は原則公開とし、希望者に対して会議の傍聴を許可するということでご了承

いただければと思います。

＜会長＞傍聴の方は聞いているだけということですか？

＜事務局・多文化共生係長＞おっしゃるとおりです。

また、会議の要旨・要点を記録・作成させていただき、テープ起こしをした後に委員のみなさん

に確認していただき、了承が得られましたらホームページで公開します。委員の名簿も公開するこ

とになりますが、議事録上は名前を伏せて公開します。以上です。

4．議事進行

＜会長＞それでは、いきなりフリーディスカッションといっても話しづらいと思いますので、第 1

次プランの抜粋を読んでいただきご意見をお願いします。

＜H 委員＞それでは私から。要は私たちは何を作ればよいのか、これら 7，8回の会議の目的や出口

が見えないと居心地が悪い。そう考えた時にもう第４次になるんですよね。これまで作ってきたも

のは、言いづらいんですが、基本理念にしても分析にしても、問題は立川の何が困っているのか、

多文化でだれが困っているのか、そういうところから行かないと。抽象的に「助けあって生きてい

きましょう」とかはもう言葉に尽くされているから、それをまた 4 次の計画で書いてもあまり意味
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がないのかなと。そろそろ本音で。外国人といっても山ほどいるんですよ。立川にどんな人たちが

住んでいてどんな課題を抱えているのか、そういった方たちに語りかけるようなもののほうがずっ

と生き生きしてくるんですよ。きれいな言葉の羅列はもうやめた方がいいですよ。何が課題となっ

ているのかまず検証し、そのうえでだれに話しかけるのか、それぞれの地域社会、コミュニティが

別個の課題を持っているのですよ。それで外国人ということでひとくくりとするような乱暴な議論

をやめて、できるだけ抽象的な話しにしないこと。

＜会長＞おっしゃることはわかります。ちょうどここに過去のプランの検討委員だった方がいます

ので、経緯を含めて何かしら回答がでてくるかもしれませんので一言いかがでしょうか。

＜B 委員＞1 次はあまりわかりませんが、たしか記憶では１、２、３次を作るにあたっては外国人意

向調査をしていたと思います。そこに立川市のここに満足しているとか不満があるとか載っていた

と思うので参考になると思います。今回も意向調査をやられたと思いますので、その結果は大事な

一次資料となると思います。第 3次の振り返りの報告書を作成しています。実際にどういった活動

をしたか、どういった方が関わったかが明記されています。こういう観点をふまえて割と満足度が

高い結果が出てるとか、何が連携ができていないかとか、報告書を見ていくと出てきますのでこれ

を見ていくとよいと思います。

＜会長＞ということは 2 次、3 次も今話題になっている人の立川市内の意向、意見をヒヤリングし

てきた結果が反映されてきたということですね。今回もアンケート調査を実施しているはずだから

それをふまえて第 4 次も考えられるはずだということですね。そのあたりの関連資料はでますか？

＜事務局・多文化共生係長＞はい、意向調査の資料については、次回配布いたしますが、メールで

先に送りますので、ご確認ください。

＜H 委員＞満足度が高いっていうのは、多分どこの自治体でも回答をする人自体が肯定的なことを

書くので満足度が高くなるから。でも実際は、そうでない人が多いんじゃないでしょうか。そこを

どう掘り下げるか。未回答の人たちのなかには役所と接触したくないと思っている人もいるかもし

れない。そう思っている人たちが不安なく生活できるようにしないと。日本人の中にも、犯罪があ

ると〝外国人がやった"みたいな言い方をする人がいる。私の体感からいうと満足している外国人は

ほとんどいないんじゃないかと思う。昔から立川市が引きずっているダーティな部分に触れざるを

得ない。

＜○委員＞多文化共生都市宣言を受けてシンポジウムを開催しましたが、やはり輝いている人や日

本語ができる方だけが出てきて、裏の話はなかなか語られないので、これはきれいごとではないか

と指摘もされました。こういう報告書、これからのプランにどのように率直な意見をすくい上げて

いくか、生かしていくか。

＜F 委員＞第 3 次のプランを見た時にすごくいい項目がたくさん加えられていて、当時は感心した

んですね。その中で施策の体系の 9 番、「外国人対象の生活オリエンテーションの実施」、15 番の「日

本語学校の周知」とありますが、それがどのように実施され進捗状況はどうなのか、周知とはどん

なことか知りたいと思います。なぜかというと立川からの教育に関する相談がおととしは 12 件あり

ましたので、どのような周知をしたのか。それから日本は災害が多いですね。プランの「災害に対

する備えの充実」として、確かに毎年防災講座を開催しているのは知っていますが、外国人が４５

００人を超えていて、まだまだ増えていくなかで、日本語ができない外国人の人たちが各自が住ん

でいる避難所へ行ったときに、支援する語学ボランティアの人たちを市がどのように活用していく
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のか。あるいは言葉のルールを分かったうえで、怪我のない人を支援する側に回していけるのか、

その仕組みをどのように考えているのか。そこを教えていただければ次のプランにつなげていける

のではないかと思います。

＜会長＞すでに 2 次、3 次のプランの話になっているので、第 1 次から見ていくということは撤回

して、すべてを網羅的に見ていくという方向に変えていきます。今の質問に対して事務局から答え

られるものがあれば答えてください。そうでなければ次回までに用意してください。９と１５と災

害に対する備えの充実に関するものですね。関連ですか？

＜○委員＞初めてこの検討会議に参加させていただきましたが、私は教育と子どもに関わっている

ものですから、このあたりのことで意見が言えたらと思っています。自分に何ができるのかなと考

えた時にあまりにも立川市の多文化施策について知らないことが多いなと。他団体では例えば川崎

市ではネパールの方が多いとか、江戸川区ではインドの方が多いとか、何か特徴があるんではない

かと思われるんですが、立川市のことについても全体的に教えていただけたらありがたい。第 3 次

の１から３４まですべての取り組み状況を教えていただけたらいいなと思います。

＜会長＞この会の後に会長として事務局と調整するべきことかもしれませんが、他の自治体の事例

として、以下紹介します。例えば、取り組み項目が挙がった場合は、担当部局がすべて表になって

並んでいて、すべての担当項目で昨年度どういったことを実施して、今年度どのようなことが課題

として挙げられるのか等、掲載されています。また担当部局の、例えば課長や、その代理がほぼ全

員傍聴しており、質問が出た場合には、状況に応じて答えておりました。それを立川市でやれるな

ら本当はやったほうがよろしいと思いますが、これまでの立川市での会議の経緯ややり方もあるか

と思います。いきなり私がお願いしても簡単ではないかもしれません。本気で考えていこうという

のであれば、少なくともその会議の議題に上がる予定の担当部局の課長レベルの職員に来ていただ

いて、質問に答えていただくということで、８回のうちの４，５回の会議でやっていった方がよい

と思います。そういったことが可能かどうか事務局から答えていただければと思います。そうした

ことが分かれば、多分他の委員のみなさんも落ち着くことと思います。

＜○委員＞ちょっといいですか。34 項目は知っていることと知らないこととあると思いますが、そ

れをざっと説明されても学校の授業のようにおもしろくないんですよ。のっぺらぼうのようにざっ

と説明をされても疲れるので、この 34 項目の勤務評定をさらけ出してほしい。

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞大変申し訳ないのですが、実はこの会議以外のこのような会議

では全部ご指摘のような資料を用意して会議をやっています。少なくとも平成 29 年までは実績が終

わっておりますので、そこまででどれだけの計画の進捗があったのか、評価としては何％達成した

のか、事務局としてはどのようにとらえているのか、今後やっていくためにはどのような課題があ

って、その当時は課題であったが達成していたり、時代に沿わなくなったものは削除することはあ

りだとか、いやここはもっと充実すべきだとかというものが全部載った資料が第 1 回の会議に提示

をされ、施策の評価として達成度としては大体これくらいといったことの報告が、申し訳ないです

が他の会議ではされています。事前にチェックできなかったのは申し訳ありません。次回までには

ご提出させていただきます。主管課長がそれぞれ出られればより詳しいことだったり、実態だった

り、本音だったりが出てくるかもしれませんが、現在立川市では 30 本以上の個別計画の策定会議を

同じように短いスケジュールの中で一斉に行っているため、会議の日程が重なっているものも非常

に多いです。なかなか担当している者が同席するのは難しいと思います。ただ、何か議論の進行上、
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次回例えばここのところを特に議論したいのでオブザーバーとして担当としてわかる職員がいると

いいというような方向性があれば事務局の方で調整してゲストとして招くことは可能かと思ってい

ます。すべての会議での参加は難しいと考えています。

＜会長＞部長の説明で十分にわかりました。その状況を考えると今出ている質問を踏まえた場合に、

次回可能であれば、教育関係、及び、防災関係の課長クラスの担当者の方に出席していただけると

有難いです。議題としては、いろんな自治体でも、この二つに関係したもの大きな課題として、議

論の中心になる場合が多いので、会議出席が可能かどうか調整をお願いします。

＜事務局・多文化共生係長＞補足として、先ほどお話のありました施策の体系の取り組み担当部署

については、事前にメールで送付させていただいた推進プランの本文には記載させていただいてお

ります。

この取り組み状況につきましては、各年担当課へ調査をしており、回答をまとめております。まず

メールで送付させていただき、次回の会議には資料として提出させていただきます。

＜○委員＞この会議に申し込んだのは、外国人を助けるという目的ではなく、外国人と日本人が共

生していくというテーマだったからです。日本人が外国人を理解するだけはなくて、外国人の生活

の方式なり宗教なり、いろんな習慣なりを日本の社会にも理解していただきたい。今日の会議に出

席することにしても、私は都心で勤めていて早くても 20 分くらいは遅刻してしまいます。だから外

国人オーラを出して 1 時間早く退社しています。それぞれの会社によって理解している会社と理解

がない会社もある。私の会社は理解があり、時間休を出せば早く退社できるのですが、理解されな

いことも多い。市内に 4000 人も外国人がいるのであれば、それぞれのなんらかのかたちでより外国

の文化を理解していくようなことができたらいいなと思っています。

＜会長＞例えば、委員はプレスクールでバイリンガルの教員をやっているとおっしゃっていたと思

いますが、34 項目のなかの「教育体制の充実」のところの 12 項目ですが、「母語や母文化に触れる

機会の提供」と第 3 次計画にはあって、日本全国の中で日本語教育ではなくて母語教育なり母文化

の維持という教育をやっているところは少なくて、立川ではどれくらいやっているのか興味があれ

ば、そういうところを中心に毎回質問をぶつけていただけると非常に意義があるのかなと思って聞

いていました。

＜○委員＞祭りとかイベントの中で外国の文化を紹介して、たとえば食べ物やダンスとかみんなで

体験できればもっともっと向こうの文化を理解できると思います。

＜○委員＞私が日本に来て残ろうと思ったのは、観光がきっかけでした。静岡に来て駅周辺で道に

迷ってしまい、雨も降りだして、困って通りがかりの男性に道を聞いたんです。駅はどこですかと。

そしたら一緒に連れて行ってくれたうえ、傘もくれました。中国では経験したことがなかったんで

す。環境も静岡は名前通りで静かで海がきれいでお茶も有名ですが、いいところ天国ってこんなと

ころって思いまして。職場を探してビザを取り直せばいいんだって閃いて、探したら仕事が見つか

って、いったん帰国してからまた戻ってきました。立川に引っ越してきて、サンサンロードがとて

もお気に入りになって、車もなく上にはモノレールが通っていて秋には非常にいい景色になって、

プレゼンするときはいつもここの写真を使っています。最近通勤しながら感じたのは、中国人がや

たらに多くて、あちこちで中国語が聞こえてくる。声が大きくてちょっと恥ずかしいなと正直感じ

ました。ただ、日本人は注意しないんですよね、嫌がって遠ざかっていても、それしないでくださ

いと言わないんです。言わないのが初めは美徳だと思いました。遠慮深くていいなと。でも全部我
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慢して自分で消化しようというのはよくないなあと。ダメなことは言ってあげた方がいいと思いま

す。と同時に日本は平和ボケしているなと。中国人は憎たらしいけど一人一人付き合うといい人で、

いい人もいれば悪い人もいるのは同じですが、フレンドリーなんですね。でも集まるとうるさい。

それはなぜかというと文化が違うからなんですね。日本のルールがわからない。日本は道が狭いこ

とに気づいていないだけなんです。私は一回試しで観光客が狭い道に 7，8 人集まっているところで

中国語で「あなたたちがここで群がっていると通れないし、どの日本人がそんな大きい声でしゃべ

ってる？そうするとここに住んでる私たち中国人までが一緒に教養がないって思われるからやめて

ください」と言ったんです。そうしたら「いや知りませんでした」と、すごくびっくりしてすぐに

どいてくれました。私はやっぱり言ってあげた方がいいんだとわかりました。みなさんもこれをき

っかけに、普段から思う外国人のいいイメージも悪いイメージも含めて話し合ってこのプランを作

っていけたらなと思います。

＜会長＞簡単に日本人とか中国人とか語りにくい。日本のなかでも東北と九州の違いが実はあった

り、中国の中でもところによって全然違うことがあったりするなと聞いていて思いました。

＜○委員＞日本人の美徳の一つとして控えめだったり感情をあまり出さない点はいいとは思うんで

すが、ほんとに仕事を成し遂げていくにはもう少し意見を言った方がいいと思います。私は高校生

の交換留学のプログラムにもかかわっているのですが、一番問題になるのは、ホストファミリーの

方が預かったお子さんに遠慮して思っていることを言わずにいて、そこから全部違っていくという

ことがあるんです。そういうことをきちんと伝えあうのが重要なんじゃないかなと思いました。

＜会長＞最初の段階でボタンの掛け違いが意外と大きくなっていくと、それを修復していくのが

段々難しくなっていくのでかなり厄介な問題ですよね。その辺をなるべく避けていくためにこのよ

うな会議があるんだと思うんです。

＜G 委員＞母が 3 世なんですが、。私は日本語でここまで育ってきたので、やはり韓国語が話せない

ということがコンプレックスで、アイデンティティクライシスというのに陥ってたんです。私は徳

島で育ったんですが、徳島は立川と比べて外国人に対するサービスや、そもそも外国人が少ないと

いうのがありまして、悩みを話す環境がなかったことですごく悩んで、今は大学院に通って言葉と

アイデンティティについて勉強しています。自分の経験から施策の 12 番、「母語や母文化に触れる

機会の提供」に関心を持っています。学びたい人が学べる環境を作れたらなと思っています。

＜会長＞まだ意見を述べていない方、お願いします。

＜I 委員＞皆さんのおっしゃることをああそうだなと思いながら聞いておりました。私自身は海外

に住んだことはないのですが、転校が多くて、一つの地域で育ったことがなかったのがコンプレッ

クスでした。朝鮮学校の近くに住んでおりますが近くになるんですが、なかなか交流というものが

できませんで、子供が大きくなっても一緒に遊ぶ機会がなく、何か交流イベントに出るということ

もできなかったのがとても残念でした。将来子どもたちが立川市を作っていくと思いますし、今子

育てをしているお母さんたちがなかなかそういう機会に時間がないので、学校であったり地域のス

ーパーであったりお祭りであったりそういったところでいっしょに活動ができればと思います。

＜会長＞最後に締めをしていただく委員になりますが、この会議でご自身の貢献したいことはなん

でしょう？

＜H 委員＞アメリカにいったときに一番びっくりしたことは息子が日本人学校、上の子が公立学校

に通ったのですが、上の子が通っていた地域の公立学校では授業が終わった後に英語の特訓をして
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くれるんです、学校の先生が。それってお金もかかるし時間もかかる。白人の多い学校でしたが、

アジア系の学生が 3 人いて、まずは言葉が基本だから、それを植え付ける。それで初めて多文化の

アメリカに溶け込むということを、向こうがお金を出して教えてくれるんだとショックを受けまし

た。その挙句に半年くらいしてそこそこしゃべることができるようになると、今度は競争社会が始

まって、たどたどしく言うと早く言いなさいとある時から突然に厳しくなるです。やっぱり差別は

あるんですよ。でそれをどう繕っていくか、行政として限界はあると思うんですが、何とかする、

一つでも二つでも言葉を教える、母国語に触れることができる場所を提供する、そういうコミュニ

ティを前提とした場所を設定することが一番手っ取り早いのかなと思います。

＜会長＞おっしゃるように多文化共生は口で言うのは簡単ですが、大変で実際にどうなんだとあち

こちで言われているのは確かで、ニューヨークであったら 70 年代から 80 年代に行かれて、交わら

ないでバラバラでいる状況、そうなってしまうのか、あるいはニュートラルな意味で統合がちゃん

とできて融合というのかもしれませんが、共生できるのか共に生きることができるのか、というも

のを多分 2020 年の東京オリンピックを境ぐらいにしてターニングポイントになるだろうと言われ

ています。そういうときに多分 70 年代から 80 年代に海外にいた方々、そのちょっと後に、僕は 90

年代に海外にいた者ですが、ちょっと世代の違う人間かもしれませんし、しかもオーストラリアで

したから違う多文化を見てきたというとその感覚がある人たちが混じったうえで、今若い人たちは

長期で行く人が減っていて、あまり海外に行かないという時代になってしまっている状況の中、考

えていかなくてはいけないという今日の会議、そんな中、立川にどうしても住みたいということで

立川に移動して住み始めた方がこの中にいらっしゃるわけですよね。そうすると外国人も日本人も

立川に住みたいと思えるような多文化共生の街ってなんらかの特徴を持ってできればもっと住むだ

ろうと、そのときに委員が言ったような何でもかんでもできないからとにかくできそうにないもの

に焦点をあてて 2 年間で頑張っていきましょうというのもありで、次回の会議に今日のもっと詳し

い資料を見たうえで先ほど申し上げたように、震災や災害にかかわることや教育にかかわることを

次の会議には集中して話しをするっていうふうに持っていけたらいいかなと思いました。今日はこ

のあたりで意見交換は閉めていとしたいのですが、どうしても言い足りないという方がいましたら

どうぞ。

＜○委員＞イベント、祭りということもいれたい。

＜○委員＞23 区には日本語学級というのが必ずあるのですが、多摩地区には 3 区しかない。立川市

は多摩地区を代表すると思っていますので、ぜひそちらに予算を付けられないかなと。

＜会長＞東京都の夏の研修というのがありまして、講師を務めたのですが、立川とか八王子とか東

京都全体の中では出遅れている部分があるかなと感じてしまうことが少なくなかったですね。そこ

は難しいのは外国人の子供の問題になってくると教育委員会及び学校全体の歴史的経緯も重なるの

で、ある程度一生懸命やってくださっていると思うんですけど、それでもなかなか追いつかない部

分と、何かのショックで一気に変わる部分と両方あると思うんですけど、そのあたりを含めて無理

のない程度に教育委員会の人に来ていただいて意見交換ができたらと思います。

＜事務局・産業文化スポーツ部長＞私も 3 月まで教育委員会に 5 年おりまして、特別支援教育を担

当していました。立川市の学校の場合、外国籍の子どもの数は非常に地域性が極端なんです。外国

人のお子さんがいらっしゃるご家庭で、親御さんも日本語をほぼご理解いただけない、お子さんも

来たばっかりで適応も難しい。通訳をつけたり暫定的な対応はしているんですが、非常に地域性が
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極端なために全体化されていないというのが実態としてあるかなと思っています。次回は教育委員

会からどなたか来られるように調整してみます。

＜会長＞それでは、次回はさきほどお伝えしたことに焦点をあててということで、事務局と相談し

ながら進めたいと思います。

＜事務局・協働推進課長＞事務局に対してお気づきの点等がありましたら個別に協働推進課のメー

ルでご指摘ください。

【次回日程を調整】

＜事務局・協働推進課長＞次回は 6 月 20 日（木）時間は 19 時から 20 時半とします。また、次々回

7月 25 日も同じ時間とします。場所は 6 月 20 日が子ども未来センター 102 会議室、7 月 25 日はア

イム 5 階第一学習室です。

＜会長＞今日はこれで終わりとします。皆さんありがとうございました。


