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和光市国際化推進懇話会委員委嘱式及び平成 18 年度第 1回会議 会議録 

 

■とき：平成 18 年８月 1日（火） 午後 1時から 3時 

■場所：市役所 3階 庁議室 

■出席者：山崎秀雄、対馬聡一朗、藤田雅紀、遠藤由美子、田中明、武末寛子、原田豊造、

宮嶋ひろみ、竹谷るみ子、山田浩人 

■事務局：鈴木企画部次長兼政策課長、牧野主幹、亀井主査、山口主事、後藤国際交流推

進員 

■配布資料 

１ 事前配布資料 

 ① 和光市国際化推進計画 

 ② 和光市国際化推進事業 

 ③ 和光市ホームページ 国際化推進のページ 

 ④ 和光市国際化推進懇話会について（破棄） 

２ 当日配布資料 

 ① 本日の次第 

 ② 名簿 

 ③ 和光市国際化推進懇話会設置要綱 

 ④ 和光市国際化推進懇話会について（差替え用） 

 ⑤ 計画に基づく施策の実施状況表 

 

【和光市国際化推進懇話会委員委嘱式】 

事務局：ただいまより、和光市国際化推進懇話会委員の委嘱式を開催する。 

〔市長より、各委員へ委嘱書を手渡す〕 

市長：あいさつ 

事務局：市長についてはこの後、別の公務が入っているので、ここで退席させていただく。 

〔市長退席〕 

事務局：それでは、ここで皆様の簡単な自己紹介をしていただきたい。 

〔各委員自己紹介〕 

事務局：それでは引き続き、事務局の自己紹介をさせていただく。 

〔事務局職員自己紹介〕 

【平成 18 年度第 1回和光市国際化推進懇話会会議】 

事務局：さっそく和光市国際化推進懇話会会議に入らせていただく。なお本会議は、市民

参加条例第 12 条第 4号により公開となっている。本日は傍聴者がいないが、傍聴できるこ
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ととなっているので、あらかじめご了承いただきたい。 

 〔資料等確認〕 

事務局：それでは、議事に移る。 

 まず、会議の議長については、和光市国際化推進懇話会設置要綱第 6条「懇話会は、会

長が招集し、その議長となる。」となっているが、会長がまだ決まっていないので、会長が

決定するまで事務局が仮に議長を務めさせていただく。 

 始めに、議題１。「和光市国際化推進懇話会設置要綱」を配布しているが、この要綱第 5

条の規定により、委員の互選により会長の選出を願う。 

対馬委員：もし、事務局で何か原案等があれば伺いたい。 

事務局：事務局としては、皆様の推薦がいただければ、和光ライオンズクラブの田中様に

お願いしたいと考えている。 

〔満場一致〕 

事務局：田中さん、どうか。 

田中委員：私で、よければやらせていただく。 

事務局：それでは、田中さんに会長をお願いしたい。 

 引き続き、副会長の選出について。同要綱第 5条の規定によると、「副会長は委員の中か

ら会長が指名する」となっている。田中会長にご指名いただきたい。 

田中会長：副会長にあたっては、会長が指名するという形である。学識経験者の方が 6団

体、公募の方が 4名いて、学識と公募を分ける形は大変失礼かと思うが、私としては公募

の方 4名の中からお願いできればと思う。事務局としてはどうか。 

事務局：事務局としてもやはり、公募の方は公募に当たり、さまざまな意見を出されてい

る。その中の誰かにお願いできれば事務局としても好ましいと思う。 

田中会長：公募の委員さんから指名してもよろしいか。 

〔他委員同意〕 

田中会長：独断と偏見で誠に申し訳ないが、4 名の方の自己紹介を伺い、外国での交流の

経験や諸々の活動などを積極的に行われているということをメモしてある。皆さんにやっ

てもらえればよいのだが、山田さんに公募委員を代表して副会長をやっていただきたいと

思う。 

山田委員：緊張する場ではあるが、これからの和光市の国際化について話し合いを進めて

いくということで、協力させていただく。 

事務局：それでは、会長を田中さん、副会長を山田さんにお願いする。 

〔5分間休憩〕 

事務局：それでは、会議を再開する。まずは、田中会長にご挨拶をいただきたい。 

田中会長：あいさつ 
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事務局：それでは、会議の進行を会長にお願いする。 

田中会長：それでは、会議を進める。 

 それでは、議題２「和光市国際化推進懇話会について」事務局、説明を願う。 

事務局：和光市国際化推進懇話会については、先ほどの設置要綱に基づいて、市が設置し

た付属機関的な役割を担っている会である。行政部外の各種の専門家の衆知を集めて問題

点の調査研究にあたるために設置しているもので、市民参加の一方法として今回は公募委

員 4名に加わっていただいている。 

 付属機関は、市からの諮問にこたえ、参考意見を提供するために市に付置される機関で

ある。独自の執行権をもつ行政委員会とは区別される。付属機関においては、執行機関で

はないので、行政上の決定をすることはできない。つまり、執行機関に提言するにとどま

り、この場合、付属機関の提言は執行機関の意思を拘束しない。しかし、執行機関は出さ

れた提言を十分考慮した上で、 終決定を行う。 

 今回、和光市国際化推進計画に基づいて、この懇話会は役割を担っていただくことにな

るが、任期は本日 8 月 1 日より、2 年間、平成 20 年の 7 月 31 日までとなっている。会議

の回数としては、年 3回程度、2年間で計 6回程度を考えている。 

 任期における主な議題について、事務局として考えているのは、昨年度見直しを行った

和光市国際化推進計画に「施策の内容」として様々な施策が掲載されているが、その施策

の内容やその手段についての検討について。背景としては、外国人登録者数の増加などか

らもわかるように、和光市においては、ますます国際化を推進していく必要性が高まって

いる。市民団体等との連携も重視していて、「和光市国際ネットワーク」の活動もその活性

化がその鍵となっていると捉えている。 

 ①改定後の計画に沿った内容で、財政的な負担をあまり伴わない、身近な「内なる国際

化」を進めていけるような施策を話し合っていただき、懇話会の提案をいただきたい。 

 また、市民海外派遣事業について。市民の訪問団を組織して派遣するという事業を実施

していたが、テロや SARS、また参加人数が十分に集まらないというさまざまな理由により、

毎年実施することができない状況になっている。平成 16 年に、3年ぶりに派遣を実施した

が、この事業のあり方について、②従来どおりの方法でよいのか、また、違った形で実施

する方がよいのかについてご検討いただきたいと考えている。 

 市としては、節目の年に実施をしたいと考えている。姉妹都市提携をしたのが、平成 11

年の 10 月だったので、平成 21 年 10 月に 10 年目を迎える。懇話会の任期が平成 20 年の 7

月 31 日までとなっているので、今後 2年間でその実施方法等について具体的な提言をいた

だければ、次の年度(平成 21 年度)の事業実施等について、予算要求等ができると考えてい

る。 

 任期内において、１年目の協議内容と結果について「中間報告書」を提出いただき、２
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年間を通した協議内容と結果について「 終報告書」を市長に提出していただく。 

田中会長：今、懇話会について諸々の説明をいただいた。初めて耳にする内容等もあるか

と思うが、何か質問のある方は。 

原田委員：今、（市民海外派遣の）実施が難しいと説明されたが、アメリカのロングビュー

は遠いから、予算的に無理があるということも含まれるのか。 

事務局：市民海外派遣については、自己負担となっている。旅費・宿泊費等は参加者負担

ということになるので、参加者が少ないと、20 万円超の費用となる。 

原田委員：中国などは断然安い。旅費・宿泊費はおそらく 3分の 1 程度だと思う。距離的

にも近い。よって、私はぜひ中国辺りと、韓国でも良いが、近場の都市に友好都市を結ん

ではどうかと思う。私は今年になって 4回ほどチンタオに行っているが、北京や上海など

の大都市に比べて、ちょうどその中間的なところで、少し文化も遅れている部分もあるが、

その分、人間関係も昔の素朴さが残っているところだ。今は、上海だ、北京だとたくさん

訪れるが、私はその辺（チンタオ）が穴場だと感じている。 

田中会長：今、原田委員から海外派遣事業について、中国との可能性もあるのではないか

という提案だ。とりあえず、市民海外派遣事業について、今現在和光市はロングビュー市

と姉妹都市提携を結んでいるということを前提にした上で、懇話会としてどの方法で事業

を実施すれば良いのかということについて提言をする必要があると思う。中国や韓国、あ

るいはその他の近い国であれ、まずはロングビュー市との交流について検討した後に、今

後和光市が他の国と姉妹都市提携をするのであれば、このような近い国が良いのではない

かという、違った、新たな、その他事項の提言となると思う。 

 他に何かあるか。 

宮嶋委員：市民の場合は、時期的にはいつ頃訪問していたのか。 

事務局：10 月 1 日の姉妹都市提携日に合わせて 10 月に訪問していた。 

宮嶋委員：会社員等は 10 月に長期で休暇を取るのは難しいと思う。 

事務局：この時期は費用の方も安くなっているという理由もある。休暇が取りやすい時期

は値段が高くなってしまう。その辺も考慮した結果、この時期になっている。 

田中会長：他にあるか。 

遠藤委員：国際化推進のための施策の内容について。改定後の計画に沿った内容で、かつ

財政的な負担を伴わない新たな事業等ということだが、これについてもう少し具体的な説

明をしていただきたい。 

田中会長：事務局サイドではないのだが。 

 計画に沿った内容で、新たな事業等ということだが、外国人と和光市民が一堂に会する

場面は、たとえば既存の催し（市民まつりなど）で“このようなことができる”という提

案もあると思う。財政的な負担も少なくということであれば、これも一つの方法であると
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思う。和光市内の団体で構成されている“和光市国際ネットワーク”があるのだから、ネ

ットワークで“このようなことができる”という提案もできると思う。新たな事業という

ことだが、ある程度身近なところで、例えば“市民と外国人の交流”なども提案できると

思うが、どうか。 

遠藤委員：新たな事業ということだが、財政的な負担を伴わないということだから、今ま

での事業とまったく違ったものというよりは、今までとあまり変わらないものかと思う。 

田中会長：私もそう思う。ただ、今まで団体が単独でやっていた事業を、もう少し膨らま

せてネットワークでやるというのも、財政的な負担をあまり伴わずにできることかと思う。

市長の挨拶で出てきた“古民家を利用した外国籍市民と市長の懇談会”というのは、あま

り財政的な負担を伴わない事業だと思うが、非常に意味のある事業だと思う。このような

事業の提案ができればよいと思うのだが。 

原田委員：質問だが、ロータリーやライオンズは外国と仕事でつながりはあるか。 

田中会長・山崎委員：ない。 

原田委員：和光は街自体小さいから、事業者自体少ないと思う。そういったものがあれば、

産業のための人的交流や技術交流という方法もあると思うのだが、個人の会社として、そ

のような話は出ていなかったか。 

事務局：出ていなかったと思う。 

原田委員：地域によっては、人的な交流を深めるという目的で役所を介した会社交流のよ

うなものがある。 

田中会長：うち(和光ロータリークラブ)のメンバーで、ロケットの分離の打ち上げの機械

を作っている者がいて、ヨーロッパ各地へ行っているというのは聞いているが。 

原田委員：産業のための人的交流などがあれば･･･と思ったのだが。 

田中会長：国際化に関して産業等の話になると、正直このメンバーでは足りない。商工会

などを取り込んでいかないと厳しいと思う。 

藤田委員：ロングビュー市からどれくらいの人が和光市に来ているのか。和光市は中学生

を毎年派遣しているということだが、ロングビューの中学生等は来たことがあるのか。姉

妹都市に送り込むだけが交流ではないと思うのだが。 

事務局：ロングビュー市からは、市長と行政職員が一度和光市に来たことがある。日本に

別の公務があり、和光市を訪問した。その際は、市がレセプションを行った。平成 14 年 7

月の 1回のみ。また、子どもについて、実績はない。一方的な交流になっている。 

山崎委員：和光ロータリークラブは、ロングビューのロータリークラブと姉妹クラブにな

っている。今までむこうから来たのは 2回ぐらいで 3人だ。なにしろ遠い。 

原田委員：人口も 3万 5千人程度で、街自体もあまり大きくない。 

田中会長：ロングビューからの訪問は、大人が 1度で青少年はないということだ。 
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今回、市民海外派遣事業という一つの名目での検討をということですが、節目の年などに

逆に、向こうの子どもたちが和光に来られるようにするというのも一つの考えだと思う。 

原田委員：大学生などで、中国で、もしアルバイト先があれば交流できると思う。1か月、

2か月という長期の滞在もアルバイト料で滞在可能だ。 

田中会長：他に質問はあるか。なければ次に進めたいと思う。 

 それでは、事務局に説明を願う。 

事務局：事務局より、市のホームページの国際化推進に関する内容について説明させてい

ただく。 

〔プロジェクターとスクリーンを使って市のホームページを見ながら説明〕 

 ホームページに関してはまだ不十分な点が多く、理解しにくい点も多々あると感じてい

る。これからも随時更新し、多くの情報を載せていきたいと思う。 

事務局：引き続き、議題３の「和光市国際化推進計画に基づく施策の実施状況調査結果に

ついて」報告する。事前に郵送した「和光市国際化推進計画」とただいま配布している資

料を参考にお聞きください。 

 平成 17 年度の懇話会では、計画の見直しを実施した。皆様に配布してあるものは、見直

し後の（改定後の）計画である。計画、7ページの下に「･･･、本計画の展開にあたっては、

各担当部局と連絡調整及び施策の実施状況の把握を行いながら庁内の横断的協力体制をよ

り強化する必要があります。」とあるように、各課所が計画に基づいて何をどのように実施

しているのかを把握するために、毎年 4月から 5月にかけて、前年度の状況調査を実施し

ている。今配布した資料が、その結果「和光市国際化推進計画に基づく施策の実施状況表」

となっている。各課所とも、全ての市民に利用しやすい行政サービスの提供に努めている

が、多様化する市民ニーズに対応するためには更なる努力が必要であると感じている。実

施状況を的確に把握することは、そのための第一歩となると考えている。計画の「施策の

内容」に掲載されている事項を今後 5 年間で実施できるようにまとめたので、庁内の横断

的協力体制の強化に努めていく。 

 以上だが、これに対する意見・質問等はあるか。 

山田委員：これは「実施状況表」だが、今年か来年にやる予定表というものはあるか。 

事務局：国際化推進計画内には、今後 5年間で実施していく施策の内容を掲載しているが、

各課所毎に毎年実施する詳細を計画だてたものはない。必要に応じて実施している。 

田中会長：例えばイベント等は広報などに載っている。それら事業等の予定を集約したも

のはないということである。 

対馬委員：この施策の実施状況調査結果表はインターネットで公開しているか。 

事務局：昨年度までは公開していなかった。今回の会議の資料ということで、会議録も作

成するし、資料として公開することになっている。情報コーナーにも設置するので、市民
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の目に触れていくと思う。昨年度見直しました計画に基づいて、施策等を実施していくが、

この結果を見ていただき、「この部分が弱いのでは？」というように、懇話会から市に提言

をいただければ、その提言を受け、市も対応していきたい。 

山田委員：先ほどの国際化のページについて。どれくらいの人が関心を持ってアクセスし

ているか、アクセス数を把握しているか。 

事務局：国際化推進のページのみのアクセス数は把握できない。和光市ホームぺージ全体

では把握していると思うが。 

 インターネットの「国際のページ」の充実は、前回の懇話会からの「わかりやすく、情

報量を多く」という意見をいただき、政策課で改善してきた。ホームページはまだまだ不

十分な面もあるが、今後更に充実させていく考えはある。その点についても、意見をいた

だけたら、取り入れながらやっていきたいと考えている。 

遠藤委員：ここ（実施状況調査結果表）でいろいろ列挙されているが、たとえば、「外国人

にも住みやすいまちづくり」のところで「市勢要覧の発行」などがあるが、これは今も実

施しているのか。 

事務局：はい。原則英語版となってしまうが、「ごみのわけかた・だしかた」については、

6か国語表記になっている。 

遠藤委員：どのように配布しているのか。 

事務局：外国人登録等で窓口に来た際に渡している。市以外で作成しているパンフレット

等についても欲しいもの持っていけるように案内している。 

遠藤委員：基本的に配布の機会は、外国人登録で窓口に来たときのみか。たとえば、何年

か前にごみの分別等が大きく変わったが、そのような時に特別に何かの方法で知らせると

いうことはしていないか。 

事務局：「ごみのわけかた・だしかた」については、公民館等に設置している。しかし、個

人宛に郵送等はしていない。 

遠藤委員：昨年、交流会から懇話会に出ていた者から、広報の「国際化のページ」を設け

たらどうかということの提案があったと思うが、その件に関してはどのようにお考えか。

広報に外国人でも読めるような必要な情報があれば、情報を提供する機会が多くなると思

う。 

事務局：確かに、広報の「国際化のページ」に関して、前懇話会委員さんから申し出をい

ただいた。これについては、広報の情報量が非常に多いのでその取捨選択を行う等の問題

も含めて、国際化のページを専属で毎号あるいは月 1で載せるというのは、この時点では

難しいという判断になった。ただ、市としても外国人の方に情報を発信するということで、

まずは市のホームページの英語版を充実さるということになった。広報について、毎号掲

載しているコーナーがあるが、そのコーナーがあるために他の情報が載せられないと市政



 8

情報課から言われているものがある。このような経緯があり、前懇話会委員さんから申し

出のあった広報わこうの「国際化のページ」については、まずはホームページでという対

応をとっている。 

遠藤委員：広報の情報量が多いから、難しいというのは分かるのだが、必ずしも毎回載せ

る必要はないと思う。生活していく上で 低限必要な情報を載せればよいと思うし、その

スペースが設けられないのであれば、広報の折込という形も考えられる。 

 ホームページに英語版があるということだが、あくまでそれは英語が理解できる方にの

み通用することで、 近和光でアジア系の方が増えていると感じるが、その方々がホーム

ページを見て英語を理解できると思えないので、むしろ簡単な日本語で情報を提供した方

が良いと思う。 

事務局：その点についても意見をいただいた。計画にも「わかりやすい日本語で」情報提

供をしていくという方向にある。前計画には「多言語での情報提供」とあったが、今後 5

年間で実現可能なものを計画に載せるということもあり、わかりやすい日本語での情報提

供という考えだ。特に学校等においては、子どもが持ち帰ったプリントを保護者の方がま

ったく理解できなくて困っているということも聞いている。そのような点について、もっ

とわかりやすいものを配布するよう配慮していくようにしている。 

遠藤委員：市としては、まずはホームページからということか。 

事務局：今のところはそうだ。 

対馬委員：和光国際高校にも外国人の生徒がいるが、ほとんど中国人だ。保護者も日本語

がわからないということで、保護者向けの通知が読めないそうだが、ただルビをふるだけ

でかなり読みやすくなるということだ。だから、まったく新しいひらがなのホームページ

を外国人向けに作るのではなく、むしろ、今までのものでルビがふってあるほうが良いか

と思う。 

田中会長：計画に照らし合わせ、「ここはこうすれば良いのではないか」、「この辺はこのよ

うなことをやっていけば、このようなことが可能ではないか」、「こういう方法であればこ

うできるのではないか」というそれぞれの案もあるかと思うが、それはまたひとつのテー

マとして、この 2年間でやらなければいけないことと一緒に考えていただきたいと思う。 

 ほかに質問はあるか。 

山田委員：「国際感覚豊かな市民の育成」のところに国際理解教育の推進と書いてあるが、

和光市について、外国人講師が昨年に比べてかなり減ったということを聞いた。その理由

は何か。各自治体が地域の外国人を講師に迎えているということだが、実際に和光市では

どうなのか。これは教育委員会のことかも知れないが。 

事務局：こちらで把握できていない。次回会議までに調査し、報告する。 

山田委員：浦和で行われるバスケット（FIBA）の関係で、白子小学校に外国人が来たとい
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うことについて、その管轄も国際交流ではないのか。 

事務局：そちらについても、次回会議までに調べておく。 

 国際理解教育と FIBA 関係について、次回の会議で報告する。 

田中会長：ほかにあるか。 

遠藤委員：平成 18 年度新規事業で外国籍市民と市長の懇談会の詳細について。 

事務局：現段階では、場所が新倉ふるさと民家園を利用するということ、座談会形式で行

うということ、あと、人数的には 20 名程度を考えている。 

遠藤委員：人数的には、20 人か。 

事務局：こちらとしては、そのように考えている。これも、前懇話会委員からの意見で、

外国人から直接話を聞く機会がないということで、この事業を実施することになった。ま

た、平成 17 年度の新規事業として「和光市文化紹介・国際交流バスツアー」を実施したが、

これについてもやはり、外国人に和光市を案内したほうが良いという提案をいただき実施

したものだったが、実際に参加された外国人は 4名だった。逆に日本人が、外国人と交流

できるからぜひ参加したいと多く申し込まれた。 

 事業を実施する際の外国人の方に向けた PR の方法に課題がある。なるべく多くの方にご

参加いただきたいと思う。 

田中会長：何かほかにあるか。 

原田委員：外国人が集まらないということだが、たとえばこの会議に、この会議でなくと

もよいのだが、オブザーバーとして参加していただくというのはどうか。 

事務局：懇話会に呼ぶということか。 

原田委員：懇話会でも何でも良いのだが。オブザーバーとして。 

田中会長：懇談会で外国人の意見は聞けるし、あとは各種団体で関わりのある外国人など、

個々の団体で、意見を聞くことができると思うが。 

 「和光市国際ネットワーク」ではかなり広がりが期待できると思うが。 

原田委員：理研には、交流の場はあるのか。 

武末委員：年に 1回サマーパーティーがあるほかには特にない。 

田中会長：それでは、議題 4のその他に移る。事務局は何かあるか。 

事務局：次回の会議について。事務局といたしましては、11 月中旬を予定しておりまして、

13 日(月)、14 日(火)、17 日(金)のいずれかを考えている。いずれの日程も本日と同じく

午後を予定している。 

田中会長：次回の会議の日程について調整をということだが。詳細については、改めて連

絡いただくことになるが、日程を決めたい。17 日は空いているという意見をいただいたた

が。それでは、17 日金曜日ということで、どうか。 

〔満場一致〕 
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 それでは、11 月 17 日金曜日、時間は午後 1 時半を目安にということで、よろしいか。

場所については、後日事務局から連絡する。 

 本日の議題がすべて終了した。以上を以って議長の職を解かせていただく。 


