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平成１７年度第２回和光市国際化推進懇話会会議録 
 

とき：平成１７年１０月７日(金) １４：０５から１６：４５  
場所：和光市役所 ４階 ４０２会議室            

 
出席者：井上良美、吉井純行、豊哲男、鈴木誠、渥実玲子、対馬聡一郎、北村恵美子 
欠席者：大澤衛、理化学研究所代表、田中明、 
事務局：横内部長、成田次長、牧野副主幹、山口主事、鳴尾国際交流推進員 
傍聴者：一人 
 
◇ 議  題 ◇  
１ 和光市国際化推進計画の見直しについて 
 計画の見直しにあたって 
 今後のスケジュール 

２ 計画の見直しに関する意見発表(前回の続き) 
３ その他 
  和光市文化紹介・国際交流バスツアーについて 
 第３回会議開催日について 

 
事務局：定刻を五分ほど過ぎたので、ただ今から平成１７年度第２回和光市国際化推進懇話会会議を開

催する。会議を始める前に、大澤委員より本日御欠席の御連絡をいただいていることを御報告さ

せていただく。それでは、会長よろしくお願いします。 
井上会長：みなさん、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今から議事次第に沿って進

行していきたいと思う。１のの計画の見直しにあたってについて、事務局から御説明願う。 

事務局：前回の会議において、事務局から、今回の見直しについて明確な説明がされないまま、各委員

の見直すべき点・変更点などの議論に入ってしまった。議論を再開する前に、不手際をお詫びす

るとともに、改めて先日郵送した資料に基づいて、見直しにあたっての基本事項について説明を

させていただく。 

まずは、この国際化推進計画の性格と目的であるが、本計画は「埼玉県長期ビジョン」、「埼玉

県新５か年計画」の内容を踏まえて策定された「埼玉県国際政策基本指針」に基づくものであり、

第三次和光市総合振興計画との整合性を図りながら、市の行うべき施策を体系化し、総合的かつ

計画的に推進することを目的として、平成２２年までの１０年間を計画の期間としている。 

豊委員：すいません。先に言えばよかったのだが、傍聴者がいるが、傍聴者の紹介はないのか。 

事務局：失礼しました。次回からは会議が始まる前に傍聴者がいれば、いることを報告する。 
事務局：それでは、国際化推進計画の性格と目的について再度御説明させていただく。先程も申し上げ

たように、「埼玉県国際政策基本指針」に基づいて策定されたもので、第三次和光市総合振興計

画との整合性を図りながら、市の行うべき施策の体系を総合的かつ計画的に推進することを目的

とし、平成２２年までの１０年間を計画の期間としている。今年度がちょうど中間年に当たって

いる。 

次に、計画見直しにあたっての基本的視点について、平成１３年３月に策定してから年月が経



 2

過しているということ、昨今の主流である進行管理が必ずしも市民にとって分かりやすいもので

はない。そのため、新しい時代に即応した計画となるように見直すというのがまず、一点。次に、

今現在策定している「第三次和光市総合振興計画・後期基本計画」との整合性のとれた基本計画

となるように見直すというのが二点目。これは、資料１を参照にしていただきたい。これが現在

策定中の、後期基本計画の国際交流推進の入っている部分であるが、「５あらゆる人々との相互

理解と交流を通じた地域づくり(交流)」の部分に位置づけられている。現状と課題については、

前期基本計画を発展させたものとして、「(仮称)和光市国際化推進計画」であったのが、計画が

既に策定されているから、(仮称)が取れ、「和光市国際化推進計画」となり、施策の再構築とい

う文言で載せている。次ページを御覧いただきたい。施策別計画内容のところに、国際化への

積極的な対応という部分に当たるが、ここの「①市民の国際化理解の促進」というところに、「国

際交流市民団体とのネットワーク化」ということが新たに加えられている。また、「市独自の『和

光市ワンナイトステイ』を積極的に推進し、･･･」ということも付け加えられている。「②外国人

が暮らしやすい環境の整備」においては、埼玉県と共同で「国際研究開発産業創出」構造改革経

済特区の認定を受け、外国人研究者の暮らしやすい環境を実現するための施策を行うということ

が付け加えられている。「③市民による国際交流活動への協力・支援」については、「和光市をよ

り深く理解してもらうことを目的とした市の文化・史跡を紹介する事業等を実施し、一般市民と

の交流の促進に努め」るというような形で、和光市第三次総合振興計画・後期基本計画に位置づ

けられている。三点目として、昨年度、和光市国際化推進懇話会からいただいた中間報告の内容

等を反映し、平成１７年度の新規事業として実施している「和光市文化紹介・国際交流バスツア

ー」、今週、市庁舎 1 階で開催している「ロングビューウィーク」、「和光市在住の外国人を対象

とした市独自のワンナイトステイ」を具体的な施策として取り入れた計画となるように見直すと

いうのがあげられる。４点目として、毎年各課に対して行っている、施策の実施状況調査を評価・

検証していただき、その施策の継続や変更を考慮した計画となるように見直すということがある。

それについては、資料３を見ていただきたい。以前にも配布しているが、各課において国際化推

進計画に基づく施策の実施状況調査を実施している。この施策の実施状況を確認いただき、継続

や変更を考慮した計画となるように見直していただきたい。５点目として、１３年の策定時には

想定されていなかった市を取り巻く社会情勢の変化に対応した計画となるように見直していた

だきたい。これは、資料４を参考にしていただきたいが、和光市が埼玉県と共同申請し、３月２

８日に認定を受けた「国際研究開発・産業創出特区」が、国際化推進計画策定当時には想定され

ていなかったものであるから、見直しにあたってはこれを反映させていただきたい。内容として

は、規制緩和の部分で、「外国人研究者の受け入れ促進」ということで、在留期間が３年以内と

なっているものを５年以内に延長、また、投資や経営活動が可能になる等の措置がとられるよう

になる。また、外国人の入国、在留申請の優先処理がある。これらを踏まえ、計画の見直しに取

り入れていただきたい。６点目として、今回は計画の見直しとなるので、「第 4 章 国際化推進

施策 １施策の体系」については、原則として変更は考えていない。７点目として、見直し計画

の素案については、懇話会からいただいた提言を十分考慮し、市が作成する。基本的事項につい

ては以上。 

井上会長：計画の見直しにあたっての、今の事務局の説明に対する意見・質問はあるか。では、「３ 計

画見直しの体制」について事務局から説明を願う。 

事務局：この「３ 計画見直しの体制」の図式については、各機関の役割について表したものである。
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まず、和光市国際化推進懇話会の位置づけであるが、設置要綱に基づき設置した付属機関的な役

割を担っている。今日のように、行政が複雑となり、専門的技術判断を必要とする事項や、利害

関係の錯綜する事務領域が増加すると、行政に最新の技術や知識を取り入れたり、公正な利害の

調整を図るために、行政部以外の各専門家の衆知を集めて、問題の調査研究にあたってもらうた

めの機関として設置している。なお、市民参加の一つの手法として、一部の委員を公募している。 

この機関は、執行機関からの諮問に答え、参考意見を提供するために執行機関に付置される機

関であり、独自の執行権を持つ行政委員会とは区別される。 

また、付属機関は執行機関ではないため、行政上の決定をすることはできない。執行機関に意

見を提言するにとどまり、この受けた提言は執行機関の意思を拘束しない。執行機関は、提言を

十分考慮した上で最終決定を行うこととなっている。市側については、執行機関と事務局、施策・

事業の所管課の３つがある。まず、今こちらに政策課が出席しているが、これは事務局という形

で出席しているが、事務局という役割については、和光市国際化推進懇話会の運営を総合的に支

援する役割を担っており、必要な情報の提供や各種資料等の作成を行っているが、審議の過程に

おいて、市(執行機関)としての対応や見解を問われた場合には、懇話会の自主性を尊重している

ので、その時点での回答は差し控えさせていただくこととなる。 

    以上が、原則的な見直し体制の役割である。 

井上会長：この図式によると、国際化推進懇話会というのは、提言をして、事務局はそれを受けて・・・

ということか？ 

事務局：懇話会でまとまった提言を受け、その受けた提言を尊重して市が最終的に見直し案を策定する

というのが基本的なやり方である。 

井上会長：今の事務局の説明について意見・質問はあるか？意見がなければ、次に進めたい。計画見直

しスケジュールについて、事務局に説明を願う。 

事務局：現在の予定は、「４．計画見直しスケジュール」に書かれているとおりである。本日の会議に

おいて、前回途中で終わってしまっている各委員の意見について、引き続き御審議いただき、計

画見直しに対する意見を全て出していただきたい。10 月から 11 月の上旬で、懇話会でまとまっ

た総意の意見として出たものを全て盛り込んだ提言表を事務局が作成する。その提言表に基づい

て、11 月の下旬に第 3回会議を開催し、計画に盛り込む内容についての取捨選択をし、結論を出

していただく。そして、12 月に第 3回会議での結論に基づいて、懇話会として提出する提言案を

事務局で作成する。1 月上旬に第 4 回会議を開催し、提言案に対する最終検討をしていただき、

それに基づいて会長より市長へ提言を提出していただく。 

井上会長：それは年内か、年度内か？ 

事務局：1 月に提言をいただきたい。その後、1 月の上旬に受けた提言に基づき見直しの計画素案を作

成し、その計画素案に対してパブリックコメントを求め、3月に計画を策定し、平成 18年 4月よ

り施行というスケジュールになっている。 

井上会長：計画素案に対してパブリックコメントを求めるということでよろしいか？今後のスケジュー

ルについて事務局より説明していただいた。これについて質問等はあるか？  

鈴木委員：第 3回の会議は 11月下旬に開催し、第 4回を 1月の上旬に開催するということでよいのか？ 

事務局：そのように予定している。 

井上会長：他に意見はあるか？それでは、議題を計画の見直しに対する意見発表に移る。前回は時間切

れとなり、途中で終わってしまった。今回は、どこから意見発表を行えばよろしいか？ 
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事務局：前回の会議で外国人にも住みやすいまちづくりのａ和光市の外国人市民の現状まで話し合い

が進んだと把握している。本日は、資料 2 枚目のｂ行政サービスから話し合いをお願いしたい。 

井上会長：ａの部分で発表できなかった意見はないか？ｂ行政サービスから始める。課題について、豊

委員と鈴木委員の意見が出されているが。 

豊委員：前回、和光市の外国人市民の現状の部分の解説のところで、外国人市民は 1,303 名(6 月 23 日

現在)で、国籍別で見ると、一番多いのが中国で 43％、次が韓国及び朝鮮 16％となっていること

も考えれば、我々はつい、外国、国際化というと英語という風に考えてしまいがちであるが、や

はり外国人市民の比率も考えれば、困難な部分もあると思うが英語表記のみならず、中国語や韓

国語による表記も、ということである。 

最近よく街をみていると、英語が最初にあって、時にはフランス語とスペイン語もあって、中

国語・韓国語というような表記が、駅等に見受けられるようになっている。和光市においても、

英語表記自体を充実させるとともに、中国語や韓国語による表記についても、今後検討していく

と良いと思う。 

鈴木委員：いろいろな外国人の方が日本に来ると思うが、我々もそうであるが、まず基本的に英語は理

解できるという前提になっているかと思う。最低、英語で外国籍の市民に対して説明することが

一番ではないかと思う。前回の会議でも申し上げたが、人口に占める比率がわずか一桁、それも

1%とか 2%という比率である現状、また、国際化に対して市の財政の何％を投入したらいいのか、

このような事実関係も正確に把握した上でやらないと、英語も必要だ、圧倒的に中国や韓国が多

いから、中国語や朝鮮語で表示、或いは文章を作るのには大変なコストがかかるのではないかと

思われる。若干否定的なことを申し上げている。前回も事務局にお願いしたが、市の財政の何％

が国際化推進ということに使われてれているのかを把握し、市民のコンセンサスを得られるよう

な形で進めていくのであれば、問題はないと思う。それ(財政的なこと)が全く抽象論でいくと困

る。 

    それから、特区ということで、外国人をどんどん入れるということになっているが、家族も含

めて来る場合もあるから、これは直ちに学校等の運営に、アメリカなどで言われているマイノリ

ティーの人たちの受け入れ態勢というのが本当にできているのかということにも影響する。今年

はどのくらいの外国人が来る予定であるなどの情報を、コミュニケーションをとることも必要な

点であると考えている。 

井上会長：坂井委員がいらっしゃらないので、事務局から説明していただきたい。 

事務局：会議が始まる前に申し上げるべきであったが、理研の坂井委員が理研を９月いっぱいで退職さ

れたため、代わりに別の方が委員になられると御報告をいただいたが、新しい方がまだ決定して

いないため、今回の会議には出席していただけなかった。引き続き理化学研究所から懇話会の委

員を出していただけるということなので皆様に御了解いただきたい。 

井上会長：本日は、会議で諮りたいことがたくさんあるので、意見の主旨を簡単に説明していただきた

い。私の書いてある意見は、豊委員の御意見と一緒で、多言語について外国人登録者数の現状を

考慮し、順次多言語化を図るということである。今は英語併記ということになっているけれども、

英語圏から来ている外国人だけではないということ。現状を聞いてみると、一番わかりやすいの

はやさしい日本語の併記ということも聞く。それを踏まえたうえで、多言語化を図るということ

を是非検討していただきたいと思う。それから、日本語を母語としない人も安心して暮らせる環

境づくりの整備を進めるため、行政情報の作成に配慮するということである。生命に関わる情報
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や義務・権利に関わる情報、特に重要な支援に関する情報などである。 

    次は、情報の発信と共有の仕方のところであるが。豊委員、説明を願う。 

豊委員：表の左側に書いてある「現在の課題」に対応する形で、具体的には、今ＨＰの英語版ができて

いるから、一層の充実ということである。行政は、一方通行になりがちであるから、情報の収集

や情報交換を、特に外国人の方とはやった方がいいと思う。 

井上会長：鈴木委員も同じような考えか？ 

鈴木委員：そうである。英語でのＨＰの充実というのは、最低限必要なことであると思う。 

渥実委員：現状は、市のＨＰはどこの部署で更新を担当しているのか？ 

事務局：英語版の更新は、政策課人権・文化担当の国際交流推進員が随時必要な情報について英訳をし

て更新している。 

渥実委員：それは市全体の英語版についてか？ＨＰ全体について？ 

事務局：和光市ＨＰの英語版については全体的に更新を行っている。 

渥実委員：日本語版は、広報部か何かが担当しているのか？ 

事務局：日本語版は市政情報課というところが管理しているが、各担当課で更新もしている。トップペ

ージは市政情報課が管理しているが。 

井上会長：次に進ませていただく。多面的な国際交流・姉妹都市関係の確立ということで、現状のと

ころ、ロングビュー市に対する市民の認知度が十分でないのでは？ということに関して。 

豊委員：まさに、今年はロングビューウィークという形で実施されているので、来年度以降それらが一

層充実することを希望する。そして、ぜひ、ロングビュー市から和光市へ来ていただくというこ

とを今まで以上に強力にしていきたい。やはり姉妹都市であるから、お互いに通い合わなければ

と思う。ロングビュー市がどの程度和光市に対して、思いを持っているのかということについて

は、見えない部分が多い。ＨＰを見れば、和光市の紹介ページもある。ロングビュー市としても、

それなりに和光市に姉妹都市という意識は当然持ってもらっている。しかし、我々がロングビュ

ー市に対して持っている思いに比べると、やや小さいというのが正直なところである。相手に様

子を伺って、例えば来年のロングビューウィークには、ロングビュー市から誰か来て、何かしら

のイベントをやるなどができればよいと思う。 

井上会長：吉井委員も同じようなことを書かれているが。 

吉井委員：後で一括して説明する。 

井上会長：鈴木委員もこれに対して御意見を書かれているが。 

鈴木委員：今、豊委員からお話があったが、本当に、(姉妹都市関係が)片思いというような感じであっ

てはいけないし、では、ロングビュー市にとって和光市と姉妹都市関係を持つことにどのような

メリットがあるのかを考える必要があるのではないか。和光市にとっては、中学生或いは市民が

現地へ行くというそれなりのメリットがあるが、彼らにとってあまり関心がないということにな

ると、この姉妹都市の関係についても、ある一定の時期が経ったところで見直しが必要になので

はないか。例えば、現状では、圧倒的に中国や東南アジアの国出身者が多いことに関連して、そ

こで何かの交流がお互いにメリットがあるということであれば、そういった交流の方が、いろん

な意味での国際化が進むのではないか。見直しをしていくことも必要であると思う。 

井上会長：ロングビュー市に対しての見直しか？ 

鈴木委員：ロングビュー市との姉妹都市関係も含めて、見直しをする必要があると思う。 

井上会長：では、次のページに進みたい。 
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    多面的な国際交流・姉妹都市関係の確立のｂ国際交流事業について、鈴木委員の御意見は、

先程と同じか。 

鈴木委員：同じである。 

井上会長：意見としては出されていないけれども、意見がある方はいらっしゃるか？ 

渥実委員：ロングビューウィークというのは、今実施しているのか？ 

鈴木委員：今、下でやっている。 

渥実委員：反応はどうか？ 

事務局：今日の午前中に確認した段階で、110 名くらいの方がブースで立ち止まり、写真等を見たり、

ゲームに参加していただいた。月曜日からやっているので、本日が最終日である。1日平均 30 名

弱くらいの方が何らかの形で興味をもってくれている。また、議会棟では写真のパネル展示を行

っているが、そちらについては人数確認をしていないが、食事をする人たちが御覧になっている

と思う。 

渥実委員：前回の懇話会会議で、ロングビューウィークについて、市民海外派遣に参加した方や中学生

海外派遣に参加した人、またロングビュー出身のＡＥＴに協力をいただいてはどうかという提案

もあったと思うが。その辺はどうなったのか？ 

事務局：昨年度市民海外派遣に参加された市民の方々のご協力と、ＡＥＴのラーズさんにご協力いただ

いて実施している。 

井上会長：このロングビューウィークに関連して、前回の会議で豊委員が、中学生海外派遣が帰ってき

ているから、中学生も巻き込んで一緒に協力してもらえないかという意見が出たと思うが、それ

は今回は実現できなかったということについて、次回のロングビューウィークについてもう少し

考慮していただきたいと思う。また、場所が市民の目に留まりにくいところであったと思う。も

う少し、市民の目に留まるようなところでできないか、次回の検討課題にしていただきたい。 

    それでは行政の国際化推進に移る。ａ庁内国際化推進について、豊委員、説明していただけ

るか。 

豊委員：行政の国際化推進となっているわけであるから、市の職員が、当然庁内の職員研修というもの

があると思う。体制がわからないからどのような形で研修が行われているのかわからないが。多

くの職員が参加する研修会の中で、テーマとして「和光市の国際化推進はどうなのか」というこ

とをまず知ることが必要である。また、国際化推進というのは、政策課が主として引っ張り役で

はあるけれども、実際には各窓口、特に 1階の窓口等の方が直接外国人市民と関わることがある

のだからそういう意識を持った上で、やるのとやらないのでは違うと思うから、そのような研修

を実施するべきであると思う。 

井上会長：吉井委員は、意見を書いていらっしゃるが、最後にまとめてということであるから、鈴木委

員、説明しいただけるか。 

鈴木委員：仮に、外国籍市民が窓口に来たとしても、やはりすべての外国籍の人に対して母国語で応対

するということは不可能である。やはり、日本語でわかりやすく説明することが必要である。或

いは、英語で表記した資料に基づいてゴミの出し方等について、郷に入っては郷に従えという形

での指導ができればよいと思う。 

井上会長：市民の理解を得ながら行政の国際化を進めるべきであるということを書かれているが。 

鈴木委員：その意味はやはり先程と同じで、企業の場合だと、会社が従業員のために国際化と称して、

語学研修等の補助をしている。これが果たして地方行政の場でそういうことが行われているかわ
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からないが、それはあくまでも全体の市民のコンセンサスの下に行われるべきではないかという

意見である。わずか数パーセントの外国籍市民のために、英語や中国語を勉強することを市が補

助する等ということはないと思うが。 

また、表には書かなかったが、行政がもし、職員の国際化をどのように進めるかという、一つ

の見本として国内にいくらで例はあると思うから参考にして、積極的に進められたらよいと思う。

特に構造改革特区という形で、ある意味で積極的に外国人研究者を受け入れよう、長期に渡って

滞在させようという意図があるというのであれば、それが必要であると思う。 

井上会長：簡単に言えば、他の自治体に研修に行って学ぶということでよろしいか。 

鈴木委員：語学研修のために補助するとかそういう方法ではなく進めていただきたい。 

井上会長：こちらに、「わずか２％程度の」と書かれているが、普通に生活できなくて困っているとい

うことは、わずか２％であっても、私は大切なことであると思う。それに対して、どのようにお

金をかけずに推進していくか、支援していくかというのも大切なことであると思う。 

鈴木委員：ただ、外国の人でも、日本へ来たからには日本語や日本の文化を学ぼうという意欲を持って

いるはずである。私の経験から申しても、外国で日本語で対応してもらおうなどという期待はし

ていなかった。だから、手取り足取りやってあげることが本当に親切なのかどうか、ということ

を考えることも必要であると思う。 

井上会長：これに対して何か意見はあるか？対馬委員はどうか。 

対馬委員：これまでの経緯もよくわからないので、コメントの方は差し控えさせていただいていた。全

体的な話になってしまうが、私は和光国際高校で教員をしているが、和国では外国籍の生徒も受

け入れている。それで、今お話に出たようにほとんどが中国人である。実際に比率で言えば少し

の外国人ということになるが、外国人に対応することは、その外国人のためだけではなく、市民

全体がもっと国際化という意識を高めるために必要なことであると思う。外国語表記の話が出て

きたが、登録人口の比率に合わせて中国語や韓国語の表記をということであったが、私はこれに

賛成で、もし、表記に中国語や韓国語の表記が多く使われていれば、市役所や施設を利用する日

本人市民が、和光には中国人や韓国人が多くいるのか、という意識を持てるようになるという視

点も必要であると思う。私は教員をしているが、日本を出なければ外国語は必要ないというので

はなく、もう国際化の時代であるから、英語も勉強しなければならないし、中国語も勉強しなけ

ればならないということでやっている。 

井上会長：北村委員はどうか。 

北村委員：私も、対馬委員の意見に賛成である。私が外国で生活していたときに、鈴木委員のおっしゃ

ったように、日本語での対応を全く期待しなかったというわけではなかった。やはり、一言二言

でも聞ければ安心するし、親としては子どもが母国語を聞けるなど、少しでもコミュニケーショ

ンがとれれば、という期待もした。また、日本に来る人たちの認識の違いもある。日本に溶け込

もうとする人もいれば、１年半、２年で帰るから日本語は全く要らないという人もいる。全てを

一概に言うことはできない。先程の対馬委員の意見のように、中国語や韓国語の表記が多く見ら

れるようになれば、日本人市民の意識も変わるし、言語に対して興味をもつようになるのではな

いか。 

井上会長：今おっしゃられたように、どのような生活スタイルなのか、ということで違ってくると思う。

家族で来ていて長期滞在予定なのか、１人で来ていて短期で帰る予定なのか、など様々であるか

ら一概には言えないということである。 
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    それではｂ市民に対する広報活動についてに移る。豊委員、先程と重複することもあるが、コ

メントはあるか。 

豊委員：ここに書いてあるとおりである。 

井上会長：鈴木委員もよろしいか。 

渥実委員：国際化ということで、どういう国籍の人に対しても心を開いて接していくことは大事なこと

であると思うが、日本人は警戒心を持たないで心を開きすぎると、危険なことにもなりかねない

と感じる。東京都の石原都知事がよく言われるには、例えば中国人でもちゃんと来ている人だけ

でなく、不法滞在者も多いということである。そういう人もひょっとしたら和光市にもいるかも

しれない。そういうことも考慮して、外国人とコミュニケーションをとる場合でも、あまりこち

らが下手(したて)に出るのではなく、その辺の認識を持つ必要もあると感じる。 

鈴木委員：市民として、外国籍の人を受け入れることに対する関心は非常に大切である。しかし、行政

に対して、職員の国際化や市の限られた財源の中でやっていくのは、限りがあるのではないかと

いうことを述べたかった。国際化というのは、まさに対馬委員がおっしゃられたように、市民も

理解が必要で、それを行政が喚起する程度であると考えている。どちらかというと、これは一種

の市民のボランティア活動、ＮＰＯ的な活動で支えている面が多いし、そのＮＰＯの活動を行政

がバックアップしていくという形で、２％だから切り捨てるという考えではない。ただ、行政の

立場に立ったとしたら、やはり、限られた財源の中でどれだけ国際化のための支出をするかとい

うことを、行政がはっきりつかんでいなければならないと思う。 

井上会長：その他の意見について 

豊委員：表の右側に「和光市国際化協会」の発足は検討していないと書ききっているので言いにくいの

だが、今回資料にある市町村でも、４０市町村の中で、２３の市町村に国際交流協会がある。以

前私は入間にいたので、入間の国際交流協会に個人加盟していて、いまだにニュースが届いたり

する。理事メンバーを見ると、市内にある諸団体が団体或いは個人加盟して会費もとり、補助金

もあったと思うが、そういう形でやっている。本市でも和光市国際ネットワークができて、まだ

出来たてではあるが、“検討はしていない”と決めつけるのは非常に不思議である。これについ

て説明していただきたい。 

事務局：これまでの経緯を含めて説明させていただく。国際化協会等の他市の設立の経緯を見てみると、

設立に当たって、市から３億や５億、10億という出資をしている。それが、丁度バブルの最盛期

等については、その利ざやで活動がある程度できていたということである。法人設立の場合の出

資の問題がある。活動の中で、その出資をなくして法人として成り立つのかという問題である。

もう一点は、豊委員がおっしゃったように、各会員が会費を支払っているということであるが、

これは他に大きな運用収入があった上で、会費で運営できているという部分がある。現在の、官

から民という大きな状況の流れや市民の自主的な活動の促進を考えた場合、任意の活動団体を発

展的にどうしていくかというのがこれからの課題であると思う。一番のネックは出資である。 

井上会長：これで理解していただけたか。 

豊委員：十分できた。多分、そのようなことであると思った。ただ、他の自治体が設立してきた、市が

出資してというスタイルの国際交流協会ではなく、和光市のネットワークが発展してという形の

国際交流協会というものができ、市から多少の補助金をもらうことができれば。今のように、ネ

ットワークで何かをするといっても、お金がなく、政策課の予算でほんの少し何かを買うことし

かできないので、活動も限られてしまっている。これは、お金のためだけに言っているのではな
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く、何かを進めていく場合、我々だけでやっていくのは非常に難しいから、行政の方で指し示し

て欲しいというイメージでいたので、そのようなイメージのものを是非検討していただきたい。 

渥実委員：そういう意味では、市からの援助がそれほど期待できないとしても、内容によっては民間か

らの寄付や援助が期待できると思う。個々に活動している団体が一体化して交流協会のように発

展していくことができるのではないかと思う。 

井上会長：市が全てをやるという堅い考えではなく、もう少し柔軟に検討していただきたいと思う。他

に意見はあるか。なければ次に進める。 

    前回の会議を踏まえ、一歩進んだ和光市国際化推進計画にしたいということで、正副会長と事

務局で話をした。その話し合いの内容について吉井委員から説明していただく。 

吉井委員：経過から申し上げた方がよろしいかと思う。私は懇話会委員になって１年半ほどになるが、

このままでいくとこの計画の見直しが本当に見直しされないのではないかと危惧した。市として

和光市の国際化推進はどうなのかということを聞くために、企画部長と政策課長に面談を申し入

れ、会長と一緒に意見交換を実施した。それが８月３１日のことである。その際にいろいろ意見

をいただいたのでそれを踏まえ、また、中間報告も踏まえ、なおかつ、前回までの皆様から出た

意見も十分に踏まえ、どのようにすれば、和光市の国際化が効率的かつ実効的に進んでいくので

あろうかということを考えた。先日今回の会議の事前打ち合わせが行われた際に、２時間半に及

ぶ打ち合わせとなったが、事務局に私どもの意図するところをかなり理解いただけたと思う。具

体的には、和光市総合振興計画・後期(基本)計画スタート以降の国際化推進の新展開(案)にまと

めてある。項目が大きく５つあるが、それぞれが今までの計画の中に盛られているものばかりで

ある。重点項目としてこの５つを取り上げた。私が主張してきたように、１番目に来るのは何と

いっても「庁内国際化推進体制の強化」であるということで、１番に持ってきている。ただ、こ

こに書いてあるもの全部を一度に進めるというのは今の市の体制からいっても、また、我々が所

属している懇話会、或いはネットワークの体制からいっても少し無理かとも思われるので、でき

るところからやるというスタンスで進めていくのがよいと思われる。順番に説明させていただく。 

    まず、１庁内国際化推進体制の強化であるが、１)国際コミュニケーション能力の強化につい

て、これは市の職員が少なくとも英語で、和光市の概況と自分の従事している仕事を説明できる

という能力がミニマムであれば、外国人が来ても十分対応できるのではないかという考えからき

ている。それに関連し、２）日本語併記の「国際化のページ」を広報わこうと和光市ＨＰ英語版

に新設するという提案をしたいと思う。これは第 1 回会議の際にも提案した。これについては、

更に詳しく別紙にそのやり方を示した。これの主旨は、国際化ページというのは今まで広報わこ

うには全然かけらもない。このようなページを設けることによって、非常に大きな効果が得られ

ると考える。まず、市民に「和光市はいろいろと国際化についてやっている」ということを理解

してもらえる。おもしろい記事があれば当然読んでもらえると思うし、外国人にも読めるように

英語で書くと同時に、日本語併記にするというのが大事なポイントであると思う。日本語の漢字

にはルビをふるなどの工夫は必要であるが。進め方としては、せっかく和光市国際ネットワーク

があるのだから、ネットワークと市が協働して企画・立案していくという、この協働というのが

非常に大事なところである。先程事務局からいろいろ説明があったが、原則的な、懇話会、市、

事務局という関係においてはいわゆる協働という形ではなく、懇話会は懇話会で提言を出すとい

うスタンスになっているが、実際に国際化が進まなければ意味がないから、もちろん我々も努力

をして、市と一緒に協働という形でやれないかという話を、事前打ち合わせでお願いした。これ
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について事務局には、計画がより実効的なものになるのであれば考えるという理解をいただいた。

それで、市と和光市国際ネットワークが協働して企画・立案をしたいという提案である。それか

ら２つ目に外国籍市民の参加要請である。やはり外国籍市民が相手になるのに、外国籍市民が読

んで面白くないのでは話にならない。例えば、事前にアンケート調査をしてどんなことを期待し

ますかということを含めて、これも私の意見になるが、総合的なアンケートという形で出すか、

やり方については考えているところであるが、とにかく、アンケート調査をして意見を募るとい

う前提で始めた方がよいと思う。後に、外国籍市民に企画・立案にも参画してもらう。やはり、

自分が参画しているのとしていないのではかなり違ってくる。そうすれば当然、次にあるように、

外国人のコラムを設けたらそこに寄稿してもらう、或いはインタビューして紹介するなど、いろ

いろできると思う。やり方としては他にもあるかもしれないが、進め方としてはこんな形でやっ

ていったらどうかと思う。 

    内容であるが、先程申し上げたとおり、日本語併記でやってみたらどうだろう。いろいろ思い

ついたことを羅列しているが、最新ニュース、イベント紹介、外国籍市民のコラム、関係団体の

活動紹介など、学校を含む関係団体が国際化についてどういうことをしているのかもよくわから

ないので、そのような関係団体の活動紹介をすれば、それを見た外国人も触発されるのではない

かと思う。それから、ロングビューについてはこのままではどんどんしぼんでいくという危機感

を持っている。当然のことながら、ロングビュー市の情報、これも新しいものがあれば随時載せ

るように。更に、募集案内、ワンナイトステイの登録なども募集すればよいと思う。この他にも

たくさんあると思うが、それは実際に進める段階で、議論していけばよいと思う。 

    それから、３番目、国際化推進のためには、やはり市の方で進めるためにはそれなりの組織、

人、予算が必要になると思う。確かに、市の財政が厳しいから新たに人を付け足して、或いは予

算を練りだすというのは非常に難しいということは理解しているが、やはり、国際化というコン

セプトは市政横断的なコンセプトであるから、和光市の総合振興計画の後期基本計画において教

育文化の「誰とでもわかりあえる地域づくり」というところに押し込むのではなく、もっと広め

ていくというコンセプトを市で自覚すれば、もう少し予算を増やしてもよいのではないかと考え

ている。これは、私の市に対するお願いである。 

    ２番目であるが、ロングビュー市との関係の改革。今まで、ロングビュー市との姉妹都市関係

には戦略性がなかったと思う。ただ友好都市関係ということで、ずるずると来てしまったと思う。

やはり、発想を変えて、これまでの単なる友好都市を発展的に解消して、両市の市政の向上に資

するという観点を入れなくてはいけないと思う。具体的には、やはり行政情報を両市間で交換す

るということが重要であると思う。その交換を通じて、ロングビュー市も「和光市はなかなかい

いことやっているな、これは参考になる」という風に感じてもらえれば、当然のことながら向こ

うから人が来るということも期待できるのではないか。逆に和光市も、今まで知らなかったロン

グビュー市の行政のことを学ぶことができる。派遣された人を通じてでも、日常のメールを通じ

てでもいろんなやり方があると思うが、すぐにはできないということであれば、また和光市国際

ネットワークとの協同でやっていけるのではないかと思う。それから、ロングビューウィークの

展示については現在開催されているので、こちらについては説明を差し控える。３番目のロング

ビュー市の常設展示。これは、１がどんどん進んでいけば、おのずからロングビュー市を知る人

も増えてくるし、ロングビュー市との市政の関係も深まるので、常設展示も当然になってくるの

ではないかという期待も込めて書いた。 
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    ３番目、外国籍市民との連携の強化。和光市の第一の目標は外国籍市民にも暮らしやすいまち

づくりであると伺った。実際それに重点を置いてやってきているが、施策には調査を行うと書か

れているが、まだ総合的なアンケート調査はしていないということで、外国人がどのようなこと

を考えているのか、どのようなニーズがあるのか、どのようなことを和光市のためにしようとし

ているのかということが全くわかっていない。それを知るためにまずアンケート調査をやった方

がよいと思う。それから、２番目に市長との懇談会開催とある。これも施策の内容の中に懇談会

の開催と書かれているが、伺ったところまだやっていないということなのでこれをまずやると。

少し失礼な言い方になってしまうが、市長の内なる国際化に非常に貢献すると思う。つまり、市

長がこういう懇談会の場でいろんなことをいろんな外国人から話を聞くということはあまりな

かったと思うので、そういう形で場を設けることによって、市長自身が国際化に関する意識が高

まるのではないかと期待している。３番目に、英文総合案内パンフレットの作成。これはいろん

な分野でいろんなパンフレットがあるということは承知しているが、この一冊を読めば何でもわ

かる、どこに行けばどういうことを教えてもらえるなどすべてわかるという親切なものを作れば

よいのではないか。それから４番目であるが、これが非常に重要であるのだが、双方向的交流関

係の確立。これは、今までどちらかというと市側が在住外国人に対していろんなサービスをする

という一方通行でしかなかったと見ざるを得ない。そこで、やはりこれは双方向にやらなければ

意味がないから、在住外国人にも市政に、或いは市民レベルでの具体的にいろいろな関わりを深

めていただきたいという願いで書いている。先程申し上げた、国際化ページへの参画や市民まつ

りへの参画、これは外国特設テントの設置などというものは今までなかったが、お国自慢をする

テントを一つ提供して、そこで何でも好きな展示をしてくれとお願いして、やらない外国人はい

ないと思う。それから、市内バスツアーはやることになっているから省く。 

    そこで４番目に来るが、和光市国際ネットワークの活用と連携の強化。これが非常に重要であ

ると思う。というのは、協会を作ることはほぼ不可能ということを伺っているし、今ある機関と

してはこのネットワークが続いているから、ネットワークをいかに上手く活用するかということ

に尽きると思う。そこで、ネットワークをいかに活かすかということを考えたときに、活かす術

がなければできない。したがって、それにはいろいろな任務があると思う。それを考えながら、

ただ、ネットワークだけでは具体的にはあまり進められない。やはり旗振り役がいないと。その

旗振り役を是非、市にお願いして市と協働でやりたい。国の機関と協働するということは後期基

本計画に書かれている。国の機関と協働してやるというコンセプトがあるのであれば、当然のこ

とながら、市にある団体、或いは機関と協働するというのは当たり前のことであると考える。そ

れで、具体的な協働活動例であるが、これは先に言ったことと重複するところもあるが、国際化

ページをどうやって作ればよいのかということから始まり、庁内の国際化推進力強化、具体的に

は英語で説明できる能力の強化など他にもたくさんあるが、お金をあまり掛けずにできる方法を

一緒に考える。それから、これも先程言ったが、外国人に対して総合的なアンケートをどのよう

に実施すればよいか。これも先程言ったが、双方向的国際化に対して外国人をどのように後押し

していけばいいのかというようなこと。これも言ったが、ロングビュー市との戦略的な姉妹都市

関係をどのように構築していけばよいか、常設展示。市民への国際化推進事業の広報策。これも

冒頭で言ったが、広報わこうの国際化のページからスタートしていけばよいのではないか。 

    最後になったが、国際化推進実績表の内容の改善と対市民ＰＲと書いてあるが、簡単に言うと、

この実績表を見たときに、ただ字がたくさん並んでいるだけで、たくさんやっているという感じ
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は受けるが、具体的にどんなことがなされているのか、どのような目標に向けてどの程度進んで

いるのか、問題点はどうであったかという点が欠けていると思う。これをわかりやすく書くこと

によって市民にも理解を得るという形でやっていただきたい。既に和光市ではＰＤＣＡという手

法を用いていると伺っている。それも含めた形で示していただきたい。それから、実は私は和光

国際交流会に属しているが、和光国際交流会で日本語を教えるボランティアをやっているが、市

においてもやっていると伺っている。これらがバラバラに行われていて全然連携がないというの

もおかしい。市の国際化の実績と言いながら、交流会もやはり市から、場所の提供等という形で

支援を受けている。従って、一体化して、参加団体がやっているそれぞれの活動を一括して実績

表の中に含めて書いてはどうか。ましてや、協働事業となれば、当然載ってくると思うが。 

    以上、これは私だけの考えではなく会長とも十分打ち合わせて、本日皆さんに提示し、是非お

考えいただきたいという主旨でお話した。 

井上会長：これに対しての皆さんのご意見を伺いたい。 

豊委員：すごくよくまとまっていて良いと思う。最初にこれを出してもらえれば、話がうんと早く進ん

だと思うくらい、よくまとまっていてよいと思う。そういう意味でも、まさに４にある国際ネッ

トワークの活用と連携の強化、ネットワークの一員からすると、ネットワークの充実という部分

で、もう少し加入団体を増やす。特に、できれば企業というか、もちろん国際化に関係する企業

に入ってもらって、ついでにカネもヒトも出してもらってということで、今個々に具体的に活動

例で挙がっているようなことを一緒になってやってもらえるスタッフというか、要するに、ここ

に来る我々よりももっと動いていただけるような人と動くためのモノ・カネがあれば、今提案さ

れた内容が実践できると思うし、逆に実践していかなければ、ヒトもカネも集まってこないとい

う、相乗作用だと思うから、是非この案を更に具体化して、現実的に「こういうことを今度やる

のでこのようなことについて、このようなことを考えてください」というふうに今後進むとよい

と思う。 

井上会長：その他の方の意見はあるか？ 

鈴木委員：大変、本当に良くまとまっている。今回の計画の見直し案の中に具体的な内容をもう少し盛

り込んでやっていけばよいのかと思う。特に、広報わこうに外国籍の市民対象のページを設ける

というのはよいことであると思うし、また、そういう外国籍の人たちの市民としての参画意識が

出てくれば、かなりよいことになってくると思う。それから、ロングビュー市との関係であるが、

これは是非私も前回の会議で“できちゃった婚”ではなく、その後のフォローが大事であるとい

うことを申し上げたが、その中に、これは片思いではなく、また結果として、働きかけたとして

も片思いになるとすれば、姉妹都市関係の見直しというのも含めていただけたらよいと思う。ま

ずは、アクションを起こしてみて、その結果を見て、場合によってはいろいろ状況の変化に応じ

て変えていくということも必要ではないかと思う。それと、４の国際ネットワークであるが、私

が会長をやっていた頃に初めてそういう形で組織としてできた一つの実績であると思うが、これ

がはっきり言って市民まつりのためのネットワークという形になっている。これが具体的な目標

を持って市と一緒にやっていくというのは大賛成だ。この中にもう一つ加えるとすれば、これは

市の協力を仰がなければならないと思うが、市或いは和光市国際ネットワークの呼びかけで、ボ

ランティアの国際交流員というのを募集し登録していく。その人から会費を集めるかどうかは別

として、こういう活動も含めれば、より一層市民の参画も意識も高まると思う。特に、ボランテ

ィアの国際交流員というのは、どういうイメージ化というと、現在和光国際交流会のメンバーの
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方々もほとんどがそうであると思うが、欧米で駐在して現地の言葉に長けていて、その上で外国

人に日本語を教えている。私も常々申しているが当面は英語だけでよいだろうと。しかし、和光

市の中には、例えば中国、韓国などの地域で仕事をしてきた人もいるだろうから、そういう人た

ちをなんとか把握して、できればボランティアの国際交流員ということで登録してもらうという

ことも進めてはどうか。それから、これは私が言っていてできなかったことであるが、和光市に

本田技研の工場はなくなってしまったが、一部の本社機能があるということと、ホンダ技術研究

所という、これはホンダの別会社であるが、ここにかなり外国から、これは一時的に来ている人

もいると思うが、和光市の国際化の具体的な活動例、ある意味では資源であると思う。これをや

はりネットワークの会員に招き入れるというのが当面の一番具体的な目標になると思われる。彼

ら自身が世界のマーケットを相手に仕事をしているわけであるから、彼らの持っているノウハウ

を活かすということが、和光市が国際化を推進していくには非常に大きなポイントとなる。これ

には、市のからも積極的に働きかけていただきたい。和光市に本社機能を置いて活動している、

ある意味では和光市の市民であるから、市民活動への参画を求めるべきであると思う。 

井上会長：それはネットワークへの企業の団体としての加入を促すという提案ということでよいか。先

程の豊委員の意見と一致するかと思われる。 

鈴木委員：そうである。それと、個人のボランティア国際交流員、この呼び方が適切であるかどうかわ

からないが、募集をして登録しておき、常に国際ネットワーク事務局の中に困ったときにこの人

に聞けばいいという情報を共有しておく必要があると思う。 

渥実委員：和光市の財政状況について伺いたい。今、国際的な企業から協賛や資金を得るという話が出

てきたが、具体的にはホンダという名前が出ていたが、ホンダの本社機能が和光市に来たために、

和光市が潤ったということも聞いている。先程から事務局から出ているのは財政が厳しいという

ことばかりである。そういう意味で考えると、和光市は人口も増えているし、財政的にはかなり

豊かになってきていると思うが、実際はどうなのか。また、比較して新座市などはそのような企

業も少ないと思うが、国際化ということにおいては、前に吉井委員がレポートしてくれた国際教

育特区レポート等でも、姉妹都市がフィンランドと中国、ドイツがあるということも書いてある。

もう少し和光市の財政が国際化のほうにお金を使っても良いのではないかという気がする。事実、

財政はそんなに厳しいのか。 

事務局：今、小泉内閣の構造改革特区というのがある。その中で、国からの補助金や交付金の 4兆円を

カットし、カットした分を地方税で集められるようにしようということである。その額が 3兆円

である。そうすると1兆円不足するが、それは各自治体が行政改革で生み出しなさいというのが、

国の今の構造改革である。そうすると、何らかの形で和光市も影響を受けることになる。今まで

補助金で１０もらっていたものが、例えば７になる。そのうちの５、６を市税として徴収しなさ

いという内容である。現在、和光市の財政力指数は比較的高いから国からの交付税を受けていな

い。標準の収入と標準の歳出で、収入の方が多いから１、いくつになっていると交付税という形

では交付されない。現在は比較的裕福であるが、19 年以降、構造改革が具体的に動き出したとす

ると、市はそれまでにある程度の基盤を強化する体制を作っておく必要がある。行政改革という

よりは財政改革と言える。したがって、その辺ではなかなか難しいものがあると思う。また、新

座市はドイツへの派遣を一時中断しているということもあるし、新座市は自立の道を歩み始めた。

それから、この近辺では話題になっているのは志木市であるが、貯金を全部はたいても 8億円足

りないという状況である。それで、庁内で自立の道を模索している状況である。 
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    したがって、吉井委員の御意見の中では、組織・人員・予算というなかなか厳しい意見をいた

だいてしまった。 

渥実委員：聞いた話によると、ホンダが来ることによって何億という税収の増加につながるということ

だったので。 

事務局：それは景気に左右される。赤字経営になれば、税収は期待できない。法人税の納税のやり方も

複数あり、現地で法人税を納めると、こちらでは多少免除になるということも聞いている。 

吉井委員：二重課税防止条約というものもあるらしい。 

事務局：ある面では、お金があるではないかという話も聞くが。実際に福祉等ではそれなりのサービス

も提供している。 

井上会長：他に御意見はあるか。 

対馬委員：今、予算がいろいろ厳しいという話を聞いたが、吉井委員の資料はよくまとまっていると思

った。これを具体化していく中で当面重要、ポイントになるというものは、順位付けというわけ

にもいかないかもしれないが、できるようなものや非常に効果的なものというようなところから、

始めていき、すべてやれればすばらしいことであると思うが、ある程度ポイントを絞って、どこ

か学校的な考えになってしまうが、目標を立て、すぐできるものと長期的な計画をたててやって

いただきたいと思う。あまり無理はしない形でと思った。 

吉井委員：やり方としては最初に大きなことをやるか、小さなことからやっていくか、いろいろやり方

があると思うが、懇話会及びネットワーク会員全員は無理かも知れないが、懇話会の有志の方や

鈴木委員のおっしゃった国際交流ボランティアという制度ができればそういう人たちと市と一

緒にやっていくやり方がある。それから、冒頭に言ったように後期基本計画スタート以降である

から、平成 18 年度からの実施目標となっている。バスツアーやロングビューウィークのように

すぐにやるというものではない。 

井上会長：今の吉井委員の発言に関連して、今までは懇話会から市長に提言して終わったのだが、提言

をして終わるのではなく、協働でやりたいと思う。これに対して、御意見はあるか。全員で協働

でとなると、時間的な余裕もない。有志の方で、提言内容を協働で作成するのに関わってもよい

とおっしゃる方がいらっしゃれば、参加していただきたいと思うが。今まで提言で終わってしま

ったものを、提言後市に任せてしまうのではなく協働で進めていきたいという提案であるが。そ

れに対しての賛否はどうか。 

鈴木委員：一番手っ取り早くできるのは、ネットワークの活用であると思う。これは懇話会とは別に和

光市国際ネットワークの定例的な会合を持つ、それには新たに募集するボランティアの国際交流

員或いは、今日メンバーの中で一番重要なメンバーである理化学研究所が来ていないが、或いは

ホンダ技術研究所を入れた活動を定例的に行うというのが一番できることであると思う。 

井上会長：それはネットワークを広げるという意見か。 

鈴木委員：そうである。活動を定例化するということである。 

井上会長：私が提案しているのは、ネットワークについてではなく、今まで提言で終わってしまったも

のを･･･ 

鈴木委員：それをやるということを今回の提言の中に盛り込んではどうか。 

井上会長：ネットワークを進めるということを提言に入れるということか？ 

鈴木委員：ネットワークの今後の具体的な活動の内容を提言の中に盛り込んではどうか。 

井上会長：その以前の問題について提案しているのだが、現在我々が議論している計画を提言して終わ
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っていた。今回の見直しにおいては、計画の改定素案を作る段階において我々と市が協働してや

りたいという提案をしている。 

豊委員：それは可能なのか。事務局の説明と資料によると、そのようになっていない。計画の策定及び

施行は市の執行機関がやるとなっている。 

事務局：今、豊委員がおっしゃったように、今まで計画を策定する際に市の基本的な方法としては協働

ではなく、懇話会の役割と市の役割がはっきりしていた。しかし、先日会長と副会長提案もあり、

話し合った中で、今会長がおっしゃったように、懇話会で市に提言を出して、その後については

市に全面的に任せるというのではなく、できれば可能な範囲で一緒にできないかという提案があ

った。市では、その場で即決することはできなかったが、今回は時間もないので、もし可能であ

るなら市としてもある程度協働で、役割はちゃんと守りながらやっていってもよいと考えている。 

    今の会長の提案は、市と一緒にやるのに、会長・副会長プラスどなたか一緒にやる人がいるか

という提案である。 

吉井委員：いわゆる懇話会としてではなく、ワーキンググループ的に市といろいろ相談しながらやると

いう形である。 

鈴木委員：だから、私が申し上げたのは国際ネットワークが市と協働で活動を盛り込むような提言をし

てはどうかと申し上げた。 

井上会長：計画は、ネットワークではなく懇話会で話し合うものである。 

鈴木委員：私はネットワークのメンバーにも呼びかけてはどうかと言っている。 

井上会長：ネットワークと懇話会は性質が違う。これについて、事務局に説明していただく。 

事務局：今回は、懇話会に市が、「計画の見直しについて提言をまとめていただきたい」と諮問をして

いる。あくまでも懇話会である。計画ができて、ある程度実行する段階になれば、方法としてネ

ットワークとの協働も考えることができる。 

渥実委員：具体的には、次回の会議までに何回か会議を持ってその会議でまとめていくということか。

そういう時間的な余裕と協力する体制が確保できるかどうかということか。私は、個人的にちょ

っと忙しい時期であるから、協力したい気持ちはあるが時間的に無理である。 

鈴木委員：市との協議に時間の都合がつけば私は協力する。ただ、学校の先生方は大変であろう。 

対馬委員：私は学校の方で担任もしているので、申し訳ないが参加できない。 

鈴木委員：非常に関心があるから、できる限り参加したい。 

事務局：今回、付属機関に諮問をしてその答申をいただくという中では例外的なやり方である。本来で

あれば、答申案というのは懇話会の皆さんが中心になって話し合うが、今回は最終的な計画素案

を一緒に協議するということであるから、市も入って話し合いを行う。その際、皆さんの提案に

対して、難しいものは難しいと言わせてもらう。ただ、それが決定ではなく、また市の方でいろ

いろ手続きがある。 

    もう一点、今回の懇話会の任期が、平成 18 年の 2月 17 日までとなるので、先ほどのスケジュ

ールと照らし合わせると、第 3回会議はこの時期に行うこととなると思うが、それまでに合間を

縫って、何度か話し合いをすることになる。事務局が日程の調整をして、会長・副会長、鈴木委

員と事務局で協議するということでよろしいか。 

井上会長：かなり日程的には厳しいが。 

    後は何かあるか。事務局、今後のスケジュールは？11月の後半が第 3回会議か？ 

事務局：下旬とまでしか決定していない。詳しい日程については後日お知らせする。 
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井上会長：次回の会議は 11 月の下旬ということである。では、その他について 

事務局：前回の会議の最後に、和光市文化紹介・国際交流バスツアーの詳細について、8 月の終わりに

はお知らせをすると言ったが、調整等がスムーズに行かなかった関係で大変遅くなってしまった。

詳細について、御報告できていないが、何か質問があればこの場でお受けする。 

井上会長：何人くらい申込はあるのか？ 

事務局：マイクロバスで市内をまわる予定であるから、募集は全体で 26 人である。そのうち外国人が

18 人、日本人が 8 人で募集をかけたところ、3 日の時点で 10 人以上の日本人市民から応募があ

り、当初予定していた 8人を大きく上回っている。日本人の人数については、今後の外国人の応

募状況を見ながら募集期間が終了する頃に調整をしたいと考えている。 

豊委員：今まで外国人は何人応募があったのか。 

事務局：現在のところ 2人である。 

豊委員：それに対して日本人は 10人ということか。 

事務局：いや、20 人以上の応募をいただいている。19 番目の方まではキャンセル待ちということで連

絡先を聞いてあるが、それ以降の方の連絡先は聞かずに、募集人数に達したため受け付けは終了

したと申し上げている。 

井上会長：では、現在日本人の希望者は 19人いるということか。 

事務局：そうである。ただ、受付が 8 番目以降の方の参加は決定していない。10 月 3 日～20 日までが

募集期間となっているが、理研の ICO NEWS10 月号に募集記事を掲載してもらっている。もう少

し様子を見て、外国人が集まらないようであれば、再度理研や和光国際交流会、ママアンドキッ

ズに、外国人に情報を流してもらうようお願いして人数を増やそうと考えている。 

吉井委員：そういうお知らせも国際化のページができれば掲載できるのだが。 

事務局：市のホームページの英語版にも募集記事を掲載している。 

井上会長：他になにかあるか。 

鈴木委員：吉井委員の作成した案を拝見して、広報の国際化ページが一つの目玉になると思う。事務局

に伺いたいのだが、広報に国際化ページを設けるということについて現在の見通しはどうか。 

事務局：現在、広報の情報量が多く内容をどう削るかというのが、広報担当の課題となっている。した

がって、優先順位をつけながら、市民にとって最も必要性の高い情報を掲載するようにしている。

国際化を推進する人にとっては、もちろん国際化が一番優先順位が高いというのが当然であると

思うが。全体を考えなければいけない。計画に載ってくればそれなりに担当課にいろんな形で働

きかけをしなければならないと思うが。 

鈴木委員：これから大きい声を出していくということになる。国際化推進のための組織や人員、予算に

ついては、書いても財政的に厳しいのであれば絵に描いた餅になってしまうが、広報わこうにそ

ういったページを設けるというのは何としても進めていただきたいと思う。 

事務局：掲載方法によると思うが、毎月号の掲載のために必要なスペースを確保するというのは大変厳

しい。例えば、防災であれば防災の時に外国人向けの防災の記事を出すというのであれば、ある

程度考えられる。それから、今回のロングビューウィークのように「こういうことをやっていま

す」という形でのお知らせはできる。まず第一歩はその辺りからスタートするのが堅実であると

思う。最初から、毎月２ページ用意して欲しいという話を持っていける状況ではない。 

井上会長：広報というのは外国人市民向けではなく、日本人市民向けである。 

事務局：全市民向けである。 
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井上会長：そうであるが、例えば予防注射などの情報は日本人も必要であるが、外国籍の方も子どもが

いれば必要である。したがって、そういうことに関してはやはり、もう少しわかりやすいように

という意味も含まれていると思う。 

吉井委員：市は、国際化は全庁に横断的に関わっていると言っている。そうであれば、それをまとめた

ものとして一つ柱があってもよいと思う。 

事務局：もう御存知かと思うが、今月から広報を 1 日号と 15 日号の月 2 回発行にしている。タイムラ

グを少なくするという意味と、情報量を 2つに分けるという主旨で実施している。 

井上会長：計画については、本日皆さんに提案したように、市と協働で進めて行きたいと思うがよろし

いか。 

【異議なし】 

井上会長：では市と協働で進める方法でやっていく。 

事務局：それでは、正副会長と鈴木委員で打合わせという形で見直し素案を市と協働で進めるというこ

とでよろしいか。 

井上会長：はい。他に意見がなければ第 2回の会議を終了させていただく。 


