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は じ めは じ めは じ めは じ め にににに    

    

本市には、平成17年12月末現在102カ国8,000人を超える外国人が生活しており、そ

の数は毎年増え続け、多摩地域では最も国際色豊かな都市です。また、市域には23大

学等があり、アジア諸国を中心とした約3,300人の外国人留学生が学んでいる国際学園

都市でもあります。 

一方、八王子市国際交流コーナーでの交流活動をはじめ、市内の国際交流団体がさ

まざまな交流活動を展開しており、多くの市民が参加しています。 

このように本市の国際化事業は活発になりつつありますが、さらに国際化を推進して

いくためには、市民の皆様にも、より一層の国際理解を広め、広い視野と国際性豊か

な市民感覚を育んでいただくことが必要です。 

 また、市制90周年に向けて、海外友好都市との交流を進めるにあたり、市民レベ

ルでの交流のあり方、内容についても考える必要があります。 

そこで、今回のフォーラムは、“ みんなで進める国際交流～多様なつながりを育む

まちをめざして～”をテーマに、広範な市民の国際交流活動を推進するため、現状や

課題について討論し、来場者とともに「本市のめざすこれからの国際交流」について

考えました。 

ここに、当日の様子を「げんきフォーラム記録集」としてまとめましたので、ひと

りでも多くの方にご高覧いただき、国際都市八王子の実現に向けた一助になれば幸い

です。 

 最後に、貴重なご意見を発表していただきましたパネリストの塚本様、吉田様、

チェン・ジェニファー様、フォーラムを進行していただきましたコーディネーター役

の毛受様、そして会場にお越しいただきました多くの市民の皆様に心から感謝申しあ

げます。 

 

 平成１８年４月 

 

八王子市 総合政策部 広聴広報室  
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コーディネーター及びパネリストのコーディネーター及びパネリストのコーディネーター及びパネリストのコーディネーター及びパネリストの紹介紹介紹介紹介    

    

【コーディネーター】【コーディネーター】【コーディネーター】【コーディネーター】    

毛受毛受毛受毛受    敏浩敏浩敏浩敏浩    氏氏氏氏（財団法人日本国際交流センター チーフプログラムオフィサー） 

慶応大学法学部卒業後、兵庫県庁に勤務。在職中に姉妹州の米国ワシントン州立エバグリーン大学行政管理大

学院で、姉妹都市交流を研究し修士号を取得。1988 年より（財）日本国際交流センターで草の根レベルの国際

活動の調査研究を担当するとともに、国際交流・協力活動実践者全国会議委員長、地球市民賞選考委員（国際交

流基金）等を歴任し、現在、慶応大学等で非常勤講師（NGO、NPO 論）を兼務。主な著書として「地球市民ネ

ットワーク」（アルク）、「草の根の国際交流と国際協力」（明石書店）等。 

 

【パネリスト】【パネリスト】【パネリスト】【パネリスト】    

塚本塚本塚本塚本    回子回子回子回子    氏氏氏氏（八王子国際交流団体連絡会代表）    

八王子国際友好クラブ会員として 17 年以上草の根の国際交流活動に携わる。2004 年 4 月に結成され、八王

子市国際交流コーナーを管理運営する任意団体である「八王子国際交流団体連絡会」の代表を務める。市内在住

外国人支援をはじめ、文化交流等も実践し、多文化共生のまちづくりをめざして活動している。インドネシア 3

年、イギリス 3 年の滞在経験あり。 

 

吉田吉田吉田吉田    丘丘丘丘    氏氏氏氏（独立行政法人（JICA）国際協力機構国内事業部次長兼市民参加協力室長）    

1976 年 4 月ＪＩＣＡ入団。社会開発協力部、研修事業部、無償資金協力業務部等を経て、現在国内事業部市

民参加協力室長（初代）。その間、タイ事務所とミャンマー事務所の在外事務所勤務を経験。2002 年 10 月か

ら市民参加協力事業に関わる。 

現在、開発教育支援事業や草の根技術協力事業等を通じ、ＮＧＯや市民と連携し、海外の現場と国内の地域を

結ぶ事業に従事している。 

 

チェン・ジェニファーチェン・ジェニファーチェン・ジェニファーチェン・ジェニファー    氏氏氏氏（市民公募・留学生） 

帝京大学経済学部４年生。香港出身。家族とカナダへ移住し、約５年前に来日。来日当初は文化の違い、日本

語の表現方法に苦労した。市内に在学する留学生として、高齢者施設訪問事業等、地域の交流活動に積極的に参

加しているほか、八王子での生活や自国の文化等を市ホームページで紹介する八王子市国際交流推進特使（国際

フレンド）として活躍している。 

 

黒須黒須黒須黒須    隆一隆一隆一隆一    （八王子市長） 

八王子市議会議員３期、東京都議会議員２期、2000 年より現職（２期目）。政治信条は、「夢と説得力」。都

市経営の視点から「八王子元気計画」を掲げ、あらゆる改革に取り組んでいる。現在、市民との協働による国際

化の推進など、国際性豊かなまちづくりに向け邁進中である。 
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げんきフォーラムげんきフォーラムげんきフォーラムげんきフォーラム    ～～～～みんなで進める国際交流～～～～    

          

司司司司        会会会会    大変、長らくお待たせをいたしました。本日は多くの皆様にご参加をいた

だきまして、まことにありがとうございます。 

ただいまから「げんきフォーラム」を開催いたします。 

本日は「みんなで進める国際交流～多様なつながりを育むまちをめざして

～」と題しまして、市長を始め４名のパネリストの方々によりますパネルデ

ィスカッションを通して、会場の皆様とともに本市のめざす、これからの国

際交流について考えてまいります。申し遅れましたが、私は本日の司会を務

めさせていただきます広聴広報室の志村と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

それでは、最初に主催者を代表いたしまして、黒須市長より、ご挨拶を申

し上げます。 

 

市市市市        長長長長     皆さん、おはようございます。市長の黒須隆一でございます。 

今日は大変貴重な休息日にもかかわりませず、また早朝から大勢の皆さん

にご参加をいただきまして、ありがとうございます。 

今日は国際交流に

関係をされておられ

る皆さん、あるいは

外国籍の方々、また

自治会、町会関係者、

大学関係者等、大変、

幅広くご参加をいた

だいていると伺って

おりまして、大変心

強い限りでございま

す。本当にありがと

うございます。 

今日のテーマはご承知のとおり、本市の国際交流を、どう進めていくかと

いうことでございます。政治的な課題というものはもちろんありますけれど

も、それぞれの国境の壁というものが年々低くなっているということはご承

知のとおりでございまして、極論するならば、どの国でもそうでしょうけれ

ども、１国だけでは生きていけないといいますか、そういう時代に入ってい

ると思っております。 

日本におきましても、今、外国籍の方というのは 200 万人いるそうです。

東京でも 35万人おられるそうでございます。特に最近は、留学生はもちろん
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ですけれども、就労されておられる外国人の方も非常に多くなっております。 

よくテレビ等でも報道されますけれども、群馬県の太田市あたりではスペ

イン語の看板の地域ができているというような、お客様もほとんど南米の方

と、こういう地域もあります。実は、八王子でも一部店の看板等がハングル

で、日本語はほとんど使われていないという、そういうコリアンタウンのよ

うなところも、出現をしている状況がございます。そういう中で、地域で外

国人と市民の皆さんとの交流の機会というのは、非常に増えているわけです

から、そういう交流というものを、これからどういうふうにしていけばいい

のか、より良い交流ができるのか、これは行政の役割というのもあろうかと

思いますけれども、やはり何と言っても柔軟な活動ができるということは、

行政主導ではなく、市民の皆さんが主体性を持って活動していただくことが、

私は大変大事なことなのではないかと思っております。また、私どもの規模

のまちで海外との交流都市がないというのは、八王子だけと言われているの

です。よくよそのまちに行きまして、そんな話になりますと、驚かれるので

すけれども、別に鎖国政策を取っていたわけではありませんが、そういうい

い機会が今までなかったということでございます。今、議会のほうでも、今

年は市制施行 90周年ということでございますので、これを契機に外国との交

流を始めようじゃないか、こういう大変前向きな発言もいただいているわけ

でございます。 

本市の現状をお話いたしますと八王子には 12 月末の段階ですけれども、

102カ国、8,000人を超える外国人の方がいらっしゃいます。これは人口比か

ら言いますと、周辺の町に比べますと大変多いのです。隣の町田市が、今、

人口 40 万人を越えていますけれども、4,000 人ばかりです。立川市は 3,200

人だと伺っています。 

ですから、いかに八王子が多いかと。また、八王子の大学には 3,300 人の

留学生の方々が学んでおられるわけでございまして、まさに国際学園都市だ

と申し上げても過言ではないと思っております。 

また、一昨年になりますけれども、16年４月に国際交流コーナーをオープ

ンいたしました。これは学園都市センターの 11階に設置をいたしましたが、

この運営については、国際交流団体連絡会に自主的に運営をしていただいて

おります。外国人に対する日本語学習支援あるいは情報提供、生活相談、そ

れからまた外国人と市民との交流の増進をしていくという、こういう活動を

していただいております。また、私も参加をいたしておりますけれども、Ｊ

ＩＣＡと協働での国際交流フェスティバル、この建物の中でも開催をいたし

ておりますが、これも大変楽しい集いでございまして、多くの市民の皆さん

も参加をされておられます。また産業面におきましても、本市はご承知のと

おり、ものづくりの企業の集積地になっており、本市におけるその中小企業
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が海外にシフトをしているという企業もたくさんございます。私も休暇が取

れるときには、そういう企業を訪問して、そして、今どんな活動をしている

のかということを自分の目で確かめたいと、そんな思いで毎年少なくとも１

回は出かけておるところでございます。 

また、今後の問題といたしましては、これから市の国際化を推進していく

ためには、外国人の支援をするということはもとより、市民が身近で国際交

流ができる仕組みづくりをしていくことが大事なことと考えておるところで

ございます。また、先ほどお話しましたけれども、海外の都市との交流も、

ぜひこんな機会に進めていきたいと思っております。今日は、財団法人日本

国際交流センターから毛受敏浩さんをコーディネーターにお迎えをして、そ

してパネリストの皆さん、またご来場の皆さんとともに本市のめざす国際交

流というものをぜひ考えていきたい、有意義な会にしたいと思っております

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。 

 

司司司司        会会会会    ありがとうございました。 

ここでコーディネーター及びパネリストの皆様がご入場いたしますので、

拍手でお迎えください。（拍手） 

それではコーディネーター及びパネリストの皆様をご紹介させていただき

ます。 

最初に、本日のげんきフォーラムのコーディネーターをお願いしてござい

ます毛受敏浩様でございます。（拍手）毛受様は、財団法人日本国際交流セン

ターのチーフプログラムオフィサーとして、日米の草の根交流、あるいは自

治体の国際戦略についての調査研究を担当されておられます。また、第８回

国際交流協力実践者全国会議委員長などを歴任されまして、現在、慶応大学

等で講師も務められておられます。 

続きまして、パネリストの皆様をご紹介いたします。舞台中央より、塚本

回子様でございます。（拍手）塚本様は八王子国際友好クラブ会員として、17

年以上にわたりまして市内在住の外国人の方々への支援や文化交流を実践さ

れるなど、海外在住経験を生かした国際交流活動に携わっておられます。ま

た、八王子国際交流団体連絡会の代表も務めておられます。 

続きまして、吉田丘様でございます。（拍手）吉田様は、国際協力機構ＪＩ

ＣＡの国内事業部初代市民参加協力室長として、一般市民の方々と連携し海

外の現場と国内の地域を結ぶ関連事業に従事されておられます。 

続きまして、チェン・ジェニファー様でございます。（拍手）チェン・ジェ

ニファー様は、今回パネリストの市民公募にご応募いただきました。現在、

帝京大学に在学する留学生として、地域の交流活動に積極的に参加されてお

られるほか、本市国際交流推進特使としてご活躍されておられます。 
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最後でございます。黒須隆一八王子市長でございます。（拍手） 

それから、ご紹介がおくれましたが、本日の手話通訳の方々をご紹介いた

します。山下様、北川様、竹花様のお三方でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。（拍手） 

なお、本日の様子は、ケーブルテレビあるいは市のホームページ等で広く

市民の皆さんに情報公開する予定ですので、ご了解いただきたいと思います。 

それでは、これからパネルディスカッションに入ってまいります。コーデ

ィネーターの毛受様よろしくお願いいたします。 

 

毛毛毛毛        受受受受     皆さん、おはようございます。それでは今から「げんきフォーラム みん

なで進める国際交流～多様なつながりを育むまちをめざして～」を始めさせ

ていただきます。 

 私は、日本国際交流センターというところに所属しております、毛受敏浩

と申します。おそらく皆さんは、毛受という名前は初めてお聞きになる方が

多いと思います。非常に変わった名前で、小さいときから私自身は非常に苦

労をしておりまして、なかなか正しく呼んでもらえない。会社で仕事をして

おりまして初めてのところに電話をいたしまして「毛受」と言いますと、ま

ずちゃんと聞き取ってもらえない。じゃあ漢字はどう書くのですかと聞かれ

て説明すると余計に混乱するという、非常にややこしい名前で苦労してきて

いるわけです。 

私のおります日本国

際交流センターという

のも、よく外務省の外

郭団体と間違えられる

のですが、実はそうで

はなくて民間の非営利

の独立した組織です。

国際問題についての調

査研究とかということ

をやっておりますが、私自身は草の根の国際交流あるいは国際協力というこ

と、そういうことを専門に調査研究をしたり、あるいは全国で、そういうこ

とをされていらっしゃる方々を側面的に支援をするということに 20 年近く

かかわってきております。 

 今日のげんきフォーラムでは、国際交流をテーマにして市民の皆様とご一

緒に、これからの八王子の国際交流はどうあるべきか、ということを議論し

ていこうということでございます。私自身、実は八王子は高尾山には何回か

来る機会はあったのですけれども、八王子の駅に降りたのは初めてで、やは
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り大きなまちなんだなということを改めて実感いたしました。 

少し事前に下調べをしましたのですけれども、人口は 54 万人ということ

で、先ほども市長さんとお話をしていたのですが、これは中核都市という制

度がありますけれども、その中核都市以上の大きさが十分あると。だけれど

も、いろいろな事情もあって中核都市にはなってらっしゃらないということ

です。人口 54万人と言いますと、これは県庁所在地でも人口 54万人を切る

まちというのはたくさんあるわけで、実は余り知られていない隠れた大都市

であるという気がしたわけです。私自身関心がありまして、国際交流の予算

はどのくらい使っているのかとホームページ上で調べさせていただきます

と、八王子市の年間予算は大体 1,500 億円（一般会計）ぐらいで国際化の予

算というのは 2,600 万円だということが載っておりました。実は、全国の自

治体で国際交流、国際化の予算はどの程度かと言いますと、大体 0.05％から

0.1％ぐらいというところが非常に多いわけです。それを八王子市に当てはめ

ますと、現状は 2,600万円ということなのですが、7,500万円から１億 5,000

万円ぐらい。そういうふうに考えますと、まだまだ実は八王子市というのは

市の規模から比べると、私の立場からすれ

ば、もっと国際化あるいは国際交流というこ

とに予算を割いていただいてもいいのでは

ないか、あるいは発展の余地はまだまだある

のではないかという気がいたします。 

 さて、今日のセミナーの進め方ですけれど

も、最初にパネリストの皆様方から、それぞ

れ議論を進めます。その後、会場の皆様方か

らもぜひご意見をいただきたいと思います。

今日、土曜日の 10時という朝の時間に、こ

れだけたくさんの方々が集まっていらっし

ゃるということは、これはただ単に関心があるというよりも、やはり国際交

流にかかわっていらっしゃる方とか、あるいは外国人の方もいらっしゃるか

もしれませんが、相当の思いを持って今日来ていただいたと思っております。

ですから、ぜひ皆様方にも議論に参加していただきたいと思います。その意

味で、この会自体は 12時までですけれども、11時半ぐらいから 20分程度は

ぜひ時間を取って、皆様方からのご意見あるいは質問ということを受けて、

質疑応答を我々の間で進めさせていただきたいと思います。 

まず最初、パネリストの皆様方の自己紹介を兼ねまして、それぞれのお立

場での国際交流、ＪＩＣＡの方もいらっしゃいますので、国際協力も含めて

ですけれども、どのように取り組んでいらっしゃるのか。あるいは、そうい

うことについてのお考えということを最初おひとり５分程度でお伺いしたい
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と思います。最初、塚本さんからお願いします。 

 

塚塚塚塚        本本本本     皆様、おはようございます。ただいまご紹介いただきました塚本でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 私は、先ほどご紹介いただきましたように、

八王子国際交流団体連絡会という会の代表を

務めております。この会の名称は、まだ皆様

余り馴染みのない方が多いのではないかと思

いますけれども、今年の４月で３年目を迎え

る新しい団体でございます。といいますのは、

八王子には他の地域にありますような、国際

交流協会とか国際交流センターという行政で

つくっております国際交流を促進する組織と

いうものが全くありませんでした。では、八王子市には外国人はいないのか

というと、とんでもない話で、先ほど市長の話にもあったように大変大勢の

外国人が住んでいるわけです。それで皆さん日本語がわからなくて困ってら

したり、生活の情報が入らなくて不安な生活を送っていらっしゃるという方

が大勢いたわけです。その方たちの支援、そして、その外国人の方々から私

たちも学ぶことはたくさんあるということで、民間のボランティアグループ

が十七、八年前から非常に熱心に地道にですけれども、活発な交流活動、支

援活動を続けてまいりました。そのような中で市のほうから「そういう団体

が幾つかあるようだけれども、ネットワークを組んで、そして八王子市と協

働という形で新しい組織をつくりませんか」という呼びかけがございました。

それが 2004年の４月ですが、私たちもそれは本当にいいことではないかと思

いまして、八王子国際交流団体連絡会というものを立ち上げたわけでござい

ます。現在、その団体には５つの民間のボランティア団体が所属しておりま

す。八王子にほんごの会、八王子国際友好クラブ、世界の子どもと手をつな

ぐ学生の会、アクティヴライン八王子、そしてエンドウスタジオと、この５

つの団体のボランティア総数は、ほぼ 450名ほどになります。 

私たちが何よりも嬉しかったことは、市と協働で、こういうものをつくる

ことによってハード面の援助をいただいたことです。八王子市の１等地であ

ります駅前の学園都市センターの 11階の一画をいただきまして、国際交流コ

ーナーというのをつくっていただきました。そこにはカウンターがありまし

て、いろいろなことで相談にみえる方、ボランティアをしたいとか、外国人

で困ったことがある方が大勢みえます。そして、30名ほど入れるとても小さ

な教室なんですけれども、教室がありまして、そこでは本当に朝から晩まで

日本語を教えるボランティア、そして各グループのミーティングなどに使っ
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てフル稼働しております。教室が狭くてあふれるばかりの有様です。日曜日

には、市民向けのさまざまな交流活動を企画しております。 

主な活動ですけれども、まとめてみますと、日本語支援、在住外国人の児

童生徒に対する学習支援、留学生との交流、これは留学生八王子ふるさとプ

ログラムというのを昨年立ち上げまして、今、活動しております。50件位の

市民の方と交流をしております。市民と外国人との交流の場をつくろうとい

うことで、世界の人とふれあいタイムというのを月に１回、あと小中高等学

校で国際理解教育への支援、いろいろな外国人が授業をお手伝いに行ってい

ます。外国人のための生活相談会、これも月１回行っております。それから

映画、音楽等を通して、文化を通しての国際理解をしようということで、こ

れも映画とか、それにちなむ世界的ないろいろなお話を伺う機会を月１回行

っております。もう一つは情報紙です。多言語による情報紙、そういうもの

を発行しております。 

このような活動をしていて私が感じますのは、国際交流といいますのは、

国と国との交流なのですが、基本はやはり人と人との交流です。人と人との、

さまざまな国の人が点在していますけれども、それを何とか線で結んで、そ

してそこに心が通いあうようなつながりを持てたらいいな、それにはどうし

たらいいか、それが課題として今感じていることでございます。また、後ほ

どお話させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。民間の立場で八王子に基盤を置いて活動されて

いらっしゃる塚本さんのお話でしたけれども、続いてＪＩＣＡの吉田さんお

願いいたします。 

 

吉吉吉吉        田田田田     皆さん、おはようございます。私はＪＩＣＡ、独立行政法人国際協力機構

市民参加協力室で室長をしております吉田と

申します。よろしくお願いいたします。 

 私どもＪＩＣＡは 2003 年 10 月に、皆さん

もよくご存じの緒方貞子を理事長に配しまし

て、新しく国際協力事業団から国際協力機構に

なったわけでございます。その中で国際協力機

構を形づくる法律がございまして、その中に国

民参加または市民参加を推進していきましょ

うという内容が入りまして、それを機会に市民

参加協力室が設定されまして、そちらでずっと

活動しております。実際には、私ども北海道から沖縄までございます国内機

関が草の根技術協力事業や、または開発教育、国際理解教育とも言われてお
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りますけれども、その支援をやらしていただきましたり、または広くいろい

ろなイベントなり、そういったものに対してご支援をさせていただきます市

民参加協力事業を展開しているわけですけれども、そちらの事業について本

部で取りまとめをしているということでございます。 

 ＪＩＣＡのことはご存知なくても、皆様、青年海外協力隊ですとか、シニ

アボランティアのお話は聞いてらっしゃったことはあるかと思いますが、そ

ういったことも部署は違いますけれども、ＪＩＣＡで担当しております。私

ども市民参加協力室は、そういったボランティアの方々が日本に帰って来て

から地域でご自分たちの体験や経験を発表していただくとか、そういった社

会還元をさせていただくということにも、私ども市民参加協力室は関係して

おりまして、日ごろから地域と、それから私どもＪＩＣＡとの関係をより良

く構築していこうということで、現在、仕事をさせていただいております。

以上です。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。もっと詳しいお話はまた後でお聞きできるのだ

と思います。続きまして、八王子市で勉強をされていらっしゃる留学生の代

表ということでチェン・ジェニファーさん、よろしくお願いします。 

 

ﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰ     初めまして大学４年生のチェンと申します。本日はよろしくお願いします。 

私は香港出身で中学生のときにカナダに移住しました。現在は日本に住んで

５年目になります。最初に日本語を勉強したと

きは、カナダの学校で日本人の友だちができ

て、だんだん日本のことが好きになって、もっ

ともっと文化のことを勉強したいので日本に

まいりました。 

日本で大学に入って八王子に住んで、いろい

ろな活動をやって、もっともっと自分の国のこ

とを日本人に紹介したいと思って、また日本人

からもいろいろなことを勉強したいと思って

います。この４年間で、大学で日本人の友だち

がいっぱいできて、日本人の友だちと日本語を勉強したり、また日本人に自

分の国の言葉を教えたりしました。言葉以外のことでも、自分の国の文化も

日本と違います。それを話しながら、季節やお祝いのことや習慣をみんなで

話をして楽しかったです。また、自分は海外のいろいろなところに行ったこ

とがあるので、日本人を連れて海外に旅行します。また、ホームスティをし

て日本人の家族のメンバーとして一緒に料理をして、手伝いをして、自分が

日本人の１人になったと思いました。ホームスティ以外のことでも、自分が
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住んでいる地域の近くの小学校や老人ホームを訪問して、そこのお手伝いを

して、自分が外国人でもできることをいろいろ教えます。日本に住んでいて

交流ができることをしたいのです。以上です。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。チェンさんは、先ほどここに出られる前は大変

緊張をされていたようですが、非常に立派なお話だったですし、非常に感心

しましたのは日本人でもなかなかそういう施設に行ったり、それこそ引きこ

もりだとか、おたくという日本人の学生が多いわけですけれども、積極的に

日本の社会に溶け込んでいこうとされていらっしゃるというのは本当に素晴

らしいと思います。例えば、そういう留学生だけではなくて、なかなか日本

人の社会と溶け込めない人はたくさんいるのじゃないかと思います。その辺

合わせて議論していきたいと思います。では、黒須市長さんお願いします。 

 

市市市市        長長長長     今、それぞれのお話を伺わせていただいて、皆さん、それぞれのお立場で

ご努力いただいているなと、私は改めてありがたいことだなと思っておりま

す。冒頭、コーディネーターの毛受さんから国際化の予算が少ないじゃない

か。よそのまちは、大体 0.05％から 0.1％予算を使っていると。八王子は 2,600

万円。この平均的なレベルからいくと、7,500万円から１億 5,000万円ぐらい

予算化しなくてはいけないいのではないか。そんなお話がありました。反省

しています。 

 ただ、お金をケチっているつもりは全くありません。八王子は、私は先ほ

どご挨拶の中でも申し上げましたけれども、隠れた国際都市だと私は思って

います。8,000 人を超える外国人の方がお住まいになっておられるし、3,300

人の留学生の方がおられるわけですから、これはまさに国際都市だと思って

おりますし、実際に我々がやっていることというのは、予算のことは別とし

ても、先ほど塚本さんから八王子国際交流団体連絡会をつくっていただいて、

今、拠点を学園都市センターの 11階という、まさに駅前の最も利便性の高い

ところに提供させていただいて、そこを交流の拠点にしていただいています。

また、ＪＩＣＡの皆さん、国際研修センターの皆さんとの交流の機会という

ものも積極的に我々つくっておりまして、国際交流フェスティバル、先ほど

もお話しましたけれども、これは毎年９月に開催しており、昨年は 800 人の

方が参加をされました。いつも楽しみにしている大変楽しい集いでございま

す。 

それから、外国人の支援ということでは、地味なことかもしれませんが、

外国人のための防災訓練ということもやっております。これは、市の総合防

災訓練に参加いただいている方はたくさんおられると思いますが、そこに外

国人支援センターのブースを設けておりまして、昨年も大変大勢の方に参加
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をいただきました。また、立川市に防災館という施設がございますが、そこ

で外国人対象の防災訓練も昨年 11月に実施をいたしました。 

また、チェンさんから留学生として、今、大変嬉しい立派なお話をいただ

きました。留学生の支援も私どもは行っておりまして、月に１万円ですけれ

ども、外国の留学生にとっては、年間 12万円の支援というのも大変助かると

言われておりまして、非常に応募者が多いのですが、17 年度は 90 人の方に

奨学金の支給をさせていただいております。 

また留学生と日本人の家族の方との交流を深めていただくということで、

その交流の事業を、昨年６月に始めたのですが、それでももう 50組成立をい

たしました。また、先ほど塚本さんのお話もありましたけれども、情報発信

ということで英語、中国、ハングル版、これらを中心に市のガイドマップで

あるとか、暮らしのガイド、外国人の方々が暮らしやすいような参考になる

ガイドマップ等、あるいは情報誌をつくっております。先週、雪が降ったと

きにちょうど韓国の始興市というところに私はいたのですが、そこへ初めて

ハングル語の八王子市の案内板をお持ちしたところ、八王子の全容が非常に

良くわかりますね、いい物をつくられましたねと始興市の市の当局の方から

言われました。これも関係団体の皆さんのご協力もいただいたからこそ、こ

ういったいい物ができたと思っております。 

また先ほど留学生のお話をしましたけれども、留学生の日本語による弁論

大会というのもロータリークラブの皆さんと一緒になってやっていまして、

私も毎回審査員として参加させていただいております。皆さん本当に日本語

が短期間に上手になっておられることと、それからまた日本を、八王子を非

常によく理解をしようとしていただいているということ、そのことに感銘を

受けながら伺わさせていただいております。また、出られた方には、国際フ

レンドという国際交流推進特使、チェンさんにもなっていただいているんで

すよね。そして、ぜひ、八王子の文化、歴史、自然、環境を、いろいろな機

会に外国でＰＲをしていただこう、こんな取り組みを今いたしております。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。市長さんから冒頭の発言を引き取っていただき

まして、お話をいただきましたが、八王子市としては、本当にさまざまなプ

ログラムを実際は持っていらっしゃって、市民との協働、連携も非常にうま

くやっているというお話でありました。また今、４名の方々にお話をいただ

きまして、それぞれ市民団体の代表、あるいはＪＩＣＡという政府関連組織、

そして留学生個人の立場、行政のトップのお立場ということでお話いただき

ましたけれども、それぞれのお立場、お考えというのは、これで皆さんほぼ

概要はわかっていただいたと思います。 

続きまして、それぞれから今の国際交流あるいは国際協力も含めてですけ
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れども、どういうふうに考えていらっしゃるのか。あるいは、現在国際化と

一口に言いますけれども、従来は海外に出かけていく、あるいは外国人が来

るということが珍しかった時代から、今は本当に外国人の人が身の回りにた

くさんいる、多文化共生ということも言われております。そういう時代にな

ってきて、社会の変化、その中で八王子、あるいはそれ以外でも結構ですけ

れども、どういう変化があって何が課題なのか、そのあたりの問題認識を続

けてお話いただきたいと思います。それでは順番に、もう一度塚本さんから

お願いいたします。 

 

塚塚塚塚        本本本本     いろいろあるのですけれども、まず第一に、私たちのこういう活動をして

いる大勢のボランティアがいるのですけれども、本当に市民の皆さんに知っ

ていただいているかどうかという、不安があります。行政とか学校とか、町

会の方とか、そういう皆さんに知っていただいて、みんなで一緒に八王子の

まちの外国人と一緒に暮らせるまちをつくっていかなければいけないと思う

のです。それにはどうやって皆さんと連携を取ったらいいかというのが一番

の課題だと思っています。 

国際交流コーナーをオープンしまして、最初に私が非常に感動しましたこ

とは、ある日お年を召したご夫婦が見えまして、インドネシア人は八王子に

は住んでいませんよねと言うのです。そんなことありませんよ、どうしたの

ですかと言いましたら、うちの嫁がインドネシア人なんですけれども、ちょ

っと育児ノイローゼになってしまって、赤ちゃんにおっぱいをやらなくなっ

て困っていますと。どうしてかというと、インドネシア語をしゃべる相手が

いない。それから、旦那さんは朝早く会社に行って夜遅く帰って来る。お父

さんとお母さんは何も助けてあげることができない。非常に深刻な状況だと

言うのです。それで、その方はなぜ国際交流コーナーに来たのかと聞きまし

たら、最初は育児ノイローゼなので保健所に行ったそうです。そうしました

ら、保健所の保健師さんがよく話を聞きまして、それだったら国際交流コー

ナーというのがあるから、そこに行ってごらんと教えてくれたのだそうです。

それですぐいらしたわけです。私がその方のご住所を聞きましたら、私たち

の日本語を勉強しているインドネシア人の１人に、本当にすぐ近くに住んで

いる人がいたのです。先ほども申し上げましたように点在しているのです。

だけど、それがつながってないということです。その方をご紹介しまして、

我々のメンバーが間に入って会うことができまして、そうしましたら１週間

ぐらいでご両親からお電話がありまして、涙ながらに、こんなに嬉しいこと

はなかったと。もう嫁は元気になりましたというのです。思いっきりインド

ネシア語でしゃべって育児の話もしてと。それではその赤ちゃんのお母さん

は日本語の勉強をしたらどうですかということで、我々のグループの日本語
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教室に通うようになりました。みるみる元気になりまして、先日も日本語教

室に来たときにお会いしたのですけれども、「おはようございます」と、「赤

ちゃん元気」と言いますと、「もう歩いています」と言うのです。本当に良か

ったなと思いました。 

そういうことを通しますと、やはり保健所の保健師さんが国際交流コーナ

ーを紹介してくれたことが、非常に大きなポイントだと思います。そういう

ことが、各部署であると非常にいいなということです。あるマレーシア人の

方は町会員になりませんかと、町会の方が勧められたのだそうです。町会と

いうのが何なのかわからなかった、自分の国には町会はないので。でも入っ

てみたそうです。そうしましたら皆さんがお祭りに誘ってくれたり、いろい

ろなことを一緒にやろうといってくれて、今まで八王子に越して来る前は都

内に住んでいたらしいのですけれども、本当に八王子はいいまちだと、大好

きになって八王子から動きませんというお話をこの間伺いました。自分がマ

レーシアに帰るときには、植木鉢の花に水もやってくれるご近所ができまし

たと、そういうお話もありますので、その辺の連携ですね。そうやって助け

を求めて来る方にはできるのですけれども、そう見えない部分で困っていら

っしゃる方とかがいっぱいいるのではないかと。その辺をどうやったらいい

か。やはり、我々だけの力ではなくて、いろいろな町会の皆さんとか、いろ

いろなところで連携が非常に大事ではないかなと。それにはどうしたらいい

かというのが今考え中で、皆さんと一緒に考えていきたい課題だと思ってお

ります。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。具体的な例を出していただきましたので、状況

がよくわかったと思います。国際交流コーナーというのができたということ

で市民団体の活動の拠点になっていると。そこに対していろいろな情報も集

まってくるし、相談もなげかけてくるし、またそこは市民の方々が持ってい

るネットワークを生かして素晴らしい活動をされていらっしゃるということ

だと思いますが、今、最後におっしゃったのは、とは言っても 8,000 人いる

外国人のうち、何％ぐらいの人が国際交流コーナーを利用して知っているの

かと。まだまだ隠れた、困っていらっしゃる方がたくさんいるかもしれない

し、きれい事でないような、いろいろな問題も実は潜んでいるのではないか

というようなこと、多分そういうことも後で議論されてくるかと思います。

吉田さん、お願いいたします。 

 

吉吉吉吉        田田田田     先ほどＪＩＣＡの市民参加協力室のお話をさせていただいたのですけれど

も、まだまだＪＩＣＡのことが皆様方に、私どもの努力も足らないと思って

おりますが、広報がまだ十分に私どもなされていないということ。協力隊事
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業のことはよくご存知、テレビのドラマになったりとか、それから熟年離婚

でしたか、その中で最後にシニア海外ボランティアで出ると。私どもＪＩＣ

Ａのパンフレットが出まして、どきっといたしましたけれども、そういった

ことで少しずつボランティアの関係は有名になっております。 

ただ、ＪＩＣＡは本来的には、先ほど予算の話が出てまいりましたけれど

も、全体で1,600億円のうち私どもの関係の予算は0.6％しかございませんで、

24、5 億なんです。何を申し上げたいかと申しますと、ＪＩＣＡの主な仕事

は、海外の開発途上国の技術協力ですとか、そういったことが中心になって

おりますものですから、なかなか国内のそういった地域の方々やＮＧＯの

方々との連携が、まだ始まったばかりという状況でございます。ですから、

そういった意味でも、こういった場に出させていただきまして、一般市民の

方々やＮＧＯの方々、地方自治体の方々といろいろな意見交換をさせていた

だいて、ＪＩＣＡのこと、またはボランティアのことを、それから、先ほど

申し上げましたような市民参加協力事業のことをよく知っていただいて、ど

んどん八王子の市民の方もＪＩＣＡの市民参加協力事業に参加していただく

と。そういうきっかけになれば大変ありがたいと思っております。 

 課題といたしましては、そういったことを気がついてはいるのですけれど

も、まだまだ皆様方に提供させていただく手段ですとか、機会が少のうござ

いまして、これからどんどん増やしていかなければいけないと考えておりま

す。以上です。 

 

毛毛毛毛        受受受受     具体的にはどういう市民の方々との連携というのがあるか教えていただけ

ますか。 

 

吉吉吉吉        田田田田     例えば、海外で、開発途上国でボランティアをされたりですとか、それか

ら今、塚本さんがおっしゃったような在住外国人の方の支援をされるという

ことにおきまして、何かボランティアをおやりになりたいとか、またはそう

いった地域でいろいろな活動をされたいといったときに、ＪＩＣＡとのつな

がりが、残念ですけれども、私は本部新宿におりますし、地元になかなか、

そういった関係の方がいらっしゃらなかったのですけれども、現在八王子に

は八王子市のご協力によりまして国際協力推進員という者がおりまして、そ

ういった方が皆様方一般市民の方々が、海外でどういったボランティアをや

りたいか、外国の方の支援をおやりになりたいかとか、そういったことを広

くお話を伺いまして活動をしていただくと、そういったことを今始めており

ます。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。また、皆さま方からいろいろとお聞きしたいと
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いうことがあれば、後で質疑応答の時間にお話をお聞きいただければと思い

ます。ではチェンさんお願いいたします。 

 

ﾁｪﾝ･ﾁｪﾝ･ﾁｪﾝ･ﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰｼﾞｪﾆﾌｧｰｼﾞｪﾆﾌｧｰｼﾞｪﾆﾌｧｰ     私が日本にまいりまして、日本語の勉強以外にも文化や習慣の勉強もした

いのです。それで、ひとり暮らしでは東京ではそんなに日本の生活体験がで

きないと思いました。それで日本人の家族のメンバーに入って、本当の日本

式の家に住んでみました。それは、本当にとてもいい体験だと思いました。

やっぱり、ひとりで暮らしをしていたら、普通に世界はどこでも同じだと思

いました。日本の伝統的な家に住んでみて、畳の部屋で日本人の本当の料理

を食べてみたら、今の大学生活と体験が違います。最初に日本に来て大学に

入ったときには、そんなに日本語ができなくて、日本人の友だちをつくりた

いのですけれども、なかなか日本人の友だちができませんでした。コミュニ

ケーションは言葉が通じなければ話すことができなくて、違う国で育ったか

ら考え方がいろいろ違います。自分はこう考えていいと思っても、日本人で

はこのことは失礼ですねと思われることもあるし、自分が友だちを積極的に

つくるときでも、日本人はそんなに自分の感情は表さないときもあります。

友だちとどうすれば、外国人と日本人とが仲良くなれるのかとても努力しま

した。自分の意見を日本人に言うときも、日本人は外国人のことをどう思っ

ているかと考えないといけないと思います。 

例えば、同じテーブルで食事をしたら、中国料理では大体料理がテーブル

の真ん中に置いていて、自分のお箸で取って食べることが普通です。でも、

日本では１人ずつ小皿があって、料理を分けてから食べるのが普通です。そ

れは例えば外国人なら、それが分かってなければ普通に自分のお箸で取って

食べると、日本人から見ると、この人失礼ですねと思うのだけれども、それ

は外国人にはこんなことを教えないのです。そうすると、外国人は失礼だと

思われても全然知らなくて、それは普通で当たり前のことのようにやると、

そのような文化の違いがあるとき誤解されるときがありますので、私は外国

人として自分の国のことをいろいろ日本人に教えたいです。そして、そのか

わりに日本人から日本のいいところを勉強したいのです。今は飛行機に乗っ

て世界に簡単に行けますので、その国の場所だけの勉強ではなくて、本当に

人と人に接することまでを勉強したいのです。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。黒須市長、お願いいたします。 

 

市市市市        長長長長     今、それぞれ貴重なお話を聞かせていただいたという思いです。先ほど塚

本さんのほうから、交流コーナーを拠点にインドネシア人のお話とかマレー

シア人のお話がありましたけれども、ああいう活動拠点を設置して、それを



 - 17 -

十分に皆さんに活用していただいている。これはまさに市民との協働の成果

だと思うのです。ですから、予算にこだわるようですけれども、あまり予算

の高ではないのじゃないかと、内容じゃないかと、こんなふうにも今思った

のです。いずれにしても、いろいろな交流があると思うのです。 

 先日、私は台湾の大使館、正式には交流がありませんから大使館というの

はありませんけれども、台湾の事実上の大使館の大使の方とか、幹部の方と

お会いしたことがあるのです。そのときに日本に滞在しておられる方という

のは、みんな日本の大学を出ているのです。日本に長く若いときから住んで

いる。学生時代も高尾山に随分登った、高尾山でデートをした、そういう方

もおられました。何回も高尾山に登られたり、あるいは、そのついでに八王

子のまちをぶらっとしていただいたり、そういうことによって、直接の交流

にはまだその時点ではならないけれども、八王子を知っていただいて、そし

て国に帰って、いろいろな人に八王子には高尾山といういい山があるよ、八

王子はいいまちだよと、そういうことをＰＲしていただくということも、き

っかけの一つとしては、私は非常に大事なことなのじゃないかと思います。 

 それから、いろいろ困っている方がたくさんおられるのですね。今、お話

を伺うと。留学生の方もそうですし、日本の習慣や文化というものに、なか

なか具体的になじむ機会がないという……。日本人はどちらかというとシャ

イですよね。私はそう思うのです。やはり、オーストラリアなんかに行かれ

た方も多いと思いますけれども、非常にフランクでフレンドリーじゃないで

すか。それに比べると日本人は、いい面でもありますけれども、非常にシャ

イだなと私は思っているのです。 

ですから、こちら側からお話をしたり、それは日本の習慣とは違いますよ

ということを注意したりするという機会というのは、なかなかないと思いま

す。これはやはり、まだ慣れていないからということもあるのでしょうけれ

ども、これだけ外国人と接触する機会も多くなったのですから、やはり正し

い日本の文化、習慣というものを積極的に我々のほうから、接触する機会が

あったときにはお話をさせていただくということが大事なことなんだと思い

ます。 

 また、今そういう国際交流に積極的に取り組んでいただいている市民団体

の方とか、留学生の方、あるいは一般の市民の方、行政、それぞれが役割分

担をきちんとして、得意な分野を担うことは大事なことなのではないかと、

そんな思いがいたしております。そして、残念なのはＪＩＣＡの国際研修セ

ンターが八王子からなくなるのです。長い間市民に親しまれて、我々も時折

お邪魔をさせていただいたりして交流も深めていたのですけれども、これも

合理化の一つなんですかね。なくなってしまうということで、今はあそこの

跡地をどう活用するかということが課題にもなっているのです。これちょっ
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と残念なことなんです。できればあそこに残っていただければいいなと思っ

ております。 

 これから、いろいろ働きかけをさせていただいて、そして外国籍の市民の

方がいろいろな機会にゲストとして参加をするだけはなく、外国籍の方が主

体性を持って企画立案する交流プログラム、こういったものを支援して、そ

して、それに我々が参加をする、こういうことも大事なこと、必要なことな

のではないかと思っています。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。４名の方から国際交流についての現状認識とい

うことで、お話をお伺いいたしましたけれども、３つぐらい論点が出てきた

と思います。一つは、これはチェンさんもおっしゃいましたし、塚本さんも

おっしゃったと思うのですが、市民と外国人とのコミュニケーションの問題、

あるいは外国人の住民で困っていらっしゃる方々への支援のあり方、そのあ

たりをどう考えていくのか。現在は、市と連絡会の間で国際交流コーナーが

あって、そういう形で２年前からうまく機能しているということですけれど

も、まだまだ潜在的なニーズというのはたくさんあるのかもしれない、それ

に、まだまだニーズにどう応えていくのかということは一つあるかと思いま

す。  

それから、チェンさんは個人として日本人社会に、本当に溶け込もうと努

力をされていらっしゃるわけですけれども、必ずしもそうでない留学生の人

も多いと思います。また、日本人にとっても、周りに外国人が実はたくさん

住んでいるのだけれども、外国人とは話をしたことがないという人もたくさ

んいるのではないかという気がするわけです。そのあたりも、これも非常に

大きな課題かもしれません。 

 二つ目は、国際交流という活動をどう広げていくのか。これは塚本さんか

らお話がありましたが、今日会場にいらっしゃる方々も何らかの形で、そう

いう活動に携わっている方が多いと思うのです。まだ、国際という言葉がつ

いただけで一般の人からすると、国際イコール英語となって、英語というと

学校で成績が悪かったというイメージがありまして、国際イコール英語、英

語イコール嫌いと、大体そういうことで、一般の人からすると国際という名

前がついているだけで非常にハードルが高い。熱心に活動をされていらっし

ゃる方々は非常に熱心なんですが、実はそういう方々は市民の中からすると

ほんの数％であって、残りの 80％、90％の方は、そういう活動には自分には

縁がないと思っていらっしゃる方が非常に多いのではないかと。そういうバ

リアを乗り越えていかないと、本当の意味で外国人の人たちと日本人の市民

がともに豊かな暮らしをしていくということにはならないのかもしれませ

ん。そのあたりの壁をどうするかということが一つあるのだと思います。 
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 最後に、これは市長さんが少しおっしゃいましたけれども、国内、地域内

だけの問題ではなくて、海外の都市と交流をしていくということも、今後テ

ーマになってくるのだと思います。たまたま私自身、自治体におりまして、

その自治体で姉妹都市に派遣をされて行ったという経験があります。  

実は、日本で一番古い姉妹都市というのは 50年前にできていまして、岡山

とサンノゼという姉妹都市がありますが、最初に留学生で日本からアメリカ

の姉妹都市に渡って行った人は船で渡って行ったと、そういう歴史があるわ

けです。岡山の例ですと、実はそのお子さんがまた姉妹都市に派遣されて行

くという、２世代にわたって、あるいは３世代になるかもしれませんが、そ

ういう形で顔の見える市民対市民の交流ができてくる。経済のグローバル化

ということで、自治体としてはグローバルな経済の中で国際交流あるいは国

際協力ということも一方で考えていく必要はありますけれども、市民の間で

海外の都市と連携し、何世代にもわたっていくような深いつながりというこ

とを持つということも、おそらく今後はテーマになってくるだろうと思いま

す。そのあたりで、３つぐらいテーマがあると思いました。 

 最初に申し上げました外国人と日本人とのコミュニケーション、あるいは

外国人の抱える問題に対して、どのように対応していけばいいのか。  

いかがでしょうか。どなたからでも結構ですけれども、提案をしていただ

いた塚本さん、そのあたりはいかがでしょうか。 

 

塚塚塚塚        本本本本     留学生は、チェンさんのように考えている留学生が大勢いれば一番嬉しい

のですけれども、アルバイトと勉強に忙しくて、ほかの事に全然触れること

なく帰国してしまうというのが圧倒的でして、それでは余りにもということ

で、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、留学生八王子ふるさとプロ

グラムというのを企画いたしました。これは、ホームスティは大変だけれど

も、ホームビジット、家庭訪問をして、一緒にお食事をして、家族の一員と

して年間を通してずっとおつき合いをして、さらに良ければ２年、３年とお

つき合いをして、将来的にもずっと交流を続けてほしい、八王子をふるさと

に思ってもらいたいという、そういうプログラムを考えました。 

これは１年目としては 50件成立しまして進んでおります。これをどんどん

もっと広げていきまして、本当に忙しい留学生でしょうけれども、年に２回

でも３回でも日本の家庭に招かれてお話ができて、いい思い出をつくってい

くような組み合わせができたら幸いだと思います。これはたくさん広げてい

きたいと思っておりますので、今年も市民の方に呼びかけて、もっともっと

件数を増やして、新しい人が 50件増えれば去年と引き続いて 100件というこ

とになりますし、どんどん増やしていって、市民の方と、これはなるべくお

子さんのいらっしゃる家庭がいいなと思っていたのです。といいますのは、
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学校では国際理解教育というのがありまして、外国人の方を先生のお考えで

ゆとりの時間とかに呼んでいただいて、外国のことを子どもたちに知っても

らうということを計画しているのです。そこに呼ばれた外国人の方と、子ど

もたちは年に１回か２回接することがあるのですけれども、教室の中で会う

だけですけれども、それが自分の家に入って来て一緒にご飯を食べたという、

そういう経験が子ども

たちにとって将来的に

非常に大きな国際感覚

を養う基盤になるので

はないかというので、

この計画はぜひ子ども

のいる家庭に多く参加

していただいて、子ど

もたちにそういう国際

感覚を養ってもらいた

い、そう思っております。 

 それから、先ほど出ました姉妹都市ですけれども、これも非常に大きな問

題で、市民が国際感覚を持っていただくということでは、非常に有意義なこ

とだと思います。交流していく場合には、市民が主体になると思うのです。

ですので、市民がそっぽを向いたところで、幾ら行政側がここの都市と友好

都市を結びましたよと言いましても、それはうまくいきません。  

これは必ず市民が協力しなければできないことで、そして市民だけでなく

て学校ですね。学校の先生方、そして市民のいろいろな団体、国際交流団体

だけではなくて商工会議所の方とか、いろいろな市民グループの方たちから

代表が出て姉妹都市委員のようなものをつくって、市民全体で盛り上げてい

く姉妹都市、友好都市というものを、ぜひつくっていきたいと思います。ど

こで決まったかわからないところで、こことここに決まりました。では友好

都市を始めますという、そういう友好都市の始まり方ではなかなか長続きを

しない。やはり市民の盛り上がりが大変必要だと思いますので、そういう幅

広い、国際交流の団体だけではなくて、いろいろな団体が一緒になって姉妹

都市委員のようなものをつくって、それを行政の方と一緒になってつくって

いきたいと。そういうことによって八王子市の国際化が少しでも進むのでは

ないかと思います。 

 

毛毛毛毛        受受受受     わかりました。外国人と日本人のコミュニケーションということで言いま

すと、今、ホームビジットというお話があって、これはホームスティとする

と、なかなかこれは受け入れが大変だけれども、短期間一緒に、夕飯に来て
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もらうとかということであれば割と気楽に受け入れられるし、そのことは受

け入れる家庭にとっても、お子さんの教育ということもあるでしょうし、そ

れ以外に外国の人と一緒に話をするというのは、留学生の人がたくさんいる、

外国人がたくさんいる地域だからこそできる、非常に大変なメリットだと思

います。 

私は、あるところでホームスティについて話を聞いたことがあります。こ

れは寝たきりのお母さんがいらっしゃって、それまでは面倒を見ていらっし

ゃる方は海外旅行が好きだったのですね。寝たきりの老人がいるということ

で、海外旅行ができなくなった。じゃあどうするかということで、海外の人

のホームスティをするということを始められたのです。つまり、海外に行か

なくても外国人に自分の家庭に来てもらう、あるいは泊まってもらう。ただ

単に観光旅行で見て周るよりも、もっと濃密な交流ができると。それが実は

ホームスティであろうし、あるいはホームビジットかもしれません。そうい

う意味で言うと、日本人は海外に行くのが好きですけれども、ただ見て周る

だけよりも、本当に現地の人たち、あるいはいろいろな人たちと交流し、意

見交換をすると、そこの中でいろいろな発見というのもあるでしょうし、そ

ういう意味では身近に外国人がこれだけたくさんいるというのは、八王子市

というのは大変な潜在力、隠されたいろいろな宝を実はお持ちなんじゃない

かという気がいたしました。 

吉田さんにお聞きしたいのですけれども、今、国際理解教育というお話が

ありましたけれども、ＪＩＣＡのほうでも学校現場との連携をやっていらっ

しゃると思いますけれども、少しその辺をお願いします。 

 

吉吉吉吉        田田田田     私どもＪＩＣＡでは学校現場での教育につきましては、実際に青年海外協

力隊から帰って来られた方々が、先ほど申し上げましたように、社会に還元

させていただくということで、ご自分の経験をお子さんたち、生徒さんたち

に発表をするということを出前講座と称してやっております。それから、海

外に先生を派遣させていただいて、年間日本国中から 100 人以上応募してい

ただいて、それで帰って来て、国際理解教育ですとか開発教育に関係する教

材をつくっていただいて、それを現場で生かしていただく。そういったもの

を一つの本にまとめまして、それを全国の特に小中高ですけれども、シェア

といいますか、していただきまして、先生方の体験を生徒さんたちに伝えて

いただく。そういったことをやっております。 

 それから、先ほど黒須市長さんからお話のあった八王子国際センターです

けれども、私どものほうにいろいろ事情がございまして、今年度で閉鎖する

ことになっております。新たに市民参加協力事業の拠点ということで、これ

は八王子市だけではございませんけれども、関東地方が守備範囲になるので
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すけれども、広尾に通称「地球広場」と呼ぶことになるのですけれども、来

年度から発足します。そういったものを今準備中でございまして、広く市民

の方、八王子の方々からは、ちょっと距離はございますけれども、先ほど塚

本さんがおっしゃったような、特に開発途上国の情報とか、学校の現場の先

生方の授業に必要な資料ですとか、またはそこの場所を使っていただいて、

いろいろなセミナーをやっていただくとか、修学旅行の学生さんをお呼びす

るなど･･･、要するに我々が考えておりますのは、事務室とかではございませ

んで、広く市民の方々、ＮＧＯの方々に集っていただいて、その場で開発途

上国の情報を知っていただいたり、いろいろディスカッションをしていただ

いたり、そういったことをする場として、皆様方と一緒に活動していきたい

という場を今設定中でございますので、追加させていただきたいと思います。 

 

毛毛毛毛        受受受受     学校では総合学習ということで開発教育といったり、あるいは地球市民教

育といったり、いろいろな言い方がされていますけれども、途上国のことに

ついて勉強しようという機運もありますし、ＪＩＣＡはそういう意味でリソ

ースというか、ネットワークもありますし、情報も持っていらして、それも

隠された資源です。それをいかにわかりやすく市民の人たち、あるいは教員

の人たち、ＮＰＯ、ＮＧＯの人たちに伝えていくかという……。最初におっ

しゃいましたけれども、国際協力推進員の方がいらっしゃるわけですね。こ

れは八王子市にいらっしゃると。 

 

吉吉吉吉        田田田田     確か市民活動推進部だったと思いますけれども、八王子市に置かせていた

だいていまして、主に八王子市も含めた多摩地区、そちらを担当させており

ますけれども、ＪＩＣＡと地域の架け橋になっていただく。この国際協力推

進員ということで 56名おりまして、そのほとんどが青年海外協力隊のＯＢ、

ＯＧという者からなっております。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。チェンさんにお聞きしたいのですけれども、外

国人と日本人のコミュニケーションをいかに進めるかということなんですけ

れども、留学生の立場で、どういうふうにして日本人に対して自分の国の文

化を紹介したいとか、あるいはそのアイディアですね。ご自身ではホームス

ティされたりとか、個人としてはやっていらっしゃいますけれども、もっと

大学にたくさんいる留学生の人たちと一緒に市民の人たちと交流をしていこ

うという、何かアイディアはあるのでしょうか。 

 

ﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰ     私はホームスティとホームビジットのようなイベントには何回も参加しま

したので、そこで経験したことや、いいアイディアを少し発表いたします。 
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 昔、神奈川県にも石川県にもホームスティに行ったことがあります。場所

が遠いのでホームスティが終わって、なかなかそこの家族と会うチャンスが

なくて、メールやお手紙を送ったりすることしかできないのです。会うこと

ができなくて、なかなか交流ということができないのです。それなので、ふ

るさとプログラムのようなホームスティではなくてホームビジットだけで、

日本人の家族と住んでいるところがとても近くて 30分以内で行けるから、そ

んなに１週間とかの休みを取らなくても１日でも会えるので、会って食事を

して遊んだりして、このような近いところで交流できるといいと思いました。 

また、ホームスティのときにあった料理パーティが、ここでもできるので

はないかなと思いました。例えば、いろいろな国の留学生が八王子市に住ん

でいて、違う国の人がそれぞれ自分の国の料理を１品つくってパーティをし

たらいいのではないですか。日本人でもレストランに行って違う国の料理は

食べられますけれども、レストランでは日本人の好きな味にした料理で、な

かなかその国の本当の料理ではないと思います。例えば、韓国のキムチは日

本ではとても甘いので、本当は辛くて酸っぱいと思います。それは中国の料

理でもちょっと違います。留学生が自分の国の料理をつくって、みんなでパ

ーティをしたら、そんなにお金もかからないし、その場でみんなが食べなが

らそこの国のことが勉強できると思います。食事をしてから、また歌を歌っ

たりして、それぞれの国の人は民族服を着て、あるいは有名な工芸品とかを

紹介したり、国の写真を紹介したりすると、話すだけではなくて実際に物を

見せればもっと理解ができると思います。それで食べながら友だちもできる

し、言葉も他の国の言葉の勉強にもなると思います。英語をしゃべる国では

なくても、中国の留学生からは中国語、韓国の留学生からは韓国語も勉強に

なると思います。 

 もう一つは、大学で小学校に訪問することは毎年やっております。小学校

に、年３回授業のように行っていて、小学６年生に自分の国のことを紹介し

て、小学生から自分の国のことに興味を持つようになって、いろいろ調べて

いただいて、私のほうに質問がありました。それは小学生として、とてもい

い勉強になると思います。それも一つ大学生としてできる交流だと思います。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。素晴らしい提案をいただきました。本当にそう

いうことで交流が進んでいくと留学生にとってもいいし、授業を受ける日本

の小学生あるいは中学生にとっても、いろいろな勉強の機会になると思いま

す。いろいろな課題を今お話しておりますけれども、黒須市長、何かコメン

トがありましたら。 

 

市市市市        長長長長     これだけ外国人の方が八王子にはおられるわけだから、留学生もおられる
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し、また、八王子には工場も多いですから、お仕事で来られている方という

のも私はよくお会いするのですけれども。これだけの方がおられるのですか

ら、もっと交流の機会を積極的につくっていかなければもったいないなと、

そんな感じがします。  

私どもコーディネーター役をしますから、交流団体の方々にもう一歩お骨

折りをいただいて、そういう機会をつくっていただければありがたいと思い

ます。 

特に今ホームスティ、ホームビジットの話が出

ていましたけれども、日本人はそういう点が慣れ

ないから、家に外国人が来るというと非常に構え

てしまって、料理なんかもすごくつくったりする

じゃないですか。もっと気軽に、例えば日本人が

アメリカへ留学をする、ヨーロッパへ留学する、

そのときにホームスティをさせてもらったとい

うときの話を聞くと、全く普段の食事ですよね。

普通の食事、家庭で食べている当たり前の食事をそのまま一緒に食べるわけ

です。そこら辺が日本人とはちょっと違うのです。日本人もぜひ外国人を夕

食に、あるいは昼食に来てほしいといったときに、そういう機会ができたと

きには自分たちが食べているような簡単な、特別な料理をつくるのではなく

て、そういうことが大事なのではないかと思います。 

私は市民の皆さんと毎年タウンミーティングを５月から７月にかけてやっ

ているのですけれども、多摩ニュータウンでやったときに、中国籍の女性の

方が、ぜひ市長さん、家に餃子を食べに来ませんか。私のつくった餃子を食

べに来ませんか。ご馳走しますよと言われたのです。聞いてみますと、ご主

人も中国人で日本の企業に勤務されている。「ああそうですか、それはありが

たいお誘いをいただきました。お邪魔します。今度連絡をさせていただきま

すから」と電話番号を聞きまして、実は行ったのです。  

そうしますと、びっくりされまして、本当に来てくれるのだといって、ま

さか市長に気軽に声をかける機会はあったけれども、本当に市長が来てくれ

るとは私は思ってはいませんでしたと、本当に来てくれたといってすごく喜

んでくれまして、餃子をたくさんご馳走になりました。でも、それ特別な料

理ではなかったです。これは、私たちが普通に食べている食事なんですよと

言って。我々は餃子をおかずに食べますけれども、餃子が主食なんですね。

ですから、ほかには何もなくて餃子が山ほどありました。野菜がちょっとあ

って、そういう食事をご馳走になりました。非常に思い出深いですね。いい

機会を持たせていただきました。ですから、そんなに構えないで気軽に交流

ができるように、我々もそういう形にしなければいけないな、実はそんなふ



 - 25 -

うに思いました。 

それから、吉田さんが「ＪＩＣＡの研修センターはなくなるけれども、広

尾にもっといいものができるから」と言われましたけれども、これは全然我々

の意識と違うのです。反論するわけでも抗議をするわけでもないのですけれ

ども、我々八王子市民にとってはＪＩＣＡの国際研修センターというのは、

外国人を非常に身近に感じました。馴染み深かったです。あそこにおられる

方たちもいろいろな行事に参加をされて、お祭りにも一緒に参加をされると

か、そういう交流の機会があったじゃないですか。大体あそこにおられる方

というのは開発途上国の人たちでしたから、それはそれでいい勉強になりま

した。アメリカ人やイギリス人とか、そういう身近な人ではなくして、正直

言って聞いたことがないような国もありました。アフリカのどこにあるので

すかというような国の方もあったり、それは八王子市民にとっていい機会だ

ったと思うのです。それが今度は広尾になって、もっといいものになります

からと言われても、これは市民の意識と違いますよね。それはぜひ、そうい

う認識は持っておいていただきたいと思います。 

それから、青年海外協力隊や、あるいはシニアボランティアの方の話もあ

りました。そういう方々が八王子市民の方で海外に出られるときには、必ず

私のところに報告に来てくれるのです。これからどこどこに行って、こうい

う仕事をしてきます。それを必ず若い方にも年配の方にも来ていただいてい

るのです。私はお話をさせていただくことを大変楽しみにしています。願う

は、帰って来て、こういう経験をしたという話を聞かせてほしいとお願いし

ているのです。なかには来てくれる方もおられます。でも、ほとんどは来て

くれませんね、残念ながら。私も外国は大好きなものですから、そんなこと

も試みたりしております。いずれにしても、せっかくこれだけの方がおられ

るのですから、コミュニケーションをもっととって、本当に八王子に来て、

八王子にいたときは良かったなと。八王子は第二のふるさとだと思っていた

だけるように、我々は皆さんと一緒に努力をしなければいけないなと、そん

な思いでした。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。それでは皆様方からご意見、コメントあるいは

質問、特にこの人に対する質問というのがあればおっしゃっていただきたい

と思います。挙手をお願いします。 

 

北北北北        田田田田     塚本さんと同じ八王子国際友好クラブのメンバーであります北田と申しま

す。２点ほどお話させていただきたいと思います。 

 総論としましては、今は盛んに多文化共生のまちづくりということが言わ

れていますけれども、最終的な目的は、違った文化を持つたくさんの外国人
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が日本に住むようになりまして、違った文化を持つ人たちが私たち日本の地

域を、日本の社会を豊かにしていただけるようにするにはどうしたらいいか、

ということが問題なのかなと思います。違った文化の人たちにとっては日本

のまちは非常に住みにくかったり、いろいろな問題があると思うのです。住

居の問題や仕事の問題、生活面の問題、それらはハードのことだと思うので

すけれども、それらが解決して初めて、その方たちがゆとりを持って自分た

ちの力を発揮していただけるのではないかと思います。私は支援という言葉

は嫌いなのですけれども、外国人の方たちに力を発揮していただける、そし

て私たちのまちを豊かにしていただけるためには、私たちがどのように具体

的に動いたらいいかということが問題なのかと思います。 

 今、一つ非常に気にかかっていますのは、八王子には外国籍の子どもたち

が 200 人以上いるということがわかりました。その子どもたちの学習支援、

日本語の支援に関しましては、市もいろいろ具体的には 30時間ほどボランテ

ィアの方を学校に入れてくださったり、それから取り出し授業をしてくださ

ったり、いろいろなことをやってくださっているのですけれども、まだまだ

それだけでは足りないと思うのです。市民の中には、今は時間的に余裕がで

きてボランティアで、そういう子どもたちとかかわりを持ちたいという方が

いらっしゃると思いますし、私どもの連絡会のメンバーにもそういう方がい

ます。そういう人たちの力を使っていただいて、その外国籍の子どもたちが

八王子の地ですくすくと育っていけるような体制を、ぜひ市も協力してつく

っていただきたいと思います。 

そして、一つお願いしたいのは、外国人の子どもたちの教育環境が、まず

どのようになっているか調査したい、そして市民の側が具体的にどういうふ

うにしたらいいかということを知るには、まず調査が必要だと思います。そ

れに関しましては、市民ではとても入っていけない部分が学校という場には

ありますので、外国人児童生徒コーディネーターというものが岐阜県のほう

で実施されているそうなんです。岐阜県可児市の教育委員会では外国人児童

生徒コーディネーターを起用して、教育現場だけでなく、子どもたちの日常

生活の場も視野に入れた総合的な支援体制に取り組むということが行われて

いるそうです。そういうことは市民の力だけではとてもできませんので、行

政、特に教育委員会の力もお借りして、まず現状を調べることから始まりま

して、そして市民として、どのように子どもたちに支援ができるかというこ

とを考えていきたいと思うのです。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。たくさんの方が手が挙がっていますので、とり

あえず、質問あるいはコメントのある方を全部お聞きしまして、それに対し

てご自分のところに当てはまるところはコメントするという形にしたいと思
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います。ではほかの方どうぞ。それとなるべく２分程度にしていただきたい

と思います。たくさんの方が手を挙げていらっしゃいますので。 

 

村村村村        上上上上     村上といいます。八王子にほんごの会に所属しております。今、お話があ

りました子どものことで、今、八王子はどんな状況かを説明したいと思いま

す。今、第六小学校に日本語学級というのがありまして、これは小学生児童

対象です。今度は中学生生徒対象のものが打越中学校に４月からできること

になりまして、予算化がされて実際に動いております。これをつくるについ

て、私は数年かかって教育委員会に働きかけをしてきました。実は昨年 12月

12日に市長さん宛にメールを送っておりますが、その返事も今持ってきてお

ります。その中に、とにかく第三中学校と打越中学校で私は生徒の学習支援、

勉強の支援をしてきました。これは、外国から来た子どもは日本語ができな

い。できない中で授業を受けないといけない。ということは、直ぐに考える

のは日本語ができるようになれば授業についていけるという話ですけれど

も、これは日本の子どもをご覧になるとわかるように、日本語ができても勉

強についていけない子どももいます。全く逆に、日本語ができなくても授業

についていける子どもがいるのです。その子が日本に来て、自分の学力が日

本で通用するというのを知ってもらうことが私の第一の役目なんです。そう

すると、授業中に寝ているようなことはなくて、一生懸命聞こうとしてくれ

ます。  

７月 24日教育委員会に請願書を出しまして、８月 16日に教育長専決でお

答えをいただきました。その結果、二桁違うのではないかと思うような予算

が今出ております。86万 8,000円という額が、今度会計予算の調整依頼で市

長さんのほうに出されているはずです。この額で何をされるかと言いますと、

備品を揃えることで終わるか、それもできるかできないかです。東京都から

先生が２人配置されますけれども、この費用は都が出しています。市でなさ

るのは何かと言うと、そこの備品を揃えるというのが基本になると思います。

私としては、中学生の対象にはとにかく教科の支援が中に入っていないと意

味がないと思います。先ほど言いましたように、日本語ができなくても学力

のある子が入ってきますので、これを支援するためには、とにかく先生をつ

ける必要はないです。例えば、私のようなボランティアで学力を支援する、

そういう者が入っていくスペースをつくってほしいのです。これは東京都の

要綱に基づいては何も書いてありませんけれども、八王子市独自のものが、

全国に先駆けてできると思います。教科支援クラスを併設した日本語学級、

これをぜひお願いしたいと思います。 

 

毛毛毛毛        受受受受     次の方、どうぞ。 
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斉斉斉斉        藤藤藤藤     八王子にほんごの会の斉藤でございます。私たちにほんごの会は現在、八

王子在住または在勤の外国人の方 200 人が在籍し日本語学習をしておりま

す。支援にあたるのは市民のボランティアです。私たちの会には、約 200 人

のボランティアが在籍しております。先ほどのテーマの、市民と外国人のコ

ミュニケーションのニーズにどう応えていくか、そういうテーマが一番にあ

りました。 

コミュニケーションの基盤となる日本語支援をしている一番の問題があり

ます。八王子市には 8,000 人の外国人がいらっしゃるということですが、私

たちの会には 200 人です。しかし、おかげさまで八王子駅前の東急スクエア

に、市から大きな支援をいただいてできました教室は 30人の収容スペースな

んです。現在、大変良い場所ですので、日本語を勉強したいという外国人の

方々が毎日のように来られます。しかし、30人という教室の狭さにすべての

方をお招きすることができなくて待機状態にあります。何人もの方が待機し

ております。この場で申し上げにくいのですけれども、せっかくいただいた

お部屋ですが、もっと広いところを提供していただけないかということを市

長さんに申し上げたいと思います。広い場所を提供していただけますと、も

っともっと外国人のニーズに応えることができます。そして、さらに申し上

げたいのは、私たちの会は市民センターを３カ所ほど、お金を払って借りて

日本語支援をしております。それはどんなところかと申しますと、台町市民

センター、大和田市民センター、北野事務所、これは毎週毎週お金を払って

借りて、私たちが会費を払い、学習者も会費を払い、そこで日本語支援をし

ております。何とか八王子駅前の場所のようなたくさんの人を収容できる場

所を提供していただきたいということをお願いします。 

 

毛毛毛毛        受受受受     あとお２人ぐらい、お願いします。 

 

平平平平        田田田田     私は、八王子の南大沢に開発されてから 20年住んでおります平田と申しま

す。私は 10年前ぐらいから南アフリカ、タイ、ミャンマーの政府要人の方と

いろいろな関係がございまして、こういった経験を国際交流に具体的にどの

ように活かしていこうかということを常々考えておりました。今日のフォー

ラムを聞きしまして、皆さん本当にお困りになっている点がたくさんありま

す。どのように具体的にそれをやったらいいかということで、今日ここに提

案をしたいと思います。 

 といいますのは、私は今八王子で里親制度が始まりまして、これに初めか

ら参加いたしております。それに伴いまして、これをこういった国際的にも

交流していくようなものをつくっていかないといけないと思って、ちょうど

南大沢の駅の前です。ここに素晴らしいトイレがあります。２階建てになっ
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ているトイレなのです。これは考え方によってはホテルになるのです。私は

ホテルにしたいと思います。そして今皆さんがおっしゃっていました、外国

の方の交流のホームスティにしたいとか、これ宿泊できるのです。１人や２

人宿泊できるし、長くホームスティできるのです。食事もできるような設備

を一部持っているのです。現在、バーベキューもやっているのです。そうい

ったものが、南大沢の一画に今遊んでおります。それを今年から改造して、

改造しなくてもほとんどお金をかけなくても使えるのです。ホテルにしたい

と思います。これが私の提案でございます。許可もいると思いますが、市長

さんもいらっしゃいますから、許可というより直接お聞きになっていただい

ていますから、これやらないと無駄なものになってしまいます。２階がホテ

ルなんです、下にトイレがついています。このトイレも非常に今まで困って

おりましたから、きれいになりまして、皆さん喜んでいただく有料の公衆ト

イレでもできるのです。これをひとつ提案したいと思います。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。あとお２人で終わりにさせていただきます。 

 

窪窪窪窪        田田田田     北野台に住んでおります窪田と申します。十七、八年前に初めて八王子国

際友好会クラブができたときに、八王子市に渡辺さんという方がいらっしゃ

いまして、非常に英語のできる方で、彼が姉妹都市の話を積極的に市に働き

かけたのですけれども、なかなかできなかった。やはり、八王子は大都市に

なるわけですから、姉妹都市をつくって八王子に来ている外国人の支援だけ

でなくて、八王子の少年少女、特に小学生の高学年から中学生の１、２年生

を対象として、海外の姉妹都市に毎年派遣をする、何人でもいいのですけれ

ども。そういうような形で八王子の少年少女を教育するというのが必要では

ないかと。現在、八王子でも多くの中学校で個別にそういう交流、交換会を

やっておりますし、海外から先生や生徒を呼びまして、それをこちらの中学

で一緒に二、三日勉強するということをやっております。そういうのを組織

化して、それを市が仲介をして、どこか姉妹都市をつくってやっていただけ

ればいいのではないかという感じがします。 

こういう国際交流会に、黒須市長にいらっしゃっていただいた。今までは

市長さんがこういうところに出て来られたことはなかったと思います。非常

に積極的にご参加いただけましたので、この際八王子としても国際交流を一

層強力に推し進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

毛毛毛毛        受受受受     最後ですが、次の方お願いいたします。 

 

福福福福        島島島島     八王子国際友好クラブに所属している福島です。都立高校の教師をしてお
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りまして、今、吉田さんのお話を聞いてＪＩＣＡと関わりを持ちながら、八

王子の研修センターは開発教育、国際理解教育のほうに進んだことをやって

おりまして、もともとこの国際友好クラブも一番の出発はＪＩＣＡの方たち

との交流でした。今、出てきていませんけれども、エンドライブラリーはい

つもＪＩＣＡの方たちでいっぱいでした。要するに国際交流の草分けだった

わけです。 

その国際交流は今いろいろな形でやられていますけれども、一つ提案した

いことがあります。というのは、私は２年ほど前に全国の、例えば群馬の太

田市とか、愛知県の豊田市とか、外国人の多く住んでいる都市の人たちのこ

ういうフォーラムがあったのですけれども、そこに参加したときに豊田宣言

というのがなされたのです。毎年変わっているそうです。浜松だとか太田市

だとか。それで今ここで八王子も、例えば国際姉妹都市、友好都市を決めつ

つあるところでしょうけれども、それから外国人が非常に増えている段階の

中で、私が思うのは八王子宣言というのを出したらどうかという、そんな気

もしています。もちろん、まだまだいろいろな準備の段階があると思います

けれども、そんなことも考えました。 

 それから、子どもたちに対する支援ということで大学生たちがいろいろや

っておりますし、村上さんからもお話がありましたから、それはどんどん進

んでいると思いますけれども、もう一つ報告しておきたいことは、ＪＩＣＡ

は、もう 10年ぐらい経つのかしら、高校生を大体４校ぐらい、夏休みを使っ

て八王子の研修センターで、直接ＪＩＣＡの研修生たちと一緒に２泊３日生

活を共にしながら、いろいろなことを研修するということをやっておりまし

た。一番最初に私どもの学校に声をかけてくださって、それから、いろいろ

な学校に紹介してくださいということで、実は国際理解教育の名簿から探す

のですけれども、さっき吉田さんがおっしゃっていたように、ＪＩＣＡって

何ですかというところからまず出発するのです。えっ、ＪＩＣＡを知らない

のかと思いながら、実は青年海外協力隊などをやっていると言えば、ああそ

うですかという感じで、実は教師自身の認識不足を感じました。そんなとこ

ろから出発して、ちょっと残念なんですが、この３月でなくなるということ

で、ただ、縮小をしてまだ残る可能性もあるというので、その可能性に期待

しているのです。何とか残してほしいという気がしております。以上です。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございました。20分間の時間を使っていただきまして、たくさ

んのご質問、コメントをいただきました。では、塚本さんから順に１分ずつ

ぐらいで簡単にお答えをいただき、最後に市長さんから少し長めにお話をい

ただくことにしたいと思います。塚本さん、お願いいたします。 
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塚塚塚塚        本本本本     これだけ皆さんと一緒に国際交流のことを議論できるということは、大変

嬉しく思います。これから、市民の皆さんと一緒に私たちもがんばっていき

ますので、対行政ではなく、行政と仲良く一緒に、私たちボランティアだけ

ではできないことがどうしてもございますので、行政の方と連携をよくとっ

て、そして市民の皆さんを巻き込んで大きな波になっていったらいいなと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

吉吉吉吉        田田田田     今、おっしゃっていた八王子センターを使って、いろいろと国際理解教育

の一環として生徒さんたちを開発途上国の方々と一緒に過ごしながら２泊で

やっていただいたという、これは私ども幡ヶ谷と市ヶ谷に、そういった設備

がございまして、もちろん広尾にもございます。ですから、そういったサー

ビスは確かに八王子のこの現地ではできませんけれども、身近で東京の中で

も何箇所かありますので、そこを使っていただく。場合によっては、旅費さ

え出していただけましたら沖縄でもできます。沖縄にもセンターございます

し、または札幌、帯広にもございます。そういったところでＪＩＣＡの設備

は結構ございますので、もちろんそこでは普段から研修員の方々が技術研修

をやっていただいている、または、宿泊として使っているところですけれど

も、当然、空きもございますので、中学生から高校生ぐらいまでの方につき

ましては、どんどんと先生方も含めて、そういった外国の方と交流いただい

て、勉強に使っていただければと思います。 

また、詳しくは八王子の場合には国際協力推進員という者が常駐しており

ます。私と同じようにＪＩＣＡの名刺を持ってやらせていただいております

ので、その者にご相談いただければ対応できると思います。よろしくお願い

します。 

 

毛毛毛毛        受受受受     今のお話ですが、私から一つ注文というか。立派な場所ができるのはいい

のですけれども、その場所にスタッフの方がずっと待っているのではなくて、

ぜひ出前ということで、どんどん積極的に地域に出かけていただいて、そこ

の声を拾い上げていただく、あるいはそこへ研修生の人を連れて行くとか、

そういう形をお願いしたい。どうもオフィスにいて、市民の人が来るの待っ

ているのではなくて、どんどん出て行くということでやっていただきたいと

思います。 

 

吉吉吉吉        田田田田     おっしゃいますように双方向の関係というのは非常に大事だと思っており

まして、先ほど私ども情報を発信させていただく場だと申し上げましたけれ

ども、実は地域の方々、またはご苦労されていらっしゃる在住外国人の方々

の地域の声を我々受信させていただくという機関にもしたいと思っておりま
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す。 

双方向のコミュニケーションが大事だと思っておりますので、そこは重々

関係者に伝えますし、今後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします。 

 

毛毛毛毛        受受受受     チェンさん何かコメントがありましたら、お願いいたします。 

 

ﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰﾁｪﾝ･ｼﾞｪﾆﾌｧｰ     外国人の留学生は大体勉強に来ると、生活費、学費に困っている留学生が

多くて、バイトばかりしている友だちがいっぱいいます。バイトと勉強以外

に、もっともっと日本人と交流ができたらいいと思います。勉強が終わった

ら国に帰る人としては、もっともっと日本人と交流ができて、一緒につき合

える友だちを作って、いい思い出を残してほしいのです。それで日本人と外

国人と一緒に豊かな八王子市をつくっていきたいと思っています。 

 

毛毛毛毛        受受受受     ありがとうございます。素晴らしいコメントです。市長さんお願いします。 

 

市市市市        長長長長     これは先ほどの発言に対するコメントも含めて、まとめてでよろしいです

か。 

 

毛毛毛毛        受受受受     はい。 

 

市市市市        長長長長     先ほど６人の方から、それぞれご発言をいただきました。皆さん国際交流

に大変熱心に取り組んでおられたり、あるいはお気持ちを持っておられる方

ばかりで、改めて敬意を表したいと思います。 

その中で外国人の子どもが、今、八王子の小中学校に 200 人いるというお

話がありました。私も、実は数値的なものは承知をしていなかったのですけ

れども、各学校の行事等にお邪魔をいたしますと、外国人のお子さんが必ず

います。それも複数います。ですから、ここまで国際化が進んでいるのだな

という思いをいたしておるわけでございます。そういうお子さんが日本の学

校で楽しくきちんと学べるように、そういう環境をつくるということは私も

大変必要なことだと思っておりますので、いい勉強をさせていただきました。 

それから、にほんごの会の斉藤さんから場所が狭いからという話がありま

したけれども、これはなかなかお応えするわけにはいきません。ああいう駅

前の一等地のいい建物の一部を、利便性が高いからということで提供させて

いただいているのですけれども、確かにたくさん来られると思います。じゃ

あ、あそこでいいところをどんどん増やせよと言われても、これは難しいで

す。必要性はよくわかっておりますから、もうちょっと場所を考えるとかと

いうようなことで今後対応をできないかなと、そんなふうに思っております
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ので、ぜひご理解いただきたいと思います。 

まとめ的なお話をさせていただきますと、大事なことというのは、それぞ

れの立場でおられる外国籍の方々、言うならば八王子に住まわれているので

すから、市民の方ですから、そういう方とのコミュニケーションをどう図る

かということ、これが大事なことだと思うのです。先ほどいろいろございま

した、ホームスティ、ホームビジット、この辺については、関係団体の皆さ

んにイニシアチブをとっていただいて、そして行政は何ができるかというこ

とを、そういう取り組みがいいいのではないかと思っております。ぜひ力を

貸していただきたいと思います。 

それから、先ほどチェンさんから、学生たちが自分の国の料理を１品ずつ

持ち寄って、そしてパーティなんかをやることもいいというお話がありまし

たけれども、私もそれすごくいいと思うのです。今、私はちょっと考えてお

りますのは、例えば商店街でも閉めた店があるじゃないですか。なかなかそ

れを貸していただけないのですけれども、商店街というのは連帯性があって

初めて商店街じゃないですか。これがシャッターが幾つも閉まっていたので

は商店街にはならないわけです。魅力もなくなっちゃうわけです。ですから、

ああいうところを、閉めているのだったら商工会議所を通じて安価な値段で

貸していただいて、留学生の中にも料理の得意な人たちもおられると思いま

すから、そういう場所を提供して、そしてお国料理なんかの小さなレストラ

ンをつくっていただくという、そんなことっておもしろいのではないかなと、

できないだろうかと。これは個人的な考え方なんですけれども、そうすれば

八王子でいろいろな国の料理が食べられる。例えば、中華料理だっていろい

ろありますものね。いろいろな地方の料理があるわけですから。そんなこと

できないかなと、実は空き店舗対策とあわせて考えているところなんです。 

それから、海外の都市との交流なのですけれども、これは再三私のほうか

らもお話していますし、また皆さんの方からもお話が出ました。ぜひ、今年

は市政施行 90周年ですから、やりたいと思っています。どこのまちとやるか

ということは、なかなか難しいところでして、それぞれ個人的な思いがあら

れたり、あるいはいいまちであっても距離が遠すぎて、実際に先ほど小中学

生の交流というようなものができるようなまちがいいというお話もありまし

た。確かにその通りだと思います。 

私はとりあえず、いろいろなまちといろいろな交流をするということは、

これから機会があれば積極的にやっていきたいと思っています。とりあえず

は身近なところで、今、八王子に一番住んでおられる数の上では第一位は中

国、第二位が韓国・朝鮮、第三位がフィリピン、第四位がブラジル、第五位

がペルー人という順序になるのです。アジアの身近なところからスタートし

たらいいのではないのかなと。アジアの国々の都市からもオファーがありま
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す。ぜひ八王子と交流をしたい。八王子とこういうところで共通点があるか

ら、ぜひおつき合いをしたいと。ですから、いっぺんに姉妹都市となるので

はなくて、いろいろな交流をして、そしてお互いの意見が合うならば、言う

ならばお見合いをして、そしてお互いの気持ちが合うならば、それからおつ

き合いを深めていけばいいのではないかと、そんな思いを今いたしておりま

す。今年からぜひ皆さんのお知恵もお借りしながら、どんな交流がいいのか、

どんなまちがいいのか、こんなことを考えていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

今日はコーディネーターの方々にいいおまとめをいただいて、そしてパネ

リストの方々も、それぞれのお立場で大変いい発言をいただきましたし、会

場からも貴重なご発言もいただきました。私もこれから国際都市八王子を目

指して、皆さんと一緒にがんばっていきたいと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いします。（拍手） 

 

毛毛毛毛        受受受受     ４人のパネリスト皆様方からご発言いただきました。私自身コーディネー

ター役をさせていただいて感心しましたのは、会場の皆さんの熱心な眼差し

というか、たくさんの方が国際交流に関心を持っていらっしゃるということ

を本当に感じました。これだけ熱い思いを持っていらっしゃる方がたくさん

いれば、いろいろな問題点も見えてくると思いますし、また、それに対応す

る市も多分大変なのではないかという気がいたしました。ただ、先ほど外国

人のお子さんの教育の話も出ましたけれども、自分たちはボランティアでや

ってもいいのだという話もありました。これは本当いうと、行政側からする

と大変ありがたい申し出というか、それをもし行政が自前でやるとすると大

変な経費がかかるわけです。そういう意味でいうと、市民と自治体とは協働

して、そういうことを進めていければ、市にとっても、それに参加する市民

にとっても非常にいい形で進んでいくのだと思います。 

 ただ一つ、今日は余り議論できませんでしたけれども、私が常々感じてい

ますのは、今日いらっしゃる方々の国際交流に対する温度と、一歩外に出て

一般のほかの市民の方たちの国際に対する温度とか、ものすごく温度差があ

るわけです。それが自然体にこれが広がっていかないことには、実は行政と

しても一部の市民の人たちだけが声を上げているということになって、実は

外国人の市民の人たちに関する予算というのは、なかなか増えていかないと

いうのが現実だと思います。そういう意味でいうと、皆様方自身の活動をほ

かの市民の人たちにもどんどん広げていっていただきたいし、大きな運動に

していくということが本当の八王子市が国際都市になっていくということに

なると思います。また、さらにはそういう意味で、私は今日いらっしゃる皆

様方自身が、その核になっていらっしゃる方々と感じました。 
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ぜひ、今回の議論を最初にして、市長さんには今日初めてお会いしました

けれども、本当に気さくで意見交換をしようという方だと感じました。ぜひ

これを機会にさらに、こういう機会をつくって、八王子がさらに国際都市に

なるようにがんばっていただければいいと思います。 

 今日はご清聴ありがとうございます。（拍手） 

 

司司司司        会会会会     ありがとうございました。２時間という限られた時間ではございましたが、

本市の目指す国際交流について、皆様とともに考えてまいりました。いかが

でしたでしょうか。 

パネリストの方々、また会場の皆様からのご意見、ご提案を通しまして、

お一人おひとりができる身近な国際交流への取り組みの第一歩となれば幸い

でございます。 

 本日のフォーラムのコーディネーターとして大役を果たしていただきまし

た毛受様、そしてパネリストの塚本様、吉田様、チェン・ジェニファー様、

そして黒須市長に盛大な拍手をお願いいたします。（拍手） 

ありがとうございました。それではコーディネーター及びパネリストの皆

様が退場いたします。改めて盛大な拍手をお願いいたします。（拍手） 

 最後になりましたが、本日は大勢の皆様方にご参加いただきまして、心か

ら感謝を申し上げます。盛会のうちに無事閉会を迎えることができました。

これをもちまして閉会とさせていただきます。 
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（１）テーマを１つないし、２つにし具体的内容に絞ったほうが良い。（６０代男性） 

（２）市民の皆さんが、国際的な関係に興味あることがわかりとてもよかった。（２０代男性） 

（３）毛受氏の予算％の話が面白かった。（３０代男性） 

（４）意見交換で女性の方は、自分の携っていることの自慢であり、とても聞きづらい。それに比べて

男性の方は提案であり、とても共感した。是非提案が進められることを希望します。（６０代） 

（５）それぞれの立場から見た「国際交流」についてお話をしていただき、内容が充実していてとても

よかった。（２０代女性） 

（６）市長が参加してくれて、直接市民の声を聞く機会を与えてくれてよかった。（５０代男性） 

（７）それぞれのご苦労がわかった。日本人はもっと心を開くのが良い。ただ、その国へ行くのではな

く、その地の人々と接してみることが大事だと同感。海外ツアーなどもそのあたりをもっと考えて

みたらと思った。（７０代） 

（８）国際交流コーナーの存在を知り一度訪問したい。活動の内容を知りたい。（７０代男性） 

（９）多岐にわたる国際交流についての話、大変勉強になりました。（２０代男性） 

（10）初めて国際交流を皆で進めるという話を聞いた。誰もが交流に参加できる体制を案内してほしい｡ 

（６０代女性） 

（11）初めてこういうフォーラムに参加させていただきました。いろいろなレベル（個人、家庭、団体）

の国際交流があることがわかりました。もっと積極的にＰＲすべきだと思います。（７０代男性） 

（12）留学生のホームステイの実施が多くの人々に理解することを願う。（７０代男性） 

（13）市内での国際交流が進んでいることを実感した。（５０代男性） 

（14）具体的な話があってよかった。外国人の気持ちはある程度わかっているつもりでも、今日の会議

でより一層理解できた。特に留学生の苦労が理解できた。（６０代男性） 

（15）パネリストの皆さんのお話が大変良かった。特に、塚本氏の国際交流コーナーでのインドネシア

人の話や、マレーシア人が地域の町会に加入して八王子が好きになった話は感動した。 

（５０代男性） 

（16）八王子国際交流とＪＩＣＡの方の話を聞いて、どんな活動をしているのかなどいろいろなことが

わかりよかった。（４０代女性） 

（17）質問・回答時間が短い。質問者はもっと簡略に要を得た発言が必要と思う。パネラーの発言時間

は短くして市民との対話時間を長くした方が良い。内容的にはレベルが高い。フォーラムの記録集

も必要だと思う。（６０代男性） 

（18）留学生代表の方の各国の料理を持ち寄って料理パーティーをやるという意見、市長の空き店舗を

利用するというアイデアはとてもよいと思う。より身近に気軽に交流ができると思う。 

（２０代男性） 

（19）個人が広げていこうという気持ちは薄いと思う。（７０代女性） 

（20）留学生の方から感じた日本が聞けてよかった。（５０代男性） 

１．パネルディスカッションの内容等についての感想 

会場でのアンケート結果（要 旨）
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（21）判りやすかったが、状況の説明だけでなくもう少し深く方向性なども聞きたかった。 

（３０代女性） 

（22）様々な立場の方から貴重な意見が聞けたことが、とても良かった。自分の中でも色々な考え方が

できるきっかけになれば良いと思う。（２０代男性） 

（23）外国人の関係のあり方について、取り組んでいる方の意見や考え方を聞く機会は大切だと痛感し

た。（５０代男性） 

（24）それぞれの立場、分野のお話や報告が良かった。一市民として実践的な問題を教えられた。 

（７０代男性） 

（25）分かりやすかった。（２０代男性） 

（26）それぞれの立場で、外国人と市民がどのように交流を図っていくか、今までにない視点で考える

ことができた。日本の文化や慣習を知ってもらうには、地域で外国人を受け入れ支えていくことが

必要である。 

（27）外国人パネリストと日本人パネリストのバランスがとれたほうが良いと思う。（６０代男性） 

（28）塚本氏の外国人の実例を聞いて感動しました。地域に住む外国人に対する対応に役立ちます。私

達のできる所から参加できると思った。（５０代女性） 

（29）国際交流について大変参考になりました。これから市がもっとバックアップして外国人との交流

を深めたい。最後の質問、市への希望を聞いてよかったのでこれからもこういう機会を増やしてほ

しい。（５０代女性） 

（30）市の国際交流について理解が深まった。（６０代男性） 

（31）一般市民がもっと参加できるような広報なりをもっとするべき。関連の人達だけでは限界がある。

日本人の気質として自分からという雰囲気作りも大切である。（６０代女性） 

（32）フォーラムの進め方が非常に良く、理解を深めた。（６０代男性） 

（33）特に、塚本氏、チェン・ジェニファー氏の話にはとても感動した。自分自身にできることは何が

あるのかと考えている。2歳のこどもと日本中にある世界を体験したい。（４０代女性） 

（34）もう少しパネリスト同士のディスカッションがあればよいと思った。（２０代男性） 

（35）もっと多くの人々が関心を持ち交流の手伝いができるように。（６０代女性） 

（36）塚本氏、インドネシア、マレーシアの方の話を市の広報等で市民に知らせると良い。 

（５０代男性） 

（37）国際交流は人との係わり合いなので、基本的にお金はいらない。市長が関心を持って下さったこ

とは心強い。もう少し提案を聞く時間を長く取ってほしかった。（５０代女性） 

（38）パネラーの選出方法がそれぞれの分野を代表しており良かった。またコーディネーターが問題を

良く理解して進めているため、問題の提示が的確で実り多いフォーラムであった。（６０代男性） 

（39）一般の意見を聞く時間が少ない。姉妹都市を決めるのは何か基準があるのか、誰かが決定し市民

に下すのではなく市民から吸い上げるなど、決定方法をガラス貼りにしてほしい。（５０代女性） 

（40）外国人パネリストとして留学生だけでなく社会人、子育て中の方と異なる立場の人に参加しても

らいそれぞれの立場からの問題点を述べると議論が深まる。（５０代女性） 

（41）交流団体所属の参加者のみの意見しか聞けなかったのが残念。（５０代男性） 

（42）八王子市は国際交流都市であると理解できた。まだまだ発展途上の段階でありこれからのために

いろいろな考えを持った人達がいることが良いと思った。（２０代男性） 

（43）各パネリストの立場から見た新しい知識を得られたが、全体的にまとまりがないのはテーマが大

きすぎて致し方なかったのか。（５０代男性） 
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（44）話の内容をどうにかして、低コストで実現していくか質疑・提案の中にたくさんヒントがあると

思う。（７０代以上男性） 

（45）フランクな感じの発言が非常に身近に感じられた（７０代以上男性） 

（46）インドネシアの方の話が印象的でした。（２０代女性） 

（47）外国籍市民、労働者の問題について議論がなかった。企業や行政が雇用しやすい環境づくりが課

題ではないか。（５０代男性） 

（48）質問は紙に書いて提出し、要望は要望として受けつつこの場で皆で共有すべきものは公開してい

くのが良い。（２０代男性） 

（49）これからの身近な交流（料理パーティや小学校での交流）への提言などとてもよいと思った。JICA

の活動についても関心を持った。（５０代女性） 

（50）近所の方に国際交流団体があることを知らせてあげたいと思った。（６０代） 

（51）質問はあらかじめ選んでおいたほうが良いと思った。（６０代女性） 

（52）自分の知らないところでいろんな活動が繰り広げられていて感心し勉強になった。熱心に活動し

ている方が熱く思いのたけを語り良かった。（３０代女性） 

（53）自分も今後何か参加したいと思う。（５０代女性） 

（54）国際交流の基本になる問題は、異文化相互面の衝突だろうと思う。（７０代以上男性） 

（55）パネリストとして、JICA のかわりに先進的な民間の活動団体が入った方が良かったのではない

か。市の施策をもう少し具体的に情報提供すると、理解が進むと思う。（５０代女性） 

（56）8,000人という外国人や JICAのボランティア、協力隊の経緯は大きな潜在力でありさらに有効

活用するべき。バイトと勉強だけで帰国してしまう留学生は大変問題ある。（５０代男性） 

（57）参加者は熱心な人が多いようで、実際の市民へ満遍なく広げる連携、運動が必要かと思った。 

（３０代女性） 

（58）自分の勉強の足りなさや、広報などのお知らせ各部固有のお知らせなどに目を留めていなくて、

この様な企画があって今日来て、これからもっと目を開き参加して協力して行きたいと思う。 

（６０代女性） 

（59）さわやかな気分になった。（７０代以上女性） 

（60）JICAがなくなるのはとてもさびしい。（６０代女性） 

（61）八王子市の国際交流の現状の一端を知ることができよかった。（２０代男性） 

（62）テーマをもっと絞って考えを深める方向も一つのやり方。（４０代男性） 

（63）市在住の外国人をパネリストに招待してほしい。（６０代女性） 

（64）パネラー個人の活動報告内容でデスカッションではない。（５０代男性） 

（65）外国人の本音をもっと聞きたかった。（５０代女性） 

（66）留学生の方が日本語で話されていて大変そうだったので、母国語で話し通訳を使ってもよかった

のでは。（５０代男性） 

（67）本論は良かった。毛受さんの発表はとても参考になった。質問者のかたよりが気になった。 

（４０代女性） 

（68）コーディネーターの進行、まとめが非常に良かった。（７０代男性） 

（69）行政、各種団体、市民が連携して行うことが重要だと思った。一番は市民の意識が少ないのでは。 

（３０代男性） 

（70）これからは、行政でボランティアの組織化ができることを希望します。（６０代女性） 

（71）内容が多岐にわたるので、時間が足りない。テーマを絞るべき。（６０代男性） 
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（72）コーディネーターの手腕の高さに感心した。論点をうまく拾い上げてよくまとめた。 

（３０代女性） 

（73）チェンさんのようなアイデアをもっと出してほしかった。（２０代男性） 

（74）本市に住んでいる外国人、留学生と市民との交流が大切だと改めて思った。（６０代男性） 

（75）パネラーの選任等は適切であった。最後の質問は要望ばかりで議論にならない。（５０代男性） 

（76） 立場の違う３人が、自分が置かれている団体の活動内容を具体的に話していただき、理解でき

たが、我々はどう行動すべきか。（６０代男性） 

（77）市長の国際交流への市のビジョンが伝わってこなかった。（６０代男性） 

（78）国際交流クラブの人ばかり話して一般市民の考えが聞けず残念でした。（２０代女性） 

（79）良い部分だけでなく現状の悪い部分を聞きたかった。全体に属している組織の PRになっている

ようだ。（６０代男性） 

（80）子どもの話が突っ込んできけなくて残念。（６０代男性） 

（81）交流ではなく、共生についてもっと掘り下げた意見交換を期待していたのに。（５０代女性） 

（82）総括的講演でなく議長を交えた分科会方式で様々な意見を聞く。（７０代以上男性） 

 

 
 
 

（１）市民提唱の空店舗対策に大賛成、推進を期待します。（６０代男性） 

（２）同様の国際交流をテーマにしたシンポジムを開いてほしい。（３０代男性） 

（３）外国人８千人でもその中には出稼ぎの方もいるのでは？留学生にも仕事の場（小、中、高）報酬

有りを進めていったらどうか。（６０代） 

（４）国際交流のキーワードは“食”だと思った。文化、習慣を学ぶ上でも一番身近で一番わかりやす

いのが食である。我々にできることは、このような場を提供していくことだと思う。（２０代女性） 

（５）チェン・ジェニファー氏のように、日本の社会や人々に溶け込もうとしていることは、とても結

構なこと。このような人達が、どんどん増えるように各界の方にご努力をしていただきたい。 

（７０代以上） 

（６）市がもっと積極的に広報に流して市民に何かきっかけを作ってほしい（７０代以上男性） 

（７）国際交流について関心がある。これからも積極的にそのような場に参加していきたい。隠れた国

際都市ではなくもっともっと市民に開かれたものにしていってほしい。個人が参加できる機会をも

っと増やしてほしい。（２０代男性） 

（８）町会等に呼びかけて、交流の場として祭りやバザーや防災訓練等の行事への参加等をやって行け

れば。（６０代女性） 

（９）誰でもやる気になればできることを広めてほしい。（７０代以上男性） 

（10）言葉より気持ちをどう表現するかが大事。日本人も積極的に話せるようになればよい。 

（６０代男性） 

（11）点から線、線から面へと人と人とのつながりを広げていきたいですね。（５０代男性） 

（12）外国人との交流イベントは市が主導で実施すべき。（５０代男性） 

（13）文化、芸能、スポーツ等幅広い交流の場や会を作って交流を深めていくように（７０代男性） 

（14）市民レベルの交流の場を設定してほしい。月１回位定期的に市民センター等で交流会を実施する。

１０名から１５名くらいのグループで市在住の外国人とフリーディスカッションを行う。市の担当

者関係者は助言者の役割を推進する。 

２．「みんなで進める国際交流」についてのご意見・ご提案 
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（15）身近な場で一人一人の気持ちを大切にしたら良い。（７０代以上女性） 

（16）スポーツがきっかけとなると外国人の方と仲良くなりやすい。（２０代男性） 

（17）八王子市民は地域意識が強い。もっと目を広く視点を広げられるよう国際社会を考える話合いも

必要。（７０代以上男性） 

（18）市民一人一人が関心を持ちきっかけを作ることや、情報提供が必要。（５０代男性） 

（19）日本の留学生と海外へ行く日本人留学生とのディスカッション。（７０代以上男性） 

（20）八王子国際交流団体連絡会を地域に広めること、紹介することからはじめたいと思う。私達から

外国人に手を差し伸べないといけないと強く感じた。（５０代女性） 

（21）これからもっと、留学生、外国人との交流を深めたい。（５０代女性） 

（22）八王子でのホームステイの輪みたいなものができたら良い。（６０代男性） 

（23）市民レベルでの国際交流が良くわかることが、市民参加を増やすことができることだと思う。 

（４０代女性） 

（24）国際交流を進めるＮＧＯ、ＮＰＯは多くあるので、それらの交流と進めるためにこのようなフォ

ーラムがもっと多く開催される必要がある。（２０代男性） 

（25）一般の意見や、各自の意見になってしまい本当に意見がでなかったのは残念。（６０代女性） 

（26）外国人がいることで、地域が豊かになる社会をどのように実現していくかを市民と行政の協働で

考えていくべき。外国人の子どもの教育環境を調査する、外国人児童生徒コーディネーターのよう

な人を教育委員会で起用して頂きたい。そして市民のボランティアの力を子供達の日本語、学習支

援のために使っていただくシステムを市民と協働で作ったらと思う。（５０代女性） 

（27）小、中学校の海外交流、ホームステイの経験などをさせる。（６０代男性） 

（28）ドクター肥沼の話をもっと教育現場にも広めドイツと友好を考えていただきたい。(５０代女性) 

（29）草の根の交流が必要。（６０代女性） 

（30）市内の少年少女を毎年海外体験させること。海外交流も含めて市制９０周年で八王子の風土の合

う海外の都市と姉妹都市締結をお願いしたい。（６０代男性） 

（31）行政だけではなく、市民レベルでの国際交流が必要である。行政はそのためのフォローをすべき｡

（４０代男性） 

（32）ホームビジットを活用するために、最も大切な事は外国人と市民との相互理解である。 

（２０代男性） 

（33）個人が意識をもってできることから始められれば良い。（５０代男性） 

（34）国際交流をしたいと感じている人は多いと思う。ただそれが“気軽”にできるようなしくみが大

切であると感じた（２０代女性） 

（35）若い人がもっと気軽に交流できるような取り組み。きっかけがあればと思う。（５０代女性） 

（36）若い方の多い市なので JICAを今後も残していただきたい。（６０代） 

（37）塚本氏の「国と国は人と人」「点在しているがつながらない」などに基づく保健婦さんとの連携

の話を聞き、身近に困っている外国人の方がいたら「国際交流団体連絡会」を教えてあげたいと思

った。 

（38）外国人を特別扱いしないで、市民と同じような生活ができ、かつ心地よいと感じる八王子市とな

ると良い。（５０代女性） 

（39）国際交流の目的の明確化と共有が必要だと思う。（７０代以上男性） 

（40）現在、小中学校に多い外国人を通じて「生活」に密着した型で交流を取り入れていくのが必要、

現実的だと思う。（６０代男性） 
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（41）もっと具体的にディスカッションして行動目標をあげてもらいたい。（４０代男性） 

（42）国際交流には日本語支援がとても大切であると実感した。（６０代女性） 

（43）行政と市民の協力をどのように進めていくかが課題と感じた（２０代男性） 

（44）お金を出すだけでなく場所の提供やお金の免除など、行政に考えてもらいたい。（４０代男性） 

（45）市、学校、地域（自治会）などが一緒に多文化共生の社会を目指して生きましょう。 

（６０代女性） 

（46）一部の方々による国際交流を多くの市民の理解に広げていく必要を感じた。（５０代男性） 

（47）もっと若い人が来れば良いのに。（５０代女性） 

（48）やはり市民レベルの交流を中心にするべきである。（５０代男性） 

（49）ホームステイだと構えてしまうが、ホームビジットであれば気軽に実施できるであろう。広く周

知して協力家庭を募ってみては。（４０代男性） 

（50）みんなの意見、気持ちの取り入れられた国際交流を進めていただきたい。（４０代女性） 

（51）市民と外国人の関係はまだまだ深まっていないと思う。市の広報で外国人の事を色々と知らせて

ほしい。（６０代男性） 

（52）いままで考えたことがなかった国際交流について少しでも、考えるきっかけとなった。 

（３０代男性） 

（53）国の方針はどうなのか。市では、解決できない国際交流の目的をはっきりさせること。 

（６０代男性） 

（54）公共の場、自由に交流の場が地域にあると良いと思う。（６０代女性） 

（55）趣旨はとてもよいが一層の議論が必要。質問の内容の方向性が違う。（３０代女性） 

（56）市民としてできることは、外国人との家庭における交流が第一ではないか。（６０代男性） 

（57）ボランティアの力が大変重要と感じた。（５０代男性） 

（58）留学生と一般家庭の子供達と生活を共にすれば良いと思うが、どの家庭でもできる環境ではない

と思う。（６０代男性） 

（59）市民の声を聞くだけなのか、意見を取り入れるのかをはっきりさせ、市民の声を大切にしてこの

ような時間を持ってほしい。（６０代男性） 

（60）交流は良いですが、それに伴うマイナス面について、もっと考えてほしい。（２０代女性） 

（61）外国人をできるだけ意見交換があったほうが良い（６０代男性） 

（62）八王子市民と外国人がフランクに楽しめるような施設がほしい。（６０代男性） 

（63）ホームビジットを経験した留学生・家庭の体験談を写真等をまじえて発表することで日本人のホ

ームビジットに対する“緊張感”を取り除いて受け入れ体制を整えていったらよい。（２０代女性） 

（64）市民からなる地域社会いわゆる町会単位でも意識づけを図るべき。町内で外国人を守る心がけが 

大切。（７０代以上男性） 

（65）国際姉妹都市の締結を積極的に推進してほしい（５０代女性） 

（66）自分ができるボランティアが知りたい（６０代） 

 
 
 
 

（１）安全・安心な街づくり、元気に老いるために。（７０代以上） 

（２）国際交流（国内）とボランティアについて（７０代以上男性） 

（３）市民参加条例について（２０代男性） 

３．今後、取り上げてもらいたいテーマ等 
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（４）留学生を交えた意見交換会（７０代以上男性） 

（５）外国の方にいろいろな話をしてほしい（４０代女性） 

（６）笑いの重要性について落語家のフォーラムを開催してほしい（５０代男性） 

（７）外国人からみた八王子市（外国人の視点からみた要望・問題点）一般市民との交流をどう進める

か（６０代男性） 

（８）草の根の国際交流の体験談の講演（６０代男性） 

（９）市政への市民参加の推進方法について（５０代男性） 

（10）自然を守りつつ街づくり。子育てと家族（７０代以上男性） 

（11）国際社会から見た日本（２０代男性） 

（12）国道２０号の活気ある街づくり。（５０代女性） 

（13）安全ボランティア等を含む子どもを守る対策の確立を目指して（６０代男性） 

（14）地域コミュニケーションの再生、都市再開発（２０代男性） 

（15）八王子の行事、観光について（５０代男性） 

（16）さらにつっこんだ話し合いを今後続けていただきたい（５０代） 

（17）少子化問題（６０代男性） 

（18）学園都市、市民自治（５０代男性） 

（19）街づくりフォーラム（６０代男性） 

（20）障害者福祉、防災に関するテーマ等（４０代男性） 

（21）観光都市としての八王子の歴史、文化についてより深い知識が得られるようなテーマを希望。 

（５０代男性） 

（22）地裁の立川市移転などどうして八王子市は没落する印象があるのか防ぐ方策は。 

（７０代以上男性） 

（23）地域団体など（２０代女性） 

（24）地域活性化（２０代男性） 

（25）環境問題、税金の使い方（５０代女性） 

（26）外国人との協力で産学協働で型をつくる（４０代男性） 

（27）受け入れ方、交流の仕方（６０代女性） 

（28）多国籍児童の支援について（６０代女性） 

（29）市民サービスとコストについて（５０代男性） 

（30）「食生活」にもっと密着したテーマで。（５０代女性） 

（31）治安を考えたとき、市民のできることなすべき事（５０代男性） 

（32）市民参画、隠れた大都会から活き活き大都会へ。（４０代女性） 

（33）大学と産業、官の連携がどのような取り組みがあるのか。（６０代女性） 

（34）子育て環境、少子化問題を織り交ぜて。（５０代男性） 

（35）八王子市民が今町会等で今何を必要としているのか（６０代男性） 

（36）教育委員会の考える小中学校での国際理解教育への取り組み（６０代男性） 

（37）パネリストに在住外国人を増やしてまた同じ話をしてもらいたい。（２０代女性） 

（38）市の観光について（６０代男性） 

（39）子どもへの支援について（６０代男性） 
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市は毎年、市長ほか３名のパネリストによる討論をとおして、市民の皆さんとともに市は毎年、市長ほか３名のパネリストによる討論をとおして、市民の皆さんとともに市は毎年、市長ほか３名のパネリストによる討論をとおして、市民の皆さんとともに市は毎年、市長ほか３名のパネリストによる討論をとおして、市民の皆さんとともに            

まちづくりなどについて考える「げんきフォーラム」を開催しています。まちづくりなどについて考える「げんきフォーラム」を開催しています。まちづくりなどについて考える「げんきフォーラム」を開催しています。まちづくりなどについて考える「げんきフォーラム」を開催しています。    

                今回は、本市のめざ今回は、本市のめざ今回は、本市のめざ今回は、本市のめざすこれからの国際交流について考えます。すこれからの国際交流について考えます。すこれからの国際交流について考えます。すこれからの国際交流について考えます。 

ご来場の皆さんとの意見交換も予定していますので、ぜひご参加ください。ご来場の皆さんとの意見交換も予定していますので、ぜひご参加ください。ご来場の皆さんとの意見交換も予定していますので、ぜひご参加ください。ご来場の皆さんとの意見交換も予定していますので、ぜひご参加ください。    

    

【日 時】 平成 18 年１月２８日（土）午前 10 時～正午 

【会 場】 クリエイトホール ５階ホール 

                                   （八王子市東町５-６  ℡ 48-2231） 

    

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    毛受毛受毛受毛受
めんじゅ

    敏浩敏浩敏浩敏浩    氏氏氏氏    【（財）日本国【（財）日本国【（財）日本国【（財）日本国際交流センター際交流センター際交流センター際交流センター    チーフプログラムオフィサー】チーフプログラムオフィサー】チーフプログラムオフィサー】チーフプログラムオフィサー】    

パ ネ リ スパ ネ リ スパ ネ リ スパ ネ リ ス トトトト    塚本塚本塚本塚本    回子回子回子回子    氏氏氏氏    【【【【八王子国際交流団体連絡会代表八王子国際交流団体連絡会代表八王子国際交流団体連絡会代表八王子国際交流団体連絡会代表】】】】    

吉田吉田吉田吉田    丘丘丘丘        氏氏氏氏    【【【【国際協力機構国際協力機構国際協力機構国際協力機構（ＪＩＣＡ）（ＪＩＣＡ）（ＪＩＣＡ）（ＪＩＣＡ）国内事業部次長兼市民参加協力室長国内事業部次長兼市民参加協力室長国内事業部次長兼市民参加協力室長国内事業部次長兼市民参加協力室長】】】】    

チェン・ジェニファーチェン・ジェニファーチェン・ジェニファーチェン・ジェニファー    氏氏氏氏     【【【【公募市民（海外留学生）公募市民（海外留学生）公募市民（海外留学生）公募市民（海外留学生）】】】】    

黒須黒須黒須黒須    隆一隆一隆一隆一            【【【【八王子市長】八王子市長】八王子市長】八王子市長】    

    

 

 

参加費無料・申込不要 

 直接会場へお越しください。 

 

 

 

 

                              

                      ※ 手話通訳があります。 
 

※１歳から就学前のお子さんをお預かりします。ご希望の方は事前に下記までお申し出ください。 

≪問い合わせ≫≪問い合わせ≫≪問い合わせ≫≪問い合わせ≫    八王子市八王子市八王子市八王子市    総合政策部総合政策部総合政策部総合政策部    広聴広報室（広聴広報室（広聴広報室（広聴広報室（TEL 20TEL 20TEL 20TEL 20----7411741174117411・・・・FAX 20FAX 20FAX 20FAX 20----7322732273227322））））    

八王子市ホームページアドレス八王子市ホームページアドレス八王子市ホームページアドレス八王子市ホームページアドレス     http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ http://www.city.hachioji.tokyo.jp/    

 

 

本市は、101 か国 8,000 人を超える外国人が生活するまち。多摩地域で最も国際色豊かな都市です！！！！

クリエイトホークリエイトホークリエイトホークリエイトホールルルル    

北口    
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本日
ほんじつ

は、『げんきフォーラム』にご参加
さ ん か

いただきありがとうございました。

お手数
て す う

ですが、以下
い か

のアンケートにご 協 力
きょうりょく

をお願
ねが

いします。 

 アンケート用紙
よ う し

は、お帰
かえ

りの際
さい

に回収 箱
かいしゅうばこ

にお入
い

れください。 
 

１．あなたについてお１．あなたについてお１．あなたについてお１．あなたについてお聞聞聞聞
き

かせください。かせください。かせください。かせください。     

  (1) 性
せい

 別
べつ

   男
おとこ

 ・ 女
おんな

 

(2) 年
ねん

 齢
れい

   ①  10代
だい

   ② 20代
だい

   ③  30代
だい

   ④  40代
だい

 

⑤ 50代
だい

   ⑥  60代
だい

   ⑦ 70代
だい

以上
いじょう

   

２．『げんきフォーラム』を２．『げんきフォーラム』を２．『げんきフォーラム』を２．『げんきフォーラム』を何何何何
なに

でおでおでおでお知知知知
し

りになりましたか。りになりましたか。りになりましたか。りになりましたか。     

(1) 市
し

広報
こうほう

 (2) 市
し

ホームページ (3) ポスター・チラシ (4)  知人
ち じ ん

  

(5) その他
た

（                      ） 

３．３．３．３．今回今回今回今回
こんかい

のテーマはいかがでしたか。のテーマはいかがでしたか。のテーマはいかがでしたか。のテーマはいかがでしたか。     

        (1) 良
よ

かった  (2) まあまあ良
よ

かった  (3) あまり良
よ

くなかった 

（(3)の理由
り ゆ う

：                          )    

４．『げんきフォーラム』に４．『げんきフォーラム』に４．『げんきフォーラム』に４．『げんきフォーラム』に参加参加参加参加
さ ん か

して、して、して、して、国際国際国際国際
こくさい

交 流交 流交 流交 流
こうりゅう

へのへのへのへの理解理解理解理解
り か い

がががが深深深深
ふか

まりましたか。まりましたか。まりましたか。まりましたか。    

(1) 大変
たいへん

深
ふか

まった  (2) まあまあ深
ふか

まった  (3) かわらない 

（(3)の理由
り ゆ う

：                          ）     

５．パネルディスカッションの５．パネルディスカッションの５．パネルディスカッションの５．パネルディスカッションの内容内容内容内容
ないよう

等等等等
とう

についてについてについてについて感想感想感想感想
かんそう

をおをおをおをお書書書書
か

きください。きください。きください。きください。    

                                    

                                    

                                    

６．「みんなで６．「みんなで６．「みんなで６．「みんなで進進進進
すす

めるめるめるめる国際国際国際国際
こくさい

交 流交 流交 流交 流
こうりゅう

」についてのご」についてのご」についてのご」についてのご意見意見意見意見
い け ん

・ご・ご・ご・ご提案提案提案提案
ていあん

をおをおをおをお書書書書
か

きください。きください。きください。きください。     

                                    

                                    

                                    

７．７．７．７．今後今後今後今後
こ ん ご

、、、、取取取取
と

りりりり上上上上
あ

げてもらいたいテーマげてもらいたいテーマげてもらいたいテーマげてもらいたいテーマ等等等等
とう

をおをおをおをお書書書書
か

きください。きください。きください。きください。     

                                    

                                    

８．８．８．８．最後最後最後最後
さ い ご

に、『げんきフォーラム』にに、『げんきフォーラム』にに、『げんきフォーラム』にに、『げんきフォーラム』に参加参加参加参加
さ ん か

しやすいしやすいしやすいしやすい曜日曜日曜日曜日
よ う び

・・・・時間帯時間帯時間帯時間帯
じ か ん た い

はいつですか。はいつですか。はいつですか。はいつですか。     

(1) 平日
へいじつ

の夜間
や か ん

    (2) 土曜日
ど よ う び

の午前
ご ぜ ん

    (3) 土曜日
ど よ う び

の午後
ご ご

  

(4) 日曜日
に ち よ う び

の午前
ご ぜ ん

   (5) 日曜日
に ち よ う び

の午後
ご ご

 

※ ご 協 力
きょうりょく

ありがとうございました。  

 


