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令和４年度 板橋区国際交流連絡会 会議録 

会議名 板橋区国際交流連絡会 

開催日時 令和５年 3 月７日（火） 13 時 00 分から 13 時 50 分 

開催場所 区役所４階 災害対策室 AB 

出席者 11 名   

区   長      坂本 健（会長） 

区議会議長      坂本 あずまお（会長代理） 

区議会副議長     かいべ とも子 

自民党代表      間中 りんぺい 

公明党代表      しば 佳代子 

共産党代表      山内 えり 

民主クラブ代表    中妻 じょうた 

副区長        橋本 正彦 

教育長        中川 修一 

区民文化部長     林 栄喜 

区議会事務局長    五十嵐 登 

 

【幹 事】 

文化・国際交流課長  小林 晴臣 

中央図書館長     松崎 英司 

区議会事務局次長   森 康琢 

（公財）板橋区文化・国際交流財団事務局長  浅子 隆史 

会議の公開 公開（傍聴できる） 

傍聴者数 傍聴者なし 

会議次第 １ 区長あいさつ 

２ 連絡事項 

資料１ 海外姉妹友好都市との交流事業 

資料２ イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 

資料３ 多文化共生事業について 

資料４ 中央図書館・いたばしボローニャ絵本館の事業展開について 

参考資料 板橋区国際化の現況 令和４年度 

ウクライナ避難民支援報告書 

会議録 司 会 

 進行あいさつ 

 会議公開の旨、会議は要点記録とする旨確認 
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区 長（会長） 

 開会あいさつ 

 

司 会 

 資料確認 

 

区 長（会長） 

 すべての案件を一括して連絡会幹事よりご説明を願う。 

 

文化・国際交流課長  

資料１～資料３を説明 

 

中央図書館長 

 資料４を説明 

 

区 長（会長） 

質問や意見をどうぞ。 

 

委 員 

６点質問する。マレーシア関係、ウクライナ関係、日本語学習関係から２つずつで

ある。 

①マレーシア前首相受入の経緯について 

昨年、来訪直前になってから、マレーシアの首相が来ると聞き、板橋区に総理大臣

が来るのかと驚きながら出席し大変いい機会であった。当時の首相であるイスマイ

ル・サブリ首相が板橋区を来訪した経緯は。 

②マレーシアとの関係強化について 

マレーシアは発展著しく、資源国でもあり、関係強化は様々な側面で有効であると

考える。マレーシア政府に板橋区を重視してもらえるような関係強化を。 

③ウクライナ支援（住宅・就職の支援）について 

ウクライナ避難民支援については大変迅速に支援を開始していただき感謝申し上げ

る。ウクライナ侵攻から１年経ち、避難民が現在板橋区に急速に増えているという状

況ではないとは思うが、避難の長期化が見込まれる。ウクライナ近隣諸国ではすでに

ウクライナ避難民の支援が限界に近付いているという話もある。ウクライナ避難民支

援の課題としては、住宅の確保と仕事の確保だと認識している。住宅支援と仕事の確

保についてどう考えるか。 

④ウクライナ支援について、戦争とは関係ない文化交流を 

ウクライナ支援も一つのご縁だと考え、文化交流機会も有効と考える。ウクライナ

おもてなし講座については知っていたらぜひ参加したかった。ウクライナの文化や学

校で教えている事等を聞くと感心することがある。お互いを知る機会を設けて文化の

交流をぜひ行っていただきたい。 

⑤日本語学習機会について 

国際交流が多様化している中で、ウクライナ避難民のような切実なニーズをもって

日本に来る方もいる。そのような方々のためにも語学学習が大切と考える。板橋区の
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課題は夜間中学がないことである。板橋区内に夜間中学がないことをウクライナの方

に案内せざるをえず、残念がられた。都内夜間中学が足りているとは思えない。夜間

中学を語学学習の場として板橋区に誘致していただきたい。 

 ⑥日本語スキルが上がっている人を ALTとして活用することについて 

 板橋区に住んでいる外国人が多くいて、また、日本語スキルが上がっている外国人

もいる。このような方々を ALT として採用してはどうか。全国の事例を見ると、語学

学習がうまくいっている地域は ALT の確保に力を入れており、争奪戦のような様相を

呈してきている。今後、語学力を向上させるには ALT の確保に力を入れていくべきで

ある。板橋区に住んでいる日本語スキルの高い外国人を ALT として採用してはいかが

か。 

 

文化・国際交流課長 

 ①について 

前首相の来訪経緯については、区とペナン植物園との 1994 年の共同声明調印から

30 年にわたる交流が実を結んだ成果と考える。ペナン植物園内に日本庭園が竣工した

際に公式訪問団や区民ツアーを派遣したり、ジュニアアンバサダー事業として区内中

学生を派遣しホームステイを行ったり、長きに渡り様々な異文化交流を行ってきた。

また、板橋区の産業見本市にマレーシアの投資開発庁の方が訪問したほか、マハティ

ール前首相の来訪等、ペナン植物園の枠を越えてマレーシアとの交流を行っている。

交流拡大は約 30 年にわたる交流継続の成果であり、マレーシア側が板橋区を重要なパ

ートナーと考えるようになったと思われる。 

 ②について 

マレーシアに限らず引き続き今後も受入は実施していく。今年度はマレーシアの受

入が多かったが、訪問の依頼は基本的に大使館を通じて連絡が来るので原則お受けし、

交流を図っていきたいと思っている。国際交流を行うことで多文化共生にも資するも

のと考える。 

 ③について 

ウクライナ支援について、委員のおっしゃる通り、住宅と就労は課題として認識し

ている。住宅については、区営・都営住宅のほか民間の協力もある。成増のシェアハ

ウスやアパマンが家賃の無償期間を設ける支援を行っており、合わせて案内している

ところである。都営住宅に関しては、当初、板橋区はウクライナ避難民の受入先に選

定されていなかったが、現在区内に成増・舟渡・富士見町の都営住宅１９戸が避難民

のために用意されている。引き続き、区営住宅、都営住宅、民間の支援を合わせてご

案内していきたい。就労の支援としては、区のいたばし生活仕事サポートセンター、

東京都のハローワーク、東京外国人雇用サービスセンターもある。そのような機関は、

昨年の１２月までの実績として紹介６３件、就職に至った件数２４件と伺っている。

こうした機関とも連携しながら就労のサポートを行っていきたいと考えている。 

 ⑤について 

おっしゃるとおり板橋区には夜間中学がない。都内８か所に夜間中学校があるうち、

日本語学級があるのが、足立区、葛飾区、世田谷区、江戸川区である。区内日本語学

級は小学校３校、中学校２校あり、実際にウクライナ避難民は２名通っている。短期

間で集中的に日本語を学ぶ、学務課実施の日本語初期学習講座にも夏休みに１名通っ

たと把握している。そのようなところとも連携しながら支援していきたい。財団日本
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語教室にもウクライナ避難民が４名通っている。 

 

財団事務局長 

 ④について 

ウクライナの戦争と関係ないところで交流という件については、財団でキーウクラ

シックバレエの公演を企画しており、ウクライナ避難民を無料招待し、そこで交流を

図れればと考えている。ウクライナ避難民支援報告書にもある毎月の手紙送付の際に

は、これまでも文化鑑賞事業のご案内をしているがウクライナ避難民の方からご参加

はいただけていない。文化鑑賞と合わせて交流支援行っていけたらと考えている。 

 ⑤について 

夜間の日本語学習については財団日本語教室の火・金コースは夜間の実施であり、

水曜会話サロンも午前・夜間の実施があるので、初期の日本語を学べる機会としてい

ただきたい。 

 ⑥について 

日本語能力が高い外国人のALTとしての活用については、ALTという形ではないが、

板橋の大使となって活動していただくことを検討中である。多文化共生の推進役とし

て日本語能力の高い外国人の活躍の場を用意していきたい。 

  

委 員 

 資料３の防災語学ボランティア講座について、１回ということであるが、今後の予

定などあれば教えていただきたい。 

 

財団事務局長 

 防災語学ボランティア養成講座については隔年実施で年１回の実施である。 

 

委 員 

 回数が少ないので増やしていただきたいと考えるが、難しいようであれば、Youtube

で流していただきたい。近所の高島平団地では、直近で２件の火事が起きた。外国人

も多く住んでいる。外国人への周知はどうしたらよいか区民から相談も受け、防災危

機管理課に聞いたが、外国人向けの特段の支援はないとわかった。近所の区民は外国

人への防災について意識があるので、講座を増やすことが難しければぜひ Youtube で

流していただくことで、より多くの区民に外国人防災の意識を持っていただきたい。 

 

財団事務局長 

 災害時の外国人支援については、阪神淡路大震災時に韓国人コミュニティーが避難

をうまくできなかった課題から、やさしい日本語という概念が生まれた。今年度は国

の交付金を使い、やさしい日本語ガイドブックを作成している。まさに今、完成に向

けて佳境に入っている。やさしい日本語を普及することで多くの人にやさしい日本語

を使っていただき、災害時の外国人への情報伝達に関して支援ができればと考える。 

 

委 員 

 ありがとうございます。いろいろ進めていただく中で、町会や自治会と連携を取っ

ていただきたい。 
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財団事務局長 

 町会・自治会についてもやさしい日本語ガイドブックを配付する方向で調整してい

く。 

 

委 員 

 よろしくお願いしたい。 

 国際交流という観点から、海外の方を受け入れるご家庭が少ないと聞いている。こ

れについて何かしているか、また考えをお聞きしたい。 

 

財団事務局長 

 財団でホームステイ・ホームビジットの取り組みを行っているが今のところ申し込

みがない。申し込みがあれば調整を積極的に行っていきたいと考えている。 

 

委 員 

 学校と連携し取り組みを進めていただきたい。学校から、ホストファミリーがいな

いという声があった経緯があるので連携が必要と考える。 

 

財団事務局長 

 今回作成するやさしい日本語ガイドブックについて学校関係にも配付するので、そ

ういったところから関係づくりを進め連携につなげていきたいと考える。 

 

委 員 

 マレーシアに中学生派遣事業で派遣された子の保護者から、派遣に向けて英語の勉

強など頑張っていたが、その後活躍できる場がなくてもったいないというご意見があ

った。先ほど大使の話が出たが、子どもたちも対象として国際大使として活用するな

ど広く活用できる可能性はあるか。 

 

文化・国際交流課長 

 ジュニアアンバサダー事業は教育委員会で実施しており、そちらと連携しながらや

っていく必要があることと考えるが、アンバサダーとして行っただけでなく経験を活

かしていただけるよう、その後の活躍についても充実化させていくことができたらい

いと考える。 

 

財団事務局長 

 財団で行っている日本語スピーチ大会でボランティアとして活用させていただき、

出場する外国人の方とふれあい、日本人と外国人としての交流を深めていただくなど

様々なチャンネルを使って活用することで国際交流・多文化共生の推進にもつながる。 

 

委 員 

 子どもたちが区内でもっと継続的に活躍できる仕組みを作っていっていただきたく

このような質問をした。 

話は変わるが、最近池袋などで中国籍などの外国人が所有する物件が増えてきてい
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る。板橋区でも同じようなことが今後ある可能性があるが、どのように考えるか。 

 

文化・国際交流課長 

 外国籍住民の人数は、コロナ禍で一時的に減ったが、現状コロナ禍前まで数値が戻

りつつある。これからも、外国の方が増えると軋轢が生じることや、日本文化になじ

めない等、周囲の方との問題が起きることは想定できる。これからも引き続き多文化

共生を推進し、板橋区民の方が当たり前に外国人を受け入れられるように意識を啓発

することが必要である。外国人を受け入れ、課題が生じればともに解決していくよう

な仕組みが必要である。引き続き多文化共生の取り組みを行っていく。 

 

委 員 

 区内にも不法に滞在している方は一定数いる。令和になったタイミングで恩赦はな

いのかと聞いてくる方もいる。区としてこのような方々もいることを考えていかない

といけないと思う。 

 最後に、国際化の目的は平和と考える。板橋区の取り組みのなかで国際化に触れた

子どもたちには平和の意識を持っていただきたいと考える。国際交流関係事業の目的

として平和を掲げ、平和につながるような取り組みを行っていきたいと要望する。 

 

会 長 

ありがとうございます。他にご意見は。 

 

委 員 

 ウクライナ関係で聞きたい。住宅の空きはあるか。今後受入体制を増やしていく予

定はあるか。仕事、就職の支援状況についてお聞きしたい。 

 

文化・国際交流課長 

 現状、住宅の支援は都営住宅の空きがある。１９戸の用意があるが現状住まわれて

いる方は３名。単身世帯が多く、これから入居予定のある世帯は８名と聞いている。

状況を見て、都営住宅の空きがなくなってくれば支援拡大について検討していく必要

があるという認識である。現状、仕事の相談はあまり寄せられていない。相談があれ

ば意向に沿うように、ハローワークや外国人雇用サービスセンター等と連携しながら

支援を行っていく。 

 

委 員 

 多文化共生を検討するにあたり、区はよく属性として国で分けている。板橋区に来

ている理由は国ごとではなく、年齢ごとや、学生、結婚など実情によるのでクラスタ

ーでの分析が必要と考える。国ごとでアプローチをかけがちだが、なぜ板橋区に住ん

でいるのかという属性の分け方について考え方を聞きたい。 

 大使を設定するにあたり、どの方を大使にするのかどのようなアプローチを考えて

いるかお聞きしたい。 

 

財団事務局長 

 属性の分け方に関しては、正直なところ、言語の違いから国で分けているのが実情



 

 

 

7 

だが、確かに、どのような方がお住まいで、どのような活動を日頃しているのかとい

うところの把握も必要と考える。現状、大使として選定する方については、日頃から

地域で活発に活動している方で、言い方が適当かはわからないが有名な方であったり

する方をまずは大使として任命し、そこから少しずつ大使の数を増やしていく。防災

訓練に参加していただく等で、多くの方に多文化共生を身近に感じていただく機会を

増やしていくという方向性を考えている。 

 

委 員 

 言語の話があったが、日本に来ている外国人は外国人同士で共通語の英語を話し、

国籍は関係ない。外国に暮らしている外国人は、国で縛られると動きづらいこともあ

る。そのような考え方を忘れずに、ぜひ大使に有名な方を選んでいただければと考え

る。 

 

会 長 

 時間が足りなかったと思うが、様々なご意見を賜りお礼申し上げる。 

今後も国際交流・多文化共生の推進に取り組んでいく。 

 

 

所管課 区民文化部 文化･国際交流課          （電話 3579‐2018） 

 


