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14 : 会議室の終了のご挨拶

投稿者 ： 大桑美也子/『大桑美也子』 投稿日時 ： 2008/10/10 08:46

片野さん、発言大歓迎、ありがとうございました。  
 
縁あって来日し、日本の学校に通っている子どもたちが、個々の能力を発揮できるような
環境は是非とも整えたいですね。特に多くの方が希望し、直面する進学の問題について
は、京都市として是非とも真剣に議論し取り組んでいただきたいところです。  
 
現場からの悲鳴として、この声が届くことを期待したいと思います。  
 
さて、当会議室は本日を持って終了となります。拙い進行役にも関わらずお付き合いいた
だきありがとうございました。「推進プラン」については、パブリックコメントとして当会議室
だけでなくメールやFAX等でも市民からの意見を集約しています。みなさまから寄せられ
た意見がより具体的な方針作りに反映されると共に、市政の機動力となっていくことを願
っております。  
 
ありがとうございました。 

 
返信  

 

 

 

13 : 何度もスミマセン

投稿者 ： 片野/『片野 明』 投稿日時 ： 2008/10/07 19:31

伏見青少年活動センターの片野です。  
 
そろそろ推進プランへの意見募集も締切でしょうか。  
最後に，ひとつ気になっていた点について発言させてください。  
 
第３章の（２）ーアの項「教育・子育て支援の充実」についてです。  
 
日本語能力が十分でない外国人児童生徒などへの日本語指導と学力向上支援の充実
が挙げられていますが，義務教育終了後の進学保障については，推進プラン案で触れら
れていないようです。  
他府県では，日本語にハンデを抱える生徒のために高校入試の特別措置（例：試験時間
の延長や辞書の使用など）や特別枠を設けているのですが，京都では中国帰国生徒に
限られた支援策があるだけです。  
プラン案の中に京都市立学校外国人教育方針の見直しの検討が含まれていますが，ぜ
ひ進学保障について特別措置や特別枠などの支援策が検討されるよう期待します。 
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返信  

 

 

 

12 : 次から次へ

投稿者 ： 大桑美也子/『大桑美也子』 投稿日時 ： 2008/09/29 08:47

提案、並びに補足説明ありがとうございました。  
 
この電子会議室では、1人の発言から数珠つなぎになって意見やアイデアを気軽に出し
合うことができそうですね。  
 
限られた予算と人材の中で推進プランを実行していくためには、みなさんから出していた
だいているような具体的なアイデアや既存の情報を共有することが求められるのでしょう
ね。  
 
また発言の中から、市民の目には今の京都市がどのように写っているのかを垣間見るこ
とが出来るように思います。  
 
今後この推進プランに出されている方針・目標ですすめていいのか、何か見落としている
点はないか、もっと強調すべき点はないかといった点も併せて、ご発言いただいてもいい
のだろうと思いました。  
 
ご発言お待ちしております。 

 
返信  

 

 

 

11 : 前回の補足説明

投稿者 ： 片野/『片野 明』 投稿日時 ： 2008/09/26 19:24

伏見青少年活動センターの片野です。  
 
こーりまんさんに続いて，私も前回発言の補足をします。  
 
まず大桑さんへ。「就学生」の意味について補足説明ありがとうございました。  
平成１８年末の京都市統計によると，在留資格別外国人登録者数で留学生は４４１９人
で，就学生は１４８７人です。  
留学生の存在は誰もが知っていますが，日本語学校などで学ぶ就学生がこれほど多い
ことは，ほとんどの方がご存じないと思います。  
 
さて，前回発言の「留学生・就学生などと市民との交流機会の提供」で，大規模な宿泊交
流事業ができないかという案について，追加説明します。  
京都では，国際交流会館オープンデイ，ゆにかる祭，留学生体育祭，東九条マダンなど
の多文化交流事業が行われています，そして，その事業はすべて秋に集中しています。
当センターが企画する宿泊交流事業も秋の開催で，宿泊施設予約の関係上，ゆにかる
祭の日程と重なってしまいました。  
もし，来年以降に大規模な宿泊交流事業が実現できれば，開催時期を６月下旬頃に設定
し，そのプログラムの中に，前述した秋の各交流事業を紹介するコーナーを設け，宿泊事
業に参加した留学生などが，秋の事業の企画運営に参画するという流れができれば，各
事業の連携・協力ができて，全体の事業が盛り上がるのではないかと考えています。 
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返信  

 

 

 

10 : なるほど

投稿者 ： こーりまん 投稿日時 ： 2008/09/25 09:02

こんばんは。こーりまんです。  
大桑さん、西さん、返答ありがとうございます。  
程度は別として、自分の意見が汲みとられるというのは嬉しいものですね。  
きちんとしたこと言わないといけないですね。  
 
さて、前回の発言にもう少し付け足したいことがあります。  
それは、「外国にルーツをもつ児童が増えている～」から考えてみた外国語教育について
です。現在、外国語教育といえば、英語（米語）が主流であり、小学校でも英語が取り入
れられています。少し乱暴な言い方になりますが、学校教育を含め、社会は、英語で溢れ
ているように思います。英語に接する機会は充分とはいいませんが、他の言語に比べた
ら、ずっと恵まれているといえます。国際化＝英語なのかということです。  
外国にルーツをもつ児童の多くは、英語が母国語ではないでしょう。スペイン語やポルト
ガル語、中国語、韓国語など他にもいっぱいあると思います。そういった言語や文化にも
積極的に取り組むべきだと思います。国際化を進めるならば、いろいろな文化や言語に
明るく、寛容になることが大切だと思います。学校教育の中でこういった英語以外の外国
語文化に接することは子供たちにとってとても刺激になるのではないでしょうか。  
具体的にいえば、英語以外の外国語に接する機会を増やすこと、外国語文化に取り組ん
でいる団体や人を学校教育の中に関わってもらう。草の根的な国際交流活動を推奨、支
援していくなどがあると思います。  
子ども達がそれぞれに興味をもって、クラス内で英語が好きな子、ポルトガル語が好きな
子、韓国語好きな子がいていいと思います。そういった環境が懐の広い、国際人になれる
んじゃないでしょうか。  
 
もう一つは、行政サービスや行政の広報を多言語化することをもっと推進してはどうかと
いうことです。上記のことにも関係しますが、京都に在住の外国人が、英語が堪能とは限
らないでしょう。現在、このような行政からのお知らせや行政への関わりに関して、英語の
フォローは進んでいますが、それ以外の言語に対してはまだまだ進んでないように思えま
す。区役所などの案内板や広報物で英語以外のものを見たことがありません。このところ
ももっと多様化できるようにしていくべきでしょう。また、そのような在住外国人の方々の中
には、都合上、自分から情報を得ることができなかったり、充分なサービスを受けることが
できず不利益をこうむっているケースもあると思います。そういったところにも目を向けて
いくのはどうでしょうか。具体的には、広報物などの多言語化、英語以外の言語を話せる
案内係や通訳ボランティアの拡充、このような問題に取り組んでいる団体への援助など
があると思います。 

 
返信  

 

 

9 : 心よく旅行してもらえるように

投稿者 ： 大桑美也子/『大桑美也子』 投稿日時 ： 2008/09/24 08:44

皆様からのご意見・ご提案について「推進プラン」への反映の仕方、そしてどのように実行
していく予定なのか、西さんからご発言いただきました。  
 
源平妙和さん、ご参加いただきありがとうございます。「道路改修」！？と少し首を傾げま
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したが、発言を最後まで一気に読んでいきますと、なるほど！とうなずきました。  
確かに、外国人旅行客はよく歩き、そして安い料金でも上手に旅行を楽しんでいますよ
ね。京都で出会う外国人旅行客だけでなく、海外で出会う人を見てそのように感じます。  
 
これからも多くの観光客を誘致しようと思えば、初めて来洛した人だけでなく旅慣れた
人々やリピーターたちに対して京都ならではの「おもてなし」の発想が必要ですね。特に、
京都の特性を活かしうるインフラを整備することは、行政でしか成し得ないことであろうか
とも思います。  
源平妙和さんのご提案に納得です。  
 
おっと、進行役でなく発言者になってしまいました。すみません。その他の方々もどうぞご
発言ください。お待ちしています。 

 
返信  

 

 

 

8 : ご発言ありがとうございます。

投稿者 ： 『西 智也』 投稿日時 ： 2008/09/22 18:07

こーりまんさん，片野さん，ご発言ありがとうございました。お返事が遅くなりました。その
間，源平妙和さんもご発言ありがとうございました。  
さて，皆様のご意見・ご提案の反映，策定後のプランの進行管理について，進行の大桑さ
んからご案内いただきましたので若干ご説明します。  
 
こーりまんさんの，外国人観光客の方々への観光パスポート，特別公開ツアーなどの拡
充や，在住外国人の方々に対する行政の対応，このプランの実行力についてのご意見・
ご提案，そして，片野さんからの，就学生等に対する支援の充実や市民との交流機会の
提供に関するご提案，さらに，源平妙和さんからの，快適な道路環境の必要性について
のご意見など，本プランに関して市民の皆様から多様な側面について非常に貴重なご意
見をいただきありがとうございます。  
 
さて，こうした皆様からのご意見・ご提案の本プランへの反映については，京都市がこの
「みやこeコミュニティ」で評価をするのではなく，幅広く市民の皆様のご意見を募った上
で，最初にご説明しましたとおり，学識経験者や市民公募委員で構成する策定委員会の
最終回で議論を行い，プランに反映させていきたいと考えております。最終の策定委員会
は日程が決まり次第広報発表しますが，会議は公開で，会議資料もその場で閲覧または
配布の予定ですので皆様ご都合の許す限りお越しいただければと思います。また，過去
の委員会については摘録を国際化推進室のホームページで掲載しておりますので参考
にご覧ください。  
 
また，この「みやこeコミュニティ」に限らず，現在，本プラン案についてはＦＡＸ・電子メール
等により市民意見募集を行っており，そこに寄せられた皆様のご意見等も策定委員会で
議論させていただくこととしております。  
 
さてもう１点，プランの実行力といいますか，プランを着実に実施していくに当たっての実
効性に関するご質問については，プラン案４６ページ，市民意見募集パンフレット１０ペー
ジにあるとおり，「定期的に取組を取りまとめ，進ちょく状況を明らかにするとともに，市民
に分かりやすく伝える取組を進め」，「また，プランの進行管理を行うとともに，実施事業の
評価を行うことを目的とした外部の有識者による機関を設置」することとしています。不定
期ではなく一定の時期ごとに，市民の皆様にわかりやすく公表し，また内部の進捗管理
だけでなく，外部の第３者から見た意見を聞く体制をつくることとするなど，実効性の確保
を目指しています。  
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今後とも，大桑さんの進行の下，（１）プランに掲げる３つの目標についての自由なご意
見・ご感想，そして（２）その目標を実現していくに当たっての具体的取組内容や進め方に
ついてのアイデアを中心に，幅広いご発言をお待ちしておりますので，よろしくお願いしま
す。 

 
返信  

 

 

 

7 : 道路の改修について

投稿者 ： 源平妙和 投稿日時 ： 2008/09/22 10:54

タイトルについて意外に思われる方がおられると私は思います  
それが京都市国際化推進プランと何の関係があるのかと。もっともな疑問だと私も思いま
す。  
しかし、京都市内の道路は疲弊しています。特に四条どおりの道路はひびわれたり、表
面がうねっていたりしています。  
そこで申しあげたいのは、１００円バスが走っている地域をテストケースとして、道路の改
修をお願いしたいのです。  
改修に際しては、単なる改修舗装ではなく、品質の良い道路建設をお願いしたいのです。
つまり、夏の暑い時には、太陽の直射日光の熱を吸い取り、冬の寒い時には、太陽の熱
を保温する道路、その為には、いままでの道路材質  
ではできないと私は思います。  
しかしそれが不可能だとも思いません。自民党の麻生氏も言っておられます。日本の技
術力は世界で一番だと。  
ただすべてを地球温暖化のせいにするのではなく、すこしでも過ごしやすい  
京都にするどうすればいいのか、知恵を絞ることが大切ではありませんか。  
話の前置きがながくなりましたが、本題にはいりたいとおもいます。  
外国人の旅行者は日本人のようにツアーで集団行動といった旅行はしません。外国人、
とくに欧米人は、日本にくるまえに、日本のことをよくしらべます。そして、日本の行きたい
所をきめてきます。  
よくみかけませんか。たとえば、京都の地下鉄に乗っている時に、英語で書かれた、地
図 、本 をひろげているところを。彼達は安い料金でたっぷりと楽しく旅行するすべを知
っています。  
彼達は何故日本に旅行するのでしょうか。その答えは日本が世界で一番安全だからで
す。治安の面においても。また食においても。  
外国人旅行者また外国人留学生はぜいたくはしません。かれらは歴史的にみても、ま
た、豊富な経験においてもそのことをよく知っています。  
外国人旅行者はよく歩きます。それが魅力的な経験にでくわすこつであることをよく知っ
ているからです。  
さあ結論がみえてきましたね。京都を歩いて観光する人たちに心よく旅行してもらえるに
はどうすればいいか。快適な環境をつくればいいのです。  
そのひとつとして快適な道路環境が必要だと私は思います。人間は外気温度  
が２～３度違えば体の調子も違うと私はおもいます。  
京都市の財政の４割が福祉にしばられる苦しい台所事情はよくわかっています。未来の
京都市をみすえ、伝統ある京都、世界都市京都市のためにも、環境にやさしいインフラが
必要だと思うこのごろです。   了 

 
返信  

 

6 : 提案ありがとうございます
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投稿者 ： 大桑美也子/『大桑美也子』 投稿日時 ： 2008/09/22 10:51

片野さん、ご発言ありがとうございます。  
第3章（P40）のところ、「就学生等に対する支援の充実」 「市民との交流機会の提供」につ
いて具体的な提案をいただきました。  
 
また、先のこーりまんさんからは、外国人観光客への京都文化のさらなる発信に関する
具体例として、観光割引パスポートや特別公開ツアーといった具体案をいただいていま
す。  
 
当会議室でお寄せいただいた意見や提案がどのように反映されるかについて、冒頭で説
明していただいていますが、西さんから追加で補足があればお願いします。  
また、策定後のプランの進行管理については第4章（P46）でも触れられているようです
が、追加で説明していただける情報がありますでしょうか？  
 
ところで、就学生っていったいなあに？と疑問をお持ちになる方もいるかもしれませんの
で、簡単にご紹介しておきます。  
日本の大学等への進学を希望している学生の多くは日本語を勉強するための専修学校
に入学します。そのような学校に入学している学生は、大抵は「留学」ではなく「就学」とい
う在留資格・ビザの種類で日本に滞在しています。彼らのことを就学生と呼んでいます。  
 

 
返信  

 

 

 

5 : はじめまして

投稿者 ： 片野/『片野 明』 投稿日時 ： 2008/09/19 15:22

京都市伏見青少年活動センターの片野と申します。  
 
当センターは「多文化」と「多様性」をキーワードに，共に生きる社会の実現に向けた青少
年育成事業を展開しています。  
例えば，夏休みには日本語学校で学ぶ中国人就学生との交流会を実施したり，現在は
11月に開催する留学生や就学生との宿泊交流事業をボランティアと共に企画中です。  
そのような経験から，この推進プランの３「多文化が息づくまち」の項で触れられている
「留学生や就学生等に対する支援の充実」について，具体的取組を提案させていただき
ます。  
 
○就学生等に対する支援の充実  
大学の留学生に比べて，日本語学校で学ぶ就学生への支援策は少なく，また日本人と
の交流機会も少ないと感じています。  
各大学では「チューター」や「留学生委員会」など，学内で日本人学生が留学生の学習や
生活を支援する制度を整えています。しかし，日本語学校には日本人学生がいませんの
で，学外の日本人大学生や市民が就学生のサポーターとして登録する制度を設けては
いかがでしょうか。  
 
○市民との交流機会の提供  
日常的な継続した交流機会が理想ですが，単発の事業であれば１日のプログラムより
も，寝食を共にして，じっくりと語り合える宿泊事業の方がより交流が深まるのは言うまで
もありません。  
当センターが実施している宿泊事業も参加者の満足度は非常に高いのですが，予算や
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宿泊施設の定員の関係で限られた方にしか参加していただけないのが現状です。  
この推進プランの策定を機会に，国際交流協会やその他関係団体の方々とも協力して，
もっと大きな宿泊事業ができないかと考えています。  
例えば，新装された京都市宇多野ユースホステル（定員１７０人）を貸切で使用し，留学
生・就学生だけでなく，外国籍等の小中高生まで含めた交流事業なんて，どうでしょうか。 
 
 
以上２点の提案です。  
関係する皆さんの協力を得て，実現できればと思っています。  
 

 
返信  

 

 

 

4 : Re:参加させていただきます

投稿者 ： 大桑美也子/『大桑美也子』 投稿日時 ： 2008/09/18 11:16

こーりまんさん、ご発言ありがとうございます。  
教員志望とのことですが、この会議室に興味を持っていただける方が将来先生になって
いただければ、大変心強いですね。  
 
といいますのも、先般、京都市教育委員会が発表した「外国籍及び外国にルーツを持つ
児童生徒に関する実態調査」では、近年、韓国籍、朝鮮籍の児童生徒数が急激に減少し
ている一方、アジア等の諸外国から新たに日本にやってきた外国人児童生徒や保護者
が外国籍であるなど、いわゆる「外国にルーツを持つ児童生徒」が増加しているという状
況が報告されています。  
 
「推進プラン」では、そういった状況を踏まえ、特に３番目「多文化が息づくまち・京都」 の
ところで推進項目を列挙しています。  
 
具体的取組内容に関するアイデア等、お待ちしています！ 

 
返信  

 

 

 

3 : 参加させていただきます

投稿者 ： こーりまん 投稿日時 ： 2008/09/16 09:06

こんばんは。こーりまんと申します。市内在住で教員志望の浪人生？です。  
今回、テーマに興味があったので参加させていただこうと思います。  
ここでの発言が本会・プランにどのように組み入れられるのかにも興味があります。では
さっそく。  
 
個別のことに対してはこれからおいおい勉強しつつ、意見を述べていきたいと思います。
総論というか、大きな前提として、観光で来られる外国人の方々と市民として京都に在住
の外国人の方々とは全く別物で考えるべきなのだろうと思います。観光客の方々は僕も
経験ありますが、ほんとに皆さんすごく下調べをされてから来られますし、日本語もお話し
になる方（片言含む）がとても多いです。ガイドブック・地図・ネットから印刷した紙を持って
いない外国人観光客の方を見たことがありません（笑）  
とすると、このような外国人観光客の方々へは、これまでどおりというか、より京都文化の
発信を進めていけばよいと思います。観光割引パスポートや特別公開ツアーなどの拡充
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が面白いのではないでしょうか。  
一方、在住の外国人の方々に対しては、本当に切実な問題を抱えておられる方々が少な
くないと思います。就労問題・戸籍や選挙権など、不勉強な自分では具体的な例が挙げ
られませんが、そういったことも丁寧に拾い上げて、どのように全市的、行政が対応して
いくのか。このこともプランの中には必要ではないでしょうか。そういった意味では、このプ
ランの強制力というか、実行力も気になるところです。  
 
つらつらと思いつくまま書いてしまいましたが、よろしくお願いします。  
 

 
返信  

 

 

 

2 : では、はじめましょう！

投稿者 ： 大桑美也子/『大桑美也子』 投稿日時 ： 2008/09/10 17:41

西さん、ご紹介ありがとうございました。  
 
はじめまして、進行役を務めます（財）京都市国際交流協会 大桑（おおくわ）と申します。 
 
 
１９９３年からの国際交流の業務に携わっています。今回案として出された「京都市国際
化推進プラン（案）」（長いので、以降は「推進プラン」と言います）を読みましたところ、１０
年も経つと国際交流や国際協力、外国籍市民を取り巻く環境などがずいぶんと変わるも
のだな、思いました。  
 
また、このような電子会議室で市民が意見を述べられるようになったという状況の変化に
も驚きを感じます。  
 
ということで、せっかくの機会ですから出来るだけ多くの方に発言いただくきたいですね。
ですから進行するにあたりあまりマニアックにならないように努力したいと思っています。
よろしくお願いします。  
 
また、今回の会議室では、特に皆さんからいただきたい意見のポイントを次のとおり２点
に絞ってみました。  
 
まず１点目、 「推進プラン」では京都市が目指す国際化の目標として，次の３点を挙げて
います。  
・ 「世界がときめくまち・京都 ～世界の人々をひきよせる京都の魅力の向上と発信～」  
・ 「世界とつながるまち・京都 ～市民主体の国際交流・国際協力の推進～」  
・ 「多文化が息づくまち・京都 ～外国籍市民が暮らしやすく，活躍できるまちづくりの推
進～」  
これらについての意見や感想をお寄せいただく。  
 
２点目は、 それぞれの目標を実現するに当たっての具体的取組内容に関するアイデア
や，実現に向けた進め方のアイデアをお寄せいただく。  
 
海外の情報や外国人の存在が身近に感じられるようになった昨今であればこそ、いろい
ろな意見やアイデアをお持ちの方が多いのではないかと思います。  
 
もちろん上記２点以外に関するご発言も大歓迎です。「やっぱり発言するのやめとこか
な・・・」なんて言わないで、ひとこと、ふたことでいいので参加してください。  
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どうぞよろしくお願いいたします。 

 
返信  

 

 

 

1 : はじめまして。

投稿者 ： 『西 智也』 投稿日時 ： 2008/09/10 16:30

みなさん，はじめまして。京都市総務局国際化推進室の西と申します。  
 
京都市では，平成9年に「京都市国際化推進大綱」を策定し，姉妹都市をはじめ，市民レ
ベルでの国際交流の推進や，外国籍市民の方々への支援など，本市の国際化を推進す
るための様々な施策に取り組んできました。  
 
大綱策定から１０年が経過し，この間，新たに京都に定住する外国籍市民の方々の増加
や，国際交流・協力分野における自治体の果たす役割の増大，本市における環境分野
や文化・観光分野などでの積極的な取組の推進など，京都市の国際化を取り巻く状況が
大きく変化しており，このような変化に対応していくため，この度，今後概ね１０年間を期
間とする京都市における国際化推進に関する新たな指針となる「京都市国際化推進プラ
ン（仮称）」の策定を行うこととしました。  
 
策定に当たっては，昨年５月に国際交流団体や大学，経済界をはじめとする学識経験者
や市民公募委員の方々等17名で構成する策定委員会を設置し，これまで10回にわたる
会議を重ねてきました。また，検討に当たっては，本市の学校・民間団体の国際交流状況
等の活動調査や外国籍市民に対する意識・実態調査を行い，その結果を参考としまし
た。  
 
こうして，この度，「推進プラン」（案）の案を取りまとめましたので，広く市民の皆様から御
意見をいただくため，この会議室を開設させていただきました。  
 
今回の電子会議室の進行役には，日頃から本市にお住まいの外国籍市民の方の支援な
どに積極的に取り組まれている財団法人京都市国際交流協会の大桒（おおくわ）さんに
お願いしました。大桒さんの進行のもと，皆さんからたくさんの意見をいただければと存じ
ます。  
 
なお，今回皆さんからいただいた意見については，１０月下旬頃に開催予定である最終
の策定委員会において議論を行い，プランに反映させていきたいと考えておりますので，
どうぞよろしくお願いします。  
 
また，今回のプランや本市における国際化の取組などに関する御質問などについては，
私と，同じく国際化推進室の西松とで対応させていただきたいと存じますので，あわせて
よろしくお願いいたします。  
 
 会議に参加されるに当たって，今回の「推進プラン」（案）及びその概要をまとめた市民
意見募集用の冊子をホームページに掲載しておりますので，ご参考ください。  
（URL http://www.city.kyoto.lg.jp/somu/soshiki/3-4-0-0-0_1.html）  
 
 それでは，どうぞよろしくお願いします。 

 
返信  
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