
1 

第 2回新潟市西区外国籍市民懇談会 議事録（概要）

日時：平成 28年 2月 7日（日）午後 2時～4時
場所：西区役所健康センター棟 1階 105会議室

座長：郷
ごう

 扶
ふ

二子
じ こ

委員：金
きん

 志
し

誠
せい

（金委員）、コロヴォチキナ アリョーナ（アリョーナ委員）、崔
さい

 旭
きょく

（崔委員）、 

蘇
そ

 文鑫
ぶんきん

（蘇委員）、張
ちょう

 文婷
ぶんてい

（張文婷委員）、張
ちょう

 龍飛
りゅうひ

（張龍飛委員）、湊元
つもと

 マルチーヌ 

（湊元委員）                           （五十音順） 

発言者 発言内容

司会

夏目国際課長

事務局

司会

座長

皆さん、こんにちは。ただ今より、新潟市西区外国籍市民懇談会 第 2回懇談会 を
開催します。はじめに、新潟市国際課長の夏目がご挨拶します。

今回は昨年 11月に続いて第 2回ということで、その時ご出席されて今回都合の悪
い方、あるいはその時都合がつかなくて今回初めて出席いただく方がいらっしゃい

ますが、それぞれ公募委員ということでお願いした皆さまです。第 1 回懇談会では
さまざまなご意見をいただきまして、このあとご説明する資料の中でまとめてあり

ますが、並行して開催している南区での外国籍市民懇談会、こちらはすでに 2 回開
いておりますけれど、そちらで出たご意見も同じ資料の中にまとめてございますの

で、ご覧いただきたいと思います。いずれにしましても多岐にわたりますので行政

だけでは対応が難しいという面もありますし、皆さま方とともに今後も考えるもの

もあるかと思いますが、今回は途中経過的なことで皆さまのご意見を頂戴いたしま

して、今後の方向性が見えてくるとよろしいのではないかと思っています。今日は

前回に引き続きまして郷コーディネーターにお願いいたしたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。

  ＜事務局と同席者 自己紹介＞

＜配布資料についての説明 略＞

それでは、ここから先の進行は、座長である郷さんにお願いいたします。なお、

ここから録音させていただきますので、よろしくお願いします。

みなさんこんにちは。座長の郷です。どうぞよろしくお願いします。第 1回は 11
月でした。新しく 2 回目から参加される方もいらっしゃいますので、自己紹介から
始めたいと思います。私は座長をさせていただいていますが、私自身は坂井東小学

校の地域教育コーディネーターをしていまして、地域と学校をつなぐ役割をしてお

ります。前回外国籍市民懇談会に初めて参加させていただいて、こういった懇談会

があるんだなという、新しい気付きや学びがありまして、とても感謝しております。

こういった懇談会をやってきましたよということで、周りの方々にお話ししたら、

いろんな人からこういうことだったら協力できるよと言ってくださっている行政書

士さんとか、また西区の地域コーディネーターの方々に、西区の学校に来て子ども
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金委員

アリョーナ委

員

崔委員

蘇委員

張文婷委員

張龍飛委員

湊元委員

座長

たちの授業に参加したいというご意見がありました、という話をしたら、本当に実

現していけるように、国際交流課とか大学の専門の課にご相談したいということを

おっしゃっていましたので、ここで皆さんで話したことが少しでも広がって、住み

やすい地域になるといいと思いますので、よろしくお願いいたします。

では、自己紹介を金さんからお願いします。

新潟大学研究生の金志誠と申します。よろしくお願いします。

新潟大学大学院博士後期課程のコロヴォチキナ アリョーナと申します。新潟には

もう 4年いて、少しずつ住みやすくなると思います。よろしくお願いします。

崔 旭 と申します。今は新潟大学大学院の 1 年生です。今日は、中国の旧暦でお
正月なので、皆さんあけましておめでとうございます。そして今日は外国籍市民懇

談会に参加させていただいて、ありがとうございます。積極的に発言したいと思い

ます。よろしくお願いします。

新潟大学現代社会文化研究所の修士後期課程 1 年生の蘇文鑫と申します。新潟へ
来て今年で 3年になります。確かに初めて来た 1年目はバイト探しも苦労しました。
東京に友だちがいるのですが、東京と比べて新潟では外国人の就職とかアルバイト

を探すことが大変だと実感しました。でも 3 年経って、来た頃よりましになってき
たなと思います。以上です。よろしくお願いいたします。

張文婷と申します。今、新潟大学現代社会文化研究所の院生の 1年生です。今
日の朝、上越のスキー場から戻ってきました。今日の新潟は寒いと思います。よ

ろしくお願いします。

 張と申します。中国から来ました。新潟には 2年います。今大学院にいます。
今日は私のフランス語の先生がいて、この懇談会に先生が参加するなんてびっく

りした。うれしいです。どうぞよろしくお願いします。

 私も本当にびっくりした。私の一番大事な、優秀な生徒で、隣に座ってうれし

いです。湊元と申します。フランスから来ました。35 年間新潟にいて、皆さん
の中で恐らく一番経験を積みました。苦労をたくさんたくさんしました。今でも

苦労していますが、苦労するのは悪いことではありません。なぜかというと、成

長できるからです。解決方法もたくさん説明したいと思いますので、よろしくお

願いします。

ありがとうございました。では、今日の進め方について説明します。

今日の懇談会では、前回の懇談会で皆さまから出された課題に対する現状と対応

を話し合いたいと思います。事務局で調べたこと、考えたことについて、委員の皆

さまと話し合いたいと思います。前回欠席された委員の方からも意見、質問などを

いただきます。湊元さん 35年ということなのでたくさんご意見をいただいて、少し
でも課題を解決していけるような懇談会にていきたいと思います。今日張さんが来
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事務局

座長

湊元委員

た時に湊元さんとすごく笑顔になって、親子かと思うくらいでした。最初皆さん緊

張していたのですが、知り合いや交流している人がいると大変和みます。地域全体

がそんなふうな地域を作っていけたらいいなと思いました。

では、第 1 回で出された課題と、それに対する現状と課題について、事務局から
お話しをお願いします。

では、資料 3 をご覧ください。今年度は南区でも外国籍市民懇談会を行っており
まして、そちらで出た意見も似たものを固めて作った表です。今日は西区の部分だ

け順にご説明します。

まず就職、就業についてのお話が出ました。2 番をご覧ください。「パートの仕事
を探すのが難しい。洋風の顔つきをした人間を雇用したくないのではないか」とい

うアリョーナさんからのご意見、楽さんからは 3 番「同じところに２回アルバイト
の応募をしたが、外国人という理由で 2 回とも落とされた」ということでした。こ
ういうことについてハローワークではどのように考えているのか、聞いてみました。

「国籍にかかわらず、就職の相談事は多い。日本語の指示が分かるか、履歴書がき

ちんと日本語で書けるかなどで、会社は働く人を決めることが多い」ということで

した。今後の対応は私たち国際課の考えなのですが、自分の能力や熱意を認めても

らって、うまく仕事を見つけている外国人もいるので、何とか頑張っていただきた

いと思います。前回、第 1 回懇談会でも「仕事を見つけるのに苦労したが、その後
うまく就職できて、周囲にも溶け込めています」というお話もありました。

その下、職場の人間関係のお話も出ました。5 番、「勤務先で自分が中国人である
ことが分かると、見る目が変わってしまった。疎外感を感じる」というのが、前回

来られていた石崎さんからのご意見でした。現状を私たち国際課で分析しますと、

新潟市に住んでいる外国人の数は去年の 10 月時点では 5 千人以下で、市民全体の
16％足らずです。これは東京など他の大都市に比べるとまだ少なく、新潟では外国
人と接することに慣れていない日本人が多いと思われます。そこで新潟市国際交流

協会と協力して、国際課では異文化理解講座や国際交流事業を通して、外国の方へ

の理解を深めるよう努力しています。皆さんからも「理解できない」「分からない」

ことを自分からまわりに伝えてみたり、思い切って話しかけてみると、意外と話が

はずんだり親切にされるかもしれません。第 1 回懇談会でもそのような例が紹介さ
れました。なんとかそのようなきっかけを作ることができないか、親しい人と相談

してみてはいかがでしょうか。

 今、就職、就業、職場の人間関係について国際課から説明がありましたが、そ

れについていかがでしょうか。

 仕事は大切です。私は仕事が大好きで大好きな生徒さんもいますが、若者には就

職で苦労している人が多いはずです。ここでは話に出ていませんが、ハーフの子が

増えています。私にも子どもがいて、こんな苦労はもうしたくないというほど苦労

しました。今でも就職で苦労しています。去年ハーフをテーマにしたドキュメンタ

リー映画が作られました。私は忙しくて見られませんでしたが、ハーフの就職は東

京だけでなくどこでも大問題ですよ。ここで暮らすハーフは逃げ出せなくて、ここ

で生活していかなければならないのに、ひどいです。この懇談会では、ここへ移住
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座長

事務局

湊元委員

事務局

座長

する人と 1年、2年という短い期間滞在する外国人の問題を、分けてほしいと思いま
す。問題が全然違います。就職支援をちゃんとしないと駄目だと思います。これは

緊急の問題です。私はグループを作ってこの問題を話し合っていて、これまでに 7
回集まりました。また今度集まります。今日はいろんな資料をもらいましたが、30
年も前から本当に困った時には役に立たないです。去年の 3 月には、子どもに仕事
が見つからないので、できたばかりのパーソナルサポートセンターへ子どもと一緒

に行きました。そこでいろいろ聞かれて、センターの人は支援しますと約束しまし

た。でもずっとしばらく待っても、連絡がこなかった。約束があったのに。9月にな
って電話しました。部長が出ました。パーソナル、個人的にサポートするセンター

なのに、どうして何にもサポートされないのか聞いたら、じゃあ、私がやりますと

言われました。12 月にやっと手紙が来ましたが、全然役に立たない。研修があるの
で参加してください、と書かれていただけ。こういう経験を山ほどしました。外国

人の就職を、もっとサポートしてほしいです。外国人を特別扱いするわけではあり

ませんが、とても大切なことです。

 ありがとうございました。湊元さんから「アルバイトだけでなく、ここでずっと

暮らす外国人たちの就職支援が大切」というお話がありましたが、事務局の方では

いかがでしょうか。

 湊元さんからご意見を頂戴する機会がありまして、確かに外国人やハーフの方の

ために特別な支援があるわけではないというのは事実です。サポートセンターのお

話がありましたが、これは若者支援センターのことですか。

 違います。新しく県が設立したもので、就職だけでなく全面的なサポートをする

ところです。真面目に相談しても全然支援してくれなくて、信頼関係が崩れてしま

いますし、支援しないことによってホームレスを作り出していることになります。

 湊元さんがおっしゃったように、これは日本社会全体の問題です。非正規雇用の

問題でも日本政府が改善策を講じようとしています。それが特に地方の社会で若者

がどのように社会と関わっていくかということが、超高齢化と相まって非常に問題

になっています。外国籍市民懇談会でのご意見ですが、これは日本社会全体の問題

でもあり、日本の若者にも同じことが言えていて、若者への支援がマッチングして

いないという事実があります。これを改善していくということで、人口減少を食い

止める地方創生、例えば新潟市が新潟県全体の中で人口ダムとなるような取り組み

をしていかなくてはなりませんし、中山間地や中核市も同様の取り組みを進めてい

ますが、それぞれが取り組んでいるのが現状だと思います。

 ありがとうございます。今の事務局の回答を聞いて、私は親世代で子どもは皆さ

んと同じくらいの年齢ですが、社会でいかに支援していくのか、このような問題が

うまく発信されずに行政と個の間で信頼関係や話し合いがうまく行われないように

なっているのではないかと思いました。この間もアリョーナさんからアルバイトを

見つけるのが大変というお話がありました。新潟には人見知りする人が多くて、親

しくなるまでに垣根があるという話もありました。困っている人に情報がうまく行
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事務局

湊元委員

張龍飛委員

湊元委員

っていないこともあるので、自分が困っていることをうまく発信していただけると、

かなり身近なところ、行政とか大きな組織ではなく町内会、学校、保護者つながり

などで手を差し出してくれる人がいるのではないかという気がしています。

 他にこの就業、就職、職場の人間関係のところでご意見ありますでしょうか。

なければ、次の制度、手続きについてお願いします。

 では 7番です。「日本の病院のしくみが難しい。紹介状が必要な病院があったり、
科が細かく分かれていて、どこに行ったらよいのか分からない」というアリョーナ

さんからのご意見です。例えば新潟大学の学生ならどういうことが考えられるかと

いうことで調べたところ、学生向けに保健管理センターが五十嵐キャンパスにもあ

ります。そこではさまざまな相談に応じているそうです。月曜から金曜の２時から

４時まで、予約不要で保険証や料金も不要だそうです。そこで紹介状を書いてくれ

たり、どこの病院へ行ったらいいか相談にのってくれます。確かに普通に日本に住

んでいる日本人でも難しいことがありますが、新潟大学ならこういうサポートがあ

るということです。

 すみません。意見があります。フランスの留学生が 3 年前に精神的な病気になっ
たのですが、こういうところに行っても対応されなかったんですよ。自殺の恐れも

あって、私もフランス人なので助けてほしいという電話が彼女からありました。救

急車を呼んだのですが、搬送を断られました。精神的な病気でどこへ搬送したらよ

いか分からなかったのか、通訳が足りなかったのか、理由は分かりません。とにか

く私ともう一人の先生で病院を探して、彼女を連れて行きました。新潟ではいろん

な情報やサービスがあって、場合によっては助かりますが、全然役立たないことも

あります。その後私は 3週間彼女を家にホームステイさせて元気になったのですが、
結局新潟の姉妹都市でもあるナントに帰るまで、自分と友だちで支援しました。私

は普通の市民なのに、どうしてそこまでやらなければならないのか、疑問でした。

新潟市が留学生を呼んでいるのだから、きちんと支援すべきだと思います。

 西区には日本語の留学生が多いと思いますが、新潟市全体で考えると日本語ので

きない外国人が病院へ行くこともあると思います。例えば市民病院のような大きな

病院と新潟大学とで協力して、外国人が病院に行ったらその国の言葉ができる人が

病状の説明などをお手伝いするようにしたらいいのではないかと思います。

 私は体験が多いので、解決方法を提案したいです。新潟市では日本語の先生を結

構育てているようですが、これは本当に必要なのかと思います。毎回 20人くらいい
るようですが、言葉と何か専門を持つ人が、例えば外国人が病院に行った時に、言

葉と医療分野の専門知識を持つ人がコーチとして一緒に行くようにすると、とても

助かると思います。書類の書き方とか、就職とか、本当に大変ですので。病気にな

っても家族がいなかったり遠くにいて、とても寂しいんですよ。どこでサポートし

てくれるか。新潟には外国人が 5 千人だけなので、サポートは楽ですよ。ヨーロッ
パでは移民などたくさんの問題があっても、ちゃんとやっています。どうして新潟

市でそれができないかというと、上の人たちが私たちの生活を理解していなくて、

問題がどこにあるのか分かっていないからなのではないかと、疑問です。



6 

座長

アリョーナ委

員

座長

事務局

湊元委員

 前回は新潟大学の留学生が多かったので、それで国際課の説明では大学生だった

らこうですよという保健管理センターが紹介されたのではないかと思いますが、皆

さんどうですか。実際にそういうところを利用したことはありますか。

 カザフスタン人の友だちが留学していて、同じく精神的に病気になって自殺の恐

れがありました。家族の問題もあったのですが帰ることができなくて自分で頑張っ

ていたのですが、もうだめだというレベルになってしまいました。それで新潟大学

の保健管理センターへ行ったのですが、何もしてもらえませんでした。風邪をひい

た時なんかは紹介状を書いてくれたりしますが、精神的な病気には何もしてもらえ

ません。

 それから、大きな病院には通訳できる人もいるようですが、どこの病院にどの言

葉の通訳がいるのか、分かりません。自分で探すこともできません。ですから、こ

のような資料に最初からどの病院に何語の通訳がいるか書いておいてもらえるとい

いと思います。通訳が有料でも問題ないと思います。本当につらい時には必要です。

日本語がまったくできない人も来ます。病気になると何もできません。

 ありがとうございます。保健管理センターがありますよ、予約不要ですよ、とい

っても 2 時間しか開いていなかったり、病状によっては対応してもらえないという
ことです。湊元さんのお話を聞いて思うのですが、いろいろなボランティア通訳が

あるじゃないですか、医療とか、ヘルパーとか保育とか。そういうことで役立ちた

ちという人が派遣するしくみがあるのでしょうか。

 日本語と医療の問題ですが、日本語自体、世界各国の人からするとハードルが高

い言語であるということがあって、欧米の言語と比べると類似性が低いです。それ

で行政の立場からすると、外国人が多くても少なくても、日本語を共通の言語とで

きるように日本語教室を充実させるというのが一つです。それから医療のことでは、

日本の医療がガラパゴス化というとおかしいのですが、どういう所得階層の人でも

均質で質の高い医療を受けてもらえるようになっています。それが臓器別に発達し

ているので、かなりの医療知識を私たち自身が持っていないとピンポイントで適し

た医療機関へ行けないというのは事実です。良い面もあればこういう面もあるとい

うことでご理解ください。

それから、医療通訳制度が全国的に先進地ではできてきていて、お金を取る取ら

ないというのはありますが、ここへ行くとこういう通訳がいますというところもあ

れば、コーディネーターが人材バンクを持っていて、通訳が病院で落ち合って通訳

するというやり方もあります。新潟では県の国際交流協会もあって、そこが広域的

な問題に取り組んでいるので、研究の会を持っています。そこには私たちも、新潟

市国際交流協会も、そして新潟市民病院という大きな病院も入っています。発達途

上段階ですけれども医療と日本語を結び付ようとしているところです。

 最後に重篤な事案、メンタルとか自殺ということは外国人に限らず日本全体で大

きな課題なので、いろいろな形で自殺防止の取り組みをやっていきたいと思います。

大賛成なのですけれども、言葉の問題ではなく行動が大切です。私がいつもお世

話になっている日本人は、フランス語はまったくできないのですが、すぐに行動し
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てくれる人がいます。24 時間心配ばかり掛けることはできないのですが、さっきの
彼女のことがあった時に、その人に電話してちょっと助けてくださいと電話したら、

すぐに来てくれました。その人はスポーツカーが好きでよく乗っているのですが、

土日はその彼女を乗せて散歩してくれました。夏目さんの言うように医療も大事で

すが、それだけではないんです。私のロシア人の友だちで県立病院に勤めている人

がいます。その人は医療のことは良く分かっているけど資格はまったくないです。

でも脳外科の有名な先生のところに、毎月ブラジルとかいろんなところから子ども

たちが大勢来るんです。すると通訳が必要になります。医療だけじゃなくてそばに

いてあげて、銀行はどこにありますかとか、親が一緒に来るから日常生活の話が必

要になります。誰か同じ国の人がいると安心します。だから、その先生が通訳が必

要になると私のところに連絡が来ます。ポルトガル語のできる人や、ロシア語なら

私の友だちを紹介して頑張っています。資格は必要なくて、大事なのは行動です。

制度が完璧にできなくても、行動がまず大切です。

 ありがとうございます。たくさんの経験がおありでいろんな事例をご存じで、行

政のしくみが発展途上であるところを埋めているというお話でした。当事者同士の

気持ちとか行動とか、行政では支えきれない部分を埋めるために、手を当てる、手

をつなぐということが大切になるんだなという気持ちで聞かせていただきました。

 制度のことでは、新潟大学のチューターの制度について意見があります。私は 2013
年から 1 年間、長崎大学に留学していました。その後中国の大学を卒業してから新
潟大学の院生になりました。多分南の方の人と北の方の人で性格が違うと思います。

中国でも同じです。私の考えでは、長崎の人の方が外国人と接する時、最初から親

切です。新潟の人は最初冷たい感じですが、だんだん親切になって、実際はとても

優しいです。地域によって人の性格も違います。日本に来たばかりの留学生は何も

分からなくて、チューターが必要です。しかしチューターにもいろんな人がいて、

最初はいいのですがだんだん連絡がとれなくなって、生活の問題が解決できなくな

る場合もあります。チューターは大学からお願いされていてお金も受け取っている

のですが、連絡が取れなくなってくるのは良くないと思います。新潟大学の先生方

は、チューターを選ぶ時になるべく責任感の強い人を選んでもらえれば役に立つと

思います。私は長崎大学で本当にいい女の子の学生と出会って、生活のことをいろ

いろと教えてもらうことができました。新潟大学で私のチューターはいませんが、

なるべく早く慣れることができると思います。

 これは大学のしくみに関わることですが、この辺は事務局から新潟大学にお伝え

いただけるものなのでしょうか。

 チューターは学生なんですよね。先輩の日本人学生ですか。それを充実させてほ

しいということですね。はい、もちろん新潟大学へ問い合わせという形でお伝えで

きます。

 チューターの話が出ましたので、私の経験をお話ししたいです。私は先生から頼

まれて、中国から来てまったく日本語ができない学生のチューターになりました。
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外国人のチューターは私が初めてということだったので、すごくプレッシャーでし

た。それで、その子の生活の隅々までカバーしました。来たばかりの頃に病気にな

ったので、病院に連れて行ってごはんを作ってあげました。ところが、そうやって

いるとその子の日本語がうまくならないことに気づいて、私は少し身を引くことに

しました。チューター制度に良いこともありますが、このようなこともあります。

私たちはその良い面を利用すればいいと思います。

 医療のことで言うと、新潟大学の保健管理センターは簡単な症状なら診察してく

れるし、どの病院へ行けばいいか必ず教えてくれて紹介状も書いてくれます。でも、

私は最近伊勢丹でアルバイトを始めたのですが、そこのシェフと奥さんは日本に来

たばかりで日本語もできません。病気になってもどこへ行けばいいか分からない。

病院へ行っても先生と日本語で話すことができなくて緊張して、顔の半分が動かな

くなる病気になってしまいました。そうしたら針の治療をした方がいいと、中国の

北の方から来た老人に言われたんですよ。そこで針の治療を受けたいということで

私のところに来たんですが、日本の病院は予約しないといけないじゃないですか。

それで私が手続きしましたが、行ってもすぐ針を刺すわけでなくて、いろいろ説明

しなきゃならないんです。その人はすごく納得していませんでした。自分は日本で

生活していてお金も持っているのに、どうして針できないんですかと。新潟市に住

んでいる外国人のうち、学生はどのくらいですか。

4分の 1くらいです。

 そうですか。就職している人ならある程度日本語ができるのでしょうけれども、

日本に来たばかりで日本語ができない人に、ゴミの分別の仕方だけでなくて、あな

たの住むところにどんな病院があるかという情報が中国語と英語で載っているよう

な情報があるといいと思いました。

 チューターのことでは、新潟大学の学生を利用すればいいと思います。社会人の

ボランティアだと気持ちがあっても時間がないかもしれませんが、学生なら時間も

あると思います。ボランティアをしたいという学生を登録しておいて、支援がほし

い留学生がいたら都合を合わせて連絡をとるのがいいと思います。学生だけでなく

て、チューター制度を新潟市内に拡大するといいと思います。謝礼の問題は難しい

ですが、多くの人はお金がほしくてボランティアをするわけではないと思います。

中国だけでなくてロシアやフランスやいろんな国の学生も、日本に来たばかりの同

じ国の人を手伝いたいという希望はあると思います。学生にとっても勉強になりま

すし、初めて日本に来た人にとっても助かると思います。コストもあまりかかりま

せんし。

 ありがとうございます。私のためにもあなたのためにもなって、ボランティアで

お金ということではなくて、自分の有用感とか役立ち感とか、このような良いしく

みができるといいなと思います。

 外国語のできる日本人も登録できるといいと思います。私の知っている人で中国

語がとても上手な人がいて、旅行で台湾とか行っても通じます。車も持っていて便

利な人なので、利用というと悪いですが、そういう方のご支援が助かります。
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 大賛成です。チューターの制度はよく知っています。さっき話した彼女にもチュ

ーターがいたのですが、そういう時にどうしたらいいのか、その人自身分からない

んです。経験が少ないので。ボランティアは若い人でもできるのですが、社会人で

も支援したい人がいるはずなので、お願いした方がいいと思います。お金は関係な

い。びっくりしたのは、ここではボランティアにお金がかかることです。フランス

では、ボランティアは無料です。お医者さんだけはお金をもらいますが、ほとんど

は気持ちの問題です。私は 1 年間アムネスティインターナショナルで人権問題のボ
ランティアを新潟でしていましたが、お金はまったくもらっていません。それは当

然のことです。自分の意思で入って、すばらしい活動を経験することができました。

人間を成長させます。新潟市は複雑なことを考えています。お金を出さないとボラ

ンティアやる人がいないとか。気持ちの問題です。人を助けたいという人はいると

思います。

 ボランティアの登録制度のお話が出ましたが、実はございます。県の協会にその

制度があるので、市の協会にそういうお申し出があった時には県の協会をご紹介し

ています。ボランティアの要請があった時に都合の合う人を紹介して、謝礼は生じ

ない、ただ交通費実費だけは協議が必要のようです。しかし、なかなか登録自体が

伸びていないようです。外国籍の人が増えてきて、それに伴って利用も増えるとい

いんでしょうけれども、留学生のように年限を区切って滞在する方は、ある程度慣

れてきてそういうものを知った時には卒業になったりと、そういう面もあります。

PR不足はご指摘のとおりなので、これから努力していきます。

 ありがとうございます。制度があっても必要なところに情報が届いていないとい

うことがあるようなので、お知らせをしているつもりでもさらに情報発信を続ける

ことが大切であると感じました。

 では、次の制度・手続きについて、事務局からお願いします。

8 番をご覧ください。アリョーナさんからのご意見でした。「税金のことがよく分
からない。書類が届いても記入方法が分からない。確定申告には病院などでもらう

領収書などが必要であることを知らないで、捨ててしまった。最初に制度全般のこ

とを教えてほしい」ということです。これについて、西区に住んでいる人は西税務

センターというところが担当になりますので、聞いてみました。そこの説明による

と、「どの大学でも税金についてのガイドブックを作って学生に説明している。新潟

大学では国際課が担当している」ということです。新潟大学ではガイドブックでは

なく「留学生ハンドブック」が作られていて、そこに書かれているはずです。ただ

し、新潟大学の国際課に聞いたところ、「ハンドブックに書かれている以上のことは

説明できない。詳しくは西税務センターに問い合わせてほしい」ということでした。

また西税務センターの話に戻りますけれども、日本と租税条約というのを結んでい

る国が、ロシアや中国など 56か国あるそうです。そういう国から来た人は、日本に
住んでいる間の所得税、住民税、県民税を払わなくていいそうです。その手続きを

先に行うと、他の面倒な手続きが必要なくなる場合があるとのことです。いずれに

しても税金についてはいろいろと難しいので、西税務センターへお問い合わせくだ

さい。この西区役所の２階です。
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 次、9番に行ってよろしいですか。年金についてアリョーナさんからご意見いただ
きました。「年金制度について、来日したばかりの留学生にも丁寧に説明してほしい。

日本では学生でも払う義務があること、免除の手続きができることなどが分からな

い」ということでした。これは、西区の区民生活課に聞きました。新潟大学の場合

は、区役所から新潟大学国際課に届け出書類を渡してあり、事前に記入してから窓

口に持って来てもらっているそうです。書類は英語・中国語・韓国語の３か国語で

作ってあって、学生が年金を払わずに済む手続きも説明してあるということです。

留学生の中にも国際課を通さないで新潟大学の研究室に留学に来ている人がいるそ

うですが、そういう人がそれを知らずに年金納付の手続きのために区役所へ来るこ

とがあるとのことです。その場合は、区役所の窓口で免除制度を説明し、それでも

納付したい人だけ手続きを進めているという説明でした。

 ありがとうございました。質問されたアリョーナさん、いかがですか。

 新潟に来た最初の 2 か月くらい、私にはチューターがいませんでした。そこで、
自分で在留カードを作らなければなりませんでした。それで区役所に行って在留カ

ードの手続きをしたら、「次は年金の手続きをするのでその窓口に行ってください。

必ず申し込まなければなりません」と言われて、免除できる説明は全然ありません

でした。そこで手続きをしたらその後で通知が来て、1万 5千円払いなさいというこ
とでした。それを持って新潟大学の国際課へ相談に行ったら、免除手続きのために

もう一度区役所へ行った方がいいと言われて、また区役所へ行かなければなりませ

んでした。最初に説明してもらえれば、2回区役所へ行かずに済みました。私だけで
なくて、知り合いには 5 回か 6 回も区役所へ行かされた人もいます。新潟大学国際
課の書類も時々分からなくて、区役所の説明も間違うことがあります。

 社会人になっている外国人の目線から言いますと、私は遅い時期から年金に加入

して、あと何年かで定年になりますが、その後年金では生活できないんですよ。だ

から死ぬまで働かなくてはなりません。私みたいに将来を心配している外国籍の社

会人は多いはずです。その点で、新潟市は何ができるか質問です。

 外国人かどうかは別として、そもそも年金制度がどういうものかというと、普通

の会社で働く人が積み立てをしておいて、定年になった後は年金としてそれを受け

取ろうというのが一つです。それだけでは成り立たないので農業、漁業、自営業な

どの人にも何らかの形で年金が必要だろうということで始まったのが国民年金で

す。国民年金の制度そのものは社会全体で支え合って、勤務している人の中の職域

グループではなくて、国がおおもととなっています。外国から日本の社会に入った

人も同じサービスを受けることができます。あらかじめ一定年数以上、25 年以上積
み立てた人は受け取ることができるというしくみです。それは自分が積み立てたお

金を受け取るのではなくて、働いている人が上の世代を支えるという相互扶助の制

度であることをまずご理解いただきたいのですが、若者の中には年金を払えない人

がいたり、高齢者が増えると若い世代が自分たちを支えることができるのかという

不安があります。あと、学生であっても払わなければならないという矛盾点につい

ては無年金訴訟というのが昔あって、学生については加入するかどうかというのを
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はっきりさせてこなかったことがあって、年金制度に加入していなかった人が事故

で大怪我をして歩けなくなった時に、障害年金を受け取れなかったという事例があ

りました。これは新潟での事例なのですが裁判になって、国の周知不足であるとい

うことになりました。実際に保険料を学生に課すのは難しいことなので、免除制度

も同時に周知する。だから払うこともできるけれども払わないという選択肢もあっ

て、受け取る年金は少なくなるけども制度にはちゃんと入ってくださいねというの

が、アリョーナさんが区役所で言われなかったり言われたり、ということの狭間で

生じた周知の拙さです。

 社会人にはどんな補助がありますか。年をとって働けなくなった時の支援を受け

る権利を、永住している外国人は持っているはずなのですが、いろんな人に聴いて

も答えがありません。

 この短い時間で私の答えでいいのかどうかですけれども、生活保護という制度が

あって、これは憲法 25条で保証している生存権、つまりすべての人が人間らしい生
活を営む権利を有するという条項にもとづいて、国が最後の手段としてお金を支給

するものです。年金で受け取れる金額と大差ないという問題もありますけれども、

そういう制度はあります。

 私は家を持っているのでだめですね。

 そうです。財産を持っている人はそれを全部処分して、それでも生活できない人

を国が面倒を見るものであって、財産はあるけどお金が足りないと言っても誰もく

れません。

 つまり仕事が大事なんですね。死ぬまで働くことができれば… 

 それはみんなそう。

 日本人もそうでしょうけれども、外国人はみんなものすごく不安です。外国人に

はいろんなアイデアがあるので、皆さんにとっての財産だと思いますし、日本人と

一緒に新しい仕事を創り出すことができるといいなあと思います。社会人である外

国籍の人が創業するためのインセンティブがあるといいと思います。

 知識を知恵に変えてアイデアを生み出していきたいという、すばらしい生き方だ

と思います。ありがとうございます。

 では、次の問題について事務局からよろしいですか。

 はい。生活環境で 14 番、張龍飛さんからのご意見です。「道路標示や建物の案内
看板を、いろんな言語で表記した方がよい」ということでした。これは土木総務課、

都市計画課、西区であれば建設課など、多くのところが関係することなので、それ

ぞれ聞いてみました。まず道路標識については土木総務課が担当しています。目的

地を示す道路標識、普通の道なら青い看板に白い字、高速道路なら緑色に白い字、
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それは日本全国決まった書き方になっていて、日本語の下にローマ字と英語を書く

ことになっています。あんまりいろんな言語を書くと車を運転している人が見づら

くなるので、それ以上書かないことになっています。道路交通標識の他に、都市サ

インというものを都市計画課が作っています。これは施設へ行くための案内図、そ

の周りがどうなっているのかを、各施設管理者の判断や看板の設置時期によってば

らつきがありますが、いろんな言語で書くようにしています。西区で看板や標識を

もっと詳しくする場合には、西区建設課が担当していますが、西区では予定してい

ないそうです。一番進んでいるのが中央区で、中央区の建設課は特別に予算を取っ

て日本語、英語、中国語、韓国語、ロシア語で少しずつ案内表示を増やしていると

いうことでした。もし都市サインに対してご意見があるようでしたら、私たちの方

がお伝えすることができます。

 続いて 15番、今日は欠席している楽さんのご意見です。自分の知り合いで一人暮
らしをしている留学生のところに、宗教の勧誘がしつこく来て怖がっている。安心

して暮らせるための解決策はないか、ということでした。私たち国際課で考えたの

ですが、やはり警察に言うしかないと思います。一番早いのは 110 番で、電話をす
るとすぐに来てくれます。そんなに急いでいないという時には五十嵐交番や内野駅

前交番、もう少し離れたところには新潟西警察署という大きな警察署があります。

どこでも相談には乗ってくれますが、本当にまずいという時は 110 番がおすすめで
す。

 西区には外国人がたくさんいます。留学生だけでなく先生のように働いている人

もいます。西区の外国人が一番多いのに、中央区ではいろんな言語で看板を作って

いて西区ではやっていないのは微妙だと思います。西区の建設課にもう一度提案し

てもらってもいいですか。

 中央区の建設課がこれを進めているのには訳がありまして、8つの区で比べると、
中央区に住む外国人が一番多くて 1,600 人くらいです。西区が 2 番目で 1,000 人く
らいです。中央区では住んでいる外国人だけでなくて外国の観光客も多いので、優

先順位が高いです。外国語の看板を作るかどうかは、その区ごとに判断することに

なっているので、私も西区建設課の人に言ってみたのですが、「本当はやりたいので

すが予算がなかなかなくて」ということでした。

 西区へも外国人観光客がもっと増えて、区の財政が豊かになったらできるかもし

れないので、期待していきたいと思います。このような声を上げることが大切だと

思います。他に生活環境について、いかがでしょうか。

では、次の日本人との関係についてお願いします。

はい。18番はアリョーナさんのご意見、「差別や偏見がある。自分の母国のことを
嫌いだなどと言われたことがある」。19 番は張龍飛さんからのご意見で、「日本人と
友だちになって日本語能力も伸ばしたいが、日本人には本音と建て前があり、本心

を判断できない」ということでした。これと少しつながりますが 20番のところでア
リョーナさんからまた別の意見がありまして、「日本人と交流できるイベントがある

といい。大学のイベントで日本人と友だちになっても、その場限りの関係にしかな
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らない」ということでした。ここから先は新潟市国際課の意見で繰り返しになりま

すが、新潟市では他の大都市と比べるとどうしても外国人の数自体が少なくて、お

付き合いするのに慣れていないのではないかということが考えられます。ですから

新潟市では新潟市国際交流協会と協力していろいろな事業を行っていますので、良

い友だちを見つけてほしいと思います。それが差別や偏見を取り除くことにつなが

ると思いますので、機会がありましたら皆さんもぜひご参加ください。

 ありがとうございました。交流について、皆さんいかがでしょうか。

35 年間新潟に住んでいて、100 回以上いろんなところで講演しました。いつも同
じ人が聞きに来るんですよ。100人くらい集まっても同じ顔を見ています。とても残
念で、一つ提案があります。5月か 6月に新潟市国際交流協会がスポーツイベントを
やっていて、これはとてもいいことだと思うんですが、20 年くらい前に古い公民館
があって今はもう壊されましたが、そこで市の国際課が国際イベントを行って、い

ろんなコミュニティが参加したことがありました。フランス人は 2～3人しかいませ
んでしたが私も参加しました。あとはロシア人、インド人とか各コミュニティが料

理を作ったり音楽を紹介して、とても楽しかったです。日本人もたくさん来ました。

こういうイベントがあると助かります。なぜかというと、人は外国人と交流するよ

りも、まず食べたい、飲みたい、それから交流です。いい音楽を聞いて。毎年 4 月
か 5 月にこういうイベントを、天気が良ければ外でもできます。大事な情報も集ま
りますし、知り合いも増えます。

差別や偏見についてですが、日本と中国には歴史問題があったりして、これは仕

方ないと思います。留学生が日本で暮らす時にそこまで気にしなくていいと思いま

す。気にしてもしょうがないと思います。よく差別されている中国人として、どう

したら差別されたり偏見を持たれないようにするか、考えるべきだと思います。差

別されている、と言い続けてもどうにもならなくて、まずそれを受け止めた上でど

うするかを考えないと、差別され続けるだけだと思います。重い話になりますが、

19 番もおかしいと思います。日本人と友だちになって日本語能力を伸ばしたいとい
うのは、要するに日本語能力を伸ばしたいんでしょう。日本語能力を伸ばしたいな

ら、日本人が本音であろうと建て前であろうと関係ないんじゃないか。日本の民族

にそういう特徴があるのに、中国人がそれをなくしたいというのは我がままだと思

います。日本へ来た以上は日本の民族の特徴をある程度受け入れないと、覚悟が足

りないということです。私は日本へ来て、よくこういうことを思います。交流が行

われる時は、外国人はお客様です。もし差別や偏見を私たちの方から打ち破りたけ

れば、自分たちでイベントを計画すればいいと思います。国際課から宣伝してもら

わないと広がりませんが、孔子とか、そういう中国の歴史を好きな日本人は必ずい

ます。毎月イベントを行うことにして日本人に参加してもらえば、1回目ですぐには
打ち解けないと思いますが、何回もやっているうちに「この子たち頑張っているね」

と認められると思います。ただ待っていて偏見を持たれていると言う心理がダメだ

と思うんですよね。特に学生など時間のある外国人は、国の文化や料理などをきっ

かけにしてイベントをやって、興味を持つ日本人に来てもらって仲良くできると思

います。
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 蘇さんと同じです。中国を好きな人も嫌いな人もいるので、まず中国を好きな人

たちとの交流を考えるといいと思います。孔子とか荘子もいいと思いますし、新潟

には中国と貿易をやっている会社があります。そういうところでは、翻訳や通訳が

必要だと思います。そこでも留学生は役に立てます。自分も卒業してどの会社で仕

事するにしても、役立つと思います。それから前に戻りますが、12 番の中国語を勉
強したいという人は、中国人ですか、日本人ですか。

 中国の人なのですが、自分の子どもに中国語を教えてほしいということです。

 南区には中国語教室がないんですね。では留学生を活用して、家庭教師のように

したらいいんじゃないですか。

 差別と偏見についてですが、フランスでもどこでも、差別はあります。状況が悪

くなると外国人を差別するように向かいます。日本の学校でも差別があって、私の

息子はひどいいじめに遭いました。日本人同士のいじめもあります。そういうこと

をディスカッションする場が必要です。フランスでは移民をたくさん受け入れるよ

うになったので、街では多文化共生のイベントが多く行われるようになっています。

 イベントを通して分かり合っていくということ、そして蘇さんがおっしゃったの

は、本音と建て前、表と裏があるのは日本人だけではないというのは前回も話に出

ましたけど、イベントについて事務局からいかがですか。

 昨日の事例でテレビでも取り上げられましたけど、留学生ビデオコンテストとい

うものをやりました。これは新潟の魅力を自分の母国の人や新潟の人にアピールす

るビデオを自分で作ってもらうというものです。過去 2回は 3～4作品の応募だった
のですが今回は 13点も集まりました。場所もわざわざこの辺ではなくて東区までバ
スで皆さんをお連れしました。興味を持って審査員をしてくれた日本人も 20人近く
集まりました。そこで映像を見るだけでなくて料理も大事なので、5か国の料理を食
べながら交流するというイベントでした。これは年 1 回しかできませんが、観光客
と違って春夏秋冬という長いスパンで新潟を見ている留学生から新潟の見どころを

紹介いただけたイベントでした。それから先ほど湊元さんがおっしゃった 5 月か 6
月に西海岸公園で行っているスポーツフェスティバルは、5か国から国際課に勤務し
ている国際交流員が企画して、市の国際交流協会が主催しているもので、バーベキ

ューをやったこともありました。まだ足りないという気持ちがありますので、こう

いうイベントの回数を増やせていけたらいいと思います。

 ありがとうございます。皆さんからアイデアが出されると、必ず事務局から「や

ってますよ」と言われますが、その情報が行き渡っていないようです。そして皆さ

んの意見を反映しながら回数が増えるとか、質が良くなるとか、参加しやすくなる

といいと思います。

 次に情報、交流というところの説明をお願いします。

はい、21番の張龍飛さん、「新潟大学国際課からは、留学生にいろいろな情報が提
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供されている。地域で行われるイベントについては、新潟大学国際課を通して留学

生に情報が行き渡るようにしてほしい」ということでした。新潟大学の国際課とご

相談したところ、「情報提供してもらえれば、新潟大学の留学生全員にお知らせでき

る。特に、五十嵐や内野など西区で行われるイベント、または日本の一般家庭を訪

問するプログラムは大歓迎」とのことでした。新潟大学国際課の電話番号や E-mail
アドレスをいろんなところにお知らせして良いということだったので、多くの人に

知ってもらえるようにしたいと思います。

 似た問題で 22番、アリョーナさんより「クロスパルは西区から遠くて、行けない。
西区で行われるイベントについての情報がない。どこから情報を入手できるか分か

らない」ということがありました。今日もお配りしていますが、新潟市国際交流協

会で情報紙を作っています。2 月号にはたまたま西区でのイベントが出ていません
が、もしも何か行われることが分かればここに掲載して多くの人に読んでもらえる

ようにしますし、新潟大学を通じて留学生の皆さんにも届くようにしたいと思いま

す。

 最後の頁の 24 番、「新潟市国際交流協会のホームステイ事業に参加したくて何回
も応募したが、一度も参加できない。西区での受入家庭や実施回数を増やすなどし

て、何とか参加できるようにしてほしい」という張龍飛さんのご意見でした。今日

は新潟市国際交流協会から大関さんが出席していますので、大関さんからご説明し

てもらいます。

張さん、ごめんなさい。今まで参加してもらえなくて。ホームステイ事業への留

学生の応募は 80人近くいますが、そのうち参加できるのは 25から 30人程度で、半
分以上の人が参加できない状況です。一方、受入れ家庭では 2 人受け入れてもらう
など協力してもらいまして、1人でも多くの留学生に参加してもらえるようにしてい
ます。27年度は留学生の応募が 83人だったのに対して、受入家庭は 24家庭でした。
調整の結果、33 人を受け入れることができました。ホームステイ事業の実施回数を
増やすことを検討したこともありますが、協会の年間スケジュールの関係で、現在

は年１回の実施にとどまっています。他の団体が行うホームステイ事業もあるので、

そちらへも応募していただけるとチャンスも増えるのではないかと思います。

続いて 25 番は楽さんからのご意見、「西区の学校を訪問して、児童・生徒たちと
交流したい。同年代の若者との相互理解を深めたい」とのことでした。これは前回

も郷さんからお話しいただきましたけれども、坂井東小学校や坂井輪中学校の地域

教育コーディネーターをされていて、これまで 3 回留学生を学校へお招きしたこと
があったそうですし、西区の他の中学校、小学校のコーディネーターにたくさんの

お知り合いがいらっしゃるということなので、またそういう人たち呼び掛けて、新

潟大学の留学生を活用した交流機会を増やしたいということでした。新潟大学国際

課へは直接連絡いただいて構わないということなので、盛んになるといいと思いま

す。

最後 26番、張文婷さんのご意見です。「飲み会で飲酒の強要があり、急性アルコ
ール中毒のため学生が亡くなったというニュースを見た。学生の飲み会には未成年

者もいるのに、お店では飲酒の取り締まりがほとんどなされていなくて、心配」と

いうことです。新潟大学の国際課にお聞きしたところ、留学生が来日した時に行う
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オリエンテーションで注意を呼び掛けているそうです。そこから先は、私たち一人

一人が気を付けるしかないと思います。未成年者がお酒を飲んだり、無理矢理飲ま

せたりしている人がいたら、勇気を出して「駄目じゃないか」と注意しないと、こ

ういう事件はなくならないのではないかと思いました。

ありがとうございました。今の情報提供や交流というところで、何かご意見あり

ますか。

留学生の皆さんと同じで、なかなか情報をキャッチできないんですよ。本当に必

要なタイミングで知ることがなかなかできません。日本人の夫は役に立たなくて、

私は教え子から情報をもらいます。こういう資料はたくさんあるけれども、いろん

なところへ行って対応してもらえなかったので、不満がたくさんあります。それで

この懇談会に来たのですが、英語圏の人が誰もいなくてびっくりしました。市には、

いいサービスを行うように頑張ってほしいと思います。10 年後じゃなくて今すぐ、
何ができるか支援がほしいです。

 とにかく情報が届かない、ほしい時にほしい情報が入らないというもどかしさで

しょうか。出す方は出しているんですけど、うまくマッチングしていないように感

じました。今日ここで湊元さんと知り合えただけでも、西区留学生の困りごとは湊

元さんが何でも聞いてくださるみたいな、こうやって顔を合わせて、長く住んでい

る人を利用、利用というと良い言い方ではないのかもしれませんが、そういう人の

力を使いながら、みんながよりよく生活できるようになっていけるのではないかと

思いました。時間ぎりぎりまで皆さんに語っていただきまして、本当にありがとう

ございました。

 これで今日予定していた内容は終了いたします。この懇談会がこれからもいい流

れでつながっていけるように、今日ここで話されたことを持ち帰って、友だちやお

仲間に伝えていただきたいと思います。私たち知らなかったけど、新潟市国際課は

すごく頑張っているんですよ、とか、長く新潟でいろんな経験を積んだ人がいます

よ、とか、いろんな情報を共有していただけると思います。それから、何回も皆さ

んから意見が出されましたが、何かしてもらうのを待つだけではなくて、皆さんの

方から一歩を踏み出して、いい生活を送っていただけるようになるといいと思いま

す。

 この懇談会はこれで終わりますが、このメンバーでまた集まりたいとか、連絡先

を交換して信頼できるネットワークを持ちたいということがありましたら、事務局

を通してそのような活動が可能だということなので、ご連絡いただきたいと思いま

す。

 私自身ずっと新潟に住んでいるので、新潟の人は冷たいとか裏表があるとか皆さ

んから言われるとちょっと寂しいなという気持ちもありましたが、言われてみると

私も最初は人見知りなのでなかなか話せず、でもこうやって最後に皆さんがこっち

を向いてうんうん、とうなずいてくれてうれしいです。新潟には優しい人がたくさ

んいます。身近なお友だちを作って、楽しく暮らしていただけたらと思います。

 ではこれで議事を終わりまして、事務局にお返しします。ありがとうございまし

た。
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最後にごあいさつさせていただきます。本当に活発な議論、ありがとうございま

した。これで 8区一巡ということで、私も 10回以上このような懇談会に出ているの
ですが、今日は結構しゃべったなという思いもありますし、情報提供がうまくいっ

ていないことへの言い訳もありますが、情報過多の時代であるからこそピンポイン

トでお互いいかに通じ合うかが大事だということもあります。Facebookやツイッタ
ーなど SNSが発達してきて、かえって情報が得づらくなってきていることもあると
思いますが、それもやっています。それがうまく行く場合は大きな効果を得られる

ことは、皆さんお友だち同士でやっていてお分かりだと思います。今日お越しいた

だいたのはこれだけの人数ですが、その周りにはたくさんのお友だちやお知り合い

がいらっしゃいますので、このたびの議論や皆さまのご努力をお伝えいただいて、

新潟市が活気ある街になりますようお手伝いいただければと思います。

今回は本当にありがとうございました。

 ありがとうございました。


