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第 1回鈴鹿市多文化共生推進指針検討委員会会議録 

 

日時：9月 29日（水）19：00～21：00 

場所：市役所本館 12階 1205会議室 

出席委員：15名（委員総数 15名） 

     アーナンダ・クマーラ，石井賀津雄，伊藤輝義，江藤明美， 

カスティヨ・ハイメス・ネルソン・ニコラス，康鳳麗，坂本久海子， 

先本賢一，宝田豊和，水井健次，三谷德尚，向井なよ子，村山貴彦， 

元木ちゑ子，米川・アンジェリカ・綾 

（事務局） 島村悟，寺田重和，田辺克己，吉崎美穂，宮田直季 

傍聴者：2名 

公開及び非公開の別：公開 

会議に要した案件 

 １ 委嘱書交付 

２ 市長あいさつ 

３ 自己紹介 

 ４ 委員会運営要領について 

５ 正副委員長選任 

６ 議事 

① 傍聴規程について 

 

② 会議録公開について 

 

③ 指針策定の趣旨説明 

 

④ 鈴鹿市の外国人登録者数の現状説明 

 

⑤ 質疑応答 

 

⑥ 指針の体系と施策の方向 

７ その他 

 

 

配布資料 

 ①委員会運営要領 ②傍聴要領 ③多文化共生推進指針（案） 

 ④資料１ ⑤資料２ 
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■開会 

○事務局  こんばんは，時間が早いのですが，皆さんお揃いになりましたので， 

はじめさせていただきます。本日はお忙しい中，また夜分お疲れのところ，お集 

まりいただきまして，本当にありがとうございます。 

  ただいまから，第1回鈴鹿市多文化共生推進指針検討委員会を開催いたします。 

事項書５番に正副委員長の選任とございますが，委員長が選出されるまで，僭越 

ではございますが，事務局の方で進行を務めさせていただきますので，よろしく 

お願いいたします。 

  私，生活安全部市民対話課長の田辺と申します。よろしくお願いいたします。 

会議を始めさせていただく前に，まず会議の公開について委員の皆様にお諮り申

し上げます。 

  本市では，鈴鹿市情報公開条例第 37条及び，審議会等の設置及び見直しに関す 

る要綱で，会議は原則公開するということが謳われております。会議の様子や会 

議の内容について，今後，ホームページ等で公開をさせていただこうと考えてお 

ります。 

  傍聴につきましても，事前に広報すずか等で案内いたしております。まずは， 

本日の会議の写真撮影，録音，そして傍聴について，ご了解をいただきたいと思

います。 

  また，会議資料についても，「鈴鹿市情報公開条例」及び「鈴鹿市情報公開条例 

施行規則」に基づき公開とします。傍聴要領，会議録で氏名を公開するかどうか 

等，詳細部分については，議事の中で改めてご審議をいただきたいと考えており 

ます。会議の公開については，このような形でいかがでしょうか。ご了解をいい 

ただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

○事務局  ありがとうございます。会議は原則公開ということで進めさせていた

だきます。それでは傍聴人に入っていただきますので，お待ちください。 

 

               （傍聴人入場） 

   

それでは，おまたせいたしました。会議を続けさせていただきます。まず，資

料確認のお願いをいたします。委嘱書がお手元に置いてございます。ご確認をお

願いします。よろしいでしょうか。 

また，事項書，資料 1～3，指針案，参考資料につきましては，先に送付させて

いただきましたが，ご持参いただきましたでしょうか。お持ちでない方は，ご連

絡ください。それでは，始めさせていただきます。では，資料①の委員名簿をご
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覧ください。あいうえお順でご紹介をさせていただいております。この 15名の皆

さまでこれから会議を進めていくことになりますので，よろしくお願いいたしま

す。それでは，お手元の事項書に従いまして，会議を進めさせていただきます。 

 

■１ 委嘱書の交付 

○事務局  まず，事項書の 1番の委嘱書の交付でございますが，本来ですと，委 

 員の皆様おひとりおひとりに交付させていただくべきところでございますが，時 

 間の関係もございますので，本日は代表の方，お一人に交付をさせていただき 

たいと思います。 

  それでは，委員を代表していただきまして，名簿の一番初めのアーナンダ・ 

 クマーラ様，前の方へよろしくお願いいたします。 

 

○川岸市長  委嘱書アーナンダ・クマーラ様，鈴鹿市多文化共生推進指針検討委 

員会 委員を委嘱します。期間は，鈴鹿市多文化共生推進指針が策定されるま 

でとします。平成 22年 9月 29日鈴鹿市長川岸光男。どうぞよろしくお願い 

いたします。 

 

○事務局  ありがとうございました。それでは，鈴鹿市長から一言ごあいさつを 

 申しあげます。 

 

■２ 市長あいさつ 

○川岸市長  どうもこんばんは。今日は夜分遅く皆さんにお集まりいただきまし 

て第 1回鈴鹿市多文化共生推進指針策定検討委員会を開催いたしましたところ， 

全員ご出席と言うことで，誠にありがとうございます。また合わせて委員の皆さ 

んには多文化共生推進指針策定検討委員を快くお受けいただきまして重ねてお礼 

を申し上げたいと思います。多文化共生社会のこれからの委員会と言うことで皆 

様方にはなにかとお忙しいなかご参加いただき，いろんな角度で検討いただくと 

いうことでぜひよろしくお願いいたします。 

現在，鈴鹿市における外国人登録者数は，最近の不況の関係で少し減少をしている

状況でありますが，平成 22 年 8 月末で 8,556 人と景気の低迷により，減少傾向にあ

ります。一時期は 10,500 人近くという状況でございましたので，景気との関係が非

常に大きいと感じております。しかしながら，現在外国人登録をしております，まさ

しく鈴鹿の市民の皆様は，外国人市民という，短期でおみえになるというのではなく，

長期化，あるいは定住化の傾向が見られております。 

とくに子どもたちは鈴鹿で生まれ，鈴鹿で育ってみえるかたが増えてきているとい

う状況です。以前からいろいろな課題がございましたけども，いろいろな角度で，皆

様方のご協力をいただきながら，日常の生活問題，学校の教育，就労といった様々な
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課題がありますけども，皆様の協力によって鈴鹿市の多文化共生の社会づくりを進め

ていかなければならないと感じております。鈴鹿市はすべての市民のみなさんが外国

人の登録者が一時的な滞在者というわけではなく，これからの地域を担うパートナー

としての認識を持ち，日本人と外国人市民がともに協力し合い，いきいきと暮らせる

多文化共生のまちづくりが大切となってきております。 

今回，鈴鹿市では，平成 20 年 10 月から庁内での会議で多文化共生推進指針の検討

を重ねてまいり，本日，こうして第 1回委員会を開催する運びとなりました。委員の

皆様には，様々な形で活動いただいておりますし，また幅広く取組んで見える方ばか

りでございますので，貴重な時間をこの委員会に費やしていただくこととなりますが，

日本人と外国人市民が，共生するための鈴鹿市のよりよい多文化共生の指針が策定で

きますよう，ご意見，ご支援を賜りますよう，お願いを申しあげまして，冒頭の挨拶

とさせていただきます。ありがとうございました。 

   

■３ 自己紹介 

○事務局  続きまして，事項書３自己紹介に移らせていただきます。アーナンダ・ 

クマーラ委員から順に自己紹介をお願いいたします。 

 

○アーナンダ委員  みなさんこんにちは。私はアーナンダ・クマーラと申します。ス

リランカ出身でありますけれども，日本に来て結構長く 27年になります。今は国際大

学の教員として勤めております。大学ができたのは 1994 年でその最初のころから勤

めております。 

  今回は皆さんからいろいろとご意見をいただき，よりよい指針策定ができればと思

っております。 

 

○石井委員  飯野高校の石井と申します。飯野高校では外国人支援の担当をしており，

現在外国人生徒が 61名で，ホンダ関連の帰国子女もいますので，合わせると約 80名

の子どもが学んでいる状況です。来年度から定時制も設置されて，そちらの方にも外

国人生徒がたくさん見えますので，これから随分，ご支援いただくこともあるかと思

いますので，よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員  国際交流協会で事務局長をしております，伊藤と申します。よろしくお

願いいたします。協会の仕事は 20年経過しますが，主に国際都市としての鈴鹿のあり

ようをどういう風にやっていくかということで，特にアメリカのオハイオのベルフォ

ンテンであるとか，フランスのル・マン市といった国際友好都市提携を結んでいると

ころとの交流がこれまでの主体でした。ちょうどそのころから徐々に外国籍の方が仕

事をもとめ，鈴鹿にみえました。 

私は牧田地区に住んでおり，この資料からもわかるように牧田周辺を合わせると，
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約 5,000 人近くの外国籍の方が住んでみえます。その人たちと地域における多文化共

生事業をやろうということで取組んでまいりました。これが鈴鹿全体に広がればいい

なと考えております。行政ではできないそれから NPO でもできない，また教育の分

野でもなかなかできないその溝の部分をなんとかこれからやっていきたいと考えてお

ります。指針づくりのお知恵をお借りして一緒に勉強していきたいと考えております。 

 

○江藤委員  玉垣保育所の江藤と申します。現在保育所では 0歳から就学前までの子

供たちが共に生活をしております。子どもたちの幸せのためにこの場で私も学びたい

と考えております。よろしくお願いいたします。 

 

○ネルソン委員  私はペルー出身で鈴鹿住民のカスティヨ・ネルソンといいます。鈴

鹿市役所子育て支援課で外国人児童の保護者をサポートしています。この委員会の委

員としてできるだけ日本人と外国人が協調しあってお互いの尊重，鈴鹿でみんなが暮

らせるよう頑張りたいと思います。 

 

○康委員  康鳳麗と申します。出身は中国ですが，1995年に日本にきました。ずっと

三重県に住んでいます。2000年にご縁があって鈴鹿医療科学大学に教員採用をしてい

ただき，現在に至っております。担当は中国語です。今回はこの委員会によんでいた

だきまして，とてもありがたく，うれしく思っております。みなさんと一緒に鈴鹿市

の多文化共生社会をよりよいものにつくっていくために少しでも貢献できればと思っ

ています。よろしくお願いします。 

 

○坂本委員  NPO 法人愛伝舎の坂本と言います。2002 年に鈴鹿市の小学校の非常勤

講師をさせてもらって外国人の子どもとの関わりを持ちました。2004年にベルフォン

テン市に引率に行かせていただいて，その時の経験がきっかけで NPO を始めようと

2004年の秋に動き始めました。外国に行って，外国人として受け入れてもらう経験と

いうのは自分にとって大きかったです。自分自身としては 90 年代に 5 年ほどブラジ

ルで暮らして，鈴鹿には外国人，特にブラジル人が多くて，ブラジルと日本のギャッ

プを肌で感じてきた側としては，日本で日系の人が楽しく暮らせるか，そして私たち

のパートナーとなってもらえるかと言うことに試行錯誤しながらやってきました。 

  今は人材育成に力を入れていて日本語教室を開催していますが，去年と今年と日系 

人の人の介護ヘルパー養成講座を開催し，日本社会で活躍してくれる仲間が増えてい

るなと思います。いろいろな問題があって，市全体の問題としてこういう会議が始ま

って，教育委員会でも随分推進してくださっていますが，鈴鹿市は 21世紀の人口減少

の中，外国の人たちとどのようにかかわっていくか。日本でトップランナーでありま

す。その中でこのような会議に参加させていただくことをありがたく思っています。

どうぞよろしくお願いします。 
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○先本委員  行政書士の先本と申します。開業は約 10年ほど前ですが７年ほど前に鈴

鹿に事務所を構えまして一貫して在留手続き，入管手続き，国籍の手続きを主業務と

して今に至っております。最初は南米系の方の依頼，相談が多かったのですが，最近

はアジアの方，中国のほか，フィリピン，インドネシア，ベトナム，タイの方の相談

が非常に増えてきて，外国人の方自体がマイノリティ少数派ではありますが，その中

でもより小さい国のマイノリティの方がたと接することが多いですので，そういう方

がたの意見等もこの場をお借りして何かをお伝えできればと思っています。よろしく

お願いいたします。 

 

○宝田委員  企業を定年退職後，三重県の国際交流財団で共生推進委員として外国人

の方の共生に関して活動してまいりました。鈴鹿市と伊賀市に毎週出向かせていただ

き外国人登録された方の日本における生活にかかわる情報を提供してまいりました。

その後その関係で今は外国人の小学生の方へのボランティアを行っております。今は

桜島小学校と牧田公民館で勉強を教えております。 

  教えておりますと，外国人との交流が必要な中，なかなかお子さんが日本語に苦労

されているというコミュニケーションギャップを感じております。非常に微力ではあ

りますが，どうすればいいのか考えている中，この委員会の公募がありまして，私の

経験が生かせてその後の指針に多少たりとも力になれればと思っています。よろしく

お願いします。 

 

○水井委員  教育長の水井でございます。平素は子どもたちがそれぞれの分野でお世

話になっていることを心から御礼申し上げます。鈴鹿の外国人児童生徒は経済ショッ

クがあってもそれほど減っておりません。一時少しは減少しましたが，いまは 641名

ということで市長が冒頭申されましたとおり，定住化と言うか日本生まれの日本育ち

の外国籍の子どもたちと言うことで，今，私たちはいろいろな点で苦労しながらみな

さんと一緒にこういった子どもたちの日本語指導や適応指導等に努めています。また，

今回，この会の中で教えていただけるということで，大変うれしく思っております。

よろしくお願いします。 

 

○三谷委員  鈴鹿市自治会連合会の会長を務めております三谷德尚と申します。みな

さんの話をお聞きしてベテランでそれぞれの分野に精通された方ばかりでの中で，自

分はこれから勉強していくというような方向ではありますが，みなさんのご意見をう

かがいながら地域で反映していけるよう努力していきたいと思っておりますので，み

なさんのご支援とご協力をお願い申し上げるとともに自己紹介とさせていただきます。 
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○向井委員  商工会議所の女性部の向井と申します。こういう会議にはじめて出席さ

せていただきまして，三谷委員と同じように不慣れではありますが，このまちは国際

交流の町と言うことでありますので，いろんなことを勉強させていただきたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

 

○村山委員  日本語教室ボランティア代表と言うことで紹介していただいております

が，鈴鹿市内で河曲公民館で毎週，外国人の方に日本語を教えるボランティアをして

おります鈴鹿日本語会 AIUEOで代表をしております村山と申します。 

今，市内には 3か所，桜島日本語教室，牧田いろは教室とそれぞれ活動を行ってお

りますが，去年リーマンショックがありまして，一時私たちも対応出来ないほど外国

人の方々がたくさんみえました。しかし，景気が回復すると同時に現在受講生が減少

している状況で，やはり外国人の方々はどうしても労働がメインとなって日本語を勉

強してもらえないという面もあります。 

  三重県内の四日市，桑名，伊勢の日本語ボランティアをつないでいるみにネットに

も参加しているため，県内のグループでの問題，それから課題等も聞いております。

そういったこともこういったところで反映させていただければと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

○元木委員  元木と申します。市民公募と言うことで募集がありましたので応募いた

しました。2 年ほど前まで市内の中学校で教員をしておりました。鈴鹿市にニューカ

マーと呼ばれる，日系ブラジル人の方が市内へ仕事を求めていらっしゃる一番最初の

ころに神戸中学校におりまして，そこのご家庭のお子さんを市内で一番最初に受けい

れた時に，担当学年におりまして，お互いに悪戦苦闘しながら子どもたちの課題とい

うか，日本で外国の方が生活していくことの様々な課題に直面しながら，どうしたら，

解決できるかということを模索していました。 

  ずっとそれは自分の課題の一つと思って取り組んで過ごしてきました。勿論オール

ドカマーと言われる在日コリアンの方たちも，日本社会の側ですが，日本社会の側の

問題についてもその間，その子どもたちと，また，保護者と一緒に取組みながらすご

してきましたので，今回の指針を策定するということですので，その時に出会った方々

から教えていただいたことが少しでもいかせればと思って応募しました。どれほどで

きるかわかりませんが，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○米川委員  皆さんこんばんは。ボーアノイチ。私は日系ブラジル人で米川アンジェ

リカ綾と申します。日本に来て今年で 18年になりますけれども，以前は京都に住んで

いましたが，結婚して鈴鹿にきて 17年になりますが，鈴鹿が大好きです。少しでも貢

献できればと思い参加しました。 

ずっとこの１７年間鈴鹿に住んでいますが，いろんな外国人とか日本人も含めて問
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題がいっぱいあったのですが楽しいこともいっぱいありました。 

こういうことをみなさん伝えられたらいいと思います。 

現在愛伝舎の方で勤めていますが，それまで，教育でもお世話になり，子どもたち

の問題も一杯見てきた。今ボランティア活動としていろんな地域のまつりにも参加さ

せてもらっていますが，皆さんが少しでも元気になれば，鈴鹿全体が元気になるので

はないかと思い，いろんな地域でサンバやまつりで屋台を出すなど文化交流を通じて

お互いに知り合う機会をいっぱい作っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○事務局  続きまして，事務局より，自己紹介をさせていただきます。 

 

○生活安全部長  この委員会の事務局を所管しております，生活安全部の島村でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○生活安全部次長  生活安全部の次長でございます。今年の３月までにこの指針がで

きればと思っております。寺田と申します。よろしくお願いいたします。 

 

○外国人交流室長  事務担当をさせていただきます，市民対話課外国人交流室の吉崎

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○職員  同じく事務担当をさせていただきます，市民対話課外国人交流室の宮田と申

します。よろしくお願いいたします。 

 

■４ 委員会運営要領 

○事務局  冒頭にも紹介させていただきましたが，市民対話課長田辺と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

それでは議事にもどらさせていただきますが，公務のため，市長はここで退席とさ

せていただきます。 

それでは次に事項書 4当委員会の運営要領について事務局より説明させていただき

ます。先にお渡ししております，鈴鹿市市民委員会規則に基づき，当委員会の運営

要領を定めさせていただきましたのでご確認をお願いします。第 1 条趣旨と言う

ことになります。組織としては委員会の委員は市長の委嘱 15人で構成するという

ことになります。委員長等についてですが，委員長，副委員長は委員の互選によ

り定めるということになっております。会議については委員長が招集し，議長と

なる。原則公開とする。となっております。事務局については市民対話課に置く

ということになっております。ご確認をお願いいたします。 
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■５ 正副委員長選任 

○事務局  続きまして，事項書 5正副委員長の選任をさせていただきたいと思  

います。先程説明させていただきました鈴鹿市多文化共生推進指針検討委員会運  

営要領第 3 条 2 項により，委員長，副委員長は委員の互選により定めるとなって

おります。本日，第 1 回目ということで，初めてお集まりいただいた中から正副

委員長の選出というのは難しいとは思いますが，ご意見がございましたらよろし

くお願いいたします。 

 

○委員  事務局で考えがあるのなら提案してもらえたらと思います。 

 

○事務局  ただいま委員の方から事務局の考えをというご意見をいただきました 

が，他にご意見はございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

○事務局  異議なしのお声をいただきましたので，事務局案を申し上げます。 

委員長には，一昨年より多文化共生推進指針案を検討させていただくための 

庁内会議にアドバイザーとして携わっていただいておりました鈴鹿国際大学学長

補佐のアーナンダ・クマーラ教授にお願いしたいと考えております。また，副委

員長には，外国人生徒支援担当として，学校での学生指導はもとより，地域との

連携・調整役を担っておられる飯野高等学校の石井賀津雄先生が適任ではないか

と考えております。 

  皆様いかがでしょうか。 

 

（拍手） 

 

○事務局  ありがとうございます。また賛成の声をいただきましたので，委員長 

 には国際大学学長補佐アーナンダ・クマーラ様，副委員長に飯野高等学校教諭 

石井賀津雄様にお願いしたいと思います。 

 

（拍手） 

 

○事務局  それでは，ここで委員長，副委員長に一言ずつごあいさつをいただき 

 たいと思います。 
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○委員長  皆さん，委員長に選ばれましたクマーラと申しますが，今，日本社会は私

たちが思っている以上に外国とのつながり，あるいは外国人とのつながりが強くなっ

てきている時代です。 

  我々が気がつかないうちに日本社会にたくさん外国の人が入ってきていて，滞在期

間も長期化されてきています。彼らは短期間日本にいて帰るというのではなく，地域

住民として参加するという時代になってきました。この現象は企業側から，行政側か

ら，あるいは一般の地域住民側から見ても従来の形のままで受け止めてもいいのかど

うかは非常に疑問があるわけです。指針においてはこういう風に変化してきた時代に

ふさわしい形で，行政，地域社会，企業などが関わるような何かの方針を出せればと

思っております。みなさんから先ほどごあいさつ等で伺っておりますと，この委員会

にとてもふさわしい方々だと感じました。貴重なご意見をその時その時にお願いした

いと思います。これからどうぞよろしくお願いします。 

 

○副委員長  副委員長に選任されました石井と申します。先ほど委員長からご意見を

いただきましたので，あえて申し上げることはありませんが，活発なご意見をいただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

 

○事務局  ありがとうございました。それでは，私はここで進行役を下させてい 

 ただきます。不慣れな進行で不手際もあったかと思いますが，お許しをいただい 

て，アーナンダ・クマーラ委員長にバトンタッチとさせていただきます。 

恐れ入りますが，委員長，副委員長には，中央の席へ移動をお願いしたいと思 

います。 

 

○委員長  それでは本日はこれから委員長としてこの委員会を運営させていただきま

す。それでは事項書に従いまして見ていただきたいと思います。傍聴要領について事

務局より説明をお願いします。 

 

■６ 議事 

①傍聴規定について 

○事務局  多文化共生推進指針策定委員会の傍聴要領について説明させていただきま

す。事前にお配りいたしました，資料３をご確認お願いします。この要領につきまし

ては先ほど説明申し上げました，多文化共生推進指針検討委員会運営要領の第４条４

項にあります，傍聴に関する事項に定めてあります。 

傍聴人定数は１０名，会議開始１５分前に受付をしていただきまして，定員を超え

た場合は抽選によって決定いたします。傍聴人の住所，氏名といったことは個人情報

保護等の関係がございますので，今回お聞きしておりません。これ市議会本会議をは

じめまして，他の委員会におきましても，名簿等作成しておりませんので，この指針
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検討委員会につきましてもそれを採用させていただきました。 

また，傍聴人の資料につきましても委員の皆様がお持ちのものと同じものを配布さ

せていただいております。続きまして５番目の傍聴席に入ることができない者につき

ましての５項目を挙げさせていただいております。６番目に傍聴人の守るべき事項に

ついて定めております。７番目につきましては傍聴人の退出についての取り決めでご

ざいます。８番目でその他必要な事項が生じた場合は委員長の定めるものとし傍聴人

はそれに従うということになっております。以上の指針検討委員会傍聴要領につきま

してご確認お願いいたします。 

 

○委員長  ただいま，事務局の方から傍聴要領について説明がありましたが，何かご

意見等はありますか。 

 

○委員  この要領は，この委員会だけの規定ですか。それとも鈴鹿市でいろいろ委員

会がございますが，共通の規定ですか。 

 

○事務局  いえ，今申し上げました傍聴要領につきましてはこの多文化共生推進委員

会の傍聴の要領となってございます。 

 

 

○委員  そうしますと，一般の規定と違うところはどこでしょうか。 

 

○事務局  一般の規定とほぼ同じような倣いでさせていただいております。他の市民

委員会いくつかございますけれども，それに倣って作らせていただいておりますので，

ほぼ内容的には変わりはないのですが，若干そこの委員会によっては特色がありまし

て採用している部分が違うというところもございます。 

 

○委員長  そのほかいかがでしょうか。 

 

○委員  傍聴人の氏名は個人情報によってお聞きしていないということですが，よそ

の方，市民でなくてもいいわけですか。 

 

○事務局  傍聴の方は広報等でお知らせを事前にしております。その中でそれをご覧

になって，興味のある方につきましては来ていただくという形をとっております。 

 

 

 

 



 

12 
 

■６ 議事 

②会議録公開について 

○委員長  そのほかいかがでしょうか。特になければ，この傍聴要領に従って会議を

進行させていただきます。よろしくお願いします。それでは続きまして 2番目の会議

録の公開について議論してまいります。 

 

○委員長  会議は原則公開ということが，先ほど事務局から説明がありましたけれど

も，会議録についてはホームページなどで公開されることになるのでしょうけれども，

発言者の名前を明らかにするかどうかなど，それからどのような方法で公開するのか

など，そういうあたりは，まず，事務局の考え方を聞かせていただきたいと思います。 

 

○事務局  会議録につきまして市のホームページで載せさせていただきたいと思いま

す。市民の皆様に会議の進行について発信していきたいと考えております。公開方法

については，会議録は要点筆記ではなく委員の皆様の意見を損なうことのないよう，

できるだけ全文筆記で掲載して行きたいと考えております。それとまた，発言者の氏

名を明らかにするかどうかまたは委員という形だけで名前を伏せるかどうかについて

はみなさまのご意見をいただきたいと思います。 

 

○委員長  わかりました。会議録はホームページで公開すること，それから全文筆記

で公開するということですね。そうすると問題は名前を載せるのかどうかについてで

ありますけれど，今後の会議で発言していくうえで，名前を載せる，載せていく方が

責任のある発言ができるということにつながりますけれど，場合によってはそういう

ふうにすると活発なご意見等ができないのではないかと懸念される場合もありますが，

みなさんからご意見等ありますでしょうか。どのような形がいいのかということにつ

いて，名前を載せた方がいいのか，それとも先ほど事務局から提案されたとおり名前

を伏せて，例えば，A 委員，B 委員とかそういう形にする方がいいのか，何か提案は

ありますでしょうか。 

 そうしましたら，私の方からちょっと確認させていただきますけれど，市の方で他

の委員会等の場合，どういうふうにしているのでしょうか。 

 

○事務局  市の会議の場合，2 種類ございまして，名前を公表している会議と名前を

伏せて委員としてみえる会議とふたつございます。全体的に多いのは名前を伏せて委

員とする会議録の方が半分以上占めております。 

 

○委員長  そのような説明を受けて，我々の方はどのようにしていきましょうか。何

かご意見があればお願いいたします。 

なければですね，簡単に確認させていただきましょうか。記名か無記名かという言
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い方を確認させていただきましょうか。記名というのは名前を載せてホームページに

掲載するということ，無記名というのは名前を伏せて委員 A,委員 Bとかいう形で，発

言だけを残すということであります。本来であれば，われわれの役目としては議論の

方が非常に重要であり，あまり細かいことにこだわらないで，内容に注目していきた

いと私としては思っております。それでは皆さんにもそういうことも踏まえて，確認

させていただきます。挙手で確認をさせていただきましょうか。それでは，ます，名

前を載せて記名という形式でさせていただいた方がいいという方，手を挙げていただ

けますか。 

 

○委員長  3 名ですね。名前を載せないままで，無記名という形で，形式としては A

委員，B 委員などのそういうふうな形式だと思いますが，その形式が望ましいという

方，手を挙げていただけますか。事務局で数の確認をお願いします。 

 

○事務局  10名です。 

 

○委員長  はい，数だけでみれば名前を載せない形の方が圧倒的に多いわけで，そう

いう形のが望ましいと思いますが，いかがでしょうか。それでは名前を載せない形で，

内容だけをホームページの方で掲載させていただきます。その場合に委員 A，委員 B

といった書き方で，何かそれについては事務局の方にお任せしますけれども，みなさ

んには内容について活発な議論をしていただきますよう，お願いいたします。 

それでは続きまして，事項書 3，指針策定の趣旨説明について事務局からお願いい

たします。 

 

■議事 

 ③指針策定の趣旨説明 

○事務局  本日の議事であります指針案の趣旨，及び鈴鹿市の現状について，ご説

明させていただきます前に指針案についての庁内で検討させていただきました，

今までの経緯について，簡単にご説明いたします。 

2008 年 10 月に指針策定のための庁内会議を設置いたしました。庁内会議は，

市民課，保険年金課，納税課，人権教育課をはじめとする関係課 17の所属と事務局

である市民対話課によって構成し，計 21回のワーキングを実施し，今回委員として

ご参加いただいておりますアーナンダ・クマーラ先生にアドバイザーとして，ご意

見をいただきながら，2010年 3月に指針案として，今回提出をさせていただけるこ

ととなりました。 

本委員会におきましては，この指針案をたたき台といたしまして，委員の皆様

から，更に意見をいただき，よりよい指針として策定していきたいと考えており

ます。それでは，指針案 2ページをご覧ください。 
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第 1章指針策定の背景についてから，ご説明いたします。冒頭には，1990年，  

入管法改正に伴う，日系人の就労が可能となったこと，アジアを中心とした外国

人研修生等の受け入れの拡大，国際結婚，留学生の増加など，外国人人口の増加

に関する要素をあげさせていただいております。 

次に 2008年の世界的金融危機に伴う経済情勢の悪化などにより，外国人登録者

数が減少を示すことと，その後も日本に滞在する外国人市民については，定住化

傾向にあることを入れさせていただいております。 

定住化に伴う，言葉の問題，教育，医療，年金などの課題について，上げさせ

ていただき，様々な国籍，民族文化的背景をもった人々が，同じ地域社会の中で

協力し合い，安心していきいきと暮らせる多文化共生のまちづくりが必要である

と結んでおります。 

これらの背景を踏まえまして，3ページ目の指針の位置づけをご覧いただきたい

と思います。 

2006 年総務省より策定されました，「地域における多文化共生推進プラン」及

び第 5 次鈴鹿市総合計画「みんなで築く鈴鹿夢プラン」に示される誰もが暮らし

やすいまちづくり政策を踏まえ多文化共生社会の実現に向け，市の基本的な考え

方と施策の方向性について体系的にまとめた指針として，位置づけております。 

  次に基本理念についてでございますが，互いの文化的ちがいを認め合い，誰も

がいきいきと暮らせる多文化共生のまちづくりとしております。 

様々な国籍，民族や文化的背景をもった人々が，互いの違いを共に認め合い，

また，尊重し合いながら，地域社会の構成員として，地域づくりに参画し，活躍

できる環境を整え，共に多文化共生社会の実現をしていくことを目指して行こう

という考えを基としております。 

次に基本理念を実現するための基本目標を 4つにわけて定めております。1番目

に多文化共生の意識づくり，2番目に外国人市民の自立に向けた支援体制，3番目

に誰もが参画できる地域づくり，4番目に誰もが暮らし安い地域づくりでございま

す。指針全体の体系図につきましては，議事の⑥番目で，ご説明させていただき

たいと思います。 

 

■議事 

 ④鈴鹿市の外国人登録者数の現状説明 

○事務局  つづきまして，一括で説明させていただきますが，第 2章鈴鹿市の 

外国人登録者数の現状につきまして，ご説明いたします。4ページをご覧ください。 

指針策定の趣旨の冒頭にも提示させていただいておりますが，1990年以来増加

傾向にありました外国人登録者数でございますが，2008 年 10 月をピークに減少

している状況をグラフ化しながら説明してございます。 

4ページのグラフをご覧いただきますと，1万人以上の登録者が 2010年 3月に
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は，8,914 名と減少し，市長の冒頭のあいさつにもありましたが，8 月末現在で

8,556人と今も減少している状況です。 

4ページ，5ページにおいて，外国人登録者数の推移のなかから，国籍別，及び

総人口に占める割合をグラフ化してございます。 

また 6ページ 2番，三重県内の状況についてですが，2009年 12月末現在のも

のですので，鈴鹿市がもっとも登録者数が多くなっておりますが，12月以降減少

しておりますので，現在，四日市に次いで県下 2 番目となっております。この他

にも，現在公表されているデータの中から作らせていただいております関係上，

古いデータがございますが，指針策定時点において，最新のデータに置き換える

かたちで，今後作成させていただきたいと思います。 

次に 3 番に年齢別人口については，日本人，外国人それぞれの人口割合につい

て表わしております。外国人の方が 15歳から 64歳の生産人口の割合が多いこと

が分かります。 

次に 4 番地区別外国人登録者数でございますが，牧田地区，飯野地区，玉垣の

地区の順番なっており，地域によって大きな差があることがわかります。 

最後，5番目在留資格別外国人登録者数についてでございますが，定住者と永住

者が全体で約 67％を占めており，定住化傾向にあることがわかります。 

以上，指針案の趣旨，及び鈴鹿市の外国人登録者数の現状につきまして，概略

を説明させていただきました。委員の皆さまのご意見，ご質問をお受けしたいと

思います。 

  

■議事 

 ⑤質疑応答 

○委員長  ありがとうございました，続けて 2点ですね，3番と 4番をあわせて事務

局から説明がありましたけれど，何かご意見，質問はありますか。 

 

○委員  年齢別人口のところで，1年に 0歳から 4歳とか年少者の割合がだいぶ日本

人と比べて高いと思いますが，年に外国人のお子さんがどれくらい生まれているので

すか。この保護者の世帯がすごく多いですよね，日本の割合に比べて。だから，そう

すると毎年どのくらい，今減ってはいるけど毎年百何十人単位で増えていくのかなと。 

 

○事務局  細かい資料がありまして，今手元に無いので，次回にということでよろし

いでしょうか。 

 

○委員長  ありがとうございます。そのほか何かありますか。 

 

○委員  減った人たちがどこに行ったかという，例えば国へ帰ったのか，それとも就
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職とか仕事の関係で市を出ていったのか，そういったようなデータはありますか。 

 

○事務局  国別ではないのですが，ひとつあるのは帰国と転出と言うデータはござい

ます。今，手元に資料がありませんので，特に減少している傾向は国籍別で見ていた

だいても結構なのですが，ブラジル人の減少が大きいです。というのはこの方達は帰

国が大きなウェイトを占めております。 

 

○委員長  そのほかいかがでしょうか。 

 

○委員  指針の位置づけについてお聞きしたいのですが，最後の指針の体系と施策の

方向というところで出てくるかもしれませんが，行政の事が分かりませんのでお聞き

したいのですが，この指針案は作成された後はどういう扱いになるのか。いろいろな

議案，議会で決めなければならない決めごととかですね，一番大きな条例とかありま

すよね。そういったものと比べて，この指針と言うのは将来にずっと渡って，そもそ

も方向性ですよね，どういう形でこの案を成文化するというのか，制度化されるので

しょうか。 

 

○事務局  市でのこれは指針なのですが，指針と計画書と大きなもので条例とござい

ますけれども，これは初めて鈴鹿市で多文化についての，初めて方向付けをする指針

ということで，一番初めのワンステップの指針という形でつくらさせていただきまし

て，これが行政の多文化共生に対する方向を示すという位置づけになります。 

 

○委員  ということはどこかで議決機関とか決定する機関がいると思いますが。承認

と言いますか，そのあたりはどうなっているのでしょうか。 

 

○事務局  指針の場合は，この後委員会をしていただいた後，市民にパブリックコメ

ントをする予定なんですけども，意見をきかさせていただいて議会に報告をして，そ

のあと市長が決裁で了承するという形になります。 

 

○委員  市長決裁なのですね。議会にはかけないということですか。 

 

○事務局  議会にはかけません。議案ではございません。指針ですので，ただ，議会

には報告させていただきます。または意見をきかさせていただきます。 

 

○事務局  少し補足させていただきますと，当面この指針でもって，行政が推進する

ものでございますもので，進めましてその経過の中で，例えば条例化が必要とかいう

ような形が出てくるものもございます。当面何かの目標に向かってひとつの決めごと
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をつくりましてですね，やっていかなければならないという中でこれを第一歩として

スタートさせていただいておりますので，また次の段階はその段階のときに考えてい

くことになります。 

 

○委員長  ありがとうございます。そのほか何かありますでしょうか。 

 

○委員  基本理念のところには互いの文化的ちがいを認め合い，だれもがいきいきと

暮らせるという表現なんですけども，最初の指針策定の方には外国人市民と言う表現

がされていますけど対象となる人たちの中で在留資格のない人も念頭において策定さ

れるのでしょうか。それとも勿論，圧倒的多数の正規在留の方が対象と思うんですけ

ども，少しだけ，非正規在留の方もいらっしゃるかと思いますけども，それを含めて

考えておられるのか。 

 

○事務局  そうですね，資格のない方もみえると思います。鈴鹿市の指針と言うこと

すので，市が福祉の関係でも健康保険の関係でも対応できるのは外国人登録がされて

鈴鹿市で登録されてみえる方が対象，鈴鹿市の場合，行政的には対象と。今から生活

支援など入っていきますけども，そういう形になろうかと，大きくはそういう形にな

ろうかと思います。 

 

○委員  外国人登録をなさっていることイコール在留資格があることは必ずしもリン

クしないとおもいますが，そのあたりはいかがですか。 

 

○事務局  もちろんその通りなんですけども，少なくとも外国人登録を鈴鹿の方で登

録されてみえる方すべてについてですね，当然この多文化共生という考え方を基本にや

っていきたいと考えております。 

 

○委員長  他にいかがでしょうか。 

 

○委員  文書の内容について，意見や質問をするのは今だけでしょうか。 

 

○委員長  それを含めてどうぞ。 

 

 

○委員  2 ページのところの指針策定の背景のところで今外国人市民と言う言葉につ

いて，ご質問がありましたけれど，そこのブロックのところなんですが，地域におい

ては言葉の問題，日本の社会制度に対する理解不足や生活習慣，文化の違いなどによ

り課題が山積しています。という文章になっていますが，外国人の方が，今，鈴鹿の
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社会で暮らしている時に起こっている様々な問題や課題の原因というのが地域におい

てはというところから文化の違いというところまでを原因というふうにこの文章はな

っているんですね。そうするとそこを読むといろんな問題の原因は外国の方達にある

と私には読めるんですけど，必ずしもそうはいえないと思うんですね。 

ちょうど今年の夏，全外教という正式名は忘れましたが，全国的な外国人の子ども

たちの教育を進めていく会議が鈴鹿高校でありまして，そちらへ参加させていただい

たときにも，まだやはり，若者たちが実体験を訴える機会があったのですけども，10

代後半 20 代前半の子どもたちが日本の小中高等で外国人であるということでいじめ

を受けた，差別的に扱われたということをたくさん訴えていました。それは県外の生

徒というか若者たちもいましたので，鈴鹿市内で実例として挙がっていたことではあ

りませんけれども，やっぱり鈴鹿市内にないとはいえないというか，だから日本社会

の側が外国人を迎えて日本社会の側にもある問題というのもきっとあると思うんです

ね。だからそのことに触れずにこの背景の文章をすませるのは良くないんじゃないか

と私は思っております。ちょっとそういうふうに読める文章だと思ったので。 

 

○委員長  というのは原因が外国のかたにだけあるというようにこの文章は読めそう

だということですね。 

 

○委員  はい 

 

○委員長  内容に関してその他意見はありますか。あれば合わせてお伺いして検討す

るといいかと思いますが。 

 

○委員長  それではいかがでしょうか，もちろん今この形になるまえに十分にいろん

な議論がありましてこうなったわけですが，ここにまた補足をお願いできますか。 

 

○事務局  審議の中ではじまりのことばは外国人の方で，日本での生活習慣，文化の

違いなどにより，双方がともに文化を認め合いというのが表現的には，文化の違いな

どによりというのは双方が文化の違いによりという，うまく尊重し合えないという文

章をニュアンスで入れさせていただいたのですが，ご意見いただきました，一方的な

方向に読みとれるということもご意見をいただきましたところで読み返しております。 

 

 

○委員  この文章自体に問題があるということですか。この文章はこれでいいんだけ

れども，日本サイドの見方が限ってますよと言うことですか。 
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○委員  この文章で書かれていること自体は実際にその通りだと思うのですが，迎え

入れる日本側の問題も必要ではないかと私は思います。 

 

○委員  この文章自体はそんなにネガティブな話ではなくて，要は外国人の方が日本

に来られたら，こういうことをちゃんとできれば，もっと有意義なもっと豊かな生活

ができますよという意味ですか，これ自身はそんなに問題ではないと思うのですが。 

たしかに日本サイド，日本側からでていないですね。これは具体的にどういう問題が

ありましょうか。もし入れるとしたら。 

 

○委員  市の指針だし，市民の問題だしというのでは全体に企業の存在が全然ないも

のだなと言う印象があります。経済活動，企業のニーズがあってきて，そこに普段や

っていてもクビになっちゃたとか，どこで仕事がなくなったとかいう話がいっぱいあ

って，そうすると日本語教室が増えたりとか，うちに仕事を求めてくる人がいたりと，

そういうなことをじかに感じちゃうわけなんです。鈴鹿市は製造業が多くて，そこに

仕事を求めてきて，仕事があるうちはいいけど，なくなっちゃったら，いろんな困難

もあってということで，そういうことの課題が市行政と市民の問題としか全体をとお

して，市の方が企業に対して書くことは難しいのかなと思う部分もあります。 

 

○事務局  多文化共生推進指針というのは鈴鹿市の行政的な施策としてできるひとつ

の方向性とさせていただいております。だから当然，行政がこの多文化共生を進めて

いくには企業なり市民の方と協調していただかなければならないのは当然なのですが，

反対に企業さんがじゃあどうするのかとかそう言うところまでは行政の方としてこの

指針の中で踏み込めないのではないかと思っております。これがまた意味合いがちょ

っと違ってくる，行政ができる多文化共生の推進がどうなのかと言う視点からこれが

かかれております。ですからお願いしたいのはあとでふれようかと思っていたのです

が，行政が多文化共生を推進していく中で，例えばこのような視点でいったら，企業

ないしは市民が賛同して一緒にやっていけるんじゃないかとかですね，そのような方

向性でもまた議論をいただければというふうには思っています。 

 

○委員長 ありがとうございます。それでは一番最初に指摘された外国人側の問題は指

摘されているけれども，日本人側の問題はどうするのかということに対していかがい

たしましょうか。 

 

 

○委員  最初に確認したいのですが，われわれのこの委員会なんですけども，今出さ

れているこの指針策定の趣旨とかですね，こういったところをいろいろ一番最初の指

針の背景，それから位置づけ，基本理念，こういったところがいいのですか，わるい
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のですか，もっとこういうふうにしたいということを我々が議論して，それでひとつ

ずつ議論してそして指針にいくんでよね。今の話だとこれに対しての確かに意見なん

ですけども今ここで，いきなりこれを議論するべきなのかなと，ひとつずつ段階を追

って，まず背景はみなさんで今回はやりましょう。位置づけはやりましょうというと

ころなんですね。今指針の説明だったので，去年までこういうふうにやりました，じ

ゃあ次に委員会でどこを検討していってくださいというのがこの委員会の趣旨なんで

すよね。 

 

○委員長  はい，その通りでありますが，委員会は今予定しているのは 3回なんです

ね。その中で今日は初めてのところで，指摘するのは今日でもかまいません。と言う

のはあまり回数が無いですので，本当の議論と言うのは多分短いかなと考えておりま

す。そのためどうしてもこれは回答が必要であるというものについて，今日意見を出

してもらって構いません。 

  もちろん時間には限りがありますので，議論ということにはなりませんでしょうが。 

 

○委員  私も委員と同じ意見で，まずここに書いてあるというより，基本目標とか，

例えば多文化共生の意識づくりこれは日本人側の方，外国人側は外国人の側の支援に

向けた支援制度を大切にしていきたいと思います。 

 

○委員  先ほども出てきた内容ですが，確かに文化の違いでトラブルもたくさん抱え

ているかと思いますけども，でも最初に日本に入ってきたのはなぜなのか，なぜこん

なに大勢の外国人が日本にきたのか，そこにあると思うんですね。だから，外国人イ

コールトラブルに見えないように，これから鈴鹿市として，私たちがここで作ってい

くのがすごく重要だと思います。知らない人，イメージできない人にこれを公開して，

読んだときにどう思うのかと言うところまで私は考えていかなければいけないと私は

思います。 

 

○委員長  おっしゃるとおり，今我々がここに集まって話し合いをするのは鈴鹿市に

おいて，外国人がすでにたくさんいるわけですけど，そういう方々がこの地域社会に，

この鈴鹿市に入ってきて，気持ちよく生活すること，同時にこの市でいままで生活し

ていた方と共生すること，問題とならないようにするために市としてもどういうお手

伝いができるのかというあたりを確認するということで，意見等頂戴しているところ

であります。 

 

○委員  私は今の委員の意見に対して，地域において課題山積というところで特にこ

こ 6，7年の間に急に外国人児童生徒が増えてきて，我々としては十分な受入体制がで

きたかと言うとやはりできていなくて，そのことが課題につながっているというふう
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には考えられます。だから制度的にはそういういう問題が，教育の場合はですよ，十

分でなかったということです。 

それから私は鈴鹿の住民の一人ですが，時々外国の方がいるねというと，いつもプ

ラスの気持ちでいうより，少しやはりマイナスのイメージでいうのを町できいたこと

があって，そういったことが少し何らかの形でここに書かれていて，課題が山積して

いるということになるといいかなと。 

すこしほんの一文でも，委員の言ってみえることがはいるとよい。今のままですと

自立する必要があるということだと，重ねて重ねてで，そのことは両方が準備をして

きたし，少し入れてもらったらというのが私の希望です。自分がその仕事をしていて

十分であったかというと，先生はそのときに悪戦苦闘しましたと現場の人がそういう

ふうに思ったのは，我々が十分に環境整備ができなかったということに至ると。うま

く言えなくてすみません。 

 

○委員長  そうですね。一般的に考えるとここに入ってくるのは誤解やそもそもの問

題もあるということがあると同時に，住む社会における様々な問題，それは今，委員

が仰った通りの受け入れ態勢がどこまで整備されていたのかということもひとつであ

りますが，これだけみると，若干偏ったようにもみえますので，一度今日の意見を伺

ったうえで事務局の方でこういう形はどうかと言うことで提案していただいて，次に

は各委員に確認をしていただくということでいかがでしょうか。 

 

○委員長  それでは提案，質問，意見等に対する最終回答はここで出ていなくても，

まず出してください。全部事務局の方で取りまとめをして，みなさんとのキャッチボ

ール連絡等で確認させていただきます。おそらく次回ではそのあたりの最終確認をさ

せていただくことになるかと思います。 

 

○委員長  そのほか何かありますでしょうか。それではこちらの方の議論は終わりに

します。 

 

○委員  すみません。鈴鹿の多文化共生と言うとどうしても南米の人たちの存在，割

合がとても大きいわけですよね。それで，日系人の人達の減少を数字で見ると，ピー

クからいうと，参考資料によれば，2009年が 10,205人で 2010年が 8,914人ですね。

そうすると約 1,300人ぐらい減っていますが，ブラジル人の減少が 1,100人ぐらいで

すね。ペルーの人も減っていて，という中で中国の人が増えている，全体でみると減

っているけれども国別でみると増えている国があるかもしれないとか，私なんかは普

段日系人の人とばかり関わっていますが，全部外国人の存在と言うと鈴鹿の外国人と

いうと外国人イコール日系人というふうに思ってしまってるわけですね。 

でも実際中国の人たちが増えているとか構成的に外国人登録者数の現状の中に，普
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段何かやるとブラジル人への行政サービスが多いような感じで，私たちのやる介護な

んかでも他のアジアの人たちが入れないかというバランスがあって外国人の割合とし

て出てくるのかもしれないけど，半分以上が南米ですけれど，今増えている国の人た

ちやアジアの人たちの思いとか私たちの関心が入ってくるようなものであってほしい

なと思います。 

 

○委員長  それについて事務局の方から参考資料についての説明をお願いしようかと，

考えていたところではありますけれども，参考資料の説明もして，合わせて議論させ

ていただきましょうか。 

 事務局の方からお願いします。 

 

○事務局  続きまして，参考資料につきまして説明させていただきます。事前にお配

りさせていただいたものの中で若干訂正等がございましたので席上に配らせていただ

きましたものをご覧いただきながら，説明させていただきたいと思います。 

先ほどご質問のありましたことは参考資料の中の２頁の国籍別外国人登録のところ

で良かったでしょうか。こちらの方を見ていただきますと，ブラジル，ペルーの方が

確かに 2009年を境に減少している形がよくみてとれます。 

勿論，1993年から増加傾向にあって，おおきく鈴鹿の場合はブラジルの方中心と言

う形になっております。表の方だけみていただきますと，分かりにくいのですが，中

国の方は増えてきているというのが流れでございます。中国に比べて数は少ないので

すが，フィリピンであるとか，アジアのその他の外国につきましても増えてきており

ます。見た感じだけですとブラジル，ペルー中心の表になっておりますが，急激に伸

びてきている外国人登録者数の中でも，現在人口そのものは減ってはきていますが，

それとは別に定住傾向にあるというのが鈴鹿市の現状でありますので，そういったと

ころを見ていただけるといいかと思います。 

アジアの方が増えてきているというのは，この表だけでは分かりにくいかと思いま

す。もし，そういうことも含めてというのであれば，表の方を検討させていただくと

いうこともできますので，ご意見をいただければと思います。構成といたしましては

今，議論していただきました主旨から始まって，本文があります。そのあと各所属の

取組みが分かるような，施策の方向が出てまいります。そのあと参考資料ということ

で資料をつけさせていただく流れになっております。これが誤解を招くような資料で

あるとか，必要ないということであれば，削除することもできます。もうひとつ付け

加える必要があるというのであれば，準備させていただきたいと考えておりますので，

よろしくお願いいたします。 

１番から７番目までにつきましては本文に表として入れさせていただいている参考

資料と同じものを使わさせていただいている関係上，説明の方は省かせていただきた

いと思います。今後，こういった資料の方を訂正してほしいといったことがありまし
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たら，次回，ご意見をいただくための用紙も用意してありますので，そちらの方に御

希望を入れていただければと思っております。 

それでは本文以外のところの，参考資料の 5ページになります，８番のところにつ

いてこちらが外国人児童園児についてでございます。外国人児童園児につきましては

小学校につきましては市内の公立の中学校 30校に在籍をされます，児童生徒について

2007 年度から 2009 年度までの経緯として表しております。2007 年度から増加して

おりました生徒数も 2010 年には少し減少しております。中学校につきましては市内

の公立中学校 10校の合計であります。少しずつですが，増加しております。幼稚園に

ついてでありますが市内の公立幼稚園 23園の合計であります。大きな変動はありませ

んが 2009年度までは増加しておりましたが，2010年には若干減少しております。 

続きまして，6 ページ 9 番です。公立中学校卒業後の外国人生徒の進学状況につい

て説明させていただきます。全日制の公立高校につきましては年々増加しております。

中でも 2009 年度卒業生につきましては増加が顕著であります。全日制私立高校につ

きましても少数ではありますが，減少しております。定時制の公立高校につきまして

は 2007年度を境に減少しております。専門学校，海外進学につきましては 2008年度

と 2009 年度に一人ずつ進学してみえます。進学率につきましては下の棒グラフにあ

りますように，2006年度と比較しまして増加しているというところです。 

続きまして 7 ページ 10 番をご覧ください。保育所・園における外国人園児数でご

ざいます。2008 年度からの国籍別一覧と，2010 年度の公立保育所，私立保育園の園

児数を一覧にしてあります。国籍別では，公立私立ともにブラジル，ペルーが多く，

全体の中で減少の傾向がございます。 

つづきまして，9ページ 11番の通訳，翻訳件数でございます。市民対話課に設置し

ております，通訳の嘱託職員，こちらは市の窓口などで手続きをするなどの通訳と各

課から外国人向けの案内通知などの翻訳件数等を表してございます。相談件数は 2009

年度は減少しておりますけれども，10ページにございますように翻訳件数は増加をし

ているような流れになっております。 

10 ページ 12 番，産業別外国人雇用事業数および外国人労働者数でございますけど

も，こちらは鈴鹿，亀山管区のハローワークの調べとなってございます。鈴鹿市と亀

山市が鈴鹿の公共職業安定所の管轄となってございますので，この数字は亀山の方も

含まれております。産業別外国人労働者数も事業所の構成比も製造業が半数以上を占

めております。 

次に 12ページ 13番ですが，市営住宅の入居者数の推移でございます。市営住宅の

入居者数におきましても年々増加しております。こちらは市営住宅につきましては日

本人，外国人関係なしに公平に抽選と言う形をとってございますので，大きな変化は

今後ないと思われれます。続きまして 13ページから最終ページの 25ページまで，14

番から 17番ですが，こちらの方は市役所の市民対話課外国人交流室に来庁いたしまし

た外国人市民の方に窓口でお待ちの時間にお願いをいたしまして，質問用紙をお渡し
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して，アンケートに答えていただいたというものでございます。 

13ページの方が在住希望期間のアンケート調査になります。内容として在住期間が

どれだけであるかということと鈴鹿の住みやすさなどを表してございます。住みやす

いという意見が大半でございます。在住予定期間のところも永住希望，5年，10年と

いう方もみえ，一時的な方が少ないということが，読み取れるかと思います。続きま

して 15番が情報関係のアンケート調査になります。こちらも同じように市民対話課に

お見えになった方にお聞きしております。こちらは市の情報誌マンスリーすずかとか

ホームページを知っていますかというアンケートになりまけども，特にホームページ

に関してはこの時点では知らないとお答えしていただいていますけども，近々，調査

をいたしましたアクセス数などを確認してみますと増加しております。その資料につ

きましてはこちらの方には掲載しておりませんのでアンケートだけになっているんで

すけども，アクセス件数だけを見ますと，見ていただいている件数は結構ございます。  

外国人の方の翻訳を充実してほしいものが 3番の方にございます。身近な税金や防

災などに集中しているような状況でございます。次に希望情報媒体ですが，紙媒体を

希望するような形ですが，ホームページにつきましても若干ございました。必要とす

る情報についてですが，税金や防災，学校や市営住宅なども結構な数で上がっており

ます。 

続きまして 16 番日本語アンケート調査になります。年齢構成比につきましては 30

代が一番多いのですが，こちらに来庁された方が中心になりますので，このようにな

っております。在住期間につきましても下の表が示すように 5 年 10 年と言う方が多

いです。日本語力につきましても調査をさせていただいております。全くできないと

いう方もみえますけども，聞く内容が理解できる，簡単な内容が理解できるというか

たも結構な数がみえますし，日常会話ができる方も多くみえます。４番目に日本語学

習につきましてですけれども，習いたいという希望する方が大半を示しております。  

つづきまして 19ページになりますが，日本語を習っていない理由につきましていく

つか挙げさせていただいております。多いのが情報が無い，開催時間が合わないとい

うところになります。6 番目が日本語学習希望時間になります。最も多いのが日曜日

の午前，次に日曜日の午後に集中しております。 

20ページつづきまして在住期間別日本語力になります。こちらは一年以内の方で全

くできないという方も結構みえます。ひらがなができるという方もみえます。15年以

上の方，10 年から 15 年の方の調査は今回少ないのですが，全体の中で，一年以内か

ら 15年以上の方を棒グラフで示しております。年齢別の日本語力につきましても，下

の棒グラフを見ていただくとわかると思いますが，年齢の高い方におかれましてはで

きると，できないに分かれております。聞く対象の方が 30代が中心になっております

ので，数字が分かれているかと思います。続きまして日本語学習が必要でないという

方の理由につきまして，お聞きしております。日本語での日常会話ができる，不自由

しないというのが大半の理由となっておりました。 
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  続きまして 22ページ１７番多文化共生アンケート結果になります。こちらは来てい

ただいた方の印象等をききながら多文化共生がどこまで進んでいるかと言うことを調

査したものです。１番の質問はあなたのまわりに外国人市民，日本人市民とどのよう

な付き合いをしていますかというのを外国人側と，日本人側からとお聞きするような

形となっております。2006 年から調査をしておりまして，2009 年に特に親しいとい

うところは減っているような状況ではございますが，数字だけで判断するのは難しい

かもしれませんが，時々話をするというのは結構な数字として上がってきております。   

こちらは外国人の方で，日本人は次のページになりますが，こちらの方は同じよう

なながれの，同じような線の具合となっておりますが，全く話しをしないというとこ

ろになりますと 2007年当時は非常に多かったのが減ってきております。2番目のあな

たのまわりにいる外国人市民・日本人市民についてどのように感じていますかと言う

質問についても，外国人から見た日本人と，日本人から見た外国人と言うこと，それ

ぞれを表しております。親切であるという意見が多く見受けられます。日本人からみ

た外国人となりますと，ばらつくような回答となっております。 

3 番目があなたは外国人市民と日本人市民がお互いに重要なパートナーであるとい

う認識を持ち，それぞれ地域の住民として共生している共生社会が実現していると思

いますか。という多文化共生社会がどれだけ進んでいるかという調査ですが，こちら

も二つの表を見比べると変わったデータになっていることが分かるかと思います。外

国人市民の方におきましては実現しているという方が結構多いのですが，日本人の方

から見るとそうではないという結果となっています。アンケート調査ですので，回答

者の主観もございますけども，こちらの方で直接お聞きしたデータになっております。

分母の方が若干そろわないような数字となっておりますが，回答していただくときに

うまく回答しきれない等もありまして，そろわない部分もありますが，実際に直接窓

口に来られた方の意見を反映しております。以上です。 

 

○委員長  ありがとうございます。この資料は事前にいただいているとはいえ，みな

さんすべて正確に理解しているとは限りませんけれども，本日の様々なご意見も伺い

ながら，また次回来ていただいて，さらに何かこちらに参考になる意見があるという

場合には後ででも構いませんので，ぜひ事務局の方に寄せてください。 

 それでは参考資料の説明等ありましたけれど，それについて，何か確認，質問ご意

見等ありますか。 

 

○委員  参考資料の初めに保育所の児童数ですね，それから外国人労働者数等入れて

みえるんですけども，ここからはですね，外国人の人が困っているとかそういったデ

ータがみえないと思うんですね。園児数としても例えば待機児童が外国人の方はどれ

くらい待機児童がいます。それに対して日本人の待機児童はこれだけいるんですと，

だからこの比率からみるとやはり外国人の方は困っているんですとか，そういったデ
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ータが無いとやはり問題がみえないんじゃないかと，市営住居の入居にしてもそうで

すし，労働者の方でもやはり日本人は職にあふれている人がこれぐらいの割合でいま

す，それに対して外国人の人の職にあふれている人の割合はこれぐらいいますという

データはやっぱりないと問題点がみえてこないのかなというふうに思うのですが。 

 

○事務局  いただいた情報というお話も含めて，資料の方ももう一度そろえなおしと

いうこともさせていただきたいと考えております。できましたらご意見を事前にとら

せていただくような形をとらさせていただこうと思います。お持ち帰りいただいて，

またこういうふうな資料をということで何かありましたら連絡いただけますと，その

時点で資料の方至急揃えさせていただこうと考えておりますので。 

 

○委員長  そのほか，何かありませんか。 

 

○委員  とても丁寧な資料で，分かりやすくてありがとうございました。特に継続し

てとられたデータが比較して分かりやすかったんですけど，14番，15番，16番は，

これは，他のは 2006 年からとか 1990 年からのデータ，2009 年あるいは 2010 年ま

でのデータがあるんですけど，14，15，16 の場合は 1 回きりでしょうか。外国人の

減少傾向は 2008 年が境になっているので，その後のたとえば何か変化とかそういっ

たような傾向とかが分かるような資料も出していただければ，ありがたいのですが。 

 

○事務局  この時点のところしか，今現在アンケートをとってございません。経過し

たあとの，データ的にございませんので。 

 

○委員長  委員どうぞ。 

 

○委員  2点あるんですけれども，ひとつは 10ページの雇用事業所労働者数のところ

で，就労形態というのは大事と思うのですが，もし，鈴鹿亀山ハローワークの管内で

正規，非正規雇用の割合とか直接雇用，間接雇用の割合とかそういうものがありまし

たら，わりと参考になるかとおもいますので，よろしくお願いしたいと思います。 

  もう一点なんですけども，先ほど委員もおっしゃっていたんですが，2 頁の国籍別

外国人登録者数というところで，上位 5位まで書いていただいてあって，その他とい

うことなんですけども，基本理念で互いの文化的ちがいをみとめ，とうたっておりま

すので，その他でまとめてしまうのもちょっと乱暴かなと思いますので，できる限り

詳しくしていただいた方が文化的ちがいを理解するというのに役立つと思います。 

 

○事務局  わかりました。 
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○委員長  ありがとうございます。あとよろしいですか。 

 

○委員  外国人の，これからこういうことをもとに市の方がやれることでというと，

どういう情報がほしいかと言うことのアンケートがでてますけども，どういうことに

お困りですかというのももし今までに調べてものがあれば，具体的にいうと突然お葬

式が出たりなんかした時にどこでどうしたらいいのというのが実際にはあるわけなん

です。 

  本当にどういうことでお困りかを把握したうえで市の皆さんが何をするかという，

まだ調査がなければ，このあいだにはできないかもしれませんけど，考えていただけ

ればと思います。 

 

○委員長  そのほか何かありますでしょうか。時間を確認しますと九時に近づいてま

いりましたけれども，ひとつどうしても本日確認させていただきたいというのがあり

ましたら。 

 

○委員  すみません，一点だけ。6 頁のところの公立学校卒業後の外国人生徒の進学

状況というところなんですが，委員がおっしゃったことと同じなんですが，生徒の進

学率，外国人は出ていますが，日本人の進学率を対比させてもらうと非常によくわか

ると思います。ほぼ 100パーセントに近いとおもいますので。 

  それから，外国人生徒のかた就労していると思うんですね。就労と言うか，進学し

ていない，ここでいうと十何パーセントの方たちなんですけども，その方達の進路が，

把握できてれば，教えていただけたらと思います。 

 

○事務局  いちど確認してみます。 

 

○委員長  やはり議題に関してはそういうそもそもの問題がありますね。たとえば学

校等でも公立学校は確認できるですが，そのほかの学校のところはあがってこないん

ですね。そういうデータ上の制約もありますけれども，今日の質問，ご意見等可能な

限り次回までにそろえていただければと思います。 

 

○委員  すみません。もう一点，進学に関してですが，公立高校とかいわゆる進学し

ていますけども卒業率，逆に言うと中退率と言うのか，途中で学業を断念している子

どもたちもきっといると思うんです。出口調査と言うか，市では難しいのかもしれま

せんが。もしできれば。 

 

○事務局  1回確認してみます。 
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○委員  専門学校に進学する子どもたちは，やっぱり最初にどんとはいってくるのだ

けれども，だんだんと授業料なんだかんだと毎年いるお金が厳しくなってきて途中か

ら止める子がいますよね。そういうデータは参考になるのかなと。 

 

 

○事務局  少し難しいかもわかりませんけども，2点確認をしてみます。 

 

○委員  17番の多文化共生アンケート結果のところ，この意見は統計しにくくなるか

もしれないんですが，たとえば自由記述のところがあると，もうすこし生の声が，項目

的には１から 5，1から 6とか，線引きしきれないところがあるかもしれないと思って，

例えば自由記述とか，その理由みたいなのを聞く，外国人から見た日本人とか，日本人

から見た外国人とかどうしてそういうふうに思ったのか，少し理由とか，自由記述のよ

うな項目があるともう少しその思いを知るひとつの手掛かりになるかと。 

 

■ 議事 

⑥指針の体系と施策の方向 

○委員長  ありがとうございます。これに関しては資料を増やしていただきますとと

もに次に移らせていただきましょうか。非常に活発な議論，ご意見等ありがとうござ

いました。先ほども申し上げたとおり，これからも資料を置き換えて増やすことがあ

ったら，事務局にぜひ寄せてください。最終確認を次回させていただきます。 

 本日の事項書の最後となりますけれども 6番ですね。指針の体系と施策の方向と言

うところで，事務局のほうから説明をお願いします。 

 

○事務局  第 3章の指針の体系と施策の方向ですが，指針案の一番最後のところを見

ていただきたいと思います。基本理念の方は先ほど御説明をさせていただきましたと

おり，互いの文化的ちがいを認め合い，誰もがいきいきと暮らせる多文化共生のまち

づくりとさせていただいております。その基本理念を実現するための基本目標を４つ

おいてございます。それも先ほど説明させていただいております。多文化共生の意識

づくり，外国人市民の自立に向けた支援体制，だれもが参画できる地域づくり，誰も

が暮らしやすい地域づくりと言う形になっております。その基本目標を実現するため

の柱を三本立てております。ひとつがコミュニケーション支援，ふたつ目が生活支援，

三つ目が多文化共生の地域づくり，このひとつの柱につきまして施策の方向をそれぞ

れ挙げさせていただいております。施策の方向はコミュニケーション支援の中では 1

番から 7番まであげさせていただいておりまして，次回の会議の時にはこの後の施策

の方向についての具体的な内容につきましての議論となるかと思いますので，その資

料の方も今日，会議が終わりましたらお持ちいただくというようにさせていただきた

いと思います。今見ていただくと，これだけでは何のことかわかりにくいと思います
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ので，この形で進めていきたいという説明で今日は終えさせていただきたいと思いま

す。 

  二つ目の生活支援のところにも 8 番から 14 番までの施策の方向を挙げさせていた

だいております。 

  三つ目の多文化共生の地域づくりのところですが，お配りしました資料の方に番号

の間違いがございまして生活支援の方は 8 番から 14 番までとなっております。次の

多文化共生の地域づくりについて 16番が 15番に番号繰上りの形で 15，16，17と最

後は 20番でおわりということになってございます。今からお渡しする資料の方に訂正

したものをつけさせて頂きたいと思っておりますので，それをご覧になって意見をい

ただきたいと思います。とりあえずこの体系図につきましてはこの形でさせていただ

きたいと思いますので，この体系等に関しましてご意見等いただけましたらと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

 

○委員長  ありがとうございます。ただ今事務局の方からこの体系に関する説明があ

りましたけれども，何かご意見等あればお願いします。ここで大きな話が 3つあるわ

けですけれども，説明があったとおり，コミュニケーション支援，生活支援，それか

ら多文化共生の地域づくりと柱について，それぞれ細かい施策が 20本ほどあります。

そのあたりについてご覧になっていただきまして，それぞれの柱それぞれが必要かど

うかの議論ももちろんあるかと思いますが，また，その中身，例えばコミュニケーシ

ョン支援についてこれだけで十分なのか，どうなのかという議論もあろうかと思いま

す。 

  短期間での決断は難しいかと思いますけれども，あるいは判断等もですね。ですが

ここで何か気がつくところがありましたらぜひお願いします。 

 

○委員  コミュニケーション支援のところの施策なんですけども，コミュニケーショ

ンというのは外国人の方が日本に，日本人に対してという感じのことばかりかなと，

逆に日本人が歩み寄るというのが無くてもいいのかなと思ったんですけど。いまこれ

だと日本語での例えば提供，日本側から見た時の情報の発信ということが日本語を習

得，通訳の充実と，結局日本側からと言うことなんですけど，逆に日本人が外国人の

方に対して歩み寄る，要はわれわれが深く外国人の方の母語を理解してあげるという

ところも必要なのではないかというのがあるのですが。 

 

○事務局  必要性は良くわかりますが，行政的には施策の中でそういうものが取れる

かどうか，また希望があるかどうかというものがあると思います。それも含めまして

課題としてさせていただきたい。 
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○委員長  そのほか 

 

○委員  個人的な意見なんですけど，日本に来てからいろんな県に住んでいまして，

神奈川県とか京都や愛知。それで私にとって鈴鹿はちょっと特別なんですね。これだ

け外国人がいてなかなか仲良く暮らしていない，他の県に比べると。他に比べると，

来日 2 年，3 年でもっと日本になじんでいる。けれど，鈴鹿だとなんか外国人と日本

人，大きな壁がある。 

  外国人だといつも言うのは，日本人は挨拶してくれない，なんか自分の存在が迷惑

っていう存在が大きいみたい。たぶんそれでこの多文化共生のためにマイナスになる。

だからこちらに書いてあるように多文化共生の意識づくり，日本人側の方に持ってほ

しいです。 

 

○委員長  確かにアンケート等でもですね，外国の方と全く違うような意見が日本人

側から出ているという説明も先ほど出たんですね。この理由のひとつには誤解という

こともあろうかと思うんですね。もうひとつはおっしゃる通り認識不足というのもあ

ろうかと思います。市としても努力するのはそういうギャップをなるだけ縮めたいと

いうことでありますので，具体的な問題等もぜひこの中に入れていただいて，それは

勿論個別的ではなく，一般的なものであれば，ぜひそういうふうにしていくというこ

とで。 

 

○委員  これはそう思いますね。この施策全体を見た時にそういうところの部分が，

私は下の方に入っているんじゃないかなと。それはまちづくり，交流の中で自然に関

わっていって例のコミュニケーションとなって，これは意識的に上の方は，支援する

ということが書かれているかなと思うんですけど，それは，むしろ下の方で地域づく

りのところでしていかなければならないと。私も同じことがあるといいと思います。

もっと時間をかけてお互い住みよいまちになればいいなと。どうですか。 

 

○委員  これは例えば，他の市とかでもやっている国際理解講座とかその地域に住ん  

でいる外国の方の文化を言葉だとか知ったり覚えたり，それって，ちょっと関係がで

きるんです，外国人と日本人の。それって数回できるといいなと思います。 

 

○委員長  その辺，実は国際交流協会の事務局長が不在ですので，いらっしゃる場合

に話ができればと思いますけれども。 

 

○委員  それからすいませんが，今，鈴鹿だとそういうコミュニティイコールが音楽，

ペルーとか向こうの人，音楽しか知らないわけではないんですよ。いろんなことを知
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ったりとか，料理や日本の文化と勉強した人もたくさんいるし，あまり情報が無くて。

最近，他のペルー人から聞いた話なんですけど，なんであなたは国際交流協会に参加

しないと聞くと，自分は楽器ができないとか，そういうイコール音楽。でも違って音

楽だけでなく，幅広く。 

 

○委員  鈴鹿に来てどれくらいになります。 

 

○委員  もう，10年くらいになります。 

 

○委員 私は 15年以上ですけど，国際交流協会とお付き合いさせていただいているのは，

10年以上経っているんです。最初ボランティアとして足を運んで，仲良くしてもらっ

て，毎年わいわい春まつりという大きなお祭りを行います。今年も，本当にこんなに

たくさん，こんなに国の違う人が鈴鹿に住んでるのかっていうぐらい自分は驚きまし

た。 

  そこにボランティアの人も入って一緒にひとつのまつりをつくりました。これは全

部国際交流だけではなく，日本人のボランティアも含めてたくさんの人が協力して出

来上がったものです。これは毎年私も参加しているのですけども，本当に他に見たこ

とのない行事です。 

  私は今まで日本人と接しながら，ひとつだけ私が学んだことがあります。あきらめ

ちゃいけないということです。私も近所は全く日本人ばかりと言う地域に住んでいて，

外国人は私一人だけなの。毎回散歩している人がいて私が朝におはようございますと

言っても，挨拶が無かったけど，ある日，向こうから挨拶をしてくれた。いつか，そ

の人も分かってくれるかなと思っていた。だからあきらめちゃいけないと。これはど

こへ行ってもそうだと思います。鈴鹿だけではなく，ブラジルへ行っても。そういう

文化の違いもあるかもしれないけど，さっき話を聞いて自分もガクッときたけど，鈴

鹿ってそんなつめたいところだったのかなって。 

私の弟が浜松に住んでいて 1回だけ鈴鹿に来たことがあって，別に紹介したわけで

はないけど，町を歩いていたときに，鈴鹿っていいねといてくれた。私は何も話をし

たことはなかったけど，ほっとしたところもあった。私は鈴鹿が大好きなの。日本人

でいい人がたくさんいますし，その中でも差別をする人もたくさんいます，まだ。で

もこれは私たちからどんどんアピールしていかないとこれが変わらないと思うんです

ね。たくさんの外国人がいるから私も大好きなの。そういうまちだと。 

 

○委員長  ありがとうございました。鈴鹿市の外国人比率は非常に高いということな

んですよね。その意味でこういう会も発足して，われわれが，今いろいろな問題が，

私も個人的には勿論，外国人ということで，いろんな場面で，いい場面，その問題の

場面ですね，たくさん直面しておりますけれども，やはりこの会をどうして発足した
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かを考えますと，今までいろいろあったかもしれませんけれど，一緒に考えましょう

ということのあらわれだと思いますね。この柱の方を見ていただきますと，最初のコ

ミュニケーション支援というのは日本人に対するコミュニケーション支援というのは，

それはまたコミュニケーションだけでなく，いろんな形で行政が行っているのですが，

それは十分ではなかったなというところの反省であり，ここで取り上げられているの

ですね。 

それからもう一つは生活支援。これも同じく外国人に対応した話，そこだけしか出

てこないけども，しかし，非常に困っている場面もたくさんあるわけなんですね。そ

ういう問題点がなるべくなくなるように努力しましょうという意思表示でもあろうか

と思います。 

  それから一番下のところ，さきほど委員からも話がありましたとおり，これは日本

社会全体に対する現状改善のための努力であると理解できるかと思います。 

 

○委員長  それでは時間も九時をめどに考えておりましたけれども，せっかくの機会

ですので，何かご意見等あれば，承りますけれどもいかがでしょうか。 

 

○委員長  それでは非常に遅くなりまして，私としてはこの 2時間たっぷりと活発な

議論がでてうれしく思っております。次回はより深刻な内容，あるいはより深い内容

について，話をしていただくことになろうかと思いますが，それでは第 1回の委員会

の議事についてはこれにて修了いたします。 

続きまして事項書 7その他について事務局からお願いします。 

 

■７ その他 

○事務局  事務局ですが，何点か注意事項がありますので，よろしくお願いいたしま

す。まず 1点目として第 1回の会議録についてですが，会議録ができ次第，各委員さ

んに確認のために先に送付なりメールなりさせていただきますので，確認して完了し

た後にホームページ等で公開していく形で進めさせていただきますので，よろしくお

ねがいします。 

  ２点目ですが今後のスケジュールですが，御案内もさせていただきましたが，第 2

回が 10月の 29日，第 3回が 11月の 16日，同じ時間で，同じこの場所でということ

で開催を予定しておりますので，よろしくお願いしたいと思います。 

  それから 3 回でだいたいの大まかなところまで行きたいと思いますので，次回の 

第 2回の委員会の資料につきましては，この委員会の終了後にお渡しさせていただき

ますので，10 月 13 日までに内容を見ていただいて会議を効率的に進めていくために

先にご意見をいただきたいと思いますので，よろしくご協力をいただきたいと思いま

す。 
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○委員  どういう形で収集されるのですか。 

 

○事務局  郵送かメールでお願いします。次回の会議の進行をうまく進めるために，

先にご意見を把握したいと思いまして，それによって各委員さんのご意見をまとめた

いと思いまして，よろしくお願いしたいと思います。 

 

○委員長  ありがとうございました。事務局から何点か連絡がありましたけれども，

委員会のみなさんもよろしいでしょうか。意見等は郵送かメールで事務局に送ってい

ただくということで，よろしくお願いします。本日の会議録の確認と次回の事前検討

と言うことで，今日は２時間しかなかったということで十分な議論ができなかったと

思っておりますので，その点よろしくお願いします。 

  非常に長い時間にわたりまして恐縮でありますが，大変活発なご意見いただきまし

て誠にありがとうございました。これにて第 1回の鈴鹿市多文化共生推進指針検討委

員会を閉会いたします。それでは最後に事務局の方にお渡しします。 

 

○事務局  生活安全部長の島村でございます。委員会閉会にあたり一言お礼を申し上

げたいと思います。委員の皆様には非常にお忙しい中，また夜分お疲れのところをお

こしいただき本当にありがとうございました。今回この委員会の委員には多様な立場

で多文化共生に取組んでおられます立場の方や，また深い関心をお持ちの方にお願い

を申し上げた次第でございます。今日は当初は事務局からの一方的な話になるかなと

思っておりましたところ，いろいろなご意見等ご議論等頂きましたもので，指針策定

の土台部分の認識をかなり共有できたのではないかと考えております。 

今日，お示しをさせていただきました，多文化共生の推進指針案でございますけれ

ども，これは先ほどから申し上げておりますように，日頃業務で在住外国人の方々に

接する機会が多い，部局の職員の有志が業務上の経験をもとに課題等抽出しまして，

今後の多文化共生推進のミッションとアクションをクマーラ先生のご指導のもとにま

とめたというものでございます。言い換えますと，本市が進めます行政サービスだけ

がうたわれておりますので，産業界を含めます，市民目線でこの指針を見ましたとき

に市民と行政が協働で多文化共生の実現に取組んでいけるかどうかなど，この指針案

を違った角度から鳥瞰していただきまして，ご意見をいただきたいというふうに思っ

ております。市民目線の素朴なご意見，大歓迎でございますので，次回からよろしく

お願い申しあげまして，お願いと閉会のあいさつとさせていただきたいと思います。

本日はどうもありがとうございました。 


