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第２回鈴鹿市多文化共生推進指針検討委員会会議録 

 

日時：10月 29日（金）19：00～21：10 

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 議事 

  指針（案）に関する委員意見書に対する質疑応答 

  

配布資料 

 多文化共生推進指針（案）（資料１） 

 追加資料（資料２） 

 指針の背景（資料３） 

意見表（資料４） 

 

○事務局  皆様こんばんは，夜分，お忙しい中，お集まりいただきましてありがとうご 

 ざいます。定刻の時間となりましたので，はじめさせていただきたいと思います。また， 

事務局からご無理申し上げました事前意見につきましても，たくさんの貴重なご意見， 

ありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。 

  それでは，時間がまいりましたので，さっそく始めさせていただきたいと思います。 

委員長よろしくお願いいたします。 

 

○委員長  定刻になりました。皆様，こんばんは。お忙しいない中，お集まりいただき

ましてありがとうございます。第 2 回鈴鹿市多文化共生推進指針検討委員会であります

が，委員会の成立について確認をさせていただきたいのですけどれも，いかがでしょう

か。 
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○事務局  19 時をもちまして出席委員が総数の過半数以上となりましたので，鈴鹿市多

文化共生推進指針検討委員会運営要領の第 4 条第 3 項の規定によりまして第 2 回委員会

は成立しております。 

   

○委員長  ありがとうございました。このことから進行させていただきます。前回配布

させていただいた，指針案について皆さんお持ちでしょうか。こちらが資料１となるの

ですが。それでは第 1 回会議では，第 1 章指針策定の趣旨と第 2 章鈴鹿市の外国人登録

者数の現状について，事務局の説明をもとに委員の皆様のご意見をいただきまして，鈴

鹿市の指針についてこの委員会の中での意思統一を図るというところまで進めておりま

す。 

第 2 回会議でありますけれども，委員の皆様から事前にいただいたご意見をもとに，

事務局の考え方を聞きながら，委員会でのまとめをしていきたいと思います。 

  これからの委員会の流れといたしましては，全体として第 3回で最終のまとめまで進 

めなければならないため，非常に厳しいスケジュールとなっております。ご覧のとおり， 

たくさんの意見を事前にいただいておりますので，効率的に進めさせていただきたいと 

思います。 

まず，それぞれの委員からいただきました意見について，第 1 章と第 2 章をまとめて

確認してまいりたいと思います。そのあと，第 3 章については，コミュニケーション支

援，生活支援，多文化共生の地域づくりの三本の柱ごとに検討していきます。 

  最後に全体の意見としていただいたものを討議いたしますけれども，そのあと第 3章 

 8ページの指針の体系と施策の方向の体系図について，話し合いをしてまいります。 

  本日の会議では，3つの柱ごとの個別事項について，委員会のまとめをしていくところ 

まで，進めたいと思っております。 

  2時間という時間の中での話合いとなりますので，単純に計算しても非常に厳しいので 

すけれども，第 1章と第 2章で 30分ぐらいで，それぞれの柱 30分づつで進めていきま 

してもちょうど 2時間となってしまいます。 

  午後 7時始まりで終了 9時が予定ですけれども，できるかぎり時間内にまとめたいと 

思いますが，時間が場合によっては延長するかもしれませんので，ご了解いただければ 

と思います。 

  限られた時間になりますので，委員の皆様のご協力をお願いします。 

  それでは，前回委員会でご意見をいただい指針案の 2ページの指針策定の背景の部 

分と追加の資料につきまして，事務局より説明をお願いします。 
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○事務局  説明に入ります前に，お手元の資料を確認させていただきたいと思います。 

 指針案について，もしお持ちでない方がみえましたら，こちらで準備しておりますので， 

よろしいでしょうか。 

続きまして資料 2 としてあります，前回ご意見をいただきましたことにつきましての

追加資料でございます。 

資料 3 として前回ご指摘いただいた指針の 2 ページ指針策定の背景の部分の事務局で

加筆修正したものでございます。それと，資料 4 につきましては，委員の皆様から頂き

ました指針（案）に対する意見の一覧表でございます。 

  それでは，資料 2の追加資料から，ご説明いたします。それでは，資料 2の追加資料 

から，時間の関係上，簡単にご説明いたします。第 1回会議の中でご意見をいただきま 

した資料について追加させていただきましたので，ご説明いたします。 

1ページの 1国籍別外国人登録者数の推移でございますが，前回提出いたしました参考

資料上位 5カ国だったのですが，そこに 8カ国加えて 13カ国の集計をさせていただきま

した。ご覧いただきますように東南アジア諸国も入ってまいりました。2010年 3月末現

在の順位で作成しております。2001年以前の数字もありますが，少ない国では，一人と

か二人という国が出てまいりましたので，2001 年から 2010 年の表でまとめてございま

す。 

つづきまして 2 ページですが，前回の委員会の中で人口の増減の理由についてご意見

をいただきましたので，ここでは，外国人登録の異動事由について示しております。 

入国，転入，出生等の増加分と出国，転出，死亡等の減少分を分けてグラフにしてござ

いますのでご確認ください。 

続きまして出生状況の推移についてもご質問をいただいておりましたので，3ページは

出生状況の推移をしめさせていただいております。2005 年から 2009 年までの推移とな

っております。2010年 3月末現在の 0歳児の人口と日本人と外国人の人口比もございま

す。 

つづきまして，4ページは市内公立中学校全生徒の進学率と外国人生徒の進学率をしめ

したものです。公立中学の全生徒を示したものについてはほぼ 100 パーセントに近い数

字を示しております。公立中学校外国人生徒進学率については，前回しめさせていただ

ものと同様のものです。公立中学校全生徒となっているのは，日本人と外国人と合わせ

た数となっております。 

また，それに関連しましてご意見としていただいておりました進学しなかった生徒の

進路状況でございますが，教育委員会担当に確認いたしましたところ，聞き取り調査な

どはおこなっておりますが，年度により調査方法がちがうことと市単独での数字の公表

はおこなっていないということでしたので今回資料としては提出しておりません。 

また，保育所・幼稚園入学のための待機園児・児童数に対するご質問もいただいてお

りますが，保育所，幼稚園ともに待機児童なしとの報告を受けております。 
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なお，高校進学後の中退者などについてでございますが，高校になってまいりますと，

公立，私立の違いもあり，鈴鹿市，三重県ともに数字の公表はしていないとのことでし

たので今回提出しておりません。 

5 ページ外国人労働者の雇用状況につきまして直接雇用と間接雇用の構成について示

しております。事業所単位で申しますと，直接雇用が大半になりますが，6ページ外国人

労働者ごとになりますと派遣・請負事業としての間接雇用が半数以上を占めているとい

うのが分かります。 

続きまして，7ページ外国人労働者の求職状況でございますが，ハローワークの調べに

よります 2009年から 2010年の 6月までの状況でございます。 

日本人の求職状況との対比もしたいところですので，再度ハローワークへ確認をとりた

いと思います。 

つづきまして 8ページ市営住宅ごとの順番待ち件数ですが，岡田住宅にありましては，

多数の外国人が入居を希望をされ，順番待ちをしている状況です。 

最後になりますが，9 ページ，10 ページは外国人のこどもの就学状況について，三重

県が調査したものを参考につけさせていただきました。 

こちらは平成 21年 8月 1日から翌年 1月 31日までに調査したもので，前回委員会の

中で不就学についても話が出ましたので，こちらを参考に提出させていただきました。

しかしながら，鈴鹿市単独のものではなくて，鈴鹿市を含む桑名市，四日市市といった 7

市の合算の数字でございます。 

追加資料につきましては，以上となります。 

  つづきまして，資料 3指針策定の背景についての修正案でございますが，第 1章，第 

2章の中で関連した意見もありますのでその中で合わせてご説明したいと思います。 

     

○委員長  資料 2追加資料については，今ご覧いただいたばかりなので，それぞれの委 

員の皆様で，確認をしておいていただきたいと思います。ご意見等ある方については， 

後日事務局へ連絡してください。 

  資料 3の指針策定の背景については，事務局の方で加筆してもらったようですが，第 1 

章，第 2章の中で説明をお願いします。 

  それでは，資料 4指針の意見一覧表をみてください。このようにたくさん意見をいた 

だきありがとうございました。 

  1ページの 1番から 3ページの 5番までは全体に対する意見となっておりますので， 

最後の討議とさせていただきます。 

最初に，第 1 章，第 2 章について，いただいた意見をもとに委員会でのまとめをして

いきたいと思います。資料 4の 3ページ 6番から 4ページ 10番までについて，検討して

いきます。たくさん意見をいただいておりますが，先に事務局の方で説明と考え方を示

していただきましょうか。その後に委員の皆様で討議いただくということで，いかがで
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しょうか。 

     

○委員長  よろしいですね。それでは事務局の方から，委員から出された意見の簡単な 

説明と事務局の考え方を示してください。 

 

○事務局  それでは，第 1章と第 2章をまとめて出させていただきたいと思います。 

 まず，資料 4の一覧表をご覧ください。3ページの左端の番号 6番，7番，4ページの 8 

番についてでございますが，こちらの 3つのご意見は指針策定の背景の部分でございま 

す。 

  資料 4の 3ページ 6番から 4ページ 8番までの指針策定の背景についてのご意見でご

ざいますので，資料 3の修正内容も併せてご覧いただきたいと思います。 

まず，3ページの 6番でございますが，日本人側の都合を強く打ち出しているようなの

で，互いを尊重し合う対等な関係・意識が必要というご意見をいただきましたが，指針

策定の背景の部分では，話を明確に分かりやすくするために，一貫して数字と明らかに

されている事実だけを述べたものとなっております。日本における外国人の増加は経済

と密着しており，当初入管法改正に伴う労働に関する需給関係から記載したもので，日

本の問題解決のために，役に立つから，労働者としてなら受け入れるというものではあ

りません。 

つづきまして，資料 3 になりますが，互いを尊重し合う対等な関係・意識が必要とい

うご意見をもう一点，前回の委員会でも意見を頂戴しておりました件でございますが，

資料 3 をご覧いただきたいと思います。真中どころに下線で記入してございますが，外

国人市民だけに問題の原因があるような表現になっているとのご指摘をいただきました

ので，日本人市民の意識の高揚を一文加筆させていただき，前後の文章を一部訂正いた

しましたので，ご覧いただきたいと思います。下線部分が修正後，見え消しにしてある

部分が修正前となっております。 

訂正部分について，読ませていただきます。これまで，日本人と外国人の共生に向け

た様々な取組みをしてきましたが，文化，習慣，社会制度の違い及び言葉の問題等によ

り，教育，福祉，労働，居住ならびに地域社会コミュニティ等課題が依然として残って

います。日本人市民もグロ－バル社会を認識し，意識の高揚を図るとともに外国人市民

も地域で暮らす住民として地域で自立して生活することが求められています。前の文章

は見え消しをしている部分となっており，そこから変更させていただいております。 

また，意見の一覧表 3ページに戻っていただきまして，7番について，今説明したこと

と関連してきます。「住民としての自立」ということに対するご意見でございますが，こ

こでいう自立は外国人市民だけのコミュニティにこだわることなく，意識的な部分を多

く含んだ自立と考えていただきたいと思います。 

外国人市民が，日本の中で日本人市民と同様に市民生活を営んでいるかどうかといえ
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ば，文化や習慣の違いから，日本人と関わることが少なく，日本の環境に戸惑っている

事実があります。これまでを見直して，お互いが発展的に共生のまちづくりを形成する

というのが指針策定の趣旨でございます。 

このあとの個別の施策の中では，その自立のために必要な支援を考えていくという指

針の組み立てとなっておりますので，ご了承いただきたいと思います。 

続きまして，4ページ 8番でございますが，指針策定の背景の部分の文章構成の流れに

ついてのご意見でございますが，言われるとおり，指針は鈴鹿市が多文化共生のために

取り組む方向性を示すものですが，多文化共生社会の実現については，一部の都市にみ

られる問題であったり，鈴鹿市だけ取り組むべき課題ではありません。これは，日本が

取り組むべき課題であり，鈴鹿市も社会全体を的確に捉えつつ，取り組むべき課題とい

うように，理解していただきたいと思います。 

そのことから，構成としまして，日本社会全体を取り巻く背景，鈴鹿市を取り巻く背

景，国の取組み，そして鈴鹿市がそれを進めていくという流れで構成させていただいて

おります。 

続きまして，4ページ 9番の文章がわかりにくいので。二つか三つに区切ってはどうか

というご意見ですが，資料 1指針案の 3ページをご覧いただきたいと思います。 

指針の位置づけのところから，3行目，誰もが暮らしやすいまちづくりの政策を踏まえま

す。というふうに二つに文章を分けたいと思います。修正したものを，また転送させて

いただきたいと思います。 

続きまして，意見一覧の 4ページ 10番でございますが， 

もう一度資料 1をご覧ください。7ページ下から，五行目中国を始め東南アジアのという

部分でございますが，ご意見のとおり，東南アジアは国名ではございませんので，中国

や東南アジア諸国というふうに修正したいと思います。 

以上が，「第 1章，第 2章」の委員のご意見と指針策定の趣旨と現状についての，鈴鹿

市がこれまで庁内で検討してまいりました考え方の説明でございます。 

 

○委員長  ありがとうございました。事務局の方から，第 1章，第 2章の意見に対する 

考え方を述べてもらいましたが，どうでしょうか。 

  提出いただいた委員の方も含め，他の委員の方も意見を提出されていない方もみえる 

と思いますが，限られた時間の範囲ではありますけれども，ご意見あれば，お考えをお 

聞かせいただきたいと思います。どうでしょうか。 

    

○委員  私は全般のところで，意見を提出させていただいたのですが，これは指針策定 

の背景に関わる意見ですが，そもそも指針が生まれた背景ですが，外国人の方がたくさ

ん来られて，問題が起こっている，だから指針を作ろうという背景でつくられたのか，

あるいは鈴鹿市がこれからの国際化を目指して横浜市もしているため，ポジティブ 
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に指針を考えられたのか，それによって，全体の今まで言われたことが変わってくると

思います。 

ですから，非常に問題があるんですよ，その問題はどこにあるのか，といったらこの

ような指針になりますが，今後を見越した，国際化を見越した指針であれば，もっと内

容は違ってくると思います。それをはっきりせずに各論から入ってしまうと，ちょっと

おかしな感じになると思うのですが，いかがでしょうか。 

 

○委員長  全般にわたるものは最後に話をしようかと思っていたのですが，そういう意 

見もありますが，事務局はどうでしょうか。 

 

○委員  たたき台をつくられたときにそのことを全部踏まえて，問題解決型の指針では 

なくて，もっと未来創造型の指針にたたき台をつくられた方がいいですよ。文章の節々

を言っているのではなくて，全体の考え方がそこに入っていればいいと思うのですけれ

ども，全体を見通すと，その辺がはっきりしていないと思って，意見をださせていただ

きました。 

 

○委員長  私が発言できる範囲で申し上げますと，この指針作りというのは総務省のプ 

ランをうけて地方行政としての対応で出てきたと思うんですね。そのところを事務局か 

ら説明をお願いします。 

 

○事務局  指針なのですけれども，委員長が言ってみえたように国の指針が 2006年にで 

 きまして，各都市も指針をつくるようにという方針，指示的なものがございまして， 

今回これをつくりましたのは，今現在の現状と将来の方向を含めて指針という形で進め

させていただいております。 

 

○委員  国の指針，方針と言うものを私も理解していないので，国際化を前面に出して 

いる指針なのですか，それとも問題解決型なのですか。簡単に説明していただければと

思います。 

 

○事務局  今回の指針は国が基本となる指針を作りまして，それに基づいて各都市がそ 

れに準じて，大きなポイントとして，コミュニティ，地域のまちづくり，生活支援な 

どと言ったものがあり，それに基づいて各都市がつくっており，鈴鹿市バージョンとし 

てつくらせていただいたのが実情です。 
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○委員  その国の背景が知りたいのですが。その背景が問題解決型で問題があるからそ 

れを解決しようというのであれば，そういう文章になりますし，日本は今後国際化に向け

て，それから子どもも少なくなるとか，いろいろありますよね。 

 

○事務局  地方自治体に対する期待みたいなところで，国が述べている部分を説明させ 

 ていただきたいと思います。地方自治体においては 1980年代後半から国際交流と国際協 

 力を柱として地域の国際化を推進してきました。前述のような地域社会の変化を勘案し 

 て多文化共生を第 3の柱として，地域の国際化を引き続き推し進めていくことが求めら 

 れています。 

総務省においては 2005年の 6月に多文化共生の推進に関する研究会を設置しました。 

研究会の中では，地方自治体が地域における多文化共生を推進する上での課題と今後の

必要な取組みをコミュニケーション支援，生活支援及び多文化共生を推進するうえで必

要になる，多文化共生施策の推進体制の整備について考え方を整理しました。各地方自

治体においては，研究会の検討結果であるこれらの多文化共生のプログラムを参考にし

ながら，それぞれのおかれた状況に応じて地域における多文化共生の推進を図るという

ことを期待したいという内容の国の方針が出ましたので，地域に根差した指針というも

のを，例えば，鈴鹿の方向性を，鈴鹿に限らず他の地域もそうですけれども，つくって

いくようにというような話となっております。 

 

○委員  分かりました。国際化に向けてと言うことですね。 

 

○事務局  国際化に向けて取組んできたものに，プラスアルファをして多文化共生の取 

 組みも今後進めていく必要があるということを国のほうでは提言しています。 

 

○委員長  仰るとおり先駆けとして何か考えて取り組んでいくということもありますけ 

れども，今，総務省の指針をある程度参考にしながら地域の方にどのように応用してい 

くのかという課題だと思われます。 

 

○委員長  それではこのまま進めさせていただきたいと思いますが，よろしいでしょう 

か。先ほど申し上げたとおり，たくさんの意見をいただいているのですが，まだ意見を 

だされていない方のご意見があれば，優先させていただきたいと思います。 

 

○委員長  なければどなたでも結構ですので，この第 1章，第 2章に対する意見として， 

何かどうしても，このことについてということがあれば，お願いします。特にないとい 

うことであれば，ちょうど時間も 30分ぐらいとなりましたので，第 1章，第 2章につい 

ての討議を終えたいと思います。 
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  修正のあった部分については，何も意見が無かったということで，続いて，第 3章の 

三本の柱のうち，一本目の，8ページのところになりますけれども，コミュニケーション 

支援の項目に移ります。5ページの 12番もコミュニケーション支援についてのご意見で 

すが，体系に関わる内容でございますので，最後に討議したいと思います。体系に関す 

るご意見が 4ページの 11番から 5ページの 15番までになってございますので，こち 

らも最後にまとめて皆様のご意見をいただきたいと思います。 

   それでは，6ページ 16番から，事務局よりお願いします。 

 

○事務局  一覧表の 6ページのとおし番号 16番でございますが，資料 1指針案の 9ペー

ジコミュニケーション支援の下へ 3行目のところですが，ご意見といたしましては，「生

活習慣の違いなどによる日本人市民との間での誤解による問題が生じるため」というと

ころで「言葉の認識」を加筆していただきましたが，言葉の認識というのが，ちょっと

表現が難しいと思われましたので，今回のご意見で事務局でも読み直してみて，問題が

生じるといい方もわかりづらく感じましたので，「生活習慣の違いなどによる日本人市民

との間での誤解が生じることもあり」と簡単な表現にさせていただきたいと思います。 

続きまして，同じくとおし番号 17番の指針案は先程の続きになります 4行目ですが， 

「理解を深めることも重要です」という部分で重要よりも必要と考えた方がいいという

ご意見ですが，必要としてしまいますと，外国人市民にとって，日本の社会制度，習慣

や文化について，理解を深めることが義務であるかの様に受け止められることから，現

状のとおり，重要としたいと思います。 

つづきまして，とおし番号 18番，指針案の中の同じく 9ページ 8行目の「提供してい

くことも，日本社会を理解する上で重要なことであり」というところですが，「日本社会

を理解する上で」という部分不必要ではないかというご意見がございましたので，ご意

見どおり，「提供していくことも，重要なことであり」と修正させていただきます。 

つづきまして，とおし番号 19番 指針案の 11行目になりますが，「連携をはかってい

く必要も考えられる。」というところですが，「考えていきます。」に修正した方がいいと

いうご意見をいただきましたが，コミュニケーション支援の個別の取組の前段での話に

なりますので，「必要も考えられる」というようにいたしました。語尾の表現といたしま

しては，この部分に限らず事務局で統一していきたいと思います。 

次に 20番指針案の同じく 9ページ 現状と課題の 1行目「日本語力が十分でない外国

人市民に行政情報を提供するために」というところですが，「外国人市民へむけて行政情

報を提供するために」にしてはどうかというご意見ですが，「外国人市民へ向けて」とす

ると日本語が日本人と遜色ない方も含まれてしまいますので，日本語ができる方は日本

語の文章を読んでいただいているので，そういう方も考慮して，現状としては，多言語

で出しているものは日本語力が十分でない外国人を対象としております。 

次に 21番指針案の同じく 9ページ現状と課題の 2行目ですが，外国語版とルビ付き日
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本語に加えて「ローマ字書き日本語版」も考えてはどうかというご意見をいただきまし

た。案内看板などの表示につきましては現在ローマ字表記のものもございますし，今後

も推進していきたいと考えております。情報紙につきましては，以前マンスリーすずか

をローマ字で発行した経緯がありますが，文章をローマ字で表記するとかえって理解し

づらいという意見もいただきておりますので，ローマ字につきましては，単語利用にと

どめたいと思っております。 

次に 22番指針案の 9ページ現状と課題の 4行目「このことから，必要な情報を」とい 

うところを「このことから」を省いた方かいいというご意見をいただきましたが，文章

の流れとして，整理しやすいと考えていれさせていただきました。 

次に 7ページ 23番でございますが，指針案の 10ページの情報伝達網の活用と推進の 

中に企業との連携の表現が弱いというご意見をいただいましたが，企業の連携について

は，前回の委員会でもご説明いたしましたとおり，本指針は市の指針であり，市として

何ができるかについて，記載をしております。企業の協力も必要ではございますが，企

業のネットワークそのものができていないのが現状でありますので，今後何かしらの企

業間でのネットワークが形成され，その中で，ご提案の協議会設置につきましても議論

されていくのではないかと思います。 

次に同じく 7ページの 24番指針案の 10ページでございますが，情報提供による居住 

支援について，引っ越しをしてきた外国人市民などへの生活習慣やルールなどの情報発

信を意見としていただきましたが，指針案 12ページの 1の 2の社会制度・文化や習慣の

理解のところで，生活習慣，ルールなどを知るための情報や機会の提供をあげてござい

ます。 

続きまして，25番指針案の 10ページ情報伝達網の現状と課題の最終の段，施策の方向 

の上になりますが，「情報提供をすることが必要です。」とした方がよいという，ご意見

でしたが，事業所との連携について，市が一方的に進めることは難しいため，断定的な

表現はさけさせていただきました。 

続きまして，26番指針案の 12ページ社会制度・文化や習慣の理解についての現状と課 

題の 1 行目，「異なるため理解できずに，それに伴い日本人市民と」という部分ですが，

ご意見のとおり，「異なるため日本人市民と」に修正いたします。 

8ページの 27番に移ります。指針案の 12ページ現状と課題の 3行目の括弧書きの部 

分ですが，病院への行き方や電気やガスの使用など他にもありますが，具体的で分かり

やすい例として記載をしています。誤解を与えるようであれば，括弧書きの部分を削除

することも考えられます。 

続きまして，28番指針案の 13ページの日本語の習得についての現状と課題の 4行目 

からでございますが，2つの文章に区切るご提案をいただきましたが，就労での日本語に

ついては，意識はたかまっているがそれだけではなく，生活者としての日本語が必要で

あるというのがこの文章の趣旨でございますので，文章を分けてしまうと，就労のため
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に日本語を勉強しようというものになってしまいますので原文のままでいきたいと思い

ます。 

つづきまして，29番同じ現状と課題の 7行目「日本語学習の場所や機会が少ないため」 

というところでございますが，一方的に企業を非難することはできませんので，現文ど

おりでお願いしたいと思います。 

続きまして，30番指針案の 14ページ通訳についての現状と課題の 8行目でございま 

すが，行政として，通訳を各地域ごとに配置することはできないため，ここでは通訳の

確保が必要と思われるという表現に止めさせていただきました。 

同じく 31番指針案の 14ページ最後，通訳職員の適正な配置につきましても，ボラン 

ティアではない通訳職員について，行政の裁量の中での適正な配置として上げさせてい

ただいてあります。 

以上で「コミュニケーション支援」につきまして，提案された意見とそれに伴う事務 

局の考え方をお示しいたしました。 

 

○委員長  事務局の方から，コニュニケーション支援に関する委員の意見に対する事務 

局の考え方を述べてもらいましたが，一つ一つの意見に対する細かい検討がなされた上 

での意見だと思います。その中で委員の意見の皆さんに意見をいただく前にひとつ審議 

していただきたい点が出てきましたので，意見書の 8ページの 27番を見ていただけます 

か。これは指針（案）の 12ページの現状と課題のところの 3行目になりますが，ごみの 

出し方，騒音の防止ほかと言うのが括弧の中に出ていますけれども，このままでもかま 

わないのですが，あるいは削除してもかまわないという意見のもとで，委員会で決めて 

いただきたいということでした。いかがでしょうか。このまま残した方がいいのか，そ 

れとも削除した方がいいのかということに対するご意見ありますでしょうか。 

 

○委員長  それでは特に意見が無ければ，事務局の方はそのまま残しても構わないので 

すか。それではこのまま残すということで確認よろしいでしょうか。意見が無ければそ 

れに賛同したということにさせていただきたいのですが。 

 

○委員  意見が無いとかではなくて，問いかけに考えている時間が，スピードが速くて 

ついていけないところがありますね。私はゴミ出しの事とかで団地でガイダンスをずっ

とやっているんですね。それでいつも出るのは私たちがいくら守っていても外国人がち

ょっとでもあると全部言う，でも，日本人の方にもいっぱいあるでしょうと，そういう

ことが頭にありながら考えていたので，どっちがいいというのは言えないなという感じ

はあります。実際，外国人の人たちが本人は分類しているつもり，だけど，今の四月か

ら変わったのにあってない，だから持って行ってもらっていないというのがいっぱいあ

って，悪意はないな，でも分類できていないから置かれているなというゴミがあるのを



12 
 

実際みています。それから日本人は外国人がちゃんとやっていないという意見をいっぱ

い言います。 

ガイダンスなどをやってきていて，いろいろ話を聞いていると，外国人の人がとって

も傷ついて困っている例などをいっぱいだされて，これは一方的に外国人が言われてい

て，悪質なのは実際は日本人の方が，私たちが入ったらちょっと怖いなと言う例がいっ

ぱいあるわけなんです。だからこれを入れるか入れないかという問題の前にいろいろな

思いがあってどう反応していいか，分からないという感じはありました。 

問題が無いわけではないと本当は思っていますし，どういう表現がいいのか，外国人

の集住している地域のいろんな抱えている問題というのは外国人のテーマだけではなく

団地の自治会の方などは高齢の方が多くなっているとか，構成員のいろいろな事情もあ

る中で，皆さん頑張っているし，そこを外国人だけの問題としてそこを解決しようとい

うようなアプローチの仕方では解決にならないのではないかということを思うと，ここ

がどういう表現がいいのかわからないなと。 

 

○委員長 はいどうぞ。 

 

○事務局  言われて見えることはよくわかります。当然，日本人の中でもルールを守ら 

 ないのはいっぱいおりますけれども，現在ここで議論をお願いしておりますのは，やは 

り，日本の生活文化になかなかなじめない外国人の方に対してどのようなサポートをし

ていくかという中での議論だと思いますので，日本人の部分は全く違うものだと，この

中で議論する必要が無いのではないかというように思っています。 

というのは，それは鈴鹿市のごみ行政の中で，日本人に関しても言っていくべきこと 

であります。ただ，外国人の方というのはわかりにくい部分がありますので，よりもう

少し，細かくフォローをするような形で進めていくのはどうかという考え方ですので，

決して問題が無いとはこちらも考えておりません。 

 

○委員長  日本の方のルールの悪さというのは別にしまして，やはり外国の方というの 

は違う文化，違う習慣というのを持っています。ここに来れば，これが正しいかどうか 

の認識が無かった場合，自分としては正しいと思ってやったのにこの社会のルールと合 

わないという問題をなるべく少なくさせたいという意味での表現なのですね。 

事務局から説明もあったとおり，ごみの出し方とか，騒音の問題だけではありません 

が，いろいろありますけれども，生活ルールという言葉だけ残すというのも一つなんで

すね，あるいはこれを外国の方とかが読んだ場合に，分かりやすくするためには，こう

いう例として残すというのも一つの言い方であります。 

最終的には委員の方々のご意見に従いますけれども，残した方がいいという場合も，

あるいは言いたいのは折角外国の社会から日本にいらしていただきましたので，なるべ
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くは知らない事を把握してもらえるような働きかけをしようかというようなことです。 

 

○委員  ゴミの出し方，騒音の防止という表現が 17ページのところにもまた同じように， 

居住について現状と課題の 4 行目に生活習慣の違いによりゴミの出し方や騒音などとい

うようにでてきます。読んでいて最初に仰られていたことと関係がありますけれども，

イメージとして非常にネガティブな印象を受けて，またあのことを言われているという，

そういうように捉えられるのではないかと。かつこれだけが問題のことのように矮小化

されてしまうかなという印象もあって，私としては削除されてもいいのではないかと考

えます。 

 

○委員長  その他，ご意見いかがでしょうか。 

 

○委員  モラルと日本のルールを理解できていないというのを混同されていると思いま 

す。モラルのことをここで議論していても仕方がないので，これは日本も共通したこと

です。だから一般市民の方はかなり混同されているのですね。ゴミ出しが悪い，だから

モラルが悪いと。理解していなくてゴミを出されるのに間違ってだされると。私はその

あたりの理解について，ここで書かれているので，情報を正しく伝達すると書かれてい

ますよね。だから情報の問題に絞って言われていますので，私は削除してもいいのでは

ないかと考えます。逆に誤解されるのではないかという気がします。 

 

○委員長  なるべく委員の皆さまのご意見を先にお伺いしたいと思いますが。 

 

○委員  私も削除されることに賛成です。これは外国の方にも見ていただくのですよね。 

鈴鹿市に在住している外国の方にも見ていただくための指針ですよね。先ほどお話があ

りましたが，ごみの出し方ということをめぐってですが，外国の方が傷ついているとい

う面もあると委員が仰ったと思うのですが，やはりマイナスイメージで決めつけている

危険性があるように私は受け取れるので。そういうことで傷ついたことがあるような，

在住外国人の方はここを読まれたときに，またこうみられるのかなと，さらにそういう

ように感じられてしまうのではないかなという気がします。 

 

○委員  これは外国人だけではないと思います。日本人が本当に多文化共生という意味 

が分かっていない人はこれを読んだときに，前回も同じ話をしたと思うのですが，外国

人がトラブルというようにとってしまうのが，外国人側だけではなしに，問題は日本人

側にどういうようにとれるのかということが大きいかと思います。 

さきほど言われたように，ここは外国人の事について，話合いをしているのですが， 

多文化共生というのは日本人プラス外国人なので，一緒にどういうふうにこれから社会
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をつくっていくのかというのが私たちの役目だと思います。日本人をそこから外したら

いけないと思います。 

 

○事務局  その考え方もわかるのですが，それをやりはじめますと，それはここだけの 

問題ではなく，膨大な，日本人はこういうことをするということを書かなければならな

くなります。 

 

○委員  それを書くのではなくて，どういうように表現するかによって日本人側の方が 

外国人はこういうように問題がいっぱい起きているのだなと，そちらのほうにいってし

まうということです。やはり一緒に生活していくのが，仲良く生活していくというのが

ひとつではないですか。 

 

○事務局  ネガティブな考え方をとる，あるいはポジティブな考え方をとるという両方 

 の考え方があると思います。外国人がこのようなことでハンディを持っていてなかなか 

 理解できなくて困っているのだな，だから何とか助けてあげなければならないなという 

 ポジティブにもとれますし，反対に先ほどから問題になっているようにこんな形に見ら 

 れてしまうというようなネガティブな考え方も出てくると思います。 

事務局としましてはこのことについて，皆さんのお考えで，統一をさせていただきた 

いというように考えます。 

 

○委員長  私の方で簡単な例を少し上げたいと思うのですが，大学ですので，いろいろ 

な国の外国人の学生がいます。住んでいるところが鈴鹿市と津市の境目ですので，ルー 

ルが違います。結局，前に鈴鹿市に住んでいて，津市に異動した場合，同じようなこと 

で，ごみ出しとかで問題になります。ここで，一番最初の指針の背景で説明があったと 

おり，ネガティブな表現をする必要はないと思います。しかしながら，知らないために， 

あるいは理解不足のために問題が起こるのはないようにしていきたいのですね。 

モラルが悪いというのは日本人であろうが，外国人であろうが同じでありますが，知 

らないためにと言うのはぜひ避けていただきたい。そのためであれば，私はなるべく言

わないつもりでいたのですが，皆さんの意見も伺いながら，私の個人的な意見も入れさ

せていただきますと，ここは削除したほうがいいのではないかなということですが，い

かがでしょうか。 

 

○委員  私も同じ意見なのですが，鈴鹿市内であってゴミの出し方というのは全部一緒 

かと言うと，例えば，会社が一棟丸ごと借りているアパートなんかですと産業廃棄物と

同じように何でもかんでもひとつにして出している。そうしますとゴミの出し方の指針

が，行政の施策の中で実は分かれていると，亀山から鈴鹿へ来た時に出し方が違うよう
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に，鈴鹿の中でも実は一般の住宅から生活の中で出てくるごみでも集積所によって出し

方ルールがありますが，先ほど言ったように全くそういうふうにしていないところもあ

る。その人たちがそこからでれば，一般のごみの出し方があまり分かっていない。ここ

に混同される。だからこれははずすべきと考えます。ただし，これは指針でガイドライ

ンですから，次に実施に移す時にはそれぞれの行政施策がありますから，そこで推進の

ための具体的なことをきちっと謳ってもらう，あるいはこちらから発信する時には細か

くやることを書きあげる。ここではそこまで細かく踏み込む必要が無いのではないかと

いうのが考えです。 

 

○委員長  ありがとうございます。それでは委員会の委員の皆様の意見をまとめさせて 

いただきますと，これは削除するという方向の意見が強いのですが，いかがでしょうか。 

 

○委員長  それでは削除させていただきます。時間がかかって恐縮なのですが，それほ 

ど長い時間がありませんけれども，ここまでの委員の意見番号としては 31番までのまで 

の全体のところであと何かありますでしょうか。事務局のほうからそれぞれの意見を細 

かく確認しながら最終的にはこうしましょうという提案がありましたけれども，先ほど 

委員のかたからの意見もありましたけれども，今，これを全部決断しようというのはつ 

らいことだと思うのですが，今，何かご意見等ありましたら，ぜひお願いいたします。 

 

○委員  これは企業の関係の件ですが，今先ほど言われたのは鈴鹿市と企業とはあまり 

密接に，これは鈴鹿市だけの問題と，市の問題だと。企業とは別の問題だと言われたの

ですが，実際に就労されてみえる方は 8 時間就労として，寝ている時間が 8 時間だとし

たらですね，生活の半分以上は企業におられるわけですね。それで，企業もその方にい

ろいろ助けられて，それで生産されているわけですね。だから切っても切りはなせない

ものを，この指針の中に盛り込まないというのは，この指針を動かしていくのに非常に

難しいものではないかと思うのですが。そうはいっても今後やっていくということは言

われたのですが，そういった議論がされることは非常に重要なことだと思います。 

 

○事務局  企業の関係ですが，今，言われたようにほとんどの時間を企業で勤めている 

ということで，非常に長くおられると思うのですが，鈴鹿市の指針でございますので， 

市が，行政がどこまでできるかという範疇がございます。それに対して検討させていた 

だきまして，市として企業と関われる点では啓発ができます。 

  ただし，今回意見として提出していただいた具体的な事業所連絡協議会の設置につい 

ては，指針ということで，方向ですので具体的な中身とは異なりますので，方針的に啓 

発と言う形で全体的に統一させていただいております。 
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○委員  かなり踏み込んで書かせていただいたのですが，情報を徹底させるというのは 

企業の方に協力いただくと。例えばパンフレットでも，今市報で出されていますが，そ

れを企業にお願いすれば，伝達できるといいますか，指導とかそういう意味ではなしに

単に情報を徹底させるという意味で協力願うというそういう意味で使っております。 

 

○事務局  ほかのところで，情報網の構築といったところで，企業，事業所等を利 

用することを検討してはという発信方法も入れさせていただいております。 

 

○委員  企業について，派遣会社もありますが，それも含めて一番効率のいい情報提供 

をされてはどうかなと思います。 

 

○事務局  そうですね。将来的に情報を発信すること構築していくのがこれからの問題 

と考えます。 

 

○委員長  詳細のところで申し上げますと，企業で働く場所だけではなく，例えば学校 

とか大学などそういったところも含めてのことだと思いますけれども，たくさんの人々 

を抱えているようなところでも協力，連携が将来的には必要であるかと思います。 

 

○委員長  私として提案したいのは，そろそろ意見書 31番のところぐらいまでの議論を 

終えたいと思うところでありますが，あと，2本柱が残っているわけなのですが，非常に 

短い時間で恐縮でありますが，あとどうしてもというご意見等あれば，それをもってコ 

ミュニケーション支援の議論を終わらせていただきたいと思うのですが，何かあります 

でしょうか。 

 

○委員  通訳のところですが，通訳の人の役割というのが，言葉を右から左へというの 

が通訳の人の役割ですけれども，自分の意思でコーディネーター的なことを鈴鹿の通訳

さんがやるわけではないかと思うのですけれども，そういう人たちの存在というのが，

やはりかなめになると思います。そういう人材の育成について，ここでのボランティア

であるとか，かなり個人のいろいろな問題に入っていくという人たちの，言葉を右から

左へという存在での表現かと思います。でも，あいだに入っていろいろな人達の事を把

握する。そして，いろいろな判断を求められるわけです。あいだにはいるということで。 

そういう通訳としての存在について，あり方についてその人たちの研修であるとか， 

 育成であるとか，正規の職員さんではないですよね。ちょっと一般的に言われているの

と存在が違うかと思うのです。そういうのではなく，もう少し通訳と言う人材をどうい

うふうに行政が位置づけるかということをもう少し入れていただきたいなと思います。

ここに書かないまでもそういうことがもっと検証されないかなと。 
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○委員長  事務局の方で何かご意見ありますでしょうか。 

 

○事務局  この通訳の中には通訳ボランティアと，市の今配置している通訳と二つ入れ 

させていただいておりますが，ひとつがこの 14ページですが通訳ということでさせてい 

ただいておりまして，もう一つはまちづくりのほうでもございますけれども，地域での 

そういう繋ぐという項目が入っておりまして，そのような形で表現させていただいてお 

ります。ここはコミュニティということで，通訳を確保するというコミュニティの支援 

として入れさせていただいております。 

 

○委員長  それではどうでしょうか。時間的に押してまいりましたので，コミュニケー 

ション支援についてはこの辺で議論を終了させていただきまして，まだどうしてもとい 

うことがあれば，事務局のほうに再度いっていただくということで，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。それでは，修正のあった部分については，次回の 

会議までに修正をお願いしたいと思います。それでは，第 3章の三本の柱のうち，ニ本 

目の生活支援の項目に移ります。事務局からお願いします。 

 

○事務局  一覧表の 9ページ 32番からでございますが，教育に関する記述でございます

が，ブラジル人学校に通学する子どもたちや不就学の子どもたちについての実態把握と

方向性についてのご意見でございますが，義務教育適齢期の児童については，不就学調

査実施結果を資料で追加をさせていただきました。取組の中で不就学に対する対応につ

きましては明示しました。ただブラジル人学校など行政の範囲を超えたものについては，

今回の指針の中で取組や方向性を記載することは控えさせていただきたいと考えており

ます。 

続きまして，33 番につきましても，外国人の就学前の児童数等についての把握につい

てですが，ブラジル人学校や無認可の保育所へ通う子供もたくさんみえることから，ご

提案いただきましたが，把握できないのが現状です。 

つづきまして，34番指針案の 17ページ保育環境の充実の中での外国人保育士の育成，

採用ですが，採用に関しては鈴鹿市では国籍条項がないことから，すべての人に門戸が

開かれております。育成というお話も出ておりますが，一部の職種に限定した育成をお

こなうことは困難と思われますので，今回の指針の中ではそのことについてはいれさせ

ていただいておりません。 

つづきまして，35 番保育所の通訳職員の配置でございますが，ご指摘のとおり，鈴鹿

の保育所に関しましては 5 名の通訳職員を現在設置して，市内の保育所を巡回して対応
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してもらっております。 

つづきまして，36 番指針案の 1６ページの保育についての現状と課題の中の下から 5

行目の部分で「日本語での情報発信のため保育情報がうまく伝えられず」に変更のご意

見をいただきましたが，簡単な日本語であれば，伝わることもあるので，ここでは，日

本語力にも問題があることを伝えるための表現にしてございます。 

つづきまして，37番指針案の 17ページの居住についての現状と課題ですが，「賃貸住

宅に居住していますが，契約書等内容を理解せず」と部分に契約書が「日本語であるた

め」という追記のご意見をいただきましたが，先にも説明がありましたが，日本語が理

解できる外国人もいるために，原文のとおりとさせていだきたいと思います。 

同じく，38 番同じところで，「問題が生じることが発生しています。」に修正のご意見

ですが，生じるという言葉が発生と重なるため，現文どおりでお願いしたいと思います。 

同じように，一覧表の 10ページ 39番指針の続きの 6行目に関しましても，発生と生

じるという同じ意味の言葉が続くことにより，原文どおりでお願いいたします。 

指針案のその続きになります「このようなことから」につきまして，意見一覧の 40番

になりますが，ご意見のとおり，このような中に修正したいと思います。 

つづきまして，41 番指針案の 18 ページ労働についての現状と課題の 2 段落目間接雇

用は不安定でまた，社会保障制度やという部分で「突然の解雇を言い渡されたり，不当

な扱いを受けたりといった状況」を付け加えるご意見をいただきましたが，こういう事

象は耳にはしますが，一般的な事例として説明できるだけの資料がありませんので，今

回の指針の中では，加筆しない方向で考えております。 

つづきまして，42番指針案同じところの 8行目になりますが，こちらについても語尾

の話になりますので，語尾については，事務局で統一をして再度，提出したいと思いま

す。 

続きまして，43番指針案の 21ページになります。防犯，交通安全について，運転免許

取得のための試験をスペイン語とポルトガル語で実施してはどうかというご意見ですが，

自動車免許に関しましては，三重県の対応となっておりますので，今回の鈴鹿市の指針

の中にはなじみませんので，ご了承いただきたいと思います。 

以上が柱の 2本目「生活支援」についてでございます。 

 

○委員長  事務局のほうから，生活支援に関する委員の意見に対する事務局の考え方， 

 解釈を述べてもらいましたが，いかがでしょうか。さらに追加意見や，先ほどの説明に 

 対する意見などあれば，お聞かせいただきたいと思います。いかがでしょうか。 
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○委員長  行政としての立場を考えて言葉を十分考慮しながら書かなければならないと 

いうこともありますね。それから先ほどの事業所に対しての書き方と同じように強制力 

を持てるか持てないかということでもいろいろと配慮しなければならないわけです。し 

かしながら，そういう意味で指針というのは具体的な計画ではなく，大まかな大枠，全 

体の枠なのですね。そういう意味ではなるべく問題とならないような表現の仕方のほう 

が望ましいかと思います。 

 

○委員長  いかがでしょうか。突然聞かれると難しいと思いますので，時間を少し取り 

ましょうか。何かあればお願いします。 

 

○委員  労働について 18ページのところなのですけれども，先ほど説明のありました， 

間接雇用は不安定でまた社会保障制度や福利厚生制度など働く者の権利を行使できない

と書かれているのですけれど，間接雇用でも基本的に社会保障制度や福利厚生制度等は

法制度としてあるのではないでしょうか。それで，行使しにくいというのであれば，理

解できるのですが，行使できないといわれると，そういう会社が全然守っていませんよ

と言っているようでどうかなと思います。 

 

○委員長  事務局の方からお願いします。 

 

○事務局  先ほどご指摘のありましたように行使できないというのは行使しにくいとい 

う表現の方がいいかと思います。 

 

○委員長  ありがとうございます。その他何かありますか。 

 

○委員  労働のところで，外国人の労働イコール製造業のようなところが全体に多いか 

なと思うのですが，いま，11月から 3月まで三重県の事業で日系人の介護ヘルパーの養

成講座をやるのですけれども，これでまた，ヘルパー2級を取った人が 60人目が鈴鹿で

誕生するということで，実際，四日市，鈴鹿あたりでは 100 人ぐらいが介護ヘルパーの

仕事に入っているわけなんですね。日本語教室を経て私たちのやっているセミナーにも

参加して団地のガイダンスもやって地域のリーダーにもなってそういう就労につくとい

う動きも，共生の担い手となる人たちも確実に鈴鹿では増えているので，就労の支援と

かでも製造業だけを念頭にしたものではなくて，鈴鹿市の社会福祉協議会の人たちとか

も，わいわい春まつりに参加した日系人の人たちも福祉の方ですごく活躍されてみえま

す。そういうあたりも念頭に入れて何か表現していただけたらと思います。 
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○委員長  現在までは製造業というのが非常に多いわけなんですけれども，今の発言と 

いうのはこれからは他の業種の方にも就職するのではないかということで，そのあたり 

はどうするのかということなんですね。何か事務局のほうから意見はありますでしょう 

か。 

 

○事務局  労働のところで書かさせていただいているのは現状と課題ということで，製 

造業と書かさせていただいたのは，追加資料にありますように，一番就労してみえます 

のは製造業でありまして，その実状を書かさせていただいております。今後，各種の広 

い就業の内容については機会の確保と言うことで取組み方針の中に入れさせていただい 

ております。 

 

○委員  今，そうやって頑張って日本の社会に必要とされる場所に架け橋となっている 

人がいるということをこういうところを通じて鈴鹿の日本人の人たちにもっと知っても

らうということで入れていただけないかと。 

 

○委員長  今仰ってみえたことは全国的に見ても，業種とかは多様化していくと思いま 

す。けれども，この現状と課題というところでは，少し文面を読まさせていただきます

と，外国人の雇用形態は主に請負や派遣などの間接雇用で製造業などの現場で就労して

います。現状はここで述べているわけなんですね。確かに多様化はしつつありますし，

それから単純労働，派遣だけではなく，専門職にも外国の方も以前と比べると増えつつ

あります。そこまでのことを反映させることはできますか。 

 

○事務局  現状と課題の最後の 3行のところで，経済のグローバル化に伴い多様な人材 

の確保，地域での多文化共生の役割を担う人材の確保という形で方向としてまとめさせ 

ていただいておりますが。 

 

○委員  外国人生徒が地域で就職できるとありますけれども，役割を担う人材という意 

味では製造業から日本語を学んで技術研修を受けてというように大人も地域で別の形で

活躍する人が出ているので，そこにもう少し何か，やはり，これがでて何年かするころ

にはもっとそういう人材が育っているので，その芽というのは今回に入れていただける

と，ポルトガル語とかでこれが出た時に外国人の人たちも自分達の事だと感じるのでは

ないかと思います。 

 

○事務局  指摘のように外国人生徒という印象を受ける可能性がありますので，全体の 

ことを表現したつもりですけれども，外国人生徒というのを抜かさせていただいた方の 

が今の流れですといいのではないかという感じもしております。 
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○委員長  それではただ今の提案についていかがでしょうか。外国人生徒というのは省 

かさせていただくということについて。 

 

○委員  賛成したいと思うのですが，経済がグローバル化する中という壮大な表現の中 

で，外国人生徒がといきなりくると，即戦力としていきなりそういうことができるのか

と私も思いますので，やはり仰るとおり削除していただいて，先ほど言われたように介

護の分野なについて入れていただいた方が現実的かなと思います。 

 

○委員長  それもまた，介護というように限定する必要もないのではないかと思うので 

すが，例えば，他の業種といった言い方をするのであれば，多様化するという意味での 

表現の方が望ましいかなと。 

 

○委員  製造業ということではなくという表現ですか。 

 

○委員長  はい。製造業だけではなく，多岐にわたる業種ということで。  

 

○委員長  提案の趣旨は理解いただいたと思いますので，事務局の方で細かい言葉を検 

討のほどお願いします。 

 

○事務局  原案の方をもう一度考えてみます。 

 

○委員長  お願いします。そのほかいかがでしょうか。   

 

○委員  一応確認なのですが，指針の 17ページのごみの出し方の問題について，２の３ 

の現状と課題の 4行目，ごみの出し方と騒音の防止などの削除ということでよろしいで 

すか。 

 

○委員長  はい。17ページの２の３の 4行目について，先ほどと同じようにゴミの出し 

方や騒音などというところについて，削除させていただきます。 

 

○委員  それからもう一点，ちがうことですがよろしいでしょうか。 

 

○委員長  はい。どうぞ。 
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○委員  15ページの方に戻って，教育についてというところなんですが，現状が良く分 

かっていないところがあるのですが，文章を読むと幼稚園が出てこないのですが。市内

の小中学校また保育園というところはあるのですが，幼稚園の現状などはどうなのでし

ょうか。これは対象外ということになっているのでしょうか。幼稚園も教育機関ですの

で，そのことについてもきちんと明記された方がいいと思います。 

 

○事務局  教育委員会にそのあたりのことを確認します。 

 

○委員  在籍していると思うのですが。 

 

○事務局  そのことも含めて確認して，課題があるのかないのかあわせて確認したいと 

思います。 

 

○委員  そこは実は幼稚園だけではなく，保育所などを含め，就学前ということで捉え 

ないといけないと思います。特に公立幼稚園についてはその中のごく一部ですから，把

握しきれない部分があると思います。つまり教育委員会だけでなく福祉，または私立な

ど民間も含まれることから，教育委員会だけでは書けない部分があります。 

 

○事務局  最後にもう一度確認をさせていただいて。 

 

○委員長  それでは確認していただくということで。 

 

○委員  全体にかかるところになりますが，現状と課題のところで，例えば，なになに 

を検討していく必要がありますとか必要と考えますとか書いてあって，確かにこれはや

りますということになると努めますという表現がだされているのですが，どれが行政が

これはやろうとしている，それともこれは行政として関わらないけれども考えている程

度というように，表現が分からない点があって，どちらなのかというのがよくわからな

い表現が多いのですが。課題のところに必要と考えますと言っていても，先ほどは企業

との関わりは行政としてはやりませんとなっていたり，やりますというものでも必要と

考えますと言っていたり，少しよくわからないのですが。   ・ 

 

○事務局  事務局の方で語尾も併せて再チェックをさせてください。 

 

○委員  これはどちらなのかというのが読んでいてよくわからなかったもので。 
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○委員長  文章を書くときには行政のパターンがひとつあるわけなんですね。そのパタ 

ーンに沿って書いていると思うのですが，一度全体をチェックしていただいてその辺の 

確認を再度お願いいたします。 

 

○委員長  他にありますか。 

 

○委員  居住のところなのですが，現状と課題で外国人市民の多くが賃貸住宅に居住し 

ていますが日本語力が十分でないため契約書が理解できずに契約の時などにトラブルが

生じることがありますということが最初に充て，日本語力が十分でないためにそういう

契約の問題が生じるということは，賃貸住宅だけではなくて，住宅を購入している人た

ちもあるわけですね。ですから，全般の問題，賃貸住宅だけではなくて，契約の問題と

いうのは賃貸でも住宅を購入した人でも起こっていることなので。また，割と鈴鹿の中

でも住宅を購入して定住したいという人は多いので。そして，住宅を買ってローンが払

えなくなっていなくなった人の話とかも聞いていますので，それはその人個人だけでは

なく，銀行とか不動産屋とかいろいろな地域の経済にも問題があるわけですけれど，賃

貸住宅に限らない表現の方がいいのではないかと思います。 

 

○委員長  ここは問題が一番多いところを書いていると思うのですが，仰るとおり契約 

の意味からみると同じ事ですが，最初のところから，外国人市民の多くは賃貸住宅に居 

住していますが，というところはなくてもいいように感じますが。誰でも言葉の問題で 

契約書をちゃんと理解できないための問題があるという表現か，残した方がいいのか， 

その辺について事務局の意見はどうですか。 

 

○事務局  確かにこの賃貸住宅に居住という表現は住宅課が関わっているためと思われ 

ます。念頭には賃貸住宅しかないかのように思います。言われるように定住化がありま

すので，この部分を除くのがいいかなと思います。 

 

○委員長 文章としては日本語力が十分でないためというところから始まっても差し支え 

はないような感じは受けます。 

 

○事務局  冒頭部分を抜くとここは居住についてだけのところですので，契約から入り 

ますと，居住以外の売買契約とかも入りますので，表現を少しかえさせて頂いて，住宅 

は入れさせていただくという形で検討させていただきたいと思います。 

 

○委員長 居住に対する契約ということですね。それでは訂正の上，提示してもらいたい 

と思います。 
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○委員  市営住宅の地域で課題を話し合い，相互の誤解や認識不足の解消に努めている 

というのをやっている当事者になるわけですけれども，認識不足の解消やトラブルの解 

決だけではなく，交流とかお互いが仲良くなる機会でもあります。そこらへんも入れて 

ください。表現は事務局にお任せしますので。 

 

○事務局  コミュニティのところに入れさせていただいております。ここは居住につい 

てのところですので，こういう表現になります。 

 

○委員  ガイダンスに関してはですね。認識不足や誤解や問題の解消だけではなくて， 

コミュニティづくりの役割もすごくあります。 

 

○委員  今言われたここと担当の部分が書いてあることがあまりあっていなくて，居住 

の部分も，コミュニティの部分も支援住宅の担当の者が書いているとこういうものにな

るおそれがあると思います。 

 

○委員  市営住宅の担当の人はいつもこれに出ているわけですから。 

 

○委員  コミュニティ分野の部分を書くところと，市営住宅の分野を書くところがある 

のに，そこにコミュニティの部分を一緒にとりこんで書いているから，どうも不自然な

ところがあると。これを一回整理してもらった方が分かりやすいのではないかと。 

 

○事務局  22ページの真ん中よりやや下段のところに地域づくりの意識づくりの中にさ 

らに外国人市民が多く居住する市営住宅では，NPOの協力を得て，日本人市民と外国人

市民による懇談会を開催し，相互の意見交換をはかっています。とこちらの方で表現さ

れているところはあるんですね。 

 

○委員  現状と課題というところではそこのコミュニティの担い手になろうとしている 

外国人の人たちもいるわけですから，そういうここのマイナス部分的な問題があってそ

この解決に努めていますということばかりではない事を，ここにも入れてほしいと思い

ます。 

 

○委員長  委員の言ってみえることはわかっていただいたと思いますので，そこのとこ 

ろと，今仰った 22ページのところについて内容と整合性を考えて再度提出していただく 

といいのかなと思いますがいかがでしょうか。 

 

○委員長  それではそうさせていただきます。 
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○委員  ひとつだけ確認ですけれど，17ページのいま議論された最後のところ，あん 

 しん賃貸支援事業について，あんしんは平仮名表記でいいのですか。 

 

○事務局  こういう固有名詞となっています。 

 

○委員  こういう使い方ですね。分かりました。 

 

○委員長  ありがとうございます。それでは残りが 20分ほどしかないのですが，少しだ 

け延長させていただいて，最後にも 30分ほど取りたいと考えているのですが，この辺で 

生活支援について終わらせていただいて，次のところに進めさせていただきます。それ 

では，三本目の柱，多文化共生の地域づくりの項目に移ります。事務局からお願いしま 

す。 

 

○事務局  意見一覧の 10ページをご覧ください。44番 指針案の 23ページ取組方針の

最初のところ，広報紙などによる意識啓発についてでございますが，メディアの活用を

入れてはどうかというご意見をいただきました。現在，メディアに関しまして，記者提

供等情報の提供もおこなっています。今後も記者クラブ等へは積極的に情報提供してい

きたいと思います。 

つづきまして，45 番国際交流協会の充実についてご意見をいただきました。指針案の

23ページ（2）の多文化共生・交流活動の拠点づくりのところでございますが，ご意見ど

おり，国際交流協会は多文化共生・交流活動の拠点として，重要な役割を担ってもらっ

ておりまして，現在の限られた予算の中でがんばっていただいております。それで今後

も協会の充実は図っていきたいと思います。 

指針の書き方として，地域づくりの拠点ですので，活用という表現をさせていただき

ました。 

つづきまして，一覧表 11ページに移りまして，46番指針案の真中どころ，多文化共生・

交流活動の拠点づくりの現状と課題の最初の段落 2 行目誤解が生じ，問題がとなるとい

う部分ですが，ここでいう，誤解や問題は交流が少ないことにより，日本人市民と外国

人市民が理解し合うことができないということをさしているので，「交流できる場所や機

会が少ないため，」のあとに「相互に理解できず，誤解が生じ，問題となる」というよう

に修正したいと思います。 

続きまして，47番指針案の 25ページ外国人市民の人権についてでございますが，現状

と課題の 2行目誤解や偏見が生じることがあります。というところですが，「発生してい

ます」の方がいいのではというご意見をいただきましたが，発生ということばにはよく

ないイメージをしてしまうことから，指針からはさけたいと思います。 

続きましては，48 番 26 ページ 3 行目の多文化共生の意識づくりの啓発のところで，
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日本人の意識づくりの加筆のご意見をいただきましたが，ここの章は外国人市民の参画

のところなので，日本人の意識づくりについては，指針案の 23ページの地域住民の意識

の高揚についての取組方針の中で広報紙での意識啓発，講演会の実施や，異文化理解の

中で伝えていきます。 

つづきまして，49番も同じく外国人市民の意識についての中での取組になりますので，

ここでは，外国人市民の現状や課題の把握に努めるためのアンケート調査となっており

ます。市の方向性を示す指針となっております関係上，詳しい内容については記述いた

ませんが，現在，日本人に対するアンケートも外国人に対するアンケートもとっており

ます。今後もできるだけ幅広くアンケートは取っていきたいと考えております。以上が，

「多文化共生の地域づくり」についてでございます。 

 

○委員長  何度も申し上げているとおり，膨大な資料との照合ということもあり，すぐ 

最終決断するというのは難しいかもしれませんが，事務局のほうと私のほうで少し内容 

を確認させていただいた上での今のような説明であります。皆さんの方でそれも踏まえ 

まして，そのほか何かここはどうかというご意見等あれば，再度お願いしたいと思いま 

す。 

意見番号は 44番から 49番までの内容となりますが，いかがでしょうか。 

 

○委員  アンケート調査というのは，今はどういうアンケート調査を取っているので 

しょうか。例えば，ごみの問題とかいろいろありますよね。今ここにおられる方は国際

化というか，外国人の方の理解が深い人ばかりだと思います。実際に指針を作れば，こ

の指針を実行するのは市民の方ですから。そこに非常に大きなギャップがもしあるとす

れば，大多数を占める市民の意見を反映させる必要があると考えます。そのためには日

本人のアンケートというのは非常に重要だと思うので，そういった調査をもとにこれを

つくられているのであればいいのですが，いかがでしょうか。 

 

○事務局  アンケートを取らさせていただいているのですが，第 1回の委員会の資料の 

中に，日本人に向けてのアンケートの内容としましては，多文化共生のアンケートを 4 

年続けて日本人の方にとっております。ただし，市役所の市民課のロビーのところで 100 

人程度とっている状況です。それに基づいて，これは日本人にも外国人にも両方とって 

おりますけれども，多文化共生の意識をポイントにして 4年間取っております。これが 

今現在におけます，日本人の調査でございます。 

 

○委員  どこになりますか。 

 

○事務局  以前にお渡しした参考資料の最後のところになります。22ページになります。 
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○委員長  それでは書類で確認をしていただいて，そのほかに何かありましたら。 

 

○委員  ２５の３の２のところに，グローバル化が進展する中というくだりで１6ページ 

にも経済がグローバル化する中というのがあって，多文化共生の指針の策定のところで

もグローバル化するからというのがいろいろあります。それで，自分が活動していて思

うのは，人口政策として，少子化，人口が減少していく中で外国人の人たちの存在とか，

労働力の確保として動いていくという人口政策という視点が今回の指針であまり表現さ

れていないと思います。経済のグローバル化ということで少しかっこいい気がするので

すが，実際は現実として人口政策として外国人の人達と一緒にやっていく社会をつくら

ないといけないという感じかなと自分としては思っていて，そのことについて市として

はどのように考えていますか。 

 

○事務局  人口政策についてはこちらの方には強く含まれておりません。というのは  

いろいろな考え方があるかと思います。先日，市では男女共同参画研修というのを実施

したのですが，その中で，女性が専業主婦をされているということが結構多いのですね。

それをもっと活用すれば，外国の方を日本に招かなくても十分にやっていけるというひ

とつの考え方もあります。人口政策そのものが国の大きな政策の中で進められておりま

して，国の方針に対して市の指針として述べることはしておりません。 

 

○委員  どのような考え方か聞きたかったので，分かりました。 

 

○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  指針案の 28ページの一番最後になりますが，質問になります。外国人市民の 

相談窓口ということで，今どこがありますか。充実に努めますということですが，現状

で，例えば，最近経験したことで，病院へ行くのですが，患者さんの呼び出しなどで，

いかにも南米系だなというお名前を呼ばれている方もたくさんいらっしゃるのですが，

あの方たちはどのように情報を得て，ここにこの病院があるからといってここにいらっ

しゃったのかなと。少し疑問に感じたのですね。そうやってみてみると，中央病院の中

のすごく公共性の高いどんな方でも必要な機関だと思うのですが，その中にポルトガル

語表記であるとか，スペイン語表記であるとか，中国語，韓国語といった表記が何もな

くて，あの方たちが在日外国人の方達のネットワークがもちろんあるとは思うのですが，

もし，それが無かったら，急に病気になられたときにどうされるのだろうと思いました。

また，定住化が進んでいるということであれば，子どもさんもたくさんみえますし，特

に子どもの病気などは特に緊急性が高いと思いますので，相談窓口という時に医療のこ

とと関係してですが，医療機関の情報も含めてどこまで親切に鈴鹿市はなっているのか
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と少し疑問に思ったのですが。だから相談窓口があちらこちらにあるとか，例えば，公

民館であるとか，昔でいう出張所，今の地区市民センターとかへ行けば，どういうとこ

ろにどういう病院があるよというのをすぐに教えてもらえるのかどうかということを確

認したいと思います。 

 

○委員長  では，事務局の方から。 

 

○事務局  窓口としまして，まずこれは市の指針ですので，今現在，市としましては市 

民対話課になります。ここに通訳を置きまして，市に対する内容に対してはここで対応 

させていただいております。ただ，細かい内容となりますと，病院でしかわからないも 

のですから，このことについては市としては対応が難しいところです。病名などを言わ 

れると病院でないとできない事になります。医療の機関は書いてないですが，生活ガイ 

ドというものを市民課の外国人登録のところにおいてありまして，大まかな内容を書い 

た冊子をおかさせていただいております。 

 

○委員  例えば，医師会とタイアップして医師会のホームページがあると思いますけれ 

ども，そういうところへ分かるように市から働きかけるというか，協力を得ようという

ことはできないことですか。 

 

○事務局  医師会の場合は福祉の部局が窓口になるのですが，啓発的な話になろうかと 

思います。 

 

○事務局  余談にはなりますが，以前も市民対話課の方で，日本語ができないから通訳 

     を派遣してもらえないかという話はあったのですが，私どもが通訳としておいているの

は，市役所におみえになった方，市行政のための通訳としておいているのであって，庁

外へ派遣するというものではありません。もし必要であるというのであれば，その病院

等で確保していただきたいものでありますし，できないのであれば，今 NPOでみえてお

りますけれども，そういうところにお願いするという方法をこちらの方でご紹介させて

いただいたりしております。 

 

○委員長  これは二つの側面があろうかと思います。ひとつはサービスという側面。も 

う一つは，もしかするとこれは言葉が適切ではないかもしれませんが，ひとつの商売と 

してです。愛知県の名古屋市あたりですと，正式に雇っているところもあれば，そうで 

ないところもあるわけです。結果として雇っている病院の方がたくさんの患者が行って 

いる現状は見られます。おそらく，今どこでも外国の方が増えたということも，医師や 

病院も把握していると思いますので，数が増えると，そういうサービスの充実化という 



29 
 

ことには踏み入るのではないかと思いますが，現状では必ずしもそこまで至っていない 

ということは感じております。市としてはなるべく呼びかけをするということにつなが 

っていけばと思っているところでございます。 

 

○委員  2ページの 4番目でそのことについて指摘させてもらっているのですが，場当た 

り的な対応を今されてみえるかと思いますが，もっと体系的に生活支援マニュアルのよ

うなものを作っていただいて，入国されて外国人登録をされますので，その時にひとつ

のマニュアルのようなものを，例えば，病気になったときはどうしますであるとか，例

えば，入学の際はどうするかといった，それを見れば今の病院の問題であるとかも解決

するようなものはあるのですか。 

 

○事務局  市に関係するものですね。生活の中でも支援するもので，国が支援するもの， 

県が支援するもの，市が支援するものとあります。その中で市が支援するものというの 

はこの生活ガイドの中に載せております。しかし，市が関係していないものをどういう 

ように取り扱っているかというと。 

 

○委員  実際に支援するということではなくて，どこに聞けばいいのか，そういうもの 

でいいのですが，国の支援について紹介するとか，困ったときにそれを見れば，分かる

というものですが。 

 

○事務局  こちらの生活ガイドブックについて，詳しいところはその担当課というよう 

に課まで書いてございます。 

 

○委員  その担当課とか，担当者とかですか。 

 

○事務局  はい。担当者までは書いてありませんが。 

 

○委員  それは外国人登録する際に渡しているのですか。 

 

○事務局  外国人登録の前においてあります。 

 

○委員長  それは鈴鹿市の場合，多言語なんですね。ポルトガル語，スペイン語，英語， 

ルビ付き日本語となっているんですね。 
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○事務局  それとこれは簡単な見出しとなっていますが，もっと詳しいのはホームペー 

ジにあります。福祉の関係や地震なども日本語のホームページを翻訳して詳しく書いて 

あります。 

 

○委員  委員の先ほど質問のあった医師会の問題もまだあるかと思います。私も健康づ 

くり課へも関わっておりましたが，あまり外国人の視点で，あるいは弱者の視点でしっか

り医師会と市がタイアップすることが足らなかったと。そこで，健康づくり計画というこ

とで，進めていこうと。例えば，日本人の場合ですと，かかりつけの病院であるとか，か

かりつけ医というのが非常に近い関係でありますけれども，そこをきちっと進めていこう

と思うと，ガイドマップのようなものが本当はあるといいと思います。災害の場合だと，

災害マップであるとか，避難所であるとか。そういうものは日本人向けに作られたものを

ただ翻訳しているという状況で，本当に外国人に分かるメディカルマップとなると，生活

ガイドにいれるとか，生活オリエンテーションのときに渡すとか，利用しやすいように，

見てわかるように少しづつ変えていかないと，何もかも書かれたものを一冊もらっても何

が何だかわからないので，必要な分を整備していくといいかなと。まだまだそこのところ

は行政も他のところも，まだしっかりその溝の部分を埋めるところまでいっていないし，

もっとこういうものをガイドラインを作ってやりましょうと言ったときにここから，例え

ば，生活安全部はそれをやっているけれども，福祉の方も同じ視点で見てくださいという

ようにやっていかないとなかなか，その溝の部分は誰もやらない，現実にはそういう問題

はたくさんあるような気がします。 

 

○委員  実際に外国語でたくさんいろいろなものが発行されているんですね。でも， 

実際にそこを翻訳しただけでは全部わかるわけではないし，実際にそこに書いてある電

話番号に電話して，相手が日本人だと，そこで全く通じなくなってしまう。だから何が

必要かをきちんと考えて，つくっていかないと意味がなくなるということも考えながら

つくっていかないと。市民対話課に尋ねたら，ポルトガル語，スペイン語が分かる人が

いて，愛伝舎に来たら言葉が分かる人がいて，そこでどこに行けばいいのか，ちゃんと

案内してあげるように地域全体でつくっていかないと。外国人だからと本を全部渡して

解決できるわけではないし。そこで，つながりという意味では言葉が分からないからそ

こに来たわけなので，そういう人とどういうふうに上手につながっていくかが私たちの

役割だと感じます。 

 

○委員長  指針の方では事業所への呼びかけという意味での書き方があろうかと思いま 

すが，それは非常に大事なことだと思います。ここにきているすべての外国の人がどこ 

かの組織にはつながっているわけです。例えば，それは学生であれば，学校。従業員で 

あれば会社であったりするわけです。いま，主にどこに相談していいのかわからないと 
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いうのはそのつながりが非常にみえないというところだと思うのですが，その場合には 

少なくとも市の窓口に相談するとある程度の情報が得られると。情報というのは，今は 

インターネット情報時代で，すぐ検索して，病院がどういうところがあるのかとか，ど 

ういう担当があるのかわかるわけですけれども，それにはやはり日本語力というのが必 

要とされるわけです。日本での生活を楽しむためには語学というのは非常に，これは日 

本の社会に限られるものではありませんがどこの社会においても，その社会の情報が良 

くわかる言葉の習得というのは非常に大切なことだと思います。そういう意味では語学 

能力が低い場合に事業所という言葉で表現されたような組織の方からの手伝い，どこも 

なかった場合には市役所へとした方がいいのかなと私は思います。 

 

○委員長  それでは，皆さんの意見の 49番のところまで，少しは議論していただけたか 

と思いますが，時間が若干超過しておりますが，ここで，発言をされていない方はぜひ 

これを聞きたいというのがあれば，時間をちょうだいしたいと思うのですが，いかがで 

しょうか。 

 

○委員長  それではないようですので，今日，議論の中でいろいろと訂正すべきところ 

も指摘されたところもあります。その辺あたりを訂正して一度，委員の方々に示して 

いただければと思います。それから今日は時間がなくなってしまいましたけれども，一 

番初めに私の方から説明した通り，今日は 3本目の柱までいきましたが，体系図と全体 

についてはまだ議論が終わっていないのですが，次回が最終回ということになりますけ 

れども，次回の作業というのは本日議論したところの訂正箇所を提示すること，それを 

受けたうえで，最終的な体系図の確認と全体にたいする確認ということにさせていただ 

きたいと思いますがそれでよろしいでしょうか。 

  それでは，多文化共生の地域づくりについての討議を終えたいと思います。修正のあ 

った部分については，次回の会議までに修正をお願いしたいと思います。ありがとうご 

ざいました。それではこれにて，第 2回鈴鹿市多文化共生推進指針検討委員会を終了し 

ます。 


