
頁・行 修正前 修正後 意　見

1 全般 文脈がネガティブに取られやすい。 文脈をポジティブな文章に変える。

文脈が外国人が増えて問題が発生してきた
ので指針を策定するという印象を与えやす
い。日本がこれから世界をりードし続けるに
は環境、資源、文化、人的交流、等、すべて
にわたり流動化し、言語の問題で世界に遅
れていると言われている国際化を早急に進
めなければならない、という観点からポジティ
ブな文脈にした方が良いと思います。特に鈴
鹿市は労働力の国際的流動化を必要とする
自動車産業を中心とし、世界で活躍する
色々な産業がある町であり、Ｆ１で象徴され
る国際都市でもあるので、なおさら、積極的
に国際化を進める文脈にした方が日本人、
外国人、共に共感を覚えやすい。外国人は
指針を参考にやれば日本で豊かな生活を営
むことが出来るんだな。日本人は指針通り国
際化が進めば豊かな町になるんだな。と達
成に向け、自助努力を促す文脈が大切であ
ると思います。お互いの問題の解決を促す
問題解決型指針ではなく、未来創造型指針
にまとめ上げることが出来れば最高です。

2 全般 地元企業と関係が弱い。
地元企業との関係強化をもっと前
面に出す。

地元企業の自主性を重視しすぎるきらいが
ある。そもそも外国人流動化に一番関係して
いるのは企業であり、外国人の方の努力で
非常に助けられているところがある。会社で
働くと言う事は睡眠時間を除けば生活の７
０％以上が会社に関係しています。企業の理
解なしに豊かな生活は送れないと思います。
常に企業とタイアップした活動が望まれま
す。

3 全般 教宣活動に限界がある。 積極的なメディアの利用。

当委員会のメンバーはなんらかの形で国際
化に関係する方がほとんどであるように思い
ます。鈴鹿市の指針で今後、理解して頂かな
ければいけない方は大多数を占める、あまり
国際化を意識しない一般市民の方々だと思
います。しかも、策定後、実行するのは皆さ
んです。どんなすばらしい指針を策定したも
絵に描いた餅では意味がありません。このメ
ンバーで市民を巻き込んで行くのは無理が
あります。そこで当会議の活動状況を含め、
このような会議を行い、指針の策定を行って
いる旨、市報、新聞地方版等で積極的に取
材を促し、国際化の必要性をアピールするこ
とが必要だと考えます。
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4 全般 体系立った生活支援マニアルがない。
コミュニケーション、生活、地域づく
りの横断的支援マニアルをつくる。

入国して外国人の方がどのように日常生活
に入り、日常生活で起こる問題点、疑問点は
どのように解決するか、概略が理解できるマ
ニアルを作る。基本的にはやるのは本人で
すが、このような問題が起これば、ここえ行
き、こうすればこのように解決する。日常の
小さなことのやり方、複雑な問題は担当機関
担当窓口等を横断的にまとめたものが必
要。これを外国人登録時に全員に渡し、オリ
エンテーションを義務付ける。問題解決は本
人の自助努力で解決することを基本に問題
が発生したときにシステマティックに解決する
為のレールを明示する。

5 8

指針の体系全体に関することですが、案では「最
初に日本人が外国人市民の必要を理解するとい
うより、まず外国人に如何に必要な情報・知識を
伝達するか」という体系になっていると思います。
例えて言うならば、「被災者に高いところからロー
プを投げて『登ってきて』というようなものですが、
基本理念からすれば、逆に『救助者が先ず降りて
いき』一緒に登る＝先に私たちが外国人の必要
を理解する」という発想が必要ではないでしょうか

6

2ページ１３行 現在の日本の生産年齢人口を維持す
るためには、外国人市民の受け入れ
は、重要な選択肢のひとつとなり、

日本側の都合のみを非常に強く打ち出して
いる。日本の問題解決に役に立つから、労
働者としてなら受け入れようということです
か？功利的で尊大と言っては言い過ぎでしょ
うか。「（ちがいを）認め合い」「パートナーで
あるということの認識を持ち」「ともに協力し
合」うためには、互いを尊重し合う対等な関
係・意識が必要だと思います。



7

２ページ１８行 一方外国人市民も、地域で暮らす住民
として自立していくことが求められる時
代となってきています

「住民として自立」するというのは、どういうこ
とですか？一読した印象としては、外国人市
民は手が掛かるから困るという意識が行政
側にあり、だから「自立」を求めているように
思えます。「自立」の内容が分かりませんが、
外国人市民にとってはどういう良いことがあ
るのですか？

8

２ページ２０行
と全体

国においては、総務省が…明記されま
した

冒頭へ→総務省プラン策定の背景・
問題意識→※鈴鹿市の現状・問題点
→※解決のための鈴鹿市における
「多文化共生推進指針」策定の必要
性

文章構成の流れを、鈴鹿市が今回の指針策
定に至った経過に沿う形に変更したらどうで
しょう。一読して分かりやすくなると思いま
す。（鈴鹿市が独自に自発的に、外国人市民
の増加に伴う諸問題の解決策として、「多文
化共生」の推進に取り組むことになったので
あれば、そのような流れの文章が良いと思い
ます。）また鈴鹿市の、外国人市民急増に対
するこれまでの取り組みの成果や課題が分
析されていませんが、それがあって初めて鈴
鹿市にとっての多文化共生の必要性が導か
れると思います。その点（修正後の※印の部
分）が、鈴鹿市にとっての「指針策定の背景」
の中心部分ではないでしょうか。原案では、
最後の４行がそれまでの文章とどうつながる
のか、思考の流れが分かりにくいと思いま
す。

9
３ページ 「２　指針の位置づけ」全文 文章を二つか三つに分ける 文章が長く分かりにくいので、なるべく短く区切っ

た方が良いと思います。

10

７ページ下から
５行

中国をはじめ東南アジア 中国や東南アジア諸国 中国は地理的区分としては東アジアだと思いま
す。原案の表記では中国も東南アジアのようにも
読み取れます。また中国は国名なので、それに
合わせて「東南アジア」という地域名ではなく、
「東南アジア諸国」としたらどうでしょう。



11

８？ページ （訂正後の）２０　外国人市民の意見把
握

本来１にするべきでは？「多文化共生
の地域づくり」の範疇に入れるのであ
れば、１５に

当事者の意見を知ることから始まると思いま
す。

12 8
〔施策の方向〕１的確な情報提供の推
進、2情報伝達網の構築と活用の推
進、3わかりやすい情報提供の推進

〔施策の方向〕1的確でわかりやすい
情報提供の推進と情報伝達網の構
築

類似表現が３つに分かれていますので、統
合したほうが分かりやすいと思います。

13 8
〔施策の方向〕8教育環境の充実、9保
育環境の充実、10居住環境の充実、
11就労環境・就業機会の支援

〔施策の方向〕（8）就労環境・就業機
会の支援(9）保育・教育環境の充実、
(10)居住環境の充実

子供たちの保育・教育環境は、その前提とし
て親たちの就業状況が大きく影響することは
論を待たないところだと思います。よって、ま
ず最初に就労支援の項目をおいていただくと
同時に、教育と保育の関連性から一つにまと
めていただくことを提案します。

14 8

〔施策の方向〕15地域住民の意識の高
揚、16多文化共生・交流活動の拠点づ
くりの推進、17交流活動の充実、18人
権尊重の意識高揚、19外国人市民の
地域社会への参画の推進、20外国人
市民の意見把握

〔施策の方向〕15人権尊重の意識高
揚、16地域住民の意識の高揚、17外
国人市民の意見把握、18交流活動の
充実、19外国人市民の地域社会への
参画の推進、20多文化共生・交流活
動の拠点づくりの推進

細かい点ですが、やはり取り上げられる順序
に少し違和感があります。まず、全体の人権
意識があり、その中で外国籍市民への"理
解”の推進が必要だと思います。拠点づくり
などの物理的なものは、前述の意識の向上
に伴うものだと考えます。

15 8

第3章　指針の体系と施策の方向
【基本理念〕
互いの文化的違いを・・多分化共生の
まちづくり⇒〔基本目標〕
・誰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
⇒〔柱〕
多分化共生の地域づくり

第3章　指針の体系と施策の方向
【基本理念〕
互いの文化的違い・・多分化共生の
まちづくり⇒〔基本目標〕
・地域における多分化共生活動の支
援体制
⇒〔柱〕
多分化共生の地域交流活動支援

基本理念には互いの・・多分化共生まちづく
り　　基本目標では
・誰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　となってい
るが、これを一つに纏め、他の基本目標とバ
ランスを取るとともに解かりやすく地域におけ
る多分化共生活動の支援体制にしたらどう
か。　　　　〔柱〕には多分化共生の地域づく
りとなっており、これを支える15～20項の[施
策の方向]と直近上位の〔柱〕との結びつけや
繫がりを明確に表現にするには他の柱と同
様・・・・支援ということばが適当ではないか。



16

P9・3行
また，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，

また，言葉の認識，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こともあり，

17

P9・4行

理解を深めることも重要です。 理解を深めることも必要です。

必要と考えたほうが、いいと思います。

18
P9・8行 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，
提供していくことも，重要なことであり

19
P9・11行

連携をはかっていく必要も考えられる。
連携をはかっていくことも考えていき
ます。

20

P9
現状と課題１行

当市においては，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

当市においては，外国人市民へ向け
て行政情報を提供するために

21

9　１-１情報に
ついての○現
状と課題中２
行目

「外国語版『及びルビ付日本語版』
で・・・・

左記について『並びにルビ付日本語
版及びローマ字書き日本語版』で・・・

ご指摘のとおり、多くの国籍の外国籍市民が
在住する中、すべての言語で情報発信でき
るわけではありませんが、少数言語を母語と
する市民が英語やひらがなを必ずしも理解
できるわけでもありません。しかし、ひらがな
等は読めなくてもローマ字書きの日本語を理
解する外国人は多いと思われるため、左記
のように提案します。

22
P9
現状と課題４行 このことから，必要な情報を 必要な情報を



23 １０Ｐ　　　２
情報伝達網の構築と活用の推進
の中に企業との連携の表現が弱い。

外国人雇用事業所連絡協議会の
ようなものを設ける。

前述のように会社と人は切っても切り離せな
い関係です。又、そうしないとロイヤリティも
生まれないし、本当の仕事はできないし、い
い人材も集まらない。

24 P.10　３行

情報提供による居住支援
広報紙や市ホームページなどで生活
習慣やルールなどの多言語で、情報
発信するよう推進します。

引っ越してきた外国人市民に、引越し時の
マナーを教える情報が必要です。例えば、
市営住宅に引っ越してきても挨拶にいかな
い外国人が多いので、最初からいい関係が
作れない場合があります。市営住宅が当
たって入居前に、近所への挨拶をしっかり
教えるべきだと思います。

25
P.10
現状と課題１
１行

情報を提供することも考えられます。 情報を提供することが必要です。

26
P.12
現状と課題1
行

異なるため理解できず，それに伴い日
本人市民と

異なるため日本人市民と

27

12　○現状と
課題中3行
目、17○現状
と課題4行目

（ごみの出し方、騒音の防止ほか）

生活ルール上の問題として、しばしば左記の
2点が取り上げられますが、もし問題が2点の
みなら「社会制度・文化や習慣の違いの理
解」と大仰に構えることなく、具体的な解決方
法を探ることができると思いますし、反面、生
活ルール上の問題が多岐に亘るなら、具体
的にそれを列挙していただいた方が、具体的
な解決策を探る上で参考になると思います。

28
P.13
1-4現状と課
題　4行

最近では就労問題に直面し外国人市
民の日本語習得に対する意識が高
まっていますが，外国人市民が，日本
で暮らしていくためには，日本語を習得
することが大切であると認識することが
まず重要です。

最近では就労の問題に直面した外国
人市民の日本語習得に対する意識
が高まっています。外国人市民が，日
本で暮らしていくためには，日本語を
習得することが大切であると認識する
ことがまず重要です。



29
P.13
1-4現状と課
題　7行

まだまだ日本語学習の場所や機会が
少ないため，

まだまだ日本語学習に対する理解が
少なく，場所や機会を提供する意識も
少ない

30
P.14
1-5現状と課
題　8行

このため，日本人市民と外国人市民を
繋ぎ，的確にアドバイスしたり，行政情
報を提供できる通訳の確保が必要と思
われます。

通訳をできる人が少ないことや，各地域ごと
に配置できない事が課題ではないか。

31
１５Ｐ　　１
－５

通訳職員の適正な配置
外国語が話せる地域住民、留学生
の登録制及び交代従事制による通
訳の配置

ボランティアに頼る事には限界があり、また、
通訳職員は人数が集まりにくいため、地域と
学校とタイアップし人材の確保を図る。

32 P.15～P.16 教育に関する記述部分 右記の「意見」欄の部分を加筆

なかなか実態把握が容易ではないので難し
いことと思いますが、先日の協議の流れから
すると、１．教育委員会所管外のEASなどの
ブラジル人学校に通学する子どもたち、義務
教育諸学校に通学していない外国の子ども
たち、また、全日制へも、定・通いづれへも就
学していない高校生相当のこどもたちの実態
把握や、取り組みの方向性などを記述する
必要があるのではないかと感じました。

33 ｐ，17　2-2

外国人の就学前全児童数の○％が保育所
（園）または幼稚園に通っているという統計が
あれば，よくわかります。
保育についての現状と課題の中に入れ込む
のは，筋が違うかなとも思いますのでどこか
で示して頂ければ有り難いです。
　小学校での不登校が減少するよう，就学前
の入園をしてほしいので，提案をしました。

34 ｐ，17　2-2 通訳可能な人材の配置 外国人保母の育成、採用

国際化を進める上に子供の育成が急務。

35
ｐ，17　2-2
16

保育所（園）への通訳可能な人材の配
置

現在、公立保育所では、外国人児童・保護
者のサポーターが５名います（スペイン
語・ポルトガル語対応）。

36
ｐ，17　2-2
4行

また，日本語力の問題により，保育情
報など上手く伝えられず，

また，日本語での情報発信のために
保育情報などがうまく伝えられず，



37
ｐ，17　2-3
1行

賃貸住宅に居住していますが，契約書
類等内容を理解せず契約し

賃貸住宅に居住していますが，契約
書類等が日本語であるために契約書
等内容が理解できないまま契約し

38
ｐ，17　2-3
2行

問題が生じることがあります。 問題が生じることが発生しています。

39
ｐ，17　2-3
6行

近隣の住民と摩擦が生じる場合もあり
ます。

近隣の住民と摩擦が生じるケースが
発生しています。

40
ｐ，17　2-3
7行

このようなことから このような中

41
P.18 2-4
3行

間接雇用は，不安定で，また社会保障
制度や

間接雇用は，不安定で，突然の解雇
を言い渡されたり，不当な扱いを受け
たりをいった状況や，社会保障制度

42
P.18 2-4
8行

取組みが必要です。 取組みが必要となっています。

43 P21・7行 ２-７　防犯・交通安全について

鈴鹿市では、車を運転する外国人が多いで
す.三重県では、スペイン語圏やポルトガル
語圏の外国人が運転免許を取りやすい環境
を作らないといけないと思います。最近、三
重県で英語での試験が行われるようになり
ましたが、英語圏の外国人は、南米の外国
人より少ないので、スペイン語・ポルトガル語
での試験を、行うべきだと思います。スペイン
語やポルトガル語での試験ができると、日本
の交通ルールの理解につながると思いま
す。

44 P23 1 広報紙などによる意識啓発 メディアの活用を入れる。

前述のように指針浸透のキーは一般市民、
一般市民に一番、訴求できるのはメディアで
ある。番付きの記者にアピールし、記事を採
用してもらう。

45 P.23 2 協会の活用 協会の充実

国際化の中心は国際交流協会であるため、
人員の増員等、リソースの充実を図った方が
いいと思います。



46
P.23
現状と課題
１行

誤解が生じ問題となることがあります。

何の誤解や問題が生じているのでしょうか？

47 P25 2行 誤解や偏見が生じることがあります。
誤解や偏見を受けることが発生し
ています。

48
２６Ｐ
３－３－１

多文化共生の意識造りの啓発 日本人が抜けている

日本人も入れる。

49
２６Ｐ
３－３－２

アンケート調査 日本人、外国人のアンケート調査

出来るだけ幅広くアンケートを取る。


