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第 3回 鈴鹿市多文化共生推進指針検討委員会議事録 

 

日時：11月 16日（火）19：00～21：10 

場所：市役所本館 12階 1205会議室 

出席委員：1４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，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：１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） 

 意見表 

 

 

 

○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。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  皆様，こんばんは。皆様お揃いということですので，ただいまから第 3 回委

員会をはじめさせていただきたいと思うのですが，その前に委員会の成立について，確

認させていただきたいと思います。事務局から報告をお願いします。 

 

○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第４条第３項の規定により，本委員会は成立し

ております。お願いいたします。 
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○委員長  ただ今から，第 3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。 

第 2 回委員会では，委員の皆様から事前にいただいたご意見をもとに，第 1 章，第 2 章

と第 3章の各施策の方向について，議論してまいりました。 

第 3 回委員会の予定としましては，事前に送付されております指針案の修正について

事務局から説明をうけまして，指針の体系についてと全体に対する意見を事前にいただ

いた意見をもとに討議したいと思います。それと今回が最終まとめとなりますので，最

後に委員の皆様ひとりひとりから，意見をいただきたいと思います。内容としましては，

全体的な意見でもよろしいし，細部に関する意見でもかまいません。 

  午後 7時始まりで終了 9時が予定ですけれども，今回もできるだけ時間内におさめた 

いと思いますが，時間が議論の内容によっては若干，延長するかもしれませんが，ご了

解いただきたいと思います。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，前回までの指針の修正分について，事務局より説明をお願いした

いと思います。 

 

○事務局  説明に入ります前に，資料の確認をさせていただきたいのですけれども，事 

前にお送りいたしました指針（案）について，お持ちでない方，ご紹介いただけますで

しょうか。準備しておりますので。修正をさせていただいたものですけれども，よろし

いでしょうか。使わせていただきます資料については，前回意見としていただきました

ものを一覧表にまとめたものがございます。そちらも必要になってまいりますけれども

よろしいでしょうか。それと席上にお配りしました，指針策定の背景の差し替えですが，

修正でお送りしたものを一部差し替えをお願いしたいと思います。資料のほうは以上と

なっております。よろしいでしょうか。 

  それでは，前回の委員の中でいただきました意見を基に修正をさせていただきました 

部分について，ご説明させていただきます。修正部分につきましては，赤字で修正しま

したところで，前回のご意見を受けての修正部分を中心にご説明いたします。 

  前回委員会でいただいた意見を基に修正いたしました部分について，ご説明いたしま

す。修正部分につきましては，文末の表現を修正したもの，すでに前回会議修正済みを

提出させていただいたものと，第 2 回委員会での意見をいただいて事務局で検討しなお

して修正を加えたものの 3点がございます。 

意見をいただきまして修正を加えた部分につきまして重点的に説明をさせていただき

たいと思います。文末の表現について分かりにくいということで，最初に説明をさせて

いただきます。まず，指針（案）の 9ページをご覧ください。 

1コミュニケーション支援について，これは一本目の柱でありますコミュニケーション

支援についての全体の説明と，その下に各項目に分けて現状と課題を伝えるところがあ

りますが，この二つの部分については，現況を説明して，どういうことが重要か，また

どういうことが必要なのかという表現にさせていただいております。 
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ただ，ご指摘のとおり，考えられるとか思われるというような，第三者的な表現が数

か所ございましたので，考えます，もしくは必要ですといったように判断を示せるよう

な修正にさせていただきました。 

たとえば，大きな 1 番のコミュニケーション支援の文末が最初の案ですと，必要も考

えられるという表現でしたが，必要ですという表現に修正いたしました。 

また，市が実際取組方針としてあげさせていただいてあるところの文末ですが，図り

ますとか検討しますとか努めますとか実施していく側の表現にしてございます。 

たとえば，9ページでいいますと，最後の取組み方針の中に，充実を図りますという表

現になっていると思うのですが，この取組み方針の中では，考えます，重要ですという

表現はございません。このほかには 10ページの二つ目の点のところですが情報の簡素化

のところですが，文末の表現につきましても努めますといったように統一させていただ

いてあります。実施していく側の表現として検討します，努めます，図りますというよ

うに統一させていただいております。文末表現につきましてはこの 2 種類にわけて修正

をさせていただいております。2点目の前回の委員会の中でいただきました，意見につい

て事務局で検討させていただきましたところにつきまして，順番に指針案を見ながら説

明をさせていただきたいと思います。 

まず最初に 2 ページでございますが，こちらは差し替えの背景の部分をご覧いただき

たいのですが，赤字の部分のこれまでから下の部分につきましては，白黒の印刷物をお

持ちの方につきましては，真中から少し下の段落で若干薄い字になっている部分，これ

まで日本人と外国人の共生に向けたということころですが，こちらは，前回提出させて

いただいたものに若干文末の言い回しを変えてございますが内容はほとんど変更ござい

ません。 

その修正にあわせて，赤字の最初の部分一方，経済動向をみるとからでございますが，

加筆をさせていただきましたが，少しわかりにくい表現になっておりましたので，本日

資料としてお配りしております，経済と人口移動についての国と市との現況について説

明を加えさせていただきました。修正の部分に関してはこの 2点となります。 

つづきまして，文末表現の修正と前回確認させていただいたものでございますが，  

まず，3ページの指針の位置づけのところ，上から 3行目について，文章が長いというこ

とでしたので，文章をふたつに分けてございます。政策を踏まえます。と一度切らさせ

ていただいております。こちらは前回お示ししたとおりでございます。 

つづきまして 7ページ下から，5行目前回ご説明のとおり，東南アジア諸国という表現

に修正いたしました。委員の意見をいただいたとおりの変更となっております。 

つづきまして，9ページのコミュニケーション支援ですが，上から3行目になりますが，

こちらのほうは，先ほども説明させていただきましたとおり，前回ご説明のとおり，わ

かりづらいということで日本人市民との間で誤解が生じることもあるという文章を加筆

修正いたしました。また最初の赤字の部分と二つ目の重要なところでありの前に，日本
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社会を理解するうえでという一文が必要ないということで消させていただいたところで

す。 

同じ文章の最後のところの連携を図っていくことが必要です。というところは先ほど

説明させていただいたとおり，文末の修正になっております。 

つづきまして 10ページになります。10ページの情報伝達網の現状と課題の一番最後の

文末ですが，こちらについても説明させていただきましたとおり，修正させていただい

た部分でございます。 

つづきまして 11ページの 3の発信言語の現状と課題のところでございますが，最新の

10月末現在の数値に変更をしてございます。 

12 ページにつきましては，前回修正させていただいたところで，異なるため日本人  

市民との追加をし，文章を分かりやすくしています。また，生活ルールにつきましては，

生活ルールのあとにありましたゴミの出し方や騒音防止についての具体例を削除させて

いただいております。 

14 ページについて１の通訳について，現状と課題の部分になるのですが，こちらも分

かりにくいということで文章に修正をくわえさせていただいております。日本語力が十

分でないため，お互いに理解できない事がありという内容になっております。それとも

う一点，通訳ボランティアについて，現状と課題の最初に市通訳のことを書かせていた

だいてありますので，市の通訳のことのみの話ではなく，地域の課題ということで通訳

ボランティアの確保が必要である，と入れさせていただきました。 

つづきまして，16ページをご覧いただきたいと思います。16ページの中では前回の会

議の中で幼稚園の取組が抜けているというご指摘をいただきましたので，教育委員会で

確認いたしまして，現状と課題の最後に，また，外国人園児の在籍する幼稚園に対して

は，教育委員会事務局の外国人児童生徒支援員を派遣し保護者への通訳，翻訳等を行う

とともに，国の事業を活用しながら，巡回支援員による外国人園児への適応指導を行っ

ており，今後も継続実施が必要であると考えます。と現在の取組みを入れさせていただ

きまして，取組み方針につきましても，外国人児童生徒支援員の派遣のところに公立幼

稚園に巡回支援員を派遣し，適応指導に努めます，と加筆させていただいております。 

つづきまして，17ページをご覧いただきたいと思います。17ページの 2の 3居住につ

いてでございますが，現状と課題の最初のところですが，賃貸住宅に限らないというこ

とで，その点を消させていただきまして，住宅に関する契約書などというように変更さ

せていただきました。それによって前後の文章を訂正してございます。次の文章の外国

人に対するという言葉のところも誰をさすのかわかりにくいと考えましたので今回加え

させていただいております。次の赤字，このような中というところは，前回修正させて

いただいたいとおりの変更となっております。また，現状と課題の下から 5 段目に交流

について加筆をというご意見がございましたので話合いをしながらのあとに，交流を深

め，と加筆させていただいております。 
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また現状と課題の一番最後のところのあんしん賃貸支援事業につきましては，個別の

名称になりますので，鍵かっこをつけさせていただきました。その文末につきましても

同じように表現を統一させていただきました。 

続きまして 18 ページをご覧いただきたいと思います。18 ページの 2 の 4 労働につい

ての現状と課題のところですが，最初の赤字のところですが，修正前は外国人の雇用形

態はというようなわかりにくい表現になっておりましたので，修正をさせていただきま

した。2番目の赤字のところの行使しづらい問題を抱えていますというようにできないと

いう表現から変更させていただいております。また，この中で修正させていただきまし

た部分につきましては，人材の確保については，製造業に限らないということで，現状

と課題の最後の文章になりますが，経済がグローバル化する中，各業種で，というよう

に加筆いたしました。それと文末の大切です，については，文末の表現を統一させてい

ただいている形です。 

つづきまして 21ページと 22ページですが，21ページについての防犯・交通安全につ

いての現状と課題についてですが，最後の文末も必要ですに統一させていただきました。 

また 22ページの多文化共生の地域づくりの最後の文末についてですが，必要であると考

えます，と統一表現にさせていただきました。 

つづきまして 23ページをご覧いただきたいと思います。23ページにつきましては，前

回の会議でもご説明させていただきましたとおり，わかりにくい表現でしたので相互に

理解できないためを加筆させていただいております。 

つづきまして，24ページの 3交流活動の現状と課題の 3段落目中の赤字ですが，多文

化共生時代においてはとなっておりましたが，多文化共生社会においてはに訂正をお願

いしたいと思います。前文のところでは記載がありませんでしたが，分かりやすいよう

に多文化共生社会においては，という文章修正をお願いしたいと思います。それによっ

て前後の文章も修正させていただきたいと思います。 

前回のご指摘の修正につきましては以上になります。なお，段落とかページの調整は

最終の修正が終わってから，再度調整したいと思います。それともう一文ですが 19ペー

ジをご覧いただきたいと思います。前の文の労働についての続きになっております，最

後の文なのですが，学生の就職に関する支援というのが前にありましたけれども，こち

ららの文につきましては学生に限定する表現は削除いたしました。 

以上が修正の文になりますが，再度事務局の方で，もう一度読み返してみまして，簡

易なもの，分かりやすい表現につきましては変更することもあるかと思いますので，そ

の点につきましてはご了承いただきたいと思います。その場合につきましては事後にな

りますけれども，委員の皆様に訂正部分についてはお知らせさせていただきたいと思い

ます。 

以上が前回までの修正分に関する説明となっております。 
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○委員長  事務局の方から，指針の修正案について説明をいただきましたけれども，そ

れに対して，委員の皆様からご意見はありますでしょうか。 

 

○委員  18 ページの労働についての現状と課題についての最後にですね，これは全部カ

ットされて，最後の文章となっていますね。各業種で人材を確保するというふうに変わ

っているわけですが，前回の議論では，外国人生徒に限ってやるのではおかしいのでは

ないかということはありましたが，支援まで抜いてしまうという議論はありましたでし

ょうか。 

これは支援が抜けていますよね。人材を確保するだけで終わっているでしょう。前の

文章は地域に就職できるよう支援することが必要です。となっていて，この文章は，外

国人生徒がとなっているので，外国人生徒に限ってやるのはおかしいのではないかとい

う議論は覚えていますが，支援まで全部消してしまうというのは。これはなくなってい

ますよね。支援はどこかにあるのですか。 

 

○事務局  前のご意見でいろいろな業種に外国人の方が入るということで，それで，  

製造業だけしか書いていないではないかというご意見をいただきまして，それに対して

各業種でという変更をさせていただいて，前の文章は外国人生徒が地域に就職できるよ

う支援することが必要となっており，ご指摘していただいたとおりとなっていてます。

今回，抜けているではないかということでございますが，抜いたつもりではないのです

が，経済的に各業種で確保することが大切であるということに重点を置いて書かさせて

いただいた文章となっております。支援が必要であるという要望を委員の方から頂いた

ということで検討させていただきたいと思います。 

 

○委員  最初の文章は学生さんに限って，要するに新卒者に限っては支援しましょう。

一般の方についてはやりませんよと読めるんですね。それを貫いているんであれば，外

国人生徒という文書を抜いてしまうと必然的にこういう文書になるのですよ。外国人生

徒だけ新卒だから，就職斡旋しましょう。一般の人の就職はやりませんよと，ここは最

初の文章は何も謳っていませんから。そういうことはどうですか。外国人生徒を削除し

たから必然的に支援もないですよという意味ですか。そこを明確に。最初の文章が外国

人生徒だけではなしに一般の方も支援しますよという意思があったのか無かったのか。 

 

○事務局  そういう意思で書いてあったわけです。 

 

○委員  それでは入れる必要がありますよね。 
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○事務局  そうですね，ただ，企業の関係になるますので，市としての立場としては支

援という表現がいいか，各企業への就労をする啓発がいいのか，そのあたりの表現につ

いて，検討する必要があると思います。 

 

○委員  それにしても何らかの形でバックアップした方がいいと思います。 

 

○事務局  実際問題として今，課長が言いましたように支援という言葉にあるような具

体的な取組みが市としてできるのかというと，これはかなり難しい面があります。です

から企業に向けた啓発というのは十分にできますので，そちらの表現の方が適切かなと

いうように思います。ただし，教育長がおみえですが，中卒の方達の場合は教育委員会

の中で，そういう面で面倒見ていただいていると思うのですが，そういうことはこの中

に含めておりませんので，そういうことを考えますと，啓発の方が言葉としては適切か

なと思っておりますので，よろしくお願いします。 

 

○委員  同じところなのですけれども，経済がグローバル化というのが前の時から少し

引っかかるのですけれども，市の中で策定されるときにどうしてもグローバル化という

と，国外に出ていくとか，そういう大きなイメージがあるのですけども，この前半と各

業種の確保という言葉が，マッチするのでしょうか。 

 

○事務局  グローバル化は確かにイメージ的に出ていくというのがあると思うのですが，

経済がグローバル化することによって日本人と外国人が国を超えて，交流をするという

ような時代に，今現在なってきているわけですので，当然日本に入ってくるのも想定さ

れるわけです。そういう中から，より発展していくにはいろいろな業種の中で人材を確

保していくという考え方でここは書いているのですが，読みづらいようでしたら，補足

する形で修正させていただきますが。 

 

○委員  私もグローバル化は。国内の労働力確保の理由で来てもらっているということ

も実際聞くわけで，日本と海外との経済の関係が強くなったから来ているというよりは

90 年の前の入管法の改正の前の時に，３Kの職場で人が足りなくて来てもらったという

のが始まりで，というのでは，日本の労働力確保の方が理由が先だったようなイメージ

があって，それで，そのあとにグローバル化が進んでいったというのだと。それで，今

から先を考えると，労働力人口が減ってきているところに来てもらうような感じの部分

の影響もかなり大きいかと思うんですね。そうすると経済のグローバル化するというの

で積極的にきているというような。 
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○事務局  真中に，例えば経済がグローバル化する中，国内の市内の各業種という意味

合いでもって，一文を入れるような感じで，意味合い的にはそういう意味なのですけれ

ども。 

 

○委員  たとえば前段が外国人の定住化に伴いとかあるいは雇用形態の多様化に伴い各

業種でというのであればすんなりとするのですが。 

 

○事務局  経済のグローバル化をあえてここに入れる必要はないのではないか，違う視

点でもってやればいいのではないかという視点ですね。 

 

○委員  はい。 

 

○委員長  一番最後の行は外国人という意味で全く読めないわけですね。この前の指摘

もそれだったわけですが，生徒に限定する必要はないという意見だったわけですが，だ

けれど，それをはずしたためにそれは各業種で人材を確保する必要だというのが全く一

般的な文章になって，上のところとあわせて読むことによって，もちろん意味がとれる

わけですが，その辺がちょっとどうかなというような意見なのですね。 

 

○事務局  検討させていただきます。 

 

○委員長  それでは，検討をおねがいします。そのほかはどうですか。 

 

○委員  2 点あるのですが，14 ページの通訳についてというところで，最後の文の行政

情報を提供できる通訳ボランティアの確保が必要であると考えますというところで，こ

れは行政情報を提供できるということでは通訳ボランティアというように思うのですが，

ボランティアで通訳というのが，そういう存在が言われるのですけれど，行政通訳のと

ころで，ボランティアと書かれているので，しようがないかなと思いつつですが，契約

上のこととか，病気，深刻な病気の事とか，命にかかわる事とかだと，通訳の方は愛伝

舎に行ってとまわしてくださることが，これまで多々ありますよね。それとか，こちら

がこれは行政が入った方がいいのではないかという内容について，市役所の方に内容を

伝えてから行ってもらったけど，結局門前払いされてしまって，うちに戻ってくるとか

ね，今まであって，通訳というのは安易にボランティアで人の命にかかわるようなこと

とか，そういうときにもやり取りがありますね。そういうこととかですね，それと自分

達の活動のことに繋がってしまうので，本当はいいのかどうかわからないのですけれど

も，あと 23ページの多文化共生の交流活動の拠点づくりについてという部分では，外国

人と日本人が交流できる場所が少なく相互理解できないためというのがあって，ここの
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文全体でも，県の事業としては外国人の人たちと交流する場とか，情報提供する場とか，

いろいろ NPOはやらしてもらっていて，うちだけではなくて，三重県全体として多文化

共生の担い手として NPOを育てていくというのでは，伊賀，松坂，鈴鹿という NPOの

担い手としてというように県は育ててとか，協働というのがあるのですけども，その文

については入れてもらってなくて，NPOといえども一事業者となるのではしようがない

なと。ただ，普段の外国人の人たちの状況についていろいろ知っている部分を行政に伝

えていくとか，行政の方で担えないところの深刻なこともいろいろ走り回ってきたとい

う意味ではボランティアとかそういう書き方で，すっといってしまうのでは対応出来な

い部分がかなりあるので，その点について市としてこれからどのように考えてもらえる

のかというのを知りたいなと思って。 

 

○事務局  いろいろご指摘をいただきました，はじめの 14ページの通訳ボランティアと

いうのですが，この内容は現状と課題の 2 行目から，表現としましては地域において外

国人が定住化するのに，日本語が十分でない外国人と日本人を繋ぐ，地域での繋ぐボラ

ンティア，人材というようにしているわけであります。 

 

○事務局  通訳ボランティアというのは限定的なものではなく，地域を繋ぐボランティ

アということで限定しなくてもいいのではないかと。 

 

○事務局  それともう一点，23 ページですね。多文化共生の交流活動の拠点づくりにつ

いてですが，この中で拠点の場所として鈴鹿国際交流協会，公民館と書かさせていただ

いたのは直接市に関係するところとなっております。NPOとの関係につきましては一番

最後の 27ページの地域活動団体のところで推進に向けてということで，地域での相互交

流ということで，NPO団体，ボランティア団体，自治会との環境づくりが求められてい

るということで，こちらの方で全体的に謳わせていただいております。中の文章につい

ては市と直接関係しているところだけに限定している形となっております。 

 

○委員  通訳については充実というのがそのあとにあるわけですけれども，市役所の通

訳さんは外に出ていかないというのがまず原則でありますよね。でも実際に外に出ても

らわないと，やれない通訳もあって，今，病気の人たちのこととかを想定して言ってい

ますけど。本当に多文化共生のこういうのをやっていく，アメリカとかオーストラリア

とか，そういういろんな国の人たちが来てやっている国ではもっと行政がきちんとした

通訳システムを，例えば救急車を呼んだときには通訳がちゃんと使えるというのが，他

の国ではもう用意されているとか，そうやって一番は命に関係しているところとか，そ

ういうところについてはもう少し充実していく，方向としたらもっとそこら辺が，通訳

がしっかり二つの存在とか，役割とか充実するべきではないかと思うのですけれど。 
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○事務局  いわんとすることは良くわかるのですが，ただ，今市という行政の中で，自

分のところの独自財源でもって，どういう形でやっていくのかというところを考えてお

るわけなんです。今，委員が言われているところは例えば，県，国といった広いなかで

方針を含めて財源を確保するということを言っていくべきであって，市行政のなかで言

うと，身の丈にあった財源でもって，そこに責任を持ってやっていくことが大切と思っ

ております。必要に迫られてするというのではないですが，今，鈴鹿市という自治体の

中で，そこまで，外に出ていってやっていくという考え方ではなくて，今市として考え

ておりますのは多文化共生というのは市民共通の考え方であって，市民というのは当然

一個人であり，あるいは事業者でもあるわけですから，そういうところで，必要とする

ところは必要なところで，きちっと人材を確保してくださいというような啓発に向かっ

ていく。そのなかで市は自分達のところはしっかりやりましょうという，住み分けの形

でやっていくものと考えております。 

 

○委員長  そのほかいかがでしょうか。 

 

○委員  差し替えについてですが，一段落目が大きな背景は国の背景となっていて，２，

３，4段落目がこれは市の背景となっているかと思います。その次の赤い部分の最初の段

落で，これまでの段落は，さまざまな取組みをしてきたというのは市でしょうか。主語

が少し分かりにくいのですが。 

 

○委員長  これは本日配布されたものですね。 

 

○事務局  確かに主語が抜けておりますが，これは市となっております。 

 

○委員  もう一度戻るのですが，14 ページのボランティアという言葉は少し引っかかり

ます。 

 

○事務局  人材という言い方に修正させていただきたいと思います。ボランティアだけ

ではなく，そういう NPOも含めた人材というような形にさせていただいた方が，より広

くなりますし，確保が必要な事には変わりがないと思います。ボランティアに限定する

必要は全くないかと。そういう人材を確保する必要があるというのにさせていただこう

かと。 

 

○委員  提供を通訳できる人材ですか。 

 

○事務局  そうですね。 
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○委員  通訳できる人材ですか。 

 

○委員  通訳という言葉は入れなくていいのではないかと。 

 

○事務局  提供できる人材ということで。 

 

○事務局  繋げる人材という意味で修正させていただきます。14 ページ取組み方針につ

いても通訳に関して書かれていますので，それに合わせて修正させていただきたいと思

います。 

 

○委員  そうすると，ここの通訳の充実というところ自体も変えるということですか。 

 

○事務局  いいえ。通訳という人材ですから，この部分についてはそのままでいいかと。 

 

○委員  でも存在としては通訳が必要というのではなくて，コーディネートする人が必

要ということですよね。その繋ぐ人ですよね。 

 

○事務局  いま言われた繋ぐ，ということですけれども，これはもう一つ大きなタイト

ルでコミュニケーションの支援ということで，地域で人を繋ぐということで，多文化共

生の地域づくりの中で入っておりますので。 

 

○委員  では，通訳の充実は通訳の充実だけということで，ボランティアというのはと

めるということで。 

 

○事務局  はい。そういう方向でいっておりますので。 

 

○委員長  ここでこういうように書いていくのは，前後の方で若干の修正が必要なとこ

ろもあると思うけれども，それはまたあらためて確認させていただいて，みなさんのほ

うにも確認のために事務局から修正されたものがいくかと思います。いまのは 14ページ

の通訳のあたりですが，そのほか何かありますでしょうか。 

 

○委員  細かいことで申し訳ないのですが，13ページの相談体制の現状と課題の 2行目

で月 1 回の外国人市民向けの婚姻，ビザなどについてとあるのですが，正確にはビザで

はなくて在留資格なので，よろしければそちらのほうに。 
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○事務局  修正させていただきます。 

 

○委員長  ビザという言葉を在留資格に変更するということです。そのほかいかがで 

しょうか。 

 

○委員  それでは 22ページのところですが，下からいくと施策の方向という囲みがあっ

て，その上の下から 5 行目，段落としては，しかし日本人市民と外国人市民の間にはか

ら相互の問題が生じていますと断定していますけれども，他にも似たようなことについ

て触れられているときにはこういう表現ではなかったかと思うのです。 

 

○事務局  はいそうですね。生じることがあります。というような断定しない表現に  

変更させてもらいます。 

 

○委員長  ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。それではある程度時間

も経っていることから，少しは内容を確認していただけたかと思います。それでは次の

ところに進みたいと思いますので，いかがでしょうか。それでは第 2 回委員会の続きに

なりますけれども，指針の体系について，委員の皆さんからいただきました意見を基に

話し合いをしたいと思います。従来どおりですね，最初に事務局の方から出された意見

に対する考え方を説明していただきたいと思います。 

 

○事務局  それでは事務局の方から体系について説明させていただきます。見ていただ

きますのは指針案の中の施策の体系と方向について，ご覧いただきますとともに意見と

していただきました一覧表のほうと一緒に見ていただく形でお願いしたいと思います。

体系についてのご意見の方は通し番号の 11番でございますが，施策の方向の 20 番にな

ります，多文化共生の地域づくりになります。外国人市民の意見把握についてですが，

当事者の意見を知ることから始まるのではないかということで，もし，多文化共生の

地域づくりに入れるのであれば，15 番にもってきてはどうかというご意見でござい

ますが，他の項目でも施策の方向の並順につきましては，すべての項目を作業を進め

る順番では記載しておりません。目的別にあわせて並べてございますけれども委員の

皆様のご意見をいただきまして，ご検討していただきたいと思います。事務局としま

しては先に目的を書かさせていただいております。 

  つづきまして 12 番ですけれども，一番最初のコミュニケーション支援の中の項目

になりますが，1 番，2 番，3 番について類似表現が３つ並んでいるということで，

統合した方が分かりやすいのではないかというようなご意見をいただいております。

こちらの指摘されました点につきましては，素案作成の際にも議論がなされたところ

でございます。 
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情報について３つに分けられているのは，情報については１つ目を媒体について，

２つ目が情報の提供方法，３つ目が内容，どういった手法かの観点からわけてござい

ます。情報提供に関しましては，重点を置いて取り組んでいくことを示しております。 

情報が的確に提供されることで，日本の制度を活用して生活していくことができる

と考えられることで，情報については丁寧な検証をさせていただいております。今回

の指針の特徴の一つと考えております。他の指針では指摘の通り，一本化しているケ

ースが多いところでございます。 

こちらにつきましても，委員の皆様のご意見をいただきたいと思います。 

つづいて 13 番になりますが，こちらは教育，保育の部分と就労，特に生活支援の

部分につきましてのところになるわけですが，子どもたちの保育，教育環境はその前

提として，親たちの就労状況が大きく影響するということで最初に就労支援の項目を

持ってきた方がいいのではないかということと，もう一つは教育，保育についてはそ

の関連性からひとつにまとめた方がいいのではないかというご意見をいただいてお

ります。こちらにつきましては市の指針として，多文化共生の社会を目指すには何よ

りもまず，次世代の育成が重要と考えております。そのことから，生活支援の最初に

教育・保育をもってきております。 

順番につきましては，また議論いただきたいとは思いますが，教育と保育を一つに

まとめることに関しましては，行政の役割がちがいまして，責任を持つということで

は部署が異なることもあります。そのため，今後，施策を実施するにあたり，分割し

たいと考えます。 

つづいて 14 番になります。こちらも人権の意識が重要だということで，外国人市

民への理解の推進が必要という意見をいただいております。地域住民の意識の高揚か

ら外国人市民の地域社会の参画の促進について，多文化共生の地域づくりを進めてい

くための目的をまず，捉えていただきまして，ここの問題を方向づけております。 

ご指摘のとおり，多文化共生への取組は人権尊重の取組でございます。ただ，多文

化共生推進に関して，初めて市の方向性を示していく今の段階では，大きく人権問題

を取り上げていくのではなく，多文化共生社会の実現を地域住民の意識形成からなさ

れることによって実現化に近付けるということを現段階では最優先で地域住民の意

識の高揚から進めていくということで，市の方としては考えております。こちらも委

員の皆さんの意見をいただきまして，順番とか重要性をご議論いただきたいと思いま

す。 

つぎの 15 番のご意見ですが，基本目標の誰もが参画できる地域づくりと誰もが暮

らしやすい地域づくりと私どもの方ではさせていただいておりますが，基本目標をひ

とつに，多文化共生活動の支援体制と置き換えてはどうかというような意見をいただ

いております。また，それに関わる柱につきましても多文化共生の地域交流活動支援

というような形にするべきではないかというような意見をいただいております。施策



 

14 
 

の方向の直近する結びつきについて，表現するのには同じようなコミュニケーション

支援，生活支援と同じような形で支援という言葉で表した方がいいのではないかとい

うご意見をいただいております。基本目標の誰もが参画できる地域づくりと，誰もが

暮らしやすい地域づくりというのは支援体制を整えるというのではなくて，地域づく

りと原案通り捉えていただきたいと事務局の方では考えております。柱につきまして

も 3つ目の多文化共生の地域づくり他の項目とは違って支援ではなくて，多文化共生

の地域づくりという体系で原案どおりでお願いしたいと思います。こちらも委員の皆

様でご検討いただきたいと思います。以上が事務局の指針の体系と施策の方向につい

てですが，すべての項目について皆さんの意見をいただきたいと考えております。 

 

○委員長  今，事務局の方から施策の体系についての説明がありましたけれども，い

くつか皆さんのほうで意見があればという主旨の説明もありましたが，すでにご意見

を提出していただいた委員の方も含めて，他の委員の方からも考え方を聞かせていた

だければと思いますが，いかがでしょうか。項目番号では 11 番から 15 番までのとこ

ろですね。 

 

○委員  施策の方向のところで，体系図の 1 番，2 番，3 番について，これは媒体，

方法，内容ということで，できる限り分かりやすい方がいいかと思います。そこで原

案のほうがいいかなと思います。それともう一つは教育，保育について，やはり分か

りやすいのは，いわゆる丁寧なのは，分けてあった方がいいと思います。やはり役割

分担というのは保育とは中身が違いますから。より丁寧にした方がいいと思うので，

ここはこのままがいいかなと私は思います。また，意見を聞かせていただきたい。 

 

○委員長  ただ今，委員の方からご意見が出ましたけれども，このままでいいのでは

なかろうかというのではありましたが，いかがでしょうか。 

 

○委員  私も賛成です。特に８，9の教育環境と保育環境というのは，はっきり分け

ないとテーマが全然違うし，厚労省と文科省の担当というところで。鈴鹿みたいに教

育関係のところに光があたっている行政というのは全国的にもごくわずかなので，そ

ういう意味ではこれは分けておいた方がいいと思います。 

 

○委員長  このままにした方がいいのではないかという，さらにご意見ありますでし

ょうか。それと違うご意見はありますでしょうか。では，なければこれはそのままと

いうことで。 
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○委員  順番についてありましたよね。それはプライオリティ順に並べてあるという

ことではないと。 

 

○事務局  項目別という説明があったと思います。 

 

○委員  ということは，項目別，項目ごとのプライオリティというのはあるのですか。

並べ替えた意味があるというのであれば。なければないでいいのですが。 

 

○事務局  優先順位というのは，先ほど説明させていただきましたように生活支援の

場合，市が関連している，直接関連できる教育というのをもってきております。それ

と，市営住宅等があります居住関係ということでもってきておりまして，優劣でいう

とすべてが大切なのですが，特に教育が大切であろうというので，上の順番にさせて

もらっています。 

 

○委員  そうすると，優先順位というのがあるのですね。 

 

○事務局  はい。すべてが大切なのですが。この中で順位を変えればというご意見が

委員の皆様のなかからございましたら，お聞かせ願いたいと思います。 

 

○委員  細かいことですが，8，9 が保育，教育の方が年齢の順番としては。 

 

○委員長  8，9 を入れ替えた方がいいという提案ですか。 

 

○委員  はい。あと文章の文字のバランスが波打っている感じがして。 

 

○事務局  そうですね。番号と文字の関係ですね。 

 

○委員  はい。 

 

○委員長  最終版では修正していただくということで，見やすくという意味ですね。 

 

○委員  はい。 

 

○委員長  8，9 を入れ替えるということと，最終的には文字について修正していた

だくということで。 
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○委員  もう一度，基本理念と基本目標について，指摘されていますよね。これがも

う少し説明していただきたいのですが。少し早く言われたので。基本理念を変えると

いうことは非常に重要なことですから。これをどういうふうに変えるというのか。 

○事務局  基本理念について，文章としては変わっておりません。その下に基本目標

があるかと思うのですが。 

 

○委員長  これは 15 番についての意見ですね。 

 

○事務局  はい。15 番のご質問の中ですけれども，基本目標の中の地域づくりにつ

いてのご指摘なんですけれども，地域づくりのところを地域における多文化共生活動

の支援体制というようなかたちで，誰もが参画できる地域づくりと，誰もが暮らしや

すい地域づくりをひとつにまとめて基本目標を地域における多文化共生活動の支援

体制というかたちに置き換えた方がいいというご意見で，それにかかります柱の中の

多文化共生の地域づくりに関しましても，多文化共生の地域交流活動支援に変えては

どうかというご意見になっております。これにつきましては先ほども説明をさせてい

ただきましたけれども，こちらは地域づくりのところの基本目標で，柱についても地

域づくりというかたちで進めたいというのが事務局の方の案でございます。 

 

○委員長  ただいま 15 番の項目についての補足，追加説明がありましたけれども，

そのほかはいかがでしょうか。 

 

○委員  14 番の施策の方向の 15 から 20 に関して順番をという意見ですが，これを

書かせていただいたのは私なのですが，念頭にあったのはひとつの事案なのですが，

以前に鈴鹿市さんが，過去の例ですけれども，在留資格のない外国人女性が子どもを

産んだときに妊娠届を受理しない，かつそれによって母子手帳を交付しないというこ

とがありました。理由は医療費助成がついているからというのだったと思うのですけ

れども，最終的には法律ではすべての人の妊娠届を受理するようにということがある

ということで，そのあとかえられましたけれども，少し，その時に驚いた記憶があり

ます。やはり，そういう人間の基本的な人権のところにおいて，やはり最初にそれが

あって，そのあとで，いろいろな，ビザが無いからといってすべての事がおかしくな

るということではないですので，そういうことがあって，少しこの順番をというよう

に思いました。 

 

○委員長  いかがでしょうか。 

 

○事務局  いただきましたご意見について，一理あると思いますし，人権担当課を所
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管しております私としましては納得する部分もあるのですが。 

○委員長  これは，問題はもう一つは合法かそうでないかという問題からも出てくる

課題でもあるわけですね。 

 

○委員  非正規在留の方がいけないというのは当然なのですが，誰でも正規在留の方

でもなにかのきっかけで非正規在留になってしまうということがあり得ることだと

思いますし，非正規の人に全く厳しい対応をするところが，正規だから急にやさしく

するというようなものでもないと思いますので，そういう意味も込めて考えていただ

けたらと思います。 

 

○委員長  ただ今の意見について，いかがでしょうか。それに賛成する，あるいはそ

のほかのご意見のある方は。 

 

○委員長  事務局の方でこの辺はどう考えていますか。 

 

○事務局  このような順番にさせていただいたのは多文化共生指針ということで，多

文化を前にもってきており，こういう順番にさせていただいているのですが，この順

番に対して委員の皆様の方でご検討いただいて，変更していただくというのも問題ご

ざいませんので。ただ，こちらの事務局としましては多文化共生の指針なので，多文

化を先に記載させていただきました。 

 

○委員長  そのほかいかがでしょうか。 

 

○事務局  委員会の中で順番を変更していただいても結構でございます。 

 

○委員長  それでは委員の提案というのは順番を変更した方がいいのではないかと

いうことなのですが，他の委員の方でどうかという意見が無ければ。簡単に言えば，

賛成，反対ということで確認させていただきましょうか。 

 

○委員  委員の意見に賛成なのですが，先ほどの中身のお話を聞く限りだと人権尊重

が中に入っているのですが，それを上にあげてくる話かなという気もしたので。そう

するとこれが上にあがって他の項目がずっとさがってくるのかなという感じも受け

たのですが，特にそれが上がってどうこうという問題もないかと思うのですが，先ほ

どの意見からいうと 20,18,15,16 という順番なのかなという気がしたものですから。 
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○委員  非常に悩ましいところなんですけれども，実践的なところで考えますと，こ

こは多文化共生の地域づくりということが大きなテーマとなっていますね。そこに地

域づくりというのは地域で住民自らがやるようなそういう取り組みだと思うんです

よ。集まっていろいろな話をすると，例えば私，無免許で車を運転しているとか，そ

れから，いわゆるビザの問題であったり，実際に法的な問題がいくつかあるとそうい

う場で，あまりでてこないですけどいろいろ聞くと。聞かされるし，実際にそういう

ことを平気で言われる方もみえるわけですが。そんなところをいわゆる地域づくりの

拠点であるとか，地域づくりの推進とか，交流活動というところとひとまとめになっ

ていることに矛盾を感じるのですが，これも多文化共生というところでは避けられな

い部分でもあるのかもわかりません。私としてはこれはあくまでも多文化共生の地域

づくりというところに柱を置いている以上はあまりそういうところにこだわらない

方がいいのではないかと個人的には普段取組んでいる中でそういうように思います。

人権を規準においてこれは上であるとか，下であるとか，そういうことに矛盾が出て

きて非常に整理しにくいし，ここで共通の意思としてそれをどういうように考えても

っていくのかというと難しいと思います。 

 

○委員  人権になるともっと大きな話題になります。たとえば日本で生まれている子

どもが日本の国籍でないとか，ペルーに行ったことが無い，ペルーを知らないのにペ

ルー国籍とか，だから人権の問題になると話題が広がるので，今は多文化共生に関し

て話をした方がいいと。 

 

○委員長  そうですね。一番難しいのは合法か，そうでないかということになってく

るのですが，今度は非合法というのは行政側からみるとここにいてほしくはない方に

なるわけですよね。行政としては人間であるということはもちろん無視はできないけ

れども，彼らの存在を認識をして政策を定めるということはできないわけですね。そ

ういうことは難しいところがあるわけですけれども，ただいまそれぞれの意見をいた

だいたとおり，今回は多文化共生というものに焦点をあてたもので，もちろんこれは

大事なもので，把握はしておきますけれどもというところだと感じられます。そうし

ますと，特にこのままでもいいのではないかというように感じますが，どうしてもと

いうのがありましたら，最終的に確認をさせていただきたいと思うのですが，いかが

でしょうか。どうしてもこのあたりの順番を入れ替えた方がいいのではないかという

のがあれば。 
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○委員  この人権尊重というのは大前提ですよね。すべての前提ですから，こんな大

きなものをここに入れられたというのは逆にどうなのかなと。人権を無視するなどと

いうのはあり得ないことですから，なぜここに入れられているのかなと逆になにか鈴

鹿市は人権上問題あるのかなというような勘ぐりをしますよね。 

 

○委員長  ここに上がってくるまでに議論があったわけですね。 

 

○委員  鈴鹿市にそういう問題があるのであれば，一番上にあげなければならないわ

けですね。人権の問題というのはとんでもない話ですから。一番大事なことですから。

問題が無いのであれば，ここにあげなくても皆さん分かっていることですので。 

 

○委員長  大前提ということでね。 

 

○委員  この人権は外国人に対しての人権ではないですよね。 

 

○委員  人権の尊重というのは，教育が保障されることとか，そういうようなこと全

部ですね。 

 

○委員  全体の人権ですね。 

 

○委員長  当時の様々な議論の一部しか覚えていないのですが，例えば，雇用のとき

であったり，そのほかの生活の中では人権が守られていないのではないかという意見

が様々なところで出たというのがあります。そういう意味で行政よりも委員の方がよ

り現状把握していると思うけれども，そうじゃないと感じられている方はみえるわけ

ですね。合法的な立場でいる方でも。しかしそうなりますと，ここでも 18 番を残し

ておくのかというところまでも議論になりますが，どうでしょうか。 

 

○委員長  本文ではどこまでこのあたりについて書かれていますか。 

 

○事務局  25 ページです。この素案作成のワーキングに人権政策課が入っておりま

して，こちらの方がその担当ということでここを入れているわけですけれども，現実

問題としまして，市の行政というのは，各部局ですべて人権を前提に進めなければな

らないというのが，当たり前の話ですので，こういう中で，これをいれていくには委

員が言われたように違和感があるようには思いますね。細かい項目の中に大きな者が

入っていますので，バランス的にもおかしいですし，あえてここで入れていく必要が

あるのかなと。 
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○委員長  確かに問題があることはそれぞれの立場で把握はしているだろうけれど，

文章に残すのかどうかですね。 

 

○委員  大きい，小さいは私にはわかりませんけれども，非常に大事なことで，当た

り前でも入れておかなければいけない。さっき言われた日常生活の中でも，住居，労

働にしてもなににしても問題は私はまだまだあると思いますので，そこはやはり入れ

ておくべきであろうと。25 ページとの整合性をとってもごく普通の事だと私は思い

ますけれども。 

 

○委員  委員は地域づくりのところにこのまま入れておくべきだという意見ですか。 

 

○委員  ここに入れてあって，何も違和感は感じないのですけれども。むしろ，これ

はしっかりと入れておかないと。いつも戒める自分に，これは私の場合ですよ。皆さ

んはどうかわかりませんけれども。 

 

○委員  入れるとしたら一番上でしょうね。もしそういう趣旨で入れるとしたら。一

番大事なところですから。 

 

○委員  それは多文化共生の地域づくりの中の一番上ですか，それとも全体ですか。 

 

○委員  それは支援にも関係してきますし，全部に関係してくることでしょう。コミ

ュニケーションも，生活支援も地域づくりも人権に関係していますよね。 

 

○委員  しかし，いろんな国の事例を見ても多文化共生ということが，どのようなこ

となのか，やはりいろいろな人たち，文化の違う人たち，国籍の違う人たちが，それ

ぞれを認め合っていくというのがありましたよね。互いの文化的ちがいを認め合いと

いう，そこにやはり向かうので，多文化共生の中に入っている方がいいと，この原案

のままでいいと私は思っています。しかし，その中の順番は正直あまり分からないで

す。しかし，入れてあることは非常に意味のあることだと私は思います。当たり前で

も入れてあることが。 

 

○委員長  ワーキングの中の議論でも個別例がいろいろ紹介されました。私も立場上

ではここで発言しにくいのですが，留学生を抱えていると，いろいろな話を聞くので

すが，本当はあってはいけないと思うことがよくあります。 

 

○委員  まだありますか。 
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○委員長  まだありますので，いろいろな考え方がありますけれども，大前提ではあ

りますけれど，はっきりしたことを申し上げますと，今でも地域で気になることはあ

ります。そういう意味では順番はともかくとして，残した方がいいのではないかと感

じます。 

 

○委員長  そうしますと，順番ですが，一番上にあげた方がいいのか，このままでい

いのかということですが，確認をさせていただきたいと思います。 

 

○委員  この柱の順番なのですが，基本目標の一番上に意識づくりというのが来てい

て，施策の方向の 15 番から 20 番というのが割と意識に関することが多いと思うので

すが，柱だけこの下の方に来ている。柱の中の多文化共生の地域づくりがもっと上の

方に来て，意識をつかって，コミュニケーションをはかって最後に具体的な生活支援

という順番というのは変えすぎでしょうか。 

 

○委員長  基本目標の順番と関連性についての話ですね。 

 

○事務局  地域における多文化共生の順番なんですけども，総務省のプランの中でこ

の順番になっていまして，やはり，地域の中で一番求められているのはこの順番でも

ってというかたちにはなっております。ただ，これはあくまでも総務省の指針ですの

で全くそれにあわせよというわけではありません。鈴鹿市の中で順番をこういうこと

が大事だということでいくのも方法だとは思います。 

 

○委員長  そうなりますと，できたらこのまま置いておきたいということなんですね。

そのほかいかがでしょうか。 

 

○委員長  人権尊重の意識高揚について，このまま 18 番に残しておくのか，それと

も 15 番にもっていくのかということですが，それを確認させていただきましょうか。

あるいは別の順番にするということも含めていかがでしょうか。 

 

○委員  15 番にあげた方がいいと思うのですが，いかがでしょうか。 

 

○委員長  15 番にあげるということですね。そのほかに意見はありますか。それで

は 15 番にして，そうすると順番は 18 は 15 番になって，15,16,17 と順番に変わって

いくということでよろしいですか。 

 

○委員  意見の把握は，もっと上で，それがあってかなと思うのですが。 
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○委員長  そうしますと人権尊重の意識高揚というのが 15 番ですね。その次に 20 番

の意見の把握ですか。 

 

○委員  それよりは地域住民の意識高揚ですね。 

 

○委員長  意識高揚が 16 番ですね。次に意見把握は 17 番くらいですか。 

 

○委員  はい。 

 

○委員長  そうすると，今の 16 番は 18 番になりますか。拠点づくりの推進ですね。

拠点づくりがあって，交流活動の推進，一番最後に参画の推進ですね。 

 

○委員長  このようなひとつの案なのですが，少し確認しますと，18 番の人権尊重

の意識高揚が 15 番。現在の 15 番の地域住民の意識の高揚は 16 番で，今 20 番の外国

人市民の意見把握は 17 番，現在 16 番の多文化共生交流活動の拠点づくりは 18 番，

17 番の交流活動の充実は 19 番で，現在 19 番の外国人市民の地域社会の参画は 20 と

いうことになりますが，いかがでしょうか。それではそういう順番にさせていただき

ます。 

 

○委員長  それでは体系についての議論はここまでにさせていただきまして，全体の

意見について，討議をしたいと思います。事務局の方から説明をお願いします。 

 

○事務局  意見一覧の 1ページに戻っていただきたいと思います。意見一覧表の 1番

から 5番が全体の意見になります。1番から 4番に関しましては前回に議論があった

のですが，もう一度順番に簡単に説明させていただきたいと思います。1番の意見で

すが，文脈がネガティブにとらえやすいということで，文脈をポジティブにできない

かという意見となっております。指針策定の背景にもありますように課題，問題が背

景にあるということからどうしてもネガティブな表現になってしまい，そのように受

け取られてしまうと思いますが，積極的な表現につきましてはそれぞれの方向以降の

取組みの中で表現としてこういう具体的な取組みをしていくというようにさせてい

ただくという，前回お話したことと同じになります。 

  つづきまして 2番になりますが，地元企業との関係が弱いということで，企業との

関係強化をもう少し前面に出せたらということなんですが，企業への協力について，

市の行政の方では強制力がございません。こちらの方は啓発で進めていくという取組

みが中心になってまいりますので，ご理解いただきたいと思います。 

  続きまして3番になりますけれども3番につきましては積極的なメディアの利用と
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いうことをご意見の方でいただきました。現在のところ委員会の傍聴についてきまし

ても広報，ホームページ，外国語版広報で周知をさせていただいております。また，

議事録の公開もホームページで掲載をしていきますし，市民の周知につきましてもそ

の都度それに加えていきたいと思います。また，2月には広報特集号で多文化共生の

記事を掲載する予定で，この委員会，指針につきましても記事に触れていきたいと考

えております。 

  また，4番目ですが，体系だったマニュアルということでいただいておりますけれ

ども，こちらのほうは生活ガイドブックを発行させていただいているということで，

ご覧いただきましたが，より詳細な制度につきましてはホームページで確認していた

だくこともできます。ホームページの周知に関しましては生活ガイドブックとマンス

リーすずかにここのホームページをご覧くださいという内容のものを掲載しており

ますので，また確認をしていただきたいと思います。 

  最後の全般の意見なんですけども，市全体が体系で，情報を伝えるということが中

心で実際の中身に入っていない。外国人の必要を理解するという発想が無いという意

見をいただいているのですけれども，こちらについては庁内のワーキングでずっとた

たき台をつくってまいりましたので，国のプランに準じたかたちでつくらせていただ

いております中で，どう取組みを行えばいいか，どう解決するのがいいかということ

を外国人市民の現状に立って検討してつくらせていただいており，その点をご理解い

ただければと考えております。 

  以上が事務局の説明となりますが，委員会の中で皆様のご意見をいただきたいと思

います。 

 

○委員長  今，事務局のほうから説明をいただきましたが，一部の意見に関しては第

2回の委員会の中でも触れた記憶があります。今の説明も聞いて，ご意見をだしてい

ただいた委員のかたや，その他の意見も含めて，何かご意見があればお願いしたいと

思います。いかがでしょうか。 

 

○委員長  文面も最初の時はネガティブといったイメージも確かにあったと思いま

すが，様々な修正を加えた結果随分変わったと感じております。 

 

○委員  行政のかたに見ていただくと，これができた時にこれを読んだ外国人の人た

ちが私たち日本人側から鈴鹿のまちを一緒につくろうよというメッセージとして伝

わるものなのかどうかでは，ここにいらっしゃる外国人の人たちがどう思うのかなと

いうのを聞きたいと思います。 
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○委員  市でこういう取り組みが進んでいると，みんな安心して暮らせると。私のた

めにやっていると何人か知っているんです。それで，安心して暮らせるという気持ち

が出てきたんです。鈴鹿市が僕たちのために今考えていますとか，仲良く暮らせるた

めに今その取り組みがあるとか，それでちょっと安心しています。 

 

○委員長  いかがでしょうか。 

 

○委員  他の外国人はまず，分からないと思います。ここまでやっているということ

は分かっていないと思うんですね。私たちから言わない限りは市がどういうふうに取

組んでいるとか，そこまでしてくれるのかなとか。少し逆の意見なんですけれども。

私たちが関わっている人たちは分かっているのだけれど，全然かかわっていない人た

ちは多分こういう情報とか，私たちがこういう取組みをしているということはほとん

ど分かっていないと思うんですね。どういうふうに発信をするのか今少し考えていた

んですね。 

 

○委員  そのため，教宣活動をしないと，情報を流さないと意見が出てこないし，感

想も言えないかと。だからメディアとかそういったものを大いに利用して，日本人の

かたにも，外国人のかたにも大いにこういうことをしていますよとメンバーも外国人

のかたに入っていただいて，いろいろな角度から指針を作っていますよということを，

わかってもらうなにか手段を市としても取らなければならないのではないかと。それ

を私は言いたかったのですが。そうでないと無駄になりますので。 

 

○委員  同じことなのですが，市民が考えようということで，まちづくり条例をつく

るために３年かけてやっていました。一番初めに提言して，自治会も含めて地区をま

わって，メディアを通して，広報を通して更に意見を聞く，それから全体で意見を聞

いてたりしてきたけれども，日本人のいわゆる住民の，残念ながら自治会連合会の会

長さんもみえていますけれども，意識がそこまでいかない。 

 地域づくりの核になるところが 23 地区つくれていない。今ここで地域づくりをしま

しょう。それを応援しましょう，支援しましょうとという，これは鈴鹿市の基本構想

の大きな柱として 3年取組んできてもなかなか参加しない。だいたい関係のある人し

か集まってこない。集まってほしい人は出てこない，そういうことをくりかえしてき

ているので，実践している人が目に見える形で繰り返しエンドレスであげていかない

と，なかなか分かってもらえないのではないかと思います。それは螺旋階段の上りを

ゆっくりゆっくり上ることになりますけれども，今度はこの指針づくりから具体的な

計画作りへと参加してもらうようにするとか，また，委員会で個別のテーマというの

は多くの課題を含んでいますので，それをみんなで協議する場をつくっていくことが
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支援になるのではないかと思います。 

 

○委員長  そうですね。知ってもらうというのはものすごく重要であり，今，外国人

のかたの場合だけではなく，日本人のかたの場合でも実行してもらうということには

いろいろはハードルがあるという説明でありましたが，外国のかたの場合となります

と，これは言語という問題が出てまいります。日本語だけでは不十分であるという問

題も出てきますね。ですので，いろいろな媒体を考えないといけないというのは変わ

りがありませんね。今，先ほど説明がありましたとおり，市としては２月に特集をあ

げますよね。それで一般市民のかたにはその情報が発信されますね。それからホーム

ページの方でもあげますね。そのときに外国語版とかを考えていかなければならない

でしょうか。そのように様々な形で情報を発信しなければならないということは変わ

りがないと思います。 

 

○委員  ここで，委員会に 3回参加させていただいて，本当にすごく温かいものが私

にはすごく届きました。こんなに私たち外国人のために，正直，最初にこの委員会の

話を聞いたときにどれぐらい議論ができるのかなとちょっと思ったところがあって，

1回目からこんなにすごくまじめな真剣な話し合いがあって，それも毎回毎回，指針

が修正されていってすごく積極的な文章になっていき，毎回の議論を聞いて自分の中

で，こみあげてくるものがあるなと思いました。逆にこういったような指針のような

ものはすごく高いところにあるので，どのように実際に暮らしている人のところに届

けるかというのはやはり考えなければならないと思います。勿論いろいろな媒体を使

って，届けていくというのも大事なのですが，私が思ったのは，まず，ここに，この

委員会に参加している個人も自ら発信していくこともすごく大事なことだと思いま

した。当事者意識というのがとても大事で，メディア任せといったら，日本語の文章

を読まなければならないし，どういうふうに理解していったら，正確に理解できるか

どうか，それも確信できないところがあって，ここでの議論を具体的に，傍聴のかた

も含めて，まず自分達から発信をしていかなければいけないなと。ここで感じたこと

を一人でも多くの人に知ってもらって，よく店の宣伝には口コミというのがあるんで

すけど，それを大きなメディアと私たち個々人も含めて普通に暮らしている人達のと

ころに届けていけたら。多分短時間ではできないですけど，大事なのではないかと思

いました。 

 

○委員長  仰ったとおりだと思います。外国のかただけではなく，ここにいらっしゃ

っている委員のみなさま，私も含めて，この立場にいてそれぞれの立場を考慮しなが

ら，最終段階まで来ているわけですが，私たちでも私たちのできる範囲のことろでそ

れをいかすべきだということなのですね。教育の現場であったり，雇用の現場であっ
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たり，あるいは地域社会であったり国際交流の場であったりと様々なところでこうい

うものが出来上がって，こういうようにやっていますよという情報発信は必要かと思

います。そういう意味で，非常に重要な意見をいただきました。ありがとうございま

した。 

 

○委員  11月 27日に私たちは教育の立場で医療大学のキャンパスを借りてフォーラ

ムを開催するのですが，教育で多文化共生ということをどう実現するか，それから教

育がどう貢献するかということで，3年間，早稲田の先生方と一緒に日本語指導のシ

ステム構築につとめてきて，それをフォーラムでやっていきたいと思っておりますけ

れども。 

そこで，知らせる際に委員のところでやってみえる，わいわい春まつりを活用した

り，これは案ですが，話してもよければ，このまちにこういうものができつつありま

すということを，私はその場で基調提案するのですが，今 40 分～1 時間の原稿がだ

いたい書き上がったのですが，そういうところでいってもいいのかどうか。あるいは，

それからよく生活安全部に限らず市の人たちは何かひとつ出来上がるとフォーラム

をされて，そこをキックオフにしたりされるのですが，この 2月の特集号はわかりま

したし，マンスリーとかそういうところでされるとおもうのですが，そういうやっぱ

り一回はじくときが時々必要で，何かそういうことを考えてもいいのかなと思います。

私は教育の立場でできることは何かといいますと，そういうところでお話ししていこ

うかなと思います。 

 

○委員長  ありがとうございます。委員から確認があったことは 11 月 27 日のシンポ

ジウムですね，その場でこういうことをやっているということを話をしても問題ない

わけですね。ぜひしていただければと思います。 

 

○委員  すみません。追加でまちづくりの条例の中にも多文化共生の事がすごく入っ

ているんですね。考えてみると，三つの条例とか，教育委員会の策定の委員会など，

すべて参加させていただいたのですが，そこに全部しっかりと多文化共生であるとか，

外国人の子どもたちの教育のこととかすごく，他の委員さんもとても熱心に言ってく

れてというのでは，私は他の地域の知り合いも多いのですが，一文入れるだけでも相

当苦労しているんですね。だけど，鈴鹿の場合ではどっさり入っているというのは，

来年の外国人集住都市会議でこれを出してほしいなと思うのですが，それはみんな外

国人の人たちもしっかり知ってほしいと思います。 
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○委員  それと，見方も少し変ると思います。何人かと話をしたけれども，この委員

になる前に日本も不況になってみんな仕事がなくなった。その時に帰国支援がでてき

て私たちはいらなくなったからここまで，あとはいらないという。でもこういう取組

みがあって，住民として認めているし，それを他の外国人ももっと知ってもらえると

安心して暮らせるようになると思います。 

 

○委員長  そうですね。鈴鹿市の社会福祉協議会が多文化共生にかかわるアンケート

調査を行うらしいのですが，それは一般の日本人のかた，外国人のかた，両方が対象

となるわけなんですね。そういうこともしながら，それもここに出てきた情報を把握

するためのひとつの手段であるわけですが，そういうこともしながら鈴鹿市としては

制度的に取り組みたいという姿勢がそういう情報をみると我々が確認することがで

きるわけですね。ですからその意見から出ていた，若干，一般の方までそれが伝わっ

ていないから，それを効率よく発信する努力がさらに必要ではなかろうかということ

で，先ほど私が申し上げたとおり，私たちのほうでもその関係の情報発信できるよう

な個人的にも努力をしていってほしいなというお願いも兼ねて，ここで確認させてい

ただきたいと思います。 

  それでは，第 1 回，2 回，3 回と重ねて，委員の皆様の方から頂いた意見すべて，

全体を通して意見を基に，指針案の修正を加えてまいりました。そこで，今日は最終

回ということもありますので，若干時間を延ばしても問題ないかと思いますので，何

かご意見があれば，ぜひ聞かせていただきたいと思います。 

 

○委員長  それでは座っている順番でひとことずつ全体を通して，あるいは細部につ

いてでもかまいませんのでご意見をお願いしたいと思います。それでは委員の方から

お願いします。 

 

○委員  さきほども申し上げましたが実践していくには非常に難しいと感じており

ます。国際交流協会というところで，いろいろな相談を受ける場合に行政ではないに

しても相談しにくい法律的な問題もあって，それをクリアするにはどうしたらいいか

という難しい相談が多いのですが，一方で地域における多文化共生を進めるというと

ころでは実際に拠点づくりをしても，私が関わっているところでは 20 人ぐらいまで

は広がるのですが，そこから先がなかなか広がらない。これをどういうふうにすれば，

何百人，何千人対象になるのか。ひとつは委員に仰っていただいた 4 月 17 日に多文

化共生を実践する場として，わいわい春まつりを開催します。これはずっと取組んで

きているのですが，今年はじめて外に出て開催したところ 2,000 人を超える人が参加

しました。すでに今年はいつですかという問い合わせがかなり来ており，ぜひそうい

う機会に鈴鹿にどれくらいの外国人がいて何をしているのかということを目の当た
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りにしております。その時にぜひ国際大学にも何らかのかたちで積極的に参加してい

ただけるとありがたいと思います。 

 

○委員  私は保育所で毎日生活をしておりますので，指針を策定しながらやはり，委

員さんの中からご意見がありましたけれども，高いところから難しい言葉での表現が

多い中で，これを日々どのように実践していくのかという，毎日の子どもたちと接し

ながら，いろんなことが起こるわけです。通訳さんが充実しており，5名の通訳さん

が保育所に巡回員ですけれども，公立の各園を巡回してくれて，充実しているので，

この指針をいかに実践するのか，子どもが初めて出会う友達とか，施設でありますの

で，いかに子どもの育ちを守っていく，支援していくというところではこれをどのよ

うに実践するかというのが自分の課題かなと学んできました。 

 

○委員  私にとってはすごくありがたい気持ちがいっぱいあって，みなさんも私のた

めに考えてくれて，本当にありがとうございます。そういう感謝の気持ちでいっぱい

です。 

 

○委員  経済危機のあとに県とか市とか経済対策をしたりとか，住宅の抽選会とかが

失業者向けにあったときに，日本人が優先されるんじゃないかと思っていたら，そん

なことしない，同じように公平にくじをして入れてくれたとか，外国人の人たちが本

当に驚いたし，ありがたかったと言っていて，それで，不況になっても日本というの

は本当にすごい国だというふうに外国人の人たちはすごく評価しているんですね。日

本の政府とか，日本の行政とか，日本の社会の信頼感というのは経済が悪くなったと

きにいろんなことをしてもらったということで，すごい信頼したという声が私の周り

では多かったです。 

  それと今，介護の研修を日系人の人達 20 人を対象に実施していますけれども，団

地の人たちが結構入ってくれてて，そういう人たちが団地の共生を担っていく，リー

ダーになっていく存在としてやる気満々なんですけれども，地域の仲間というように

すごく実感していて。それで団地のいろいろなことをやっていくうちに外国人の人た

ちだけでなく，日本人にとっても住みやすい環境にかわっていくんだなというように

も思っています。だからこの指針は外国人の人のためというのではなくて，私たちも

みんなのためにもいいまちづくりが進んでいくのだろうなと思って関わらせていた

だきました。 
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○委員  少し前に経験したことなのですが，市内でレストランを経営している日系人

のかたがおられて，そして，いろいろな地域住民の方との問題で，出ていってくださ

いということがあったのですけれども，そのときに地域のかたが集まられるところで

そのひとが，自分の祖先，100 年ぐらい前に日本から渡った祖先が向こうで苦労して

いても商売するチャンスを与えられてこういう状況になった。それで自分も間違った

ところ，良くないところ，指摘されたところはちゃんとあらためるので，いい商売を

続けさせてほしいということを話して，そうすると周りとの関係が少し変わって，い

い関係になって今も商売を続けているというところがあるのですけれども。やはり，

騒音にしろ，他の問題にしろ今起きていることだけをみますとちょっとありますけれ

ども，歴史的背景であるとか，その人の裏の状況，介護の人たちを考えるともう少し

やさしい目でみれるところがたくさんあるということを思ったのですけれども。そう

いうことも含めて少し提案になるのですが，市役所も前にされているかもしれません

が，1階にいろいろ展示するブースとかありますが，ああいうところで企画展とかは

されることはないのでしょうか。 

 

○事務局  日伯交流 100 周年の時にパネル展示をいたしました。 

 

○委員  例えば日系の方に関して言えば，笠戸丸とかいろいろな資料があって，どこ

からわたったとかそういう資料など，今はアジアからたくさんこられてますけれども，

そういう生活ぶりなどを目にすると，事情が分かれば，背後が分かればやさしく見て

あげられると思うのですが。そういうこともご検討いただければと思います。 

 

○委員長  ぜひご検討お願いします。 

 

○委員  本当にこの指針は夢と希望がいっぱいかくされているような種だと今私は

感じたのですけれども，でも種がどんなに立派であってもやはり日々のケア，水をや

ったり，肥料をやったり，枝葉が出た時に修正したりする必要があると思います。そ

ういったようなのが多分，具体的な取り組みだと思います。私が考えたのは自分が何

ができるかということから考えていけたらと思います。また，ここに具体的な取組み

があったときに声をかけていただいたらと思います。 

 

○委員  ふりかえってみて，やっときたなと思いまして，今まで活動したかいがあっ

たなと。10 年先のことを思い浮かべながら，さきほど種の話があったけれども今は

花で十年先は実がでてくるのかなという感じで，いろんな苦労の中で，でも参加した

人がすごい熱心で，ああじゃない，こうじゃないといいながら，本当に無駄ではなか

ったなと。今，ここで議論をしたり話をしたり，いろいろなことを決めたりする中で，
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やはり無駄が無いなと感じました。十年先が楽しみですし，本当にこれが実施できる

ように頑張っていきたいなと思います。 

 

○委員  最初は自分から公募ということで応募させていただきましたが，3回という

ことでどこまでできるのか正直不安でした。現職で教育現場で働いているときに，県

のほうの人権をテーマにした教材を作成するということに関わらせていただいた時

には，もっと回数が多かったですし，基本的なところでの議論にすごく時間がかかっ

て，お互いがその問題意識を共通認識するということがとても大変だったのです。だ

から何分の一かで参加させていただいて，たった 3回の事でどこまでできるかという

のは，私としては不安ながら参加させていただいたのですが，それはとても杞憂とい

うか，特に現場でたくさんの外国の方達と一緒に問題解決に当たってくださっている

方とか，またもちろん，外国籍のかたご本人からもとてもたくさん教えていただくこ

とが多かったですし，そのことに刺激されて自分自身が思っていたことをより深めた

りすることもできたし，何人かみなさん仰っていましたが，本当に自分が問われるの

だなと，これからあなたは何をするのですかと，より改めてそのことを考えさせられ

た，そんな経験をさせていただいたなと思っています。鈴鹿市が国籍に関係なく，ど

んな少数派の人も住みよいというか，鈴鹿へ行けば楽しいよと少数派の人こそ思って

いただけるような，そんなまちになるといいなと。そのために鈴鹿市民の一人として

は，そのような希望を持ってやっていきたいなとあらためて思いました。 

 

○委員  この指針で，私はこれからスタートだなというふうに思っています。ではこ

のスタートに対して，これから自分はどうやって関わっていくのかなと非常に不安で

もあるし，他の人たちも，鈴鹿の人たち，日本人の人たち，外国人の人たちがどう捉

えるのだろうというのも，やはり感じるところはあります。私が今やっていることも

この中のほんの一握りの事であるだろうし，それで私の周りにいる外国人の人たちも

それで少数派であってもこの指針に対してどうやって接してあげる，やはり意識を変

えていかなければならないのかなと感じるのですけれども，それよりも他の私の家族

にしてもそうです，会社の人にしても周りの人がどう感じて，同意識を変えてもらえ

るのかなというところがこれからの非常に高いハードルなのかなと思っています。こ

れはみんなの意識を変えていくひとつのベースになる指針だと思いますし，みんなに

どう展開していくか，これからが一番高いハードルに向かっていくのかなというふう

にも思います。これから実践する，実践するところへのもっていきかたが大変かなと

いうふうにも思っています。やはりそれを非常に感じた会議であったというふうに思

いました。 
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○委員  この委員の皆様の中で私が経験が一番浅いと思いますので，冒頭の自己紹介

の中でも申しあげましたけれども，皆さんの意見を拝聴して，後にお話しさせていた

だくということを申し上げたと思いますが，本当に皆さん方熱心に体験に基づいた貴

重なご意見をいただいて，立派なこの指針ができるのではないかと期待しております

けれども，これが絵に描いた餅で終わらないように立派に動いてもらうということが

重要かと思っております。私の立場から申し上げますと地域のほうの関係になってく

るかと思いますけれども，先ほど委員のほうからも話が出ておりましたけれども，や

はりそれに対する地元の関係の方が一部熱心な地域もありますし，また直接外国人の

かたと接する機会の少ない地域もございます。そのあたりのバランスが熱心なところ

と無関心なところとに分かれている感じがします。これを皆さんにピーアールしてい

ただいて，すぐにというわけにはいかないでしょうけれども，10 年先という話もあ

りましたが，そのように一つ一つでも階段を上がって進めていただければありがたい

なと感じた次第です。 

 

○委員  本当にこの会議に参加させていただいてよかったと思っております。といい

ますのは，教育のところが気になりました。そして，これで十分かなということは常

に 3回とも感じており，なかなか落ち着かなかったのですが，参加させてもらってよ

かったし，私も感謝の気持ちでいっぱいです。そしてまた夢と希望の種がこの鈴鹿市

多文化共生推進指針，これは本当に夢と希望の種，委員が 10 年後が楽しみといわれ

ていましたが，10 年後となると私も 76 歳になっていてどうなっているのかなと思い

ますけれども，本当にいいものをつくっていただいて，心強く思っています。鈴鹿国

際交流協会とつながったり，いろいろなところとつながっていただいて，キックオフ

になるのか，何になるのか，イベントで終わってはいけないのですが，イベントで広

げていくというか，それはやはり大事で，一番目に見えやすいもので，折角こういう

素晴らしいものができたので，言語の事も考えていただきたいのですが，できるだけ

分かりやすいかたちで市民の人たちに伝わっていくといいなと。私は自分では 11 月

27 日に少し紹介したいと思っております。ありがとうございました。 

 

○委員  この会議に参加するまで，市がつくられる指針というのは，こういうかたち

で，いろいろな人があつまって，いろいろな人の意見を聞いてつくられているとは思

っていなかったです。専門家のかたであるとか，それなりの経験をされたかたが集ま

って，それなりのもをつくっておられるかと思っていたのですが，3回参加させてい

ただいて，非常に行政も積極的に取組んでおられるというのがよくわかりまして，良

かったと思います。 

  わたしがこの委員会に参加した理由は二つあるのですが，最初の挨拶の時に話をさ

せていただいたと思うのですが，ひとつは今，ボランティアをさせてもらっているの
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ですけれども，小学生のかたを教えているのですけれども，ここにもたくさん出てお

りますが，日本語がなかなか話せないというのがあります。これは大人のかたも子ど

ものかたも共通していますが，特に子どもの場合は日本語が話せない，漢字が分から

ないとなると，毎日授業を受けていてもおそらく理解されていないと思います。日本

の学校に言ってみえるから，日本語でいろいろな科目を教えますから，ほとんど日本

語が分からないままいっておられるとこれは大変だなということで，それが私がボラ

ンティアを始めたきっかけなのですが。 

  その教えているお子さんは非常に優秀なお子さんが多いわけです。おそらく母国で

はかなり優秀なかたではないかなと思うのです。ところが日本に来られて，日本語が

分からないがために，どんどん学力が落ちていくというのが私は非常に我慢ができな

いわけなんです。なんとかしてやりたいというのが私がこれに参加させていただいた

動機なのですが。 

  ここにもかなりそのあたりが強調されていますので，子どもさんは非常に将来があ

りますので，夢を持って日本に来られたかたがそこで挫折して，それで人生が変わっ

てしまうということが無いようにぜひともやっていただきたいなと。行政に特にお願

いしたいと思います。 

 

○副委員長  感想の前に機を逸してしまって申し訳ないのですが，体系図のところの，

施策の方向の 11 番の就労環境，就業機会の支援というところなのですが，少し違和

感を感じるのですが，就業機会の支援というのは言葉的にもおかしいかなと。就労環

境の改善や就業機会の確保というのがあると思うのですが，就労環境や就業機会を支

援するというと言葉のつながりが。ですから，就労環境の改善なり，就業機会の確保

に対する支援であればいいのかなと思ったのですが，お諮りしてよければ，修正願え

ればと思うのですが。 

 

○事務局  こちらの方で修正を検討します。 

 

○副委員長  すみません。それでは感想になりますが，ブラジル出身の子どもが鈴鹿

市に住んでいるというのはステータスであると聞いたことがあるのですが，というの

も，F1 レーサーのセナは鈴鹿がすごく好きで，それで，ブラジルでは国民的英雄な

のですよね。本人はあまり知らないけれど，お父さんや伯父さんからすると鈴鹿に住

んでいるということはすごく自慢できることなんだということを聞いたことがあり

ます。これからはもう一つ自慢できることに，ここで生活していて随分住みやすいん

だと子どもたちが言えるような鈴鹿市になれば，私たちでつくっていければと思いま

した。 
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○委員長  一通り終わりましたので，私のほうからも申し上げたいと思うのですが，

委員の皆様に大変感謝を申し上げたいと思います。本当に真面目なかたばかりで，た

たき台をつくって，これは勿論一部の方々と策定したのですが，そこで，ワーキング

では見えなかった部分というのがもちろんあったかと思います。そのあたりを丁寧に

指摘していただきまして本当に感謝しております。そのおかげでいい指針ができそう

な感じました。 

  委員の皆様からのご意見も，大変重要なことを仰ったかということも，日本社会が

グローバル化されつつあるということは異論が無いと思います。そこで，今，社会は

転換期だと思います。転換期というのは以前の事を思い起こしてみると，ある時は異

文化理解という言葉があったかと思います。異文化というのは異なる文化ということ

ですが，今は我々は多文化共生ですね。これは大きな変化ですね。共に生活しながら，

共に働き，共に学ぶという時代になってきたということを市がこれを進めるというこ

とは，国も県もそうですが，その必要性が十分感じられてきたかなと思います。です

が，それは情報というのはすぐ合致する人とそうでない人がいるともいます。先ほど，

二人の委員の方々が仰ったのは，同じことであるのだけれども，よく現状を把握して

いる人と，そうでない人がいるわけなんですね。そこに我々がどうやって発信するか

というのは非常に大きな課題だと思うのです。すべて楽観的ではないと思いますが，

ここまで委員の皆さんが仰るので，市のほうも非常に大きな力だと思うのですが，こ

ういうふうに応援してくださるかたがいらっしゃるということ。ですので，ぜひいろ

いろなかたちで地域にこの情報を発信していただけるよう，努めていただきたいと思

います。 

  鈴鹿市は皆さんが仰ってきた住みやすい地域だということ，これは外国人も日本人

も同じく住みやすいところで，働きやすいところでというイメージを持っていただけ

るところになれば，私たちも，あのとき指針に関わったなということが非常に誇りに

持てるかと思います。 

  非常に印象に残った一つの意見に夢を持って日本に来たとあるいは夢を持ってこ

の日本に生まれたかたと。非常に大事だと思うのはいずれか国へ帰ったり，どこかの

国に，海外に拠点を持ったりするのですね。あの日本が好きだよということをずっと

言ってほしいわけです。日本の中の事を考えているわけですが，日本の企業というの

は世界のあらゆるところにあるわけです。ああいうところでも日本の立場で考えてく

れる人がほしいわけです。ここに来る留学生にしても，いずれか国へ帰って頑張るよ

うな人がいるけれども，帰ったら，できたら日本の立場で日本の企業を支えてほしい

わけです。それであれば，今世の中で起こっている日本に対する様々な問題というの

もより少なくなっていくのではないかと期待したいところです。そういう意味でお手

本となる指針というものは市も努力してこういうかたちで作成した，その努力に対し

て大変感謝いたします。 
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  私のかたで第 3回目まで進めさせていただきまして，委員会を終了させていただき

たいと思います。そこで，本日，様々な意見もありましたが，それらに関しては副委

員長と私と，あと事務局のほうで最終的にまとめさせていただいて，皆様のほうに最

終確認のために送らせていただきます。その意見を持って最終版を策定させていただ

きたいと思います。 

  それでは，第三回の委員会について，皆様におかれましては時間が超過するまで議

論に参加させていただきまして感謝を申し上げるとともに挨拶とさせていただきま

す。それでは事務局のほうにこれからの手続きなどについて，説明をお願いしたいと

思います。 

 

○事務局  それでは事務局のほうから若干連絡がございます。先ほど委員長のほうから 

 仰っていただきました，修正案につきまして，メール，郵送などでお送りさせていた 

 だきたいと思います。今後，意見等ございましたら，もう一度事務局のほうへいただく 

というかたちになろうかと思います。その後また，委員長と副委員長のほうで事務局も

含めまして修正と調整をさせていただきたいと思います。 

  そのあとですが，パブリックコメントの実施も考えております。一般の市民の方から 

もご意見をいただくことになろうかと思いますので，もう一度委員の皆様に集まってい

ただくということも考えておりますので，日程につきましてはパブリックコメント終了

後ということになりますので，わかりませんけれども，また早い段階でお知らせの方を

させていただこうと思います。 

  作業的な面では第 2階の議事録の方を確認していただきたいと思います。第 3回もま 

たお送りしますので，作業的には皆様の方で携わっていただくような部分もあるのです

が，しばらくの間ご連絡をとらせていただくような形で進めさせていただきたいと思い

ます。事務連絡は以上となります。 

 

○委員長  それではパブリックコメントの実施結果ですね，これは時期としては来年の 1 

月ごろですか。 

 

○事務局  早くて 1月の末と考えております。 

 

○委員長  その結果を受けてからもう一度，皆さんに集まっていただくということで， 

お願いしたいと思います。それでは，皆様長時間にわたりありがとうございました。そ

れでは第 3回鈴鹿市多文化共生推進指針検討委員会をこれで終了させていただきます。 


