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第１章 指針策定の趣旨                    

１ 指針策定の背景 
 

指針策定の背景 
 わが国では，1980年代以降，経済活動のグローバル化により人の移動が進み，1990

年には「出入国管理及び難民認定法（入管法）」が改正され日系人の就労が可能となり，

またアジアを中心とした外国人研修生・技能実習生の受入れが拡大し，さらに国際結婚

や留学生の増加により，外国人が急増してきました。 

当市は，製造業などが盛んな地域であり，1989 年 3 月末現在外国人登録者数は 973

人でしたが，外国人労働者が多く受け入れられたことにより，外国人市民は増加の一途

をたどり， 2008年 10月末現在 10,491人で約 10倍となりました。 

 しかし，2008 年の世界的な金融危機による経済情勢の悪化を受け，日本の経済状況

も厳しくなり，それに伴い当市の雇用情勢も急激に悪化し，2009 年には，約 1,500 人

もの外国人が帰国し，2010年 3月末現在外国人登録者数は 8,914人となりました。 

 雇用情勢が厳しい中，外国人登録者数は減少傾向にありますが，在住している外国人

市民の滞在は長期化・定住化傾向がみられます。 

一方，経済動向を見ると、国内においては，少子・高齢化により生産年齢人口が減少

していることから、様々な面での諸外国との協力は重要な選択肢として考えられていま

す。また，グローバル化の進展に伴って，人の国際移動が活発化することも考えられ，

このことからも今後も多くの外国人が市内に在住することが予想されます。 

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・社会制度の違いおよび言葉の問題等により，教育・福祉・労働・居住並びに地域社

会コミュニティ等についての課題が依然として残っています。日本人市民もグローバル

社会であること、多文化共生の時代であることを認識するとともに，外国人市民も地域

社会で暮らす住民のひとりとして自立することが求められています。 

 国においては，総務省が 2006年 3月に「地域における多文化共生推進プラン」を策

定し，そのなかで市区町村は，地域の実情と特性を踏まえた多文化共生に関する指針・

計画を策定し，地域における多文化共生の推進を計画的かつ総合的に実施することが明

記されました。 

 このようなことから，様々な国籍，民族や文化的背景をもった人々が，互いのちがい

を認め合いながら，同じ地域社会を担うパートナーであるということの認識を持ち，日

本人と外国人がともに協力し合い，安心していきいきと暮らせる多文化共生のまちづく

りが必要となっています。 
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２ 指針の位置づけ 
 

 この指針は，総務省において 2006年（平成 18年）３月に策定された「地域における

多文化共生推進プラン」及び「みんなで築く鈴鹿夢プラン（第５次鈴鹿市総合計画）」に

示されている誰もが暮らしやすいまちづくりの政策を踏まえます。また，多文化共生の社

会づくりの実現に向けて市の基本的な考え方や関連する施策の方向性について，様々な課

題，特性や意見等を体系的にまとめたもので，多文化共生推進の指針として位置づけるも

のです。 

 

 

３ 基本理念 

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 

 

基本理念の考え方 
 様々な国籍，民族や文化的背景をもった人々が，互いのちがいをともに認め合い，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，

ともに築く多文化共生社会の実現を目指します。 

 

 
基本目標 
 基本理念を実現するために，基本目標を定めます。 

 

 １ 多文化共生の意識づくり 

 ２ 外国人市民の自立に向けた支援体制 

 ３ 誰もが参画できる地域づくり 

 ４ 誰もが暮らしやすい地域づくり 
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第２章 鈴鹿市の外国人登録者数の現状             

 

  鈴鹿市の外国人登録者数は，1990 年には，1,183 人でしたが，2010 年には，8,914

人となり，この 20 年間で約 7.5 倍となりました。この増加の背景には，1990 年の「出

入国管理及び難民認定法」の改正を契機に，就労を目的に日系人，特に南米の外国人

が急増し，また，1993 年に創設の外国人研修・技能実習制度を利用した，中国・東南

アジアからの研修生増加があります。最近では，留学生も在住しています。 

  特に，少子高齢化を迎え，製造業関連に間接雇用として多くの外国人が就労するよ

うになりました。 

  しかし，2008 年の世界的な景気の後退により雇用が厳しくなり，それに伴い間接

雇用が多い外国人の就労が厳しい状況となり，これまで毎年増加していた外国人登録

者数は，2008 年 10 月をピークに減少している状況です。 

 

１ 外国人登録者の推移 

  1990 年までは，韓国・朝鮮籍が一番多かったが，1992 年以降南米国籍の方が多く

なってきました。 

  2010 年には，58 ケ国の外国籍の方が在住し，その内訳としてブラジルが最も多く

4,073 人（45.7％），次にペルー1,535 人（17.2％），中国 1,106 人（12.4％），韓国・

朝鮮 687 人（7.7％），フィリピン 471 人（5.3％）と続いています。 

 



 

5 
 

 

 

  鈴鹿市の総人口に対する外国人登録者数の割合は，1990 年に 0.68％で 150 人に 1

人の割合でしたが，2010 年には，4.39％となっており，市民の 22 人に１人が外国籍

で，増加していることがわかります。 
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２ 三重県内の状況 

三重県の外国人登録者数は，2009 年末現

在 49，067 人で，外国人の占める割合は，2.58

パーセントになっております。各都市別では，

外国人登録者数は鈴鹿市が第１位で，次に四

日市市，津市と続いています。また，外国人

登録者数の総人口に占める割合は，当市が，

伊賀市，亀山市に次いで 3番目となっていま

す。 

 

                                   

３ 年齢別人口 

  外国人登録者の年齢別構成は，20 歳代

から50歳代で全体の73％を占めています。

また，外国人登録者のうち 15～64 歳の生産年齢人口は，7，085 人（79.4％）と多く，

特に 20～45 歳が大半を占めています。 

  一方，日本人市民の年齢別構成については，15 歳～64 歳の生産年齢人口は，133，

236 人（65.6％）となっています。 

  外国人市民の年齢別の割合は，非常に若い層が多くを占めていることがわかります。 

 

４ 地区別外国人登録者 

  地区別外国人登録者数は，牧田（1,963 人）が最も多く，次に飯野（1,618 人），玉

垣（1,153 人），河曲（906 人）となっています。総人口に占める外国人登録者の割合

については，鈴鹿市全体では，約 4.39 パーセントとなっており，最も多い地区が，

三重県内各都市の外国人登録者数   

                         2009 年 12 月末現在

外国人登録者数（人） 人口に占める割合（％）

鈴鹿市 9,405 亀山市 5.30 

四日市市 9,080 伊賀市 4.79 

津市 8,540 鈴鹿市 4.61 

伊賀市 4,829 木曽岬町 4.47 

松阪市 3,527 川越町 2.96 

桑名市 3,395 津市 2.93 

亀山市 2,674 いなべ市 2.91 

いなべ市 1,360 四日市市 2.89 

三重県 49,076 三重県 2.58 

 ＊資料：  三重県生活・ 文化部国際室   
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牧田（12.91％）で，次に飯野（11.3％），河曲（8.63％），神戸（6.27％）となって

います。 

市内には多くの外国人が在住していますが，地域によって大きな差があります。 

 

 

５ 在留資格別外国人登録者 

  在留資格別では，「永住者」が最も多

く 3,544 人（39.76％）で，次に「定住者」

が 2,438 人（27.35％），「日本人の配偶者

等」が 807 人（9.05％），「特別永住者」

が 523 人（5.87％）と続いています。 

  定住者と永住者で約 67％を占めてお

り，多くの外国人が，定住化傾向にある

ことがわかります。 

 

 

  ブラジル，ペルーなどの南米外国人市

民の増加が 2008 年まで顕著でしたが，

2008 年の経済環境の変化により，減少傾向が見られ，近年は中国や東南アジア諸国の

外国人の増加が見られます。また定住者，永住者や国際結婚の外国人が多くを占めて

おり，今後も外国人が定住化傾向にあると考えられます。このような状況のなか，鈴

鹿市において多文化共生の社会づくりのための施策を展開していくことが必要と考

えられます。 

外国人登録者の在留資格（2010 年 3 月末現在）

  総数（人） 割合（％）

永   住   者 3,544 39.76 

定   住   者 2,438 27.35 

日本人の配偶者等 807 9.05 

特 別 永 住 者 523 5.87 

特 定 活 動 339 3.80 

留        学 243 2.73 

研        修 211 2.37 

そ   の   他 809 9.08 

  合    計 8,914 100.00 
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第３章 指針の体系と施策の方向                

［基本理念］ ［基本目標］       ［柱］       ［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 

4 社会制度，文化や習慣を理解

するための環境づくり 

5 相談体制の充実 

6 日本語の習得に関する環 

境整備 

7 通訳の充実 

8 教育環境の充実 

9 保育環境の充実 

10 居住環境の改善 

11 就労環境・就業機会の支

援 

12 医療・保険・福祉の情報

提供の充実 

13 防災対策の推進 

14 安心・安全な生活環境の

推進 

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

の参画の促進 

20 外国人市民の意見把握 

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 

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 

誰もが参画で

きる地域づく

り 

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 

誰もが暮らし

やすい地域づ

くり 
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１ コミュニケーションの支援                      
 

  外国人市民が，地域社会で自立して安心した生活を送るためには，日本語でのコミ

ュニケーションが不可欠であり，さらに就労するためにも，日本語力が必要とされま

す。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が生じることもあり，

日本の社会制度，習慣や文化などの理解を深めることも重要です。そのため，外国人

市民に日本語や社会制度などを習得する機会の拡充を推進します。 

  また，日本語を母語としない外国人が日本語を十分に理解するには難しいものがあ

ります。そのため，多言語での各種情報を外国人市民へ提供していくことも，重要な

ことであり，情報の内容や提供方法を検討しながら，的確な情報を提供します。さら

に，外国人市民に関する相談窓口の充実に努め，通訳ボランティアとの連携をはかっ

ていくことが必要です。 

   

１－１ 情報について                                
 (1)情報提供について 

 ○現状と課題 

   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，

外国語版及びルビ付日本語版でリーフレット，チラシ及び広報紙（（財）鈴鹿国際

交流協会発行）などの作成や，外国語版ホームページの充実を図っています。 

   しかし，すべての行政情報を外国語で提供することには限界があります。このこ

とから，必要な情報を十分に提供できるよう多言語でのリーフレットやホームペー

ジの充実及び既存の多言語情報を有効に活用していく必要があります。 

また，必要な時期に必要な情報を迅速に提供していくことも大切であり，さらに，

外国人市民が地域で生活するうえで，地域での生活ルールなどを理解し，日本人市

民と外国人市民がともに暮らしていくための情報を提供していくことも大切です。 

 

 

 

 

 

○取組方針 

 ・外国語版リーフレット，チラシなどの充実 

   外国人市民が行政情報などを得やすいように，外国語版のリーフレットやチ

ラシなどの充実を図ります。 

 

 

施策の方向 
 的確な情報提供の推進 
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 ・外国語版ホームページの充実 

   外国人市民が，ウェブ上で行政情報を得やすいように，外国語版ホームペー

ジの充実を図ります。 

・情報の簡素化 

  行政情報の提供は，簡潔で的確なものに努めます。 

・ニーズを把握した既存情報の有効活用 

  当市及び他団体で，既に提供されている情報を有効活用し，外国人市民に必

要な情報の提供に努めます。 

 ・時期に応じた情報提供の検討 

   市ホームページや広報紙などを利用して，時期に応じた必要な情報を，でき

るだけ速やかに提供できるよう努めます。 

・地域による情報提供の啓発 

   外国人市民へ地域による地域の情報を提供できるよう啓発に努めます。 

 

(2) 情報伝達網について 

 ○現状と課題 

   当市の外国人市民への情報は，紙媒体（リーフレットや広報紙など），ウェブ（市

ホームページ）やメディアで情報を発信しています。毎月発行の広報紙は，市役所

の窓口をはじめ外国人児童生徒が在籍している学校，外国人市民が加入している自

治会組織，外国人が経営している店舗，イベントなどの機会を通じて配布していま

す。また，各リーフレットなどを市役所市民ロビーや各窓口で配布しています。 

   しかし，現状はどれほど外国人市民に伝わっているかの把握は困難で，情報を行

き渡らせる方法が確立していないのが現状です。今後とも情報提供の場の拡充や

様々な機会を通じて，できるだけ情報を提供していくよう努めていくこと，また，

各種情報媒体を活用して，確実なネットワークの構築を進めていくことが必要です。 

 一方，現在，外国人によるメディアも普及しており，これを活用していくことや，

外国人を雇用している事業所と協力して外国人市民へ情報を提供することも重要

です。 

 

 

 

  

 

 ○取組方針 

  ・情報提供の場の拡充 

市窓口，学校，保育所，幼稚園，外国人市民が利用する施設など，外国人市民

施策の方向 
 情報伝達網の構築と活用の推進
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へ情報を提供する場の拡充を図ります。 

  ・イベントなどを利用した情報発信の推進 

    イベント，交流会などの機会を通じて，参加者に情報を発信していくよう努め

ます。 

  ・情報発信媒体の活用の充実 

    紙媒体，ウェブやメディアによる情報発信の充実に努めます。また，外国人が

運営するメディアの活用や外国人を雇用する事業所との連携を検討します。 

・情報発信のネットワーク構築の推進  

  外国人市民が利用しやすい情報ルートの把握に努め，多くの外国人市民への情

報発信のネットワークづくりの推進に努めます。 

  ・地域におけるネットワークづくりの啓発 

    地域の情報が発信できる地域ネットワークづくりの啓発に努めます。 

   

 (3)発信言語などについて 

 ○現状と課題 

   当市では，現在，日本語力が十分でない外国人市民に対し，行政情報などを正確

に伝えるためには，母語での提供が大切であると考え，リーフレット，広報紙，ホ

ームページなどでの情報提供を複数の言語で行っています。しかし，市内には，様々

な国籍の市民（平成 22年 10月末現在 56カ国）が在住しており，すべての言語で

情報を提供するには限界があります。 

今後，行政情報をより正確に外国人市民に提供するために，多言語化の充実を推

進していくとともに，わかりやすい日本語での表現や視覚に訴える表現などで，外

国人市民へ情報を提供するなど手法についても検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 ○取組方針 

   ・多言語化の推進 

リーフレット，広報紙，通知文書やホームページなどの多言語化を推進しま

す。 

      ・サインのユニバーサル化の推進 

     案内看板などの多言語化，ローマ字併記など，わかりやすいサイン表示に努

めます。 

   ・わかりやすい日本語表現の推進 

     行政情報を提供する時は，ルビ付きやわかりやすい日本語での表記を推進し

施策の方向 
 わかりやすい情報提供の推進
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ます。 

   ・視覚化・簡素化することによる情報提供の推進 

     行政情報の視覚化・簡素化など，わかりやすい表示の推進を検討します。 

 

 

 

 

１－２ 社会制度・文化や習慣の理解について                      

 ○現状と課題 

   社会制度や文化・習慣・ルールが異なるため，日本人市民と外国人市民との間で

誤解を生じることがあります。 

そこで，当市では，外国語版の行政ガイドや生活ルールなどの情報を外国人市民

に提供し，理解不足のため生じる問題の解消に努めています。 

   しかし，まだまだ外国人市民が日本の社会制度や文化・習慣・ルールを知る機会

は少なく，さらにこれを教える人材も不足している状況で，外国人市民が社会制度

などを理解することは難しい状況です。 

   そのため，日本の社会制度や文化・習慣を知るための情報や機会の提供を，さら

に充実することが必要であり，またそれを教える人材の確保も必要です。また，外

国人市民自らによる正確な情報を提供できる人材の確保も必要であると考えます。 

 

 施策の方向 
  社会制度，文化や習慣を理解するための環境づくり 

 

○取組方針 

  ・社会制度，文化・習慣の情報提供の推進 

    広報紙などを活用した外国人市民への社会制度，文化・習慣などの情報提供の

充実に努めます。 

  ・社会制度，文化・習慣を理解する機会の提供 

    社会制度，文化・習慣を，外国人市民が参加する交流会などを通じて紹介し理

解するための機会の提供に努めます。 

  ・社会制度，文化・習慣を教える人材の確保 

    社会制度，文化・習慣を外国人市民に説明する人材の確保に努めます。 
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１－３ 相談体制について                             
 ○現状と課題 

   当市では，通訳を配置して外国人市民への行政窓口サービスに努めたり，生活相

談や行政書士による月１回の外国人市民向けの婚姻，ビザなどについての無料相談

を実施しています。 

   行政窓口での相談内容は，税金などの制度，市営住宅に関すること，福祉，DV

や教育など多岐にわたり，相談件数も年々増加しています。 

   今後，外国人市民の幅広い相談に適切に対応するためには，相談内容を分析する

とともに，外国人市民の抱える問題を把握し対応していくことが必要です。 

 

施策の方向 
  相談体制の充実 

 

○取組方針 

  ・相談業務の充実 

    市窓口で，外国人市民の多岐にわたる行政・生活相談への対応やニーズに応じ

た相談の充実に努めます。 

 

 

 

１－４ 日本語の習得について                        
 ○現状と課題 

   現在，（財）鈴鹿国際交流協会，ＮＰＯ，ボランティア団体などにより日本語教

室が開催され，外国人市民へ日本語学習のための支援が実施されていますが，支援

活動の多くは，ボランティアによって支えられています。 

   最近では，就労の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。しかし，地域や雇用している事業所で

は，まだまだ日本語学習の場所や機会が少ないため，十分に日本語を習得できる状

況ではありません。 

   現在，市の支援により（財）鈴鹿国際交流協会が地域で活動する日本語指導者の

養成講座を実施し，指導者の育成を図っていますが，まだまだ日本語を指導する人

材や機会が少ないため，今後も日本語を指導できる人材育成のための支援が必要で

す。 

   また，ボランティア団体等だけでなく，専門家による日本語指導ができる体制整

備も必要であると考えます。 
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施策の方向 
  日本語の習得に関する環境整備 
 

○取組方針 

・日本語を学習するための環境整備の支援 

  日本語を学習する教室や機会を充実するための支援に努め，また情報提供に努

めます。 

・日本語指導ボランティアの育成及び充実 

    日本語指導ボランティアを育成，充実するための支援に努めます。 

  ・専門家による日本語指導のシステムづくりを国へ要望 

    外国人集住都市会議などを通じて国へ専門家による日本語学習指導システム

の構築を要望します。 

 

 

 

１－５ 通訳について                            
 ○現状と課題 

   現在，当市においては，外国人市民が行政サービスを得ることに支障がでないよ

う，ポルトガル語，スペイン語対応の職員を配置し，窓口業務の通訳を行っていま

す。  

   一方，地域においては，外国人市民の定住化が進むなか，日本語力が十分でない

ため，お互いに理解ができないこともあります。 

   しかし，外国人市民にとっては，日本語学習の場所や機会が少なく，日本語を十

分に習得できる状況ではありません。 

   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

など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。 

 

 

 

 

 

 ○取組方針 

  ・通訳ボランティアへの行政情報の提供 

    通訳ボランティアへ，必要な時期に必要な行政情報を的確に提供できるよう努

めます。 

施策の方向 
 通訳の充実 
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  ・通訳ボランティアのネットワークづくり 

    地域で通訳ボランティアとして活躍している方（地域住民，留学生など）のネ

ットワークづくりを検討します。 

  ・通訳及び翻訳職員の適正な配置 

  市窓口での，通訳及び翻訳職員の適正な配置を進めます。 

   

 

２ 生活支援                              

 
 外国人市民が地域で生活をしていくには，教育，居住，医療，福祉など生活に密着し

た情報が必要となります。しかし，日本語力の問題でなかなか外国人市民に，正確な情

報が行き渡らないのが実情です。 

 一方，外国人市民も地域で生活していくうえでの社会制度やルールを理解し，義務を

果たしていく必要があります。そのためには，外国人市民が社会制度，ルールや義務な

どを理解できるよう，多言語やわかりやすい日本語などによる情報の提供が必要です。 

 外国人市民が地域で生活するうえで，安全・安心に生活を送れるよう支援するととも

に，自立に向けた生活環境の整備を推進します。 

 

２－１ 教育について                            
○現状と課題 

鈴鹿市には，全人口約２０万３千人のうち，約４．２４％にあたる約８千６百人の外国

人が在住していますが，市内の小中学校には，６２５名の外国人児童生徒が在籍し，その

うちブラジル，ペルーなど日系の児童生徒が約８割を占めています。 

 また，外国人児童生徒は，市内小中学校４０校中３１校と，市内広域に在籍しています。

これは，地域の子どもが地域の学校に通うことを大切にしている当市の特徴であり，日本

の子どもと外国人の子どもがともに学校生活を過ごすことにより，多文化共生の意識の醸

造にもなっています。 

 外国人児童生徒数は，１９９０年（平成２年）の入管法改正以後，増加し続け，増加の

伸びの大小はあるものの，今後も増加する見通しです。 

このような状況の中，鈴鹿市教育委員会では，外国人児童生徒教育を市全体の重要課題

として，当市第５次総合計画の戦略事業に位置づけ，人的配置と日本語指導支援システム

づくりを軸に推進を図っています。 

人的配置については，三重県教育委員会から配置される国際化対応教員だけでなく，市

として，ポルトガル語，またはスペイン語に対応する外国人児童生徒指導助手を学校に配

置し，外国人児童生徒の学習支援を行っています。また，教育委員会事務局にもポルトガ

ル語，スペイン語に対応する外国人児童生徒支援員を配置し，比較的外国人児童生徒の少
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ない学校の巡回指導を行っています。 

しかし，子どもの日本語能力は多様な状況にあることから，一人ひとりの子どもに合っ

た日本語指導をより充実させるため，２００８年（平成２０年）２月に早稲田大学大学院

日本語教育研究科と３年間の協定を結び， 日本語教育支援システムの構築に取り組んでい

ます。 

 全市的に外国人児童生徒の日本語能力を把握し，子どもの日本語レベルに合った教材作

成と指導を行う取り組みは，先進的なモデル事業となっています。 

今後の外国人児童生徒教育の推進にあたっては，日本語教育支援システムをさらに充実

させ，受入体制を整えるとともに，日本語指導支援ボランティアの導入等，地域の教育力

を活かした推進体制づくりも必要であると考えます。 

また，外国人園児の在籍する公立幼稚園に対しては，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。 

 

 

 

 

○取組方針 

・日本語教育の推進 

  鈴鹿市日本語教育支援システムの構築を図ります。 

・外国人児童生徒支援員の派遣 

  小中学校に指導助手を配置し，日本語指導や学習指導を支援し，また外国人児童支

援員を派遣し，母語での生活相談などの支援を実施します。 

  公立幼稚園に巡回支援員を派遣し，適応指導に努めます。 

・外国人市民の子どもへの就学支援 

  就学前に，公立学校についてのオリエンテーションや説明会を開催します。 

・外国人児童生徒の進路支援 

  進学や就職に関する説明会の開催や，支援体制の整備に努めます。 

・多文化共生教育の推進 

  児童生徒へ，国際理解教育を通じた多文化共生の啓発に努めます。 

・不就学の子どもへの支援 

  不就学の外国人児童生徒の把握と就学指導に努めます。 

・外国人市民の子どもの保護者の意識啓発 

  保護者に対する子どもの教育への意識啓発に努めます。 

 

施策の方向 
 教育環境の充実 



 

17 
 

２－２ 保育について                              
○現状と課題 

 当市では，保育所（園）へ通っている外国人市民の子どもの保護者へ「保育所だより」

などを，できるだけ多言語で情報発信するよう努めています。 

しかし，生活習慣・文化の違いから子どもの食事などに関する問題に直面することも

多く，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，子どもや保護者

とのコミュニケーションに苦慮する場合があります。 

 日本語力が十分でない外国人市民の子どもや保護者とのコミュニケーションには，母

語での対応が大切であり，外国語ができる人材の配置，また多言語やわかりやすい日本

語での情報提供の充実が必要です。 

 

 

 

 

○取組方針 

 ・情報提供の充実 

   保育所（園）からの，多言語による情報提供の推進に努めます。 

 ・保育所（園）への通訳可能な人材の配置 

   保育所（園）へ母語ができる人材の充実に努めます。 

 

２－３ 居住について                             

 ○現状と課題 

  外国人市民の多くは，日本語力が十分でないため，住宅に関する契約書等内容を理

解しないまま契約し，問題が生じることがあります。一方，外国人に対する入居制限

が行われているとの報告もあります。 

また，生活ルールの認識不足や生活習慣の違いにより，近隣の住民と摩擦が生じる

場合もあります。 

  このような中，市営住宅では，日本人市民と外国人市民が，地域で生活するための

問題や課題について話し合いをしながら，交流を深め，相互の誤解や認識不足の解消

に努めています。 

  今後は，日本人市民と外国人市民が地域でともに理解し暮らせるよう的確な情報提

供の機会を充実していく必要があります。また，民間賃貸住宅への入居を希望する外

国人世帯が円滑に入居できるために，「あんしん賃貸支援事業」を推進します。 

 

 

 
施策の方向 
 居住環境の改善 

施策の方向 
 保育環境の充実 
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○取組方針 

・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。 

・市営住宅入居募集の情報提供 

  市営住宅の入居募集を，多言語での情報提供に努めます。 

・市営住宅におけるガイダンスの実施 

  市営住宅で，生活習慣や課題などを話し合う生活ガイダンスの実施に努めます。 

・「あんしん賃貸支援事業」の推進 

  外国人世帯の入居を円滑に受け入れる「あんしん賃貸支援事業」の推進に努めます。 

 

２－４ 労働について                             

 ○現状と課題 

  外国人市民の多くは，主に，請負や派遣などの間接雇用により，製造業などで就労

しています。 

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

行使しづらい問題を抱えています。 

そのため，外国人に対し，日本の労働に関する制度や習慣の周知を図るとともに，

言葉や技能の習得に向けた職業訓練の機会提供をするなど，就労環境の改善や安定し

た就業機会の確保に繋がる取組が必要です。 

また，外国人を雇用する事業者に対しても，外国人の就労に関する適切な理解を深

めるなど，啓発活動を進めることも必要です。 

経済がグローバル化する中，各業種で人材を確保することが大切です。  

 

  

 

 

○取組方針 

 ・就労環境の改善支援 

   広報などを活用し労働に関する制度や習慣などの情報提供に努め，事業所に対し

就業環境の改善に関する啓発に努めます。 

・就業機会の確保支援 

  ハローワーク，職業訓練機関などと連携し，就業や職業訓練機会の提供支援に努

めます。 

 

 

施策の方向 
 就労環境・就業機会の支援
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２－５ 医療，保険，福祉について                      

○現状と課題 

 公的医療保険制度を十分に理解していないため，公的医療保険に未加入の外国人市民

がいると推測されます。その結果，病気になった時に医療費の支払いが高額となったり，

また未払いとなる問題があります。そのため，制度の理解や加入促進のための啓発・情

報提供が必要です。 

 公的年金についても，外国人市民にとって制度の理解不足や受給資格の要件を満たす

ことが難しいことにより，未加入となっている人がいると推測されます。 

定住化が進む中，老後の生活安定のために，公的年金の加入を外国人市民及び外国人

を雇用している事業所へ啓発することが必要です。 

 医療について，市内の医療機関の多くは，日本語力が十分でない外国人市民との間で

医療に関するコミュニケーションが取りにくい問題があります。今後，医療通訳につい

て，関係機関と連携をしていくことが大切です。 

 緊急時の連絡や搬送時の対応にも，言葉の問題があります。 

各種健（検）診について広報紙などを通じて受診の啓発に努め，徐々に受診する外国

人市民は増加していますが，今後も外国人市民への各種健（検）診受診への啓発・情報

提供が必要です。また，外国人を雇用している事業所では各種健（検）診を実施してい

るところは少ないと推測され，事業所への各種健（検）診の必要性について啓発・情報

提供していくことが重要です。 

 各種福祉制度についても，多言語での情報を提供していく必要があります。 

 

 

 

 

 

○取組方針 

 ・医療・保険・福祉制度の周知 

   医療保険，年金，福祉などの制度の理解を促進するため，多言語やわかりやすい

日本語での情報提供に努めます。 

 ・各種健（検）診に関する情報の多言語化 

   各種健（検）診の実施に関する情報を，多言語やわかりやすい日本語で提供に努

めます。 

 ・救急通報の周知 

   救急通報の利用の仕方を周知し，救急時にわかりやすい日本語などでの対応を検

討します。 

 

施策の方向 
 医療・保健（険）・福祉の情報提供の充実
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２－６ 防災について                            

○現状と課題 

地震や台風などの知識や経験がほとんどなく，避難先や避難の方法等，緊急時の行動に

ついて理解していない外国人市民が多くいます。 

当市では，外国人市民を対象とした防災講習会などを実施し，平常時から防災啓発に努

めています。 

しかし，日本人市民と外国人市民が一体となって，地域の防災活動に参加する機会は少

なく，また多言語での防災情報の発信が少ないのが現状です。そのため，いつ，どこで発

生するかわからない災害に対して，平常時から防災意識をもった行動を促すことが求めら

れています。 

さらに，災害発生時には，多くの情報が錯綜し，日本語力が十分でない外国人市民にと

って，正しい情報を得ることは難しいと予想されます。 

そのため，外国人市民が必要とする情報を予め整理し，正しく伝達できる方法を検討し

ていく必要があります。 

 

 

 

 

 

○取組方針 

 ・防災意識の啓発 

   外国人市民への防災に関する基本的な知識の普及・啓発や，災害に備えた防災訓練 

への参加を促進します。 

 ・防災施設における多言語表記の充実 

   多言語表記の避難所案内看板の設置や，避難所での多言語掲示シートの活用などを 

推進します。 

 

 ・情報伝達方法の充実 

    災害時の情報伝達に活用する市ホームページやケーブルテレビなどで多言語化や，

わかりやすい日本語での情報提供を検討します。 

 ・災害時の相互協力 

   被災地以外の地域からの翻訳・通訳派遣等について，外国人集住都市会議参加都

市への協力体制推進に努めます。 

 

 
 

施策の方向 
 防災対策の推進 
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２－７ 防犯・交通安全について                       

○現状と課題 

 外国人市民が多く在住するなか，文化，生活習慣の違いや，日本の法律知識の不足，

日本語力が十分でないことによって犯罪の当事者（被害者や加害者）となったり，トラ

ブルに巻き込まれることがあります。 

また，交通法規の違いや，交通標識の理解不足などにより生じる交通事故が発生する

ことがあります。 

 そのため，外国人市民に，防犯や交通安全について関係機関と連携した，啓発が必要

です。 

 

 

 

 

○取組方針 

 ・地域の安心・安全対策の推進 

   地域住民との交流を進め，安心安全な地域づくりへの参加を促します。 

 ・交通安全対策の推進 

   交通安全教室などへの参加の推進を図り，交通ルールの情報提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 
 安心・安全な生活環境の推進
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３ 多文化共生の地域づくり                  

  外国人市民が定住化傾向にあるなか，日本人市民と外国人市民が相互に文化や生活

習慣の違いなどを理解し，ともに地域社会で暮らしていくための地域づくりを推進し

ていくことが大切です。 

  日本人市民は，外国人市民も地域社会の構成員の一員であることを受容し，一方，

外国人市民も自らが地域社会の一員であることを自覚する必要があります。そのうえ

で地域のルールを守り，義務を果たし，地域活動に参加して，ともに地域づくりを進

めることが大切です。 

それには，ともに顔が見える関係をつくることが必要です。そのため，日本人市民

と外国人市民をつなぐ人材を把握し，交流の機会づくりを促します。 

また，外国人市民の意見や情報などを把握できる機会をつくることが必要であると

考えます。 

 

 

３－１ 地域社会の意識づくりについて                        

(1)地域住民の意識づくり 

  ○現状と課題 

   当市の外国人登録者数は約８千６百人で，外国人市民の多くは，主に集合住宅や

公営住宅に居住していますが，近年では，戸建てへの居住もみられ各地域で外国人

市民が生活するようになってきました。 

   当市では，多文化共生について市広報紙等に記事を掲載したり，啓発のための講

座を開催して，市民全体に多文化共生の意識づくりを推進しています。また，多言

語での簡単な通知例文を作成し，外国人市民へ地域の情報を提供しやすいよう進め

ています。 

  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，相互の意見交換を行っています。 

しかし，日本人市民と外国人市民の間には言葉，文化，生活習慣のちがいやコミ

ュニケーションの不足から，双方の誤解による問題が生じています。 

今後，地域での多文化共生の意識づくりのために，必要な情報を様々な方法で地

域へ提供し意識高揚を図る必要があります。 

   さらに，外国人市民を雇用している事業所に対して，多文化共生の意識づくりを

啓発していくことも大切です。 

 

    

 
施策の方向 
 地域住民の意識の高揚 
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○取組方針 

・広報紙などによる意識啓発 

    多文化共生に関する記事を市広報紙や外国語版広報紙などに掲載します。 

  ・講座や講演会などの開催 

    多文化共生についての講座を開催します。 

  ・異文化理解の促進 

    異文化を理解するための講座を開催します。 

  ・地域での外国人向け通知の普及 

    地域の情報を提供できるよう利用しやすい多言語の通知例文の作成やわかり

やすい日本語の普及に努めます。 

 

(2)多文化共生・交流活動の拠点づくりについて                       

 ○現状と課題 

   地域において，日本人市民と外国人市民が交流できる場所や機会が少なく，相互

に理解できないため，誤解が生じ，問題となることがあります。 

   相互に交流，懇談などができる場所が身近にあれば，情報交換が行われ相互理解

の機会が増え，誤解も解消されると考えます。 

   そのためには，（財）鈴鹿国際交流協会，学校，公民館や地域の日本語教室など，

交流，啓発及び情報提供などを行う場として活用していくことが必要です。 

   また，多文化共生の拠点づくりを推進するための人材の把握も大切です。 

 

    

 

 

○取組方針 

  ・（財）鈴鹿国際交流協会の活用 

   （財）鈴鹿国際交流協会を交流の場として活用します。 

  ・公共施設を利用した交流の場づくり 

    多文化共生の地域づくりを推進する場として，公共施設の活用の促進に努めま

す。 

  ・日本語教室などを活用した交流の場づくり 

    日本語教室などを相互の交流の場として活用の啓発に努めます。 

     

 

 

施策の方向 
 多文化共生・交流活動の拠点づくりの推進
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 (3)交流活動について 

 ○現状と課題 

    （財）鈴鹿国際交流協会では，外国文化の紹介や交流イベントなどを開催し，

相互の交流を深める事業を行っています。 

また，日本人市民と外国人市民双方が協力して，運動会，盆踊りや懇談会などの

イベントを開催し，多文化共生を推進している地域があります。 

   しかし，地域で交流イベントなどを実施しているのは一部であり，外国人市民の

参加はまだまだ少ない状況です。また，外国人市民も，日本語が十分できないこと

や地域の情報が十分提供されていないことなどから，地域活動に参加できない場合

もあります。 

   多文化共生時代においては，日本人市民と外国人市民は地域で生活するパートナ

ーであり，自治会，地域社会活動，学校，各種団体の活動へ積極的に参加できる環

境の整備をすることが大切です。 

   今後，家族で参加できる交流，スポーツや文化などだれもが参加しやすい交流の

機会づくりが求められています。 

 

 

 

 

 

○取組方針 

  ・外国人市民が参加しやすい交流イベントの開催 

    （財）鈴鹿国際交流協会を中心に，外国人市民も参加しやすい，また家族で参

加できる交流イベントを推進します。 

・交流会イベントなどの情報提供 

    外国人市民に広報紙などを利用して交流イベントなどの情報提供し，参加の促

進を図ります。 

・多文化共生推進地域，団体への支援 

    多文化共生を推進する地域，団体への情報提供や支援に努めます。 

  ・多文化共生推進の人材の把握 

    多文化共生を推進するため，地域で活躍する人材の把握に努めます。 

 

 

 

 

 

施策の方向 
 交流活動の充実 
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３－２ 外国人市民の人権について                          

○現状と課題 

  外国人であることを理由に，労働や住居など生活面で不当な扱いを受けたり，言葉，

文化や生活習慣の違いから誤解や偏見が生じることがあります。 

グローバル化が進展する中，社会の発展のためには，日本人市民が外国人市民に対

する誤解，偏見を解消し，また双方が理解を深める必要があります。 

そのためには，市民一人ひとりの人権意識を高め，多文化共生，異文化理解の意識

を啓発することが必要です。 

 

   

 

 

 

○取組方針 

  ・人権尊重の意識啓発 

    人権尊重の意識高揚を図るため，広報紙や講演会などで啓発します。 

  ・多文化共生を視点とした人権教育の実施 

    多文化共生を視点とした人権教育を実施し，お互いの文化を理解し尊重しあう

意識の啓発に努めます。 

 

３－３ 外国人市民の参画について                         

 (１)外国人市民の地域社会への参画について 

 ○現状と課題 

   当市の総人口の 4.6 パーセントを外国人市民が占めるなか，地域で生活するうえ

で自治会制度や活動について理解している外国人市民は少ないのが現状です。その

ため，地域での情報などが得られず，地域のイベントや各種団体行事に参加する外

国人市民が少ない状況で，地域に溶け込めず孤立する場合があります。 

   外国人市民も，地域で生活していくためには，各種活動団体へ積極的に参加し，

地域での交流を深めていくことが大切です。 

   そのためには，外国人市民も地域社会の一員と自覚し，地域のルールなどを認識

して，地域活動へ積極的に参加する多文化共生の意識を持つことが重要です。 

 

 

 

 

 

施策の方向 
 人権尊重の意識高揚 

施策の方向 
 外国人市民の地域社会への参画の促進
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○取組方針 

  ・外国人市民の地域の行事などへの参加の啓発 

    外国人市民の地域の行事などへの参加促進を啓発します。 

  ・自治会活動などへの参加啓発 

    外国人市民の自治会などへの加入や地域活動への参加促進のため，外国語版ホ

ームページ，広報紙やチラシなどを利用して啓発に努めます。 

  ・多文化共生の意識づくりの啓発 

    外国人市民への多文化共生の意識づくりの啓発に努めます。 

  ・外国人市民の意見の反映の推進 

    審議会や委員会などへの外国人市民の登用など，参画の促進に努めます。 

・地域で活躍する外国人市民の紹介 

    広報紙などで，地域で活躍している外国人市民の紹介に努めます。     

 

(２)外国人市民の意識について 

 ○現状と課題 

   外国人市民が地域で生活するうえで，抱える課題や要望を把握する機会は少なく，

また，外国人市民も，どのように相談してよいかわからないのが現状です。 

   外国人市民の意見や課題などを把握することが大切であり，そのため，アンケー

ト調査などを実施し的確な情報を把握していく必要があります。 

 

 

 

 

 

○取組方針 

  ・アンケート調査などの実施 

    アンケート調査などを実施し，外国人市民の現状や課題の把握に努め，その対

策を検討します。 

  ・外国人市民の相談窓口の充実 

    外国人市民の意見などを把握する窓口の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 
 外国人市民の意見把握 
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４ 指針の推進に向けて                    

 「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」の推進は，市だけでなく地域活動団体，事業所，学校など多くの担い手が，それぞ

れの役割を果たし，連携して取り組むことが重要です。 

 

１ 市民 

  外国人市民が，地域社会で日本人市民とともに生活していくためには，日本語の習

得が不可欠であり，また，日本の文化，習慣や地域のルールなどの理解を深め，地域

社会の構成員としての意識を持ち，地域へ参画することが求められています。 

  外国人市民も地域社会を構成する一員であることを認識し，日本人市民と外国人市

民がお互いの文化的ちがいを認め合い，交流を進めることが求められます。 

 

２ 地域活動団体 

  地域社会の多文化共生の推進には，双方の顔の見える交流が大切です。そのため，

NPO，ボランティア団体，自治会などの地域活動団体による交流・参画ができる環境

づくりが求められます。 

 

３ 事業所 

  外国人労働者は，地域の経済活動を支える一員です。事業所は，労働関係法令の遵

守と人権の尊重に努め，また，外国人市民への日本語の習得や社会への適応のための

機会づくりを促進し，さらに多文化共生の地域づくりに向けた取り組みが求められま

す。 

 

４ 行政 

  本指針に基づいた施策を推進するとともに，外国人市民へ教育，防災，福祉などの

行政サービスや情報を提供し，多文化共生の地域づくりの啓発などを推進します。 

そのため，庁内関係部署との連絡調整を行うとともに，国，県や（財）鈴鹿国際交

流協会などとも連携を図ります。 

  また，学校は，外国人児童生徒が学びやすい環境づくりや多文化共生教育の推進を

図ります。 


