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第 4回 鈴鹿市多文化共生推進指針検討委員会議事録 

 

日時：3月 11日（金）19：00～20：20 

場所：市役所本館 12階 1205会議室 

出席委員：11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， 

宝田豊和，水井健次，三谷德尚，向井なよ子，元木ちゑ子 

 

（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：なし 

公開及び非公開の別：公開 

会議に要した案件 

  

1 議事 

  指針追加事項について 

 

・はじめに 

・指針策定の経緯 

・委員会運営要領 

・委員名簿等 

・委員会経過等 

 

パブリックコメント実施結果について 

 

配布資料 

 多文化共生推進指針（案） 

 意見表 

 

○事務局 それでは時間がまいりましたので，はじめさせていただきたいと思います。そ 

れでは委員長お願いします。 

 

○委員長 皆様，こんばんは。私たちとしては鈴鹿市多文化共生推進指針検討委員会第 4

回目最終回ということになります。委員会をはじめさせていただきたいと思いますけれ

ども，その前に委員会の成立について事務局で確認をお願いしたいと思います。 
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○事務局 19：00をもちまして，出席委員が委員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。 

 

○委員長 それではただ今から，第 4 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。今回の議事といたしましては，まず，指針の追加事項について確認させていた

だきたいと思います。資料など配布させていただいておりますが，追加事項の後にパブ

リックコメントの実施結果を事務局から説明をいただきます。終了は 9 時を予定してお

りますので会議が円滑に進みますよう皆様のご協力をお願いいたします。それでは，事

項書にしたがいまして進めていきます。まず書類の確認も含めて議事の１追加事項につ

いて，事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 今日ご用意いたしました資料につきましては鈴鹿市多文化共生推進指針，事項

書，鈴鹿市多文化共生推進指針へのパブリックコメントに寄せられました意見の回答と

意見をまとめました一覧表となっております。それでは最初に指針の追加事項から説明

をさせていただきたいと思います。それでは指針をご覧いただきたいと思います。1ペー

ジになりますが「はじめに」といたしまして，市長のあいさつを入れさせていただきま

した。読ませていただきます。日本では，経済のグローバル化によって人の国際移動が

活発となり，鈴鹿市においても，外国人登録者数は 8914 人（2010 年 3 月末）と，こ

の 20 年で 10 倍と急増し，さらに，外国人市民の定住化が進み，国籍や文化的背景の異

なる人々が，同じ地域社会の構成員として，ともに協力し合い，心豊かに暮らせる多文

化共生のまちづくりが大切となってきました。そのような中，本市の実情と特性を踏ま

え，計画的かつ総合的に多文化共生の推進を図るための指針を策定しました。 

         本指針では，「互いの文化的ちがいを認め合い，だれもがいきいきと暮らせる多文化共  

生のまちづくり」を基本理念として，行政はもとより，地域活動団体，事業所など，ま

ちづくりに関わる人々と連携を図り，多文化共生の実現に向け，より一層推進してまい

ります。最後に本指針の策定にあたり，御尽力いただきました鈴鹿市多文化共生推進指

針検討委員会委員の皆様，ならびにご協力いただきました皆様方に深く感謝申し上げま

す。2011年 3月鈴鹿市長川岸光男。以上のように追加いたしました。 

 

○委員長 ありがとうございました。みなさんはこれをご覧になるのがはじめてだと思い

ますけれど，事務局より説明がありました 1 ページ目の「はじめに」について委員の皆

様方のご意見をお願いしたいと思います。  

  また，すでにお気づきのことと思いますが，ルビが振ってあることでページ数が非常

に増えておりますけれども，その点について，また後ほど説明があると思います。いか

がでしょうか。「はじめに」について。この書き方でどうしても気になるところがあれば，
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あわせてよろしくお願いします。少し時間を取りましょうか。 

 

○委 員 よろしいですか。この冊子は配られるのですか。どのような扱いになるのです

か。 

 

○事務局 冊子は計画的には 300 部作成をします。市役所の各課に配布させていただきま

して，関係機関にも配布させていただく予定です。それとホームページに掲載し，広く

知らせていきたいと思います。 

 

○委 員 市民の方がこれをほしいと言われた場合，もらえるわけですか。 

 

○事務局 部数が余っていれば，お渡しできます。 

 

○委員長 ホームページでは全文を載せる予定ですか。 

 

○事務局 はい。全文を載せる予定です。 

 

○委員長 ダウンロードが可能ということですね。 

 

○事務局 はい。 

 

○委員長 そのほかいかがでしょうか。 

 

○委 員 これは学校にも配るのでしょうか。 

 

○事務局 はい，配ります。４０冊は準備させていただきます。 

 

○委員長 他にいかがでしょうか。300冊といってもそれほど多くはないと思いますけれど

も。さきほど確認させていただいたとおり，ホームページには全文掲載されますので，

在庫が切れてからは，ホームページから印刷していただくということになろうかと思い

ます。 

    

○委 員 推進の立場から言うと，施設のほうに配るのですけれども，分かりやすいダイ

ジェスト版があるといいのですが，そういうのは考えていないのでしょうか。 
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○事務局 今，現在としては考えてございません。本文という形で進めさせていただきた

いと思います。ただ，今後要望があればダイジェスト版を検討していきたいと思います。 

 

○委員長 小さなもので，両面といった形であればいいかと思いますが，予算等も関係し

てくることですので。 

 

○事務局 今年の予算から言いますと，３００部ぐらいしか印刷できないかというところ

で非常に苦しいところなのですけれども，ご要望があれば，後年に予算を確保しながら

追加の印刷などを進めていかなければならないと思います。 

 

○委 員 委員が言われたようにダイジェスト版というか，なんでもできた時が大事で，

委員のところでみますと，わいわい春まつりというのが４月１７日に予定されていて，

そういう機会にこういうのができたということでＰＲしていく事が良いと思いますし，

これについては予算が必要な事ではありますが，良い機会なので，あればいいと思いま

す。 

 

○委 員 委員の言ってみえるとおりだと思います。というのは私もパブリックコメント

を読みまして２２名中要約するとこのような内容になるということで，非常にショック

を覚えています。このうちの一人でも推進に共感するような意見があればいいのですけ

れども，それがまったくない中で，この多文化共生というものがどこまで理解されてい

るのか，非常に心配しております。日本人も外国人も参加するわいわい春まつりという

多文化共生イベントの時に，これを生かしていきたいと思います。こういう時しか啓発

の機会はないと考えます。 

 

○委 員 教育も多くの委員にお世話になって，２年間かけて，今後１０年先を見据えた

鈴鹿市教育振興基本計画を作りまして，その関係で２月１９日に文化会館でフォーラム

を開き，市民の皆さんに披露させていただいたのですが，わいわい春まつり等について

も，そういう点ではいい機会と思います。あるいは市役所の１階ロビーや市民対話課の

窓口に置くとかが，できればいいと思います。 

 

○事務局 非常に予算がタイトなので，この冊子にいたしましても２色刷りしかできない

のです。そのように非常にタイトな中でやっておりますが，一度財政当局に交渉しまし

てなんとかいい方向にならないかやってみます。 

 

○事務局 ダイジェスト版についてもどういうものにしていくのか検討しなければなりま

せんので。 
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○委員長 詳細のところはホームページで確認していただくという案内で，大きな柱はこ

れですよということを案内できればいいですね。この委員会が終わってすぐには委員の

ところのわいわい春まつりが出てきます。それから皆さんに後ほど紹介しようと思って

いたのですが，まだ書類はでておりませんけれども，６月１８日に本学の方でも国際交

流フェスタというのがありまして，それは地域の方々も結構参加されます。発表会とか

ありますけれども，あまりお金をかけずに，一枚程度のチラシを見ていただいて詳細は

ホームページという方法を取っております。行政も財政が厳しいと思いますけれども，

あまりお金をかけずに白黒版でもいいので作っていただければと思います。 

 

○事務局 ダイジェスト版については事務局と委員長に一任という形でよろしいでしょう

か。 

 

○事務局 それではそのような方向で考えていきたいと思います。 

 

○委員長 そのほかいかがでしょうか。それでは，またあとででも構わないので，気がつ

いたところがあったら，お願いします。 

 

○委員長 次に進めさせていただきます。次は指針策定の経緯について事務局のほうから

説明をお願いします。 

 

○事務局 指針の６ページをご覧いただきます。こちらのほうに指針の経緯について入れ

させていただきました。こちらの方を読ませていただきたいと思います。鈴鹿市では，

外国人市民の増加に伴い，外国人市民と日本人市民との共生を推進するため，2008

年 10 月に庁内の関係各課によるワーキンググループを設置し，多文化共生推進指針

策定のための検討をしてきました。その後，2010 年 9 月に，関係団体の代表者・自

治会・ＮＰＯ団体代表者などを加え，公募委員を含めた 15 名の委員による鈴鹿市多

文化共生推進指針検討委員会を設置しました。委員会では，それぞれの持つ経験や立

場から意見をいただきながら検討した結果を２０１１年２月にパブリックコメント

を実施し，広く市民のかたがたからの意見を募集しました。以上になります。 

 

○委員長 事務局から説明がありました，６ページ目の指針策定の経緯についてでありま

すけれども，ご覧いただきましてなにかご意見等あればお願いしたいと思います。 

 

○委員長 事実をコンパクトにまとめたものとなっていますが，いかがでしょうか。私の

方からは内容ではありませんが字体について，１行目のところで，文字間がおかしくな

っていると思います。 
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○事務局  分かりました。修正します。 

 

○委員長 細かいところでもお気づきのところがあれば，教えてください。いかがでしょ

うか。 

 

○委 員 文章表現になるのですが，下から３行目，「委員会では」以降の文章が「検討し

た結果を」「パブリックコメントを」，「意見を」というように「を」，「を」，「を」と重な

ってしまうのですが，例えば，「検討した結果に対して」であるとか，「結果をまとめて」

というようにして，少しすっきりとあまり同じ言葉がかぶらないようにできないかと。 

 

○事務局 そうですね。修正します。 

 

○委員長 ここで最終版まで確認していただくと，これからの運び方はいいかと思います

ので，具体的に言いますと「検討した結果に対して」ということですね。 

 

○委 員 「募集しました」という終わりは，表現を変えた方が良いですよね。いろいろ

やって策定したというので終わらないと。 

 

○事務局 そうですね。最後が策定しましたでないとおかしいですね。 

 

○事務局 結果を踏まえて策定しました。という文章にしていきたいと思います。 

 

○委 員 よろしいですか。この委員会というのは広く市民の意見を反映した委員会だと

思っているのですが。しかしながらパブリックコメントを実施して広く市民の意見を集

めたとなっています。この委員会自体も広く意見を集約するというか，そのためにこの

委員を選んだというような文章でないと。 

 

○事務局 そうですね。それぞれの経験や立場から広くというようにします。 

 

○委 員 それでないと市民の意見はどうなっているのか，市民の意見はパブリック 

コメントで確認しているのかということになります。 

 

○事務局 そうですね。公募委員の方もみえますので。 
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○委 員 公募委員も入っているので，もう少しそこをアピールするというか，広く意見

を集めてこの指針を作りましたよと。そのうえで，このパブリックコメントを実施した

というように。 

 

○事務局 そうですね。公募委員を加えているので，そのところを修正したいと思います。 

 

○委 員 パブリックコメントというのは専門用語というか。私も辞書を引いたところ国

民の意見を聞くというような事が載っていましたが。括弧書きをするなど註釈を加えな

くてもいいのでしょうか。どなたが見てもわかるように註釈をつけていただけると。先

ほど申し上げたようにパブリックコメントは国民の意見とありましたが，今回は市民の

意見というように，ここにいれればわかるのですが。 

 

○事務局 専門用語というわけではないのですが，分からない方も当然おみえでしょうか

ら用語の解説の中に入れさせていただきます。米印で分かるようにしたいと思います。 

 

○事務局 ６４ページの用語集の中に入れさせていただきます。 

 

○委員長 そうしますと書き直す必要もありますけれども，最終的には委員長，事務局に

一任するということでよろしいでしょうか。 

 

○委員長 他に何かありますか。 

 

○委員長 それではそのことに関しても後からお気づきのところなどあれば発言いただけ

ればと思います。 

 

 

○委員長 それではそのことに関して後からでも意見があればお願いします。続きまして，

委員会運営要領について事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 委員会運営要領，委員名簿，委員会経過につきまして，まとめて説明いたしま

す。指針の６６ページをご覧いただきたいと思います。こちらの方に運営要領のほうを

記載させていただきました。第１回目に説明させていただきました運営要領にルビを振

りまして追加させていただいております。続きまして６８ページにワーキンググループ

の構成と委員名簿を追加させていただきました。ワーキンググループの更正のほうは関

係各課とそのグループの名前を記載させていただいております。委員名簿については委

員の皆様の名前を記載させていただいておりますので，再度，ご確認の方をお願いした
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いと思います。続きまして，ワーキングの経過と委員会の経過を記載させていただいて

おります。回数と年月日と内容につきまして記載させていただいてあります。以上三項

目が追加事項になっております。 

 

○委員長 只今，６６ページから６９ページまでのところの内容について事務局より説明

がありましたが，委員の皆様のほうで内容が多いのですが，ご確認していただいて，ご

意見をお願いしたいと思います。 

   

 ○事務局 事務局からになりますが，この順番についてですが，多文化共生推進指針検討

委員会運営要領がありまして，その次に検討委員会の名簿が記載されていて，そのあと

に６９ページに検討委員会の経過を記載し，それからワーキングの構成とワーキングの

経過という順番に変更させていただきたいと思います。 

 

○委員長 この順番について，今のものよりも望ましいと感じます。 

 

○委 員 よろしいでしょうか。 

 

○委員長 はい。 

 

○委 員 このワーキンググループというのは各課から何名参加しているのですか。 

 

○事務局 １名です。 

 

○委 員 これで分かりますかね。 

 

○事務局 各課１名ということを明記させていただきます。また，グループまで記載して

ありますが，課名の記載に変更させていただきます。 

 

○委員長 そうすると文字も大きくなりますか。 

 

○事務局 はい。 

 

○委員長 ルビを振ったことで，これはどうしようもないことですが，文字が小さくなっ

てしまいましたので。 

 

○事務局 ルビの入れ方について，確認いたします。 
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○委員長 他にいかがでしょうか。 

 

○事務局 それではこの指針について，修正等ありましたら，委員長と事務局とで調整さ

せていただくということでよろしいでしょうか。 

 

○委員長 それでは６１ページの最後のところまで気がついたところがあれば，意見をい

ただければと思いますし，後からでも気がついたところがあれば，ぜひ寄せてください。

また事務局と私のほうで確認をさせていただきます。 

 

○委員長 それでは，議事の２番目のパブリックコメントの実施結果についてですが，事

務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 昨年 11月 16日の第 3回の委員会で最終まとめをさせていただいた結果を市の

政策幹部会議，及び市議会協議会への報告を終えて，2 月 1 日から 3 月 4 日まで，約 1

カ月の間，パブリックコメントを実施いたしました。意見募集の方法等については，市

の広報，外国語版広報紙マンスリー，市のホームページ，鈴鹿ボイスＦＭ等にて案内い

たしまして，市民対話課，市政情報課，各地区市民センターに指針案を設置し，閲覧を

実施しました。その結果，電子メールで 20件，ファックスで 2件，意見が寄せられまし

た。内容は重複する部分が非常に多かったため，概略を一覧表にまとめましたので，一

項目ずつ，意見の概要と市の考え方をご説明いたします。 

 

○事務局 まずは１項目目ですが，一般の意見として寄せられました電子メールの内容に

なりますが，多言語情報の提供など日本人が外国人に合わせようといった政策が多く見

られます。多言語化を推奨すると日本語を学ぼうとしない人が増え，日本の文化を学ぼ

うとしない人が増えるのではないか。日本の文化や言語を理解してもらうことが大切で

はないか。という意見をひとつもらいました。２番目に日本人と外国人が対等な共生を

目指すのではなく，日本国民の文化や習慣に外国人が順応することを目指さなくてはな

らない。公共施設の案内など情報提供の多言語化を最小限にとどめ，外国人が日本語を

学ぶ必要性を自覚することを促す必要がある。この二つの意見につきまして，市の考え

方といたしましては，日本人市民と外国人市民が共生していくために，日本の文化や習

慣を理解することは大切なことです。多言語化については限界もあり，外国人市民に日

本語習得の必要性を啓発し，日本語教室の充実に努め，少しでも多くの外国人市民が日

本語を習得する機会を提供していきます。という考え方を出していこうと思います。 

３番目の意見といたしましては，外国人の就職支援等が掲げられているが，超氷河期

と呼ばれるこの時代，外国人を支援する前に，自国民への支援が先なのではないか。と

いう意見が寄せられました。本指針では日本人市民同様，外国人市民に向けて日本の労
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働制度や習慣の情報提供，職業訓練などの機会を提供していくものです。とお答えしよ

うと考えております。 

４番目の意見としまして，多文化共生を取り入れすべての外国人支援を行うことで，

多くの外国人を呼び込み治安が問題となっていく。という意見をいただきました。市の

考え方といたしましては，経済のグローバル化により，人の移動が活発化し，外国人市

民へ日本語および日本の生活習慣などの習得について自立していくための支援に取組む

必要があると考えます。多文化共生を取り入れることでお互いの理解が進み，安全で安

心なまちづくりにつながります。というように回答を考えています。 

５番目としまして，外国人の社会参画については審議会や委員会の登用など自治体の

施策の企画，立案に関わることはどうか。という意見をいただきました。それに対する

市の考え方としましては外国人市民も定住する中，地域のまちづくりに参加する構成員

の一員であり，同じ市民という認識のもと，市の審議会，委員会等への参画もしていき

たいと考えています。と回答していきたいと思います。 

６番目の意見といたしましては，日本に住む限りには日本の国民性，習慣を基準にす

べきであるという意見をいただきました。市の考え方としましては，外国人市民が定住

する中，日本の文化，習慣を理解することは大切なことであり，またお互いの文化を理

解し，尊重し合う意識の啓発に努めます。というように回答を考えております。以上と

なります。 

 

○委員長 ありがとうございました。それではパブリックコメントの実施結果について，

先方からの意見をこのように６つにまとめてあり，市としての考え方について説明して

もらいました。みなさんのほうから，この両方を読んで，ご意見があればお願いしたい

と思います。  

 

○事務局 はい。 

 

○委員長 それでは順番は構いませんので気がついたところをお願いします。 

 

○委 員 このパブリックコメントの前提というか，意見の収集は無記名ですか。 

 

○事務局 記名となっていますが，一部無記名で届いております。 

 

○委 員 ６件ピックアップされたのは件数が多いものから順番ですか。 

 

○事務局 そうではないです。一緒のものが多かったです。 
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○委 員 一緒のものが多いというのは件数が多かったということですか。 

 

○事務局 そうではないです。２２件いただきまして，まとめますとこの６項目になると

いうことです。というのは２２件のうちほとんど同じ文章が届きました。 

 

○委 員 同じ文章というのは。 

 

○事務局 ほぼ同じ文章です。 

 

○委 員 同じ文章のうち一番意見が多かったのはどの意見ですか。 

 

○事務局 この６項目は文章をコピーし貼り付けたものです。 

 

○委 員 同じ人が送ってきたということですか。 

 

○事務局 いいえ。同じ人がいろいろな人に指示したのではないかと。 

 

○委 員 具体的にどういうことですか。 

 

○事務局 送られてきたものが一言一句違わないものがいくつかありました。 

 

○委 員 同一の人がいくつも出したと思われるものが届いたということですか。 

 

○事務局 推測にはなりますが，団体か何かに属している人が調整して，あなたもだして，

あなたもだしてというように同じ文章を複数の人が出していると思われます。 

 

○委 員 打ち合わせをしているという推測ができるほどよく文章が似ているということ

ですか。 

 

○事務局 全く同じ文章です。 

 

○委員長 事務局との打ち合わせで見させていただきましたけれども，ホームページ上に

このような文章で送りましょうということを掲載して，それを見ながら同じ文章をだし

ています。内容から見ると，言い方をかえれば攻撃するような方法で出してきています。 
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○委 員 以前に住民自治基本条例を考える会の時にも，パブリックコメントをすると一

部の人が，それに反対する人が，過激な意見を書くことは構わないのですが，パブリッ

クコメントの趣旨に明らかに反するもの，あるいは誰が見ても疑問を感じるような意見，

それから匿名でくる意見といったものは，最大と最小で見ると極端な意見ですから一般

的な意見とは言いにくいところがあります。パブリックコメントの要綱に合致していな

い事から回答しないという方法をとりました。かなりの数が来ておりましたが，パブリ

ックコメントの要綱，主旨に合致する意見に対して積極的に回答するという方針でした。

私が一番言いたかったのは，多文化共生推進指針というものをつくってみんなに知って

もらおうと，これがガイドラインとなって目安になるものですよということであげたも

のを，こういう形で批判して，これまで一般の市民から公募市民から真面目に考えてき

た職員の意見まで，このような形で一蹴するというのは，私としては非常につらいとこ

ろです。 

 

○委員長 委員からの意見でしたが，パブリックコメントをもとにこれをつくられたわけ

ではなく，専門家であるみなさんのほうが，今日を含めて４回目なのですが，それに先

立って，庁内の担当者にもたくさんはいってもらって検討してきた結果が今日お配りし

たものでありますけれども，それに対して表現がどうかわかりませんが，真摯に中身を

見てからの意見ではないような感じがいたします。そのあたりもはっきり分かるように

委員会が多様な幅広い側面からこの指針について話し合いをしますというのが分かるよ

うな表現を書いていただければと思います。 

 

○委 員 これ以外の意見はなかったのですか。 

 

○事務局 ないです。最終日にまとめて届きました。 

 

○委員長 原文は長い文章です。同じもののコピーです。ところで，市内の方からはどれ

くらいでしたか。 

 

○事務局 鈴鹿市内の方で，住所氏名を明記していたものは 1件になります。 

 

○委員長 他の案件は市外ということです。 

 

○委 員 それと匿名ですか。 

 

○事務局 匿名もあります。市内の方も同じような意見です。 
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○委 員 このパブリックコメントに対して，このように答えますというのは，これから

ですね。 

 

○事務局 これからです。 

 

○委 員 これを鈴鹿市民でない，あるいは鈴鹿市外の人で，匿名で出してきた悪意をと

もなった目的で出してきている意見を公開することの方がマイナスになることが大きい

ような気がします。そこについて議論ができないかなと思いますけれども。 

 

○事務局 パブリックコメントの意見の概要とそれに対する市の考え方というものをしっ

かりと，それぞれ個人に送るのではなく，ホームページ等の媒体を使って公開すること

によって，その点の違いというものははっきりと分かりますし，最終的にどのように考

えられるかは市民の方々の考え方によります。市はこういうスタンスでいきますという

のを明らかにしたいと思います。 

 

○委 員 パブリックコメントによって，市民の成熟度のようなものをはかることは，ひ

とつの手法だと思います。ご承知のように，鈴鹿市はこれまでもパブリックコメントを

いくつか経験してきています。けれどもなかなか，まだまだなじんでいかないというか，

本当にこの手法を活用して，より良いものにしていくことが，これからの課題と思って

います。先ほど，委員の言われたパブリックコメントは国民の意見とありましたが，そ

れがまだ浸透してきていないような思いが少しあります。委員のおっしゃられたことは

私もすごく共感します。ただ，事務局の立場としては，出された意見には配慮する必要

があると思いますので，私としては，どれくらいあったのですか，どういう要件で意見

を募集されたのですかということを明らかにしたほうが良いと思います。出された意見

に対して，しっかりと誠実に回答していると感じますので，理解してもらえると思いま

す。 

 

○事務局 市のパブリックコメントの要領があると思いますので，確認してそれに反しな

いよう情報を出していこうかと思います。 

 

○委員長 市内，市外という区別はした方がいいのではないかと私は思うのですが。いか

がでしょうか。 

 

○事務局 それは難しいところがあります。 

 

○委員長 それはできないということですね。 
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○事務局 パブリックコメントに対する市の考え方がありますので，それにしたがいまし

て公表していきたいと思います。 

 

○委 員 よろしいですか。 

 

○委員長 はい。 

 

○委 員 これは同じ文面のものがパブリックコメントとして成立するのですか。 

 

○事務局 提出している人が違いますから成立していると言わざるをえないと思います。 

 

○委 員 これは 1件として数えるべきではないですか。 

 

○委員長 メールとかの場合は同じ人が複数メールアドレスを持っていればそれも可能な

のですけれども，受ける側としてはこれはメールのアドレスが違う複数の方からきてい

るので別の人だという見方もあれば，おそらくそのように受け取らざるを得ないという

ことですね。ところが中を見ると全く同じということです。ですので，件数はこれぐら

いあったと，そのうち匿名はこれくらいあったというような明記をしていただければと

思います。 

 

○事務局 パブリックコメントの要領に反しないのであれば，記載させていただきたいと

思います。 

 

○委員長 特に市の考え方のほうを少し見ていただきたいところなのですが，こういう形

でいいのかどうかということころで。 

 

○事務局 5番目の市の考え方のところですが，外国人市民も定住する中，地域のまちづく

りに参加する構成員の一員であり，同じ市民という認識のもと，市の審議会，委員会な

どへの参画を促進していきます。という形で代えさせて頂いたほうが自然かと思います。 

 

○委員長 同じところで，1 行目のところに彼らはという言葉が必要ではないでしょうか。

そのままでもよろしいでしょうか。彼らは同じ地域のまちづくりに参加するというよう

に。 

 

○事務局 外国人市民も定住する中，彼らも地域のまちづくりに参加する構成員の一員で

ありとさせていただきます。 
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○委員長 文脈で分かりますけれども，入れた方が丁寧ですね。 

 

○委 員 彼らというのはすこし失礼にあたるのではないかと感じるのですが。 

 

○事務局 こちらで少し考えさせて下さい。重複するので省いたのですけれども。 

 

○委 員 これはパブリックコメントのいいところと悪いところ，特にこれは悪いところ

が極端にでた例と思います。意見によっては住民自治を否定しているような考え方が見

られます。みんなで住みよいまちをつくろうという，そういう組織作りに対して，真っ

向から否定しているような意見ですので。これをそこの部分だけ取り出して答えるほう

が私はどうかと思います。 

 

○委 員 委員はそういう場所へよくでているので，そういう理解ができるけれども，わ

れわれが地域の中に入ったときに，やはりこういう書いてあるような意見の方がでてき

ますし，委員のような意見の立場の人は少ないです。私自身もこの会議に出させていた

だいて，勉強させていただきましたけれども，どちらかというと外国人のかたと接触の

ないかたですと，難しいところはあるかと思います。 

 

○委 員 私は日本人の大半と地域づくり協議会をつくってやっておりますので，地域づ

くりやまちづくりというものがどういうものか分かっていないとこういう議論に入って

いけないのです。ここでのこの議論よりもっと以前の鈴鹿市全体の住民の意識というも

のがあがってこないと多文化共生だけを取り出してみても無理があります。そういう意

味では別の部署で別の事を進めてもらわないとなかなかついていけないと考えます。 

 

○委 員 地域で仲立ちする人が本当に必要になってくると思います。 

 

○委員長 私が個人的には気になるのは５番目でありますけれども，日本は世界のいろい

ろな国々と経済的に社会的に政治的に強くつながりを持とうとする。いろいろな問題は

ありますが，そういう中で日本の代表的な意見というふうにこの情報を見たとすると非

常に難しい話にはなります。やはりもしそうであれば，外国のほうから同じような反発

がでるだろうということが非常に気になります。しかし，委員が仰る通りの考え方が，

つきあいであるとか，重要性を感じない方の考え方としてあることは事実です。しかし，

鈴鹿市というのは，私は鈴鹿市から意見が記名で１件あったという話がありましたけれ

ども，鈴鹿市というのはすでに国際都市なのですね。そういう意味ではおそらくここま

でやっとまとめてくれたかなというところで賛同しているのかなという感じも受けたわ

けです。 
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○委 員 これは要約されたわけでしょう。全文というのはどういう文章だったのですか。

５番を読んでいただけますか。 

 

○事務局 そのままです。 

 

○委 員 要約されたと言ってみえましたが。 

 

○事務局 ひとつの文章に１番から６番まですべて入っております。 

 

○委 員 こちらが出している市民の中に外国人を含むというところで，含まないという

意見もあるかと思いますが，いわゆる市民の参加に外国人は含まないというところに，

意識が違うという感じがします。こういうものを出してくることに一部賛成する人もい

るかもしれません。鈴鹿市はそうではないよということをはっきり，ここまで進めてき

た以上，出したいわけです。一方的に言われたものをそのまま出すのではなく事務局が

冷静に答えをだしていますけれども，このように終わってしまってはいけないと思いま

す。 

 

○委員長 市の立場上，仕方ないと思いますけれども，本当は意見をみると，私が強く感

じたのは指針そのものを読んでからの意見ではないということです。簡単に言うと自分

達のイデオロギーのようなものを述べただけという感じは非常にしました。勿論，偏っ

た意見ではありますけれども，そういう人は社会には日本に限らず，どこにでもいるわ

けですが，私たちとしては冷静に答えることが大切であると感じます。 

 

○委員長 いかがでしょうか。 

 

○委員長 それでは本日の議題に関して時間的な制約もありますので，今日，発言できな

かったということで，あとでこれを検討してほしいというのが出てきましたら，この委

員会終了後でも結構ですので，事務局に寄せてください。寄せられたものは副委員長，

事務局，私の方で責任を持ってまとめさせていただきたいと思います。それでは予定し

ておりました本日の議事については，これで終了いたしますが，事務局の方からその他

の事項で連絡をお願いします。 

 

○事務局 その他の事項といたしまして，議事録はでき次第，皆様方にご確認いただいま

した後，市のホームページにて公表いたします。指針につきましては，3月末印刷予定と

しておりますので委員の皆様のお手元に届きますのは，4月に入ってからとなりますので
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よろしくお願いいたします。指針の中にはパブリックコメントはいれませんので，ホー

ムページのみの公表とさせていただきたいと思います。会議の資料としてはパブリック

コメントも残りますので，市のホームページにあります，会議の概要の中に格納させて

いただくことになります。その他としては以上となります。 

 

○委員長 それでは本日の会議の中で出てきた意見の中に，可能であればダイジェスト版

をつくっていただきたいということです。それから内容に関する意見もありましたけれ

ども，そのあたりを最終確認をさせていただいてから，委員の皆様のほうにもそれをお

知らせし，最終確認の上でホームページに掲載するということです。本日を含めて委員

会が４回目になるわけです。本当に細かいところまでご意見いただきましたところで，

私としては鈴鹿市の特徴もよくあらわれるようにまとめられたというように感じており

ます。それでは鈴鹿市多文化共生推進指針検討委員会を閉会いたします。 


