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（１）あたらしいプランをつくる手順と方法 
（第２次安城市多⽂化共⽣プラン策定の流れ） 

◆今年度は、現状整理、アンケート・ヒアリングを実施した上で、骨⼦案を作成します。 
◆来年度は、骨⼦案をもとに議論を重ねながらプランの素案を作成し、パブリックコメントを実施

した上で、プランを完成させます。 
◆プランについては、市⺠や有識者が参加する策定審議会において審議していただきます。 
◆プランの策定と並⾏して、外国⼈住⺠と⽇本⼈住⺠によるワークショップを開催し、そこでの意

⾒などはプランの検討に活⽤します。 
 
＜平成 29 年度＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜平成 30 年度＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

安城市の動向、国や県の動向 
第 2 次計画策定の論点整理 

外国⼈市⺠アンケート 
⽇本⼈市⺠アンケート 

活動団体等ヒアリング 
外国⼈市⺠ヒアリング 

第 2 次プラン骨子案の作成 
多⽂化共⽣の将来像 

第 2 次プランの目標・指標 
基本方針・基本施策項目 

庁内作業部会① 
庁内部会① 

ワールド・フェス in 安城 策定審議会① 

 
第 2 次プラン素案の作成 

施策体系・実施施策 
重点的な取組 

実施体制、進⾏管理 

パブリックコメント 

第 2 次プランのとりまとめ 

庁内作業部会② 
庁内部会② 
策定審議会② 

多⽂化共⽣啓発イベント 

外国⼈住⺠＋⽇本⼈住⺠ 
多⽂化共⽣を考える 

ワークショップ 

平成 29 年度 2 回程度 
平成 30 年度 4 回程度 

庁内作業部会③ 
庁内部会③ 
策定審議会③ 

庁内作業部会④ 
庁内部会④ 
策定審議会④ 

庁内作業部会⑤ 
庁内部会⑤ 
策定審議会⑤ 

庁内作業部会⑥ 
庁内部会⑥ 
策定審議会⑥ 

来場者と対話し、 
簡単な意⾒収集を実施 

市⺠向けの啓発イベ
ントを企画･実施 

体験・コミュニケーション型
ワークショップを実施 
啓発イベントの企画にも参加 

【8/21】 
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【2/1】 
【2/14】 
【2/21】 

【6 月】 

【9 月】 
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【10〜 
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【10〜 
11 月】

【3 月 
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【9 月までに素案作成】 
【11 月までに庁内調整等】 

【2 月 
まで】 

【12 月】

公 表 【3 月】

【9/18】

【30 年 1 月から 12 月】 

【10〜11 月】

議事 
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（２）安城市における多文化共生の状況 
（安城市の状況、安城市を取り巻く状況など） 

① 安城市の外国⼈住⺠の状況 
＜安城市の外国⼈住⺠の動向＞ 
【外国⼈住⺠数】 
○平成 29 年 4 月現在の外国⼈住⺠は約 6,500 ⼈、住⺠全体の 3.5％でともに増加傾向にある。 
【年齢】 
○20〜30 歳代が中心だが、20 歳未満の⼦どもは約 1,400 ⼈と多い。65 歳以上の高齢者は

150 ⼈に留まっているが、55~64 歳は 344 ⼈となっている。 
【国籍】 
○安城市には 54 の国・地域の外国籍の⼈が居住している。ブラジル、フィリピン、中国が多

いが、最近はベトナム、インドネシア、スリランカなどのアジアの⼈数が増加するとともに、
国・地域も多様化している。 

【在留資格】 
○永住者、定住者が多く、次いで技能実習、⽇本⼈の配偶者等、技術・⼈⽂知識・国際業務、

家族滞在、特別永住者が多くなっている。 
※永住者、定住者、特別永住者、⽇本⼈の配偶者等、永住者の配偶者等は、原則として活動に制

限はなく、在留資格の更新等により⽇本での継続居住も可能。 
※技能実習、技術・⼈⽂知識・国際業務、家族滞在などは、活動内容に⼀定の制限があり、⽇本

での継続も期間が定められている。 
【主な国・地域ごとの特徴】 
○ブラジル及びフィリピン籍の住⺠は永住者及び定住者が多く、20〜40 歳代とあわせて、20

歳未満の⼦ども多くなっている。 
○中国籍の住⺠は永住者及び技能実習が多い。年齢は 20〜30 歳代が多いものの、技能実習が

多いため 20 歳未満の⼦どもが多い状況ではない。 
○ベトナム籍の住⺠は技能実習、技術・⼈⽂・国際業務が多く、年齢は 20 歳代が多い。 
○韓国・朝鮮籍の住⺠は特別永住者が多く、年齢は 30 歳以上が多く、高齢化も進んでいる。 

＜外国⼈住⺠の動向から想定される課題・ポイント＞ 
◆社会状況による変動はあるものの、今後も外国⼈住⺠の増加を想定する必要がある。 

◆アジア諸国の増加、国や地域の多様化を踏まえ、これまで以上に言語や宗教等の⽂化の違い
を勘案した対応を検討する必要がある。 

◆安城市では永住者、定住者が多いことから、⽇本での定住や将来設計や家族や⼦どもの問題
にも対応した⽣活支援が必要である。 

◆特に、⼦どもの増加を踏まえた⼦育て支援、⼦どもの教育や就学・進学対応が必要になる。 

◆また、永住者・定住者等の今後の高齢化に備えた対応が必要になる。 

◆居住年数の⻑期化、⼦どもや今後の高齢者の増加等を踏まえ、地域コミュニティにおける外
国⼈住⺠との共⽣が⼤切になると想定される。 
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＜愛知県外国⼈県⺠アンケート調査（平成 29 年）における安城市分の結果＞ 
【外国⼈住⺠の不安なこと、困っていること】 
○現在不安なことは、「災害」「⽇本語のコミュニケーション」が多い。 
○仕事については、「賃⾦の安さ」「安定した⽴場になれない」「⽇本語のコミュニケーション」

が多く、就職・転職に関しては「⽇本のルールがわからない」「外国⼈を理由に採⽤されな
い」が多い。 

○⽇本語で困る場⾯としては「病気」「仕事」「銀⾏・郵便局」などが多くなっている。 
○⼦育てについては「保育費・教育費の高さ」「お知らせや書類を理解できない」が多い。 
【災害の備え】 
○多くの外国⼈住⺠が地震発⽣可能性を認知する中で、「非常時持出品の準備」「避難所の確認」

「重いものを上に置かない」などの備えをしている⼈が多いものの、「準備していない」も
4 割以上と多い。 

【⽇本⼈との交流】 
○8 割の外国⼈住⺠が、もっと⽇本⼈と仲良くなりたいと回答している。 
【⾏政への要望】 
○「医療通訳など医療・保健の対応」「⽇本語学習支援」「多言語による相談対応や情報提供」

が多い。 

＜アンケート調査結果から想定される課題・ポイント＞ 
◆⽇本語のコミュニケーションに関する不安が多くなっており、特に⽇常⽣活の場⾯でのコミ

ュニケーションの不安が伺える。⽣活に根差した⽇本語教育の充実とともに、⽇常的な外国
⼈住⺠とのコミュニケーション対策は必要になっている。 

◆災害への外国⼈住⺠の認知も高いことから、防災⾏動につなげる取組が必要になっている。 

◆外国⼈住⺠と⽇本⼈住⺠が地域の中で⽇常的に⼀緒に活動し、コミュニケーションをとるこ
とができる機会づくりが必要になっている。 

◆「医療通訳など医療・保健の対応」「⽇本語学習支援」「多言語による相談対応や情報提供」
などの要望については、⾏政としても取り組んでいる事項であることから、外国⼈住⺠に確
実に届いたり、外国⼈住⺠が気軽に利⽤できるような仕組への改善が求められる。 
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② 多文化共生における国や県の動き 
＜最近の国の取組＞ 
○「多文化共生事例集」の作成（平成 29 年 3 月 総務省） 

「地域における多⽂化共⽣推進プラン」から 10 年経過し、多国籍化・高齢化など外国
⼈住⺠を取り巻く状況も変化していることから、地域における多⽂化共⽣施策をさらに推
進するため、全国の優良な取組をまとめた「多⽂化共⽣事例集」を作成した。 

事例集では①多言語･やさしい⽇本語による情報提供、②居住支援、③教育支援、④地
域社会における多⽂化共⽣の啓発、⑤外国⼈住⺠の⾃⽴と社会参画、⑥多⽂化共⽣に関わ
る体制づくり、についての事例を整理し、紹介している。 

○「災害時外国⼈⽀援情報コーディネーター（仮称）」制度に関する検討（平成 29 年 5 月~総務省） 
我が国で災害が頻発する中で、災害発⽣時において⾏政等から提供される多くの情報

と、外国⼈被災者の多様なニーズをマッチングする「災害時外国⼈支援情報コーディネー
ター制度」の構築に向けた検討を始めている。 

○技能実習制度の変更（平成 29 年 11 月施⾏ 法務省、厚生労働省） 
技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、技能実習の適正

な実施及び技能実習⽣の保護を図ることとなった。 
これに伴い、技能評価試験の実技試験に合格した技能実習⽣の実習期間が、現⾏の３年

間から５年間（⼀旦帰国（原則 1 か月以上）後、最⼤２年間の技能実習）になった。また、
対象職種の追加、地域限定職種・企業独⾃職種・複数職種の実習を認めることとしている。 

○文化庁における⽇本語教育関連事業 
⽂化庁では、地域における⽇本語教育を推進するための担当者研修、情報共有、コーデ

ィネーター育成を⾏っている。 
最近は「⽣活者としての外国⼈」のための⽇本語教育事業として、教育の実践やスター

トアップのプログラムの構築や普及等を⾏っている。 

＜最近の愛知県の取組＞ 
○新あいち多文化共生推進プラン（仮称）の策定（平成 30 年 3 月 公表予定） 

有識者による検討会議、県⺠とのタウンミーティング、高校⽣との多⽂化共⽣セッショ
ン等を⾏いながら、5 年間の新たなプランの策定に取り組んでいる。 

なお、新たなプランの検討では「ライフサイクルに応じた継続的な支援」「支える側／
支えられる側の双方向の視点」「外国⼈を受け入れている地域等への支援や働きかけ」の 3
つを方向性（案）として掲げている。 

○その他の多文化共生関係事業 
最近は、⼦どもの教育や⼦育て外国⼈の支援、⽇本語教育支援、外国⼈住⺠や多⽂化共

⽣に取組団体とのネットワークの構築、多⽂化共⽣の理解促進、災害時外国⼈支援などを
中心に、施策・事業を展開している。   
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③ 現在のプランの実施状況 
＜これまでの安城市の取組の実施状況＞ 
【１．言語・情報に関する安心づくり＿情報提供／⽇本語学習】 
○多言語化ややさしい⽇本語の使⽤などによる情報提供は、各課の努⼒により実施されている

ものの、外国⼈住⺠に届いているか、理解してもらっているかなどの検証が必要である。 
○外国⼈住⺠に直接的に働きかけるなどの取組は少ないため、情報や⽇本語学習など、必要性

を感じられない外国⼈住⺠には届いていないことが懸念される。 
【２．生活に関する安心づくり＿生活全般／居住／労働／医療・保健・福祉／防災・防犯・交通安全】 
○情報提供等は⾏っているものの、県や⺠間等との連携が不可⽋な分野あることから、⼤きな

取組は⾏われていない。 
○災害に関しても安城市独⾃の情報発信は⾏っているものの、災害発⽣時の外国⼈住⺠を意識

した情報伝達や体制構築等は実施できていない。 
【３．子育て・教育に関する安心づくり＿子育て／教育＞】 
○⼦育て支援や学校教育等の各現場においては、その都度、外国⼈住⺠対応をきちんと実施し

ている。また、担当者の研修等も実施されている。 
○⽇本の⼦育て・教育制度の普及や悩んだ場合の相談対応など、外国⼈住⺠に対する直接的な

働きかけによる安心づくりの取組は実施できていない。 
【４．多文化共生の地域づくり＿多文化共生の意識づくり／外国⼈住⺠の社会参加参画】 
○ワールドフェスティバルや七夕まつりへの参加などは着実に実施されている。 
○多⽂化共⽣の理解促進、外国⼈住⺠と⽇本⼈住⺠の交流機会の創出、外国⼈住⺠による地域

での活動促進などに向けた積極的な取組は実施できていない。 

＜多文化共生に向けた今後の取組の課題・ポイント＞ 
◆情報や支援の必要性を感じ、求めてくる外国⼈住⺠に対しては支援できているものの、情報

や支援の必要性を感じない、そもそも何もわからない外国⼈住⺠には支援できていないこと
が想定されるため、⾃ら求めてこない、動くことができない外国⼈住⺠に対し、情報をその
重要性とともに確実に伝え、外国⼈住⺠の⾏動につなげることが必要になっている。 

◆外国⼈住⺠への対応は、各課、担当者による取組の状況を共有しながら、市役所としての全
庁的な取組に展開していくことが必要である。 

◆外国⼈住⺠への支援だけではなく、⽇本⼈住⺠に対する意識啓発、⽇本⼈住⺠と外国⼈住⺠
の協働の活動促進など、地域での共⽣のステップアップが必要である。 

◆安城市としての取組だけで解決する課題は少ないことから、国や県、企業や事業所、市⺠や
NPO など、多様な団体と⽇常的に情報共有しながら連携できる体制づくりが必要である。 

◆外国⼈住⺠の課題も変化することから、外国⼈住⺠の声を⽇常的に聞いて課題を把握するた
めの機会づくりも必要である。 
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（３）あたらしいプランにおけるポイント 
（第２次安城市多⽂化共⽣プランの策定における論点・ポイント） 

新しいプランの策定においては、社会経済動向、安城市の外国⼈住⺠の状況、国や県の施策
動向、現⾏プランの取組状況等を踏まえながら、下の点を論点・ポイントとしていく必要があ
ると考えます。 

 
＜第２次安城市多文化共生プランの主な論点（案）＞ 

１．安城市は、『多様性』を⼤切にするという⼤きな方針の中で、多⽂化共⽣
の取組を推進する。 

２．多⽂化共⽣の意識や取組を着実にステップアップさせるために、 
目指す姿（将来像）や目標指標を設定する。 

３．外国⼈住⺠を⼀律に捉えるのではなく、言語・宗教等の⽂化の多様さ、 
在留資格等に応じた⽣活設計の違いを踏まえた、丁寧な対応を検討する。 

４．外国⼈住⺠のライフステージ、各年代の課題に応じた対応を検討する。 
特に、⼦育て、⼦どもの成⻑、高齢化への備え等について掘り下げる。 

５．⽇本⼈住⺠と外国⼈住⺠とのコミュニケーション機会の増加を促進する。 
特に、⽇本⼈住⺠側の内⾯的バリアを払拭するための取組を検討する。 

６．地域活動の担い⼿として、外国⼈住⺠の活躍の機会創出を促進する。 
特に、災害発⽣時に活動の担い⼿となってもらうための方策を検討する。 

７．災害発⽣時における、外国⼈住⺠に対する情報伝達や避難誘導、災害時に 
備えた⽇頃の備えの充実の促進のための取組を検討する。 

８．外国⼈住⺠も市内の街や諸施設を利⽤した多様な活動ができるように、 
街や施設の多言語表示や情報提供などの環境づくりを検討する。 

９．外国⼈住⺠との協働の活動、外国⼈住⺠の⽣活サポートに貢献する、 
市⺠活動の促進、市⺠活動団体の育成を⾏う。 

10．多⽂化共⽣の取組に関して、地域、企業、学校、市⺠活動団体、県、 
周辺市町等が⽇頃から情報共有し、協⼒・連携できる体制づくりを⾏う。 

 
※その他に必要な論点がありましたら、ご意⾒をお聞かせください。 
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（４）アンケートにおいて質問すること 
（アンケート調査の概要と質問項目案） 

＜外国⼈住⺠調査＞ 
◆安城市に居住する 16 歳以上の外国籍の住⺠（特別永住者を除く）を 1,000 ⼈抽出して送付 
◆英語、タガログ語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、やさしい⽇本語版を

準備して、国籍にあわせて送付 
＜⽇本⼈住⺠調査＞ 
◆安城市に居住する 16 歳以上の⽇本国籍の住⺠を 2,000 ⼈抽出して送付 
◆外国⼈の回答と⽐較するため、⾃⾝の⽇常⽣活に関する質問も⾏う 
＜共通＞ 
◆10 月 16 ⽇に発送、10 月 31 ⽇締切で回収、年内には集計予定 
◆10 月 21 ⽇頃に督促状（礼状）を送付 
◆アンケート調査票とあわせて、現⾏プランの概要版（やさしい⽇本語版）を同封 

 
アンケートにおける質問項目案（詳細は調査票を参照） 
＜外国⼈住⺠調査＞ ＜⽇本⼈住⺠調査＞ 
【属性】 
●性別、年齢 
●国籍、在留資格 
●居住場所（中学校区） 
【暮らしの評価と居住意向】 
●安城市での居住年数、⽇本での居住年数 
●⽇本での今後の居住意向 
●安城市の暮らしやすさの評価、居住継続意向 
【仕事について】 
●主な仕事、通勤通学先 
●どのように仕事を⾒つけたか 
●仕事における心配ごと 
【健康保険・公的年⾦の加⼊状況】 
●健康保険の加入状況、未加入の場合の理由 
●公的年⾦の加入状況、未加入の場合の理由 
【子どもについて】 
●⼦どもの有無 
●学校への通学状況、⼦どもの悩みごと 
●親としての⼦育てや教育の悩みごと 
【⽇本⼈との関係について】 
●同居家族の⽇本⼈の有無 
●家族と会話するときの言語 
●家族以外での⽇本⼈の有無、どんな⼈か 
●多くの⽇本⼈との仲良くなりたいか 

【属性】 
●性別、年齢 
●居住場所（中学校区） 
●安城市での居住年数 
●仕事 
●同居家族 
【外国での経験や外国⼈の知り合いについて】 
●外国での⽣活経験（国・期間） 
●⾝近での外国⼈の有無 
●多くの外国⼈と仲良くなりたいか 
●外国語で会話できるか、何語が使えるか 
【外国⼈とのコミュニケーションについて】 
●最近の外国⼈とのコミュニケーションの有無 
●どんなコミュニケーションをとったか 
●外国⼈との意思疎通の⼿段 
●街なかで困っている外国⼈をみたらどうするか 
●外国⼈に声をかける時の不安 
●やさしい⽇本語の認知度、学習意向 
【地域との関わりについて】 
●町内会・⾃治会の加入状況、加入しない理由 
●参加したことのある⾏事、参加しない理由 
●地域の⾏事にもっと参加したいか 
●地域の⾏事に外国⼈住⺠に参加して欲しいか 
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＜外国⼈住⺠調査＞ ＜⽇本⼈住⺠調査＞ 
【地域との関わりについて】 
●町内会・⾃治会の加入状況、加入しない理由 
●参加したことのある⾏事、参加しない理由 
●地域の⾏事にもっと参加したいか 
【⽇本語能⼒・学習意向について】 
●「読む」「書く」「聞く」「話す」能⼒ 
●⽇本語で最近困ったこと 
●⽇本語の勉強の経験 
●⽇本語を勉強したいか 
●勉強したい理由、勉強の方法、したくない理由 
【情報の⼊手方法について】 
●暮らしや地域の情報の入⼿方法 
●相談したいことは何か、誰に相談したいか 
【防災について】 
●災害の心配を感じるか 
●避難場所、ハザードマップの認知状況 
●防災訓練の参加経験 
●災害への備えの状況 
●緊急時の情報入⼿方法 
【市の取組の認知状況】 
●市の施設の利⽤状況 
●市の広報・情報発信の活⽤状況 
●市内の多言語表記の充実状況の評価 
【多文化共生の取組への意⾒】 
●多⽂化共⽣のために必要な取組 
●その他の⾃由提案 

【防災について】 
●災害の心配を感じるか 
●避難場所、ハザードマップの認知状況 
●防災訓練の参加経験 
●災害への備えの状況 
●災害発⽣時に外国⼈住⺠に⼿伝って欲しいか 
【外国⼈住⺠にとっての暮らしやすさについて】 
●安城市は外国⼈住⺠に暮らしやすいと思うか 
●市内の多言語表記の充実状況の評価 
【多文化共生の取組への意⾒】 
●多⽂化共⽣の言葉の認知度 
●外国⼈住⺠にために実践している、したいこと 
●外国⼈住⺠に努⼒して欲しいこと 
●多⽂化共⽣のために必要な取組 
●その他の⾃由提案 
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今後の予定 

① ワールド・フェス in 安城〜広げよう国際の輪〜 

○平成 29 年 9 月 18 ⽇（月･祝）午後 1 時から午後 5 時にアンフォーレにて開催される「ワ
ールド・フェス in 安城〜広げよう国際の輪〜」に、多⽂化共⽣プラン策定チームも参加。 

○多⽂化共⽣プラン策定チームとして、下のことを実施予定 
★「安城市の多⽂化共⽣に関する現状」「多⽂化共⽣の理解促進」を伝えるための 

パネル展示 
★来場者に対する「多⽂化共⽣の認知度」を質問するパネル世論調査 
★多⽂化共⽣井⼾端会議として、外国⼈市⺠とお茶を飲みながら簡単なヒアリング 

※委員のみなさんも、ぜひお⽴ち寄りください。 
 

② 多文化共生ワークショップ 

○外国⼈住⺠と⽇本⼈住⺠との交流や対話を基本としたワークショップを開催する。 
○開催の主な目的は下のとおり 

★意⾒交換の中から、第 2 次プランにおける多⽂化共⽣の取組のヒントを得ること 
★今後の外国⼈住⺠と⽇本⼈住⺠の協働による活動のきっかけを醸成すること 
★多⽂化共⽣に貢献する市⺠や地域の活動を育成すること 

○参加者は外国⼈住⺠、⽇本⼈住⺠、外国⼈支援に係る活動をしている⼈など、合計 20 名
程度を想定。 

○毎回、市内の多様な公共施設を会場としながら、防災、⼦育て、情報などテーマを決めて、
体験＋意⾒交換を⾏う。 

○意⾒交換は、外国⼈住⺠にもわかる「やさしい⽇本語」を基本とする。 
○平成 29 年度は 2 回、平成 30 年度は 4 回程度の開催を予定している。 

（平成 30 年１月から開催予定） 
※参加にふさわしい方を、ぜひご紹介ください。 

 

③ 第２回策定審議会 

○平成 30 年 2 月 21 ⽇（水曜⽇）午前 10 時から開催 
○アンケート、ヒアリング等の調査結果を報告した上で、第２次プランの骨⼦について審議、

意⾒交換していただく予定。 
 
 


