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第２次安城市多文化共生プラン（第３回）策定審議会 議事録 
 

日 時 平成30年6月27日（水） 午前10時から午前11時40分まで 

場 所 安城市役所本庁舎３階 第10会議室 

出席者 

[委員] 

（出席委員）※敬称略 

近藤 敦【会長】、神谷 明文【副会長】、土井 佳彦、滝口 佐綾香、沼田 宇野 智恵美、 

古居 敬子、小田嶋 真也、江田 リカルド タケシ、岡山 敏治、成瀬 明浩、藤野 千秋 

欠席委員 松井 千代、LAM THI HOANG LAN、石川 治彦、岡本 健二 

[事務局] 市民生活部 三星部長、市民協働課 牧課長、早水課長補佐、安藤、小笠原 

地域問題研究所 春日、橋本、近藤 

次 第 １．あいさつ 

２．これまでの取組の結果 

（１）多文化共生×安城まちあるき探検隊 

（２）現行プランの実施状況に関する各課調査結果 

（３）第２次プランの骨子 

（４）第３回作業部会・庁内部会 

３．市として実施すべき多文化共生施策について 

４．今後の予定 

会議資料 資料１－１：まちあるき開催報告 

資料１－２：まちあるきチラシ 

資料２：市役所各課に実施した現行プラン実施状況と新プランに対する意向調査の結果 

資料３：第２次多文化共生プラン 骨子案 

資料４：第３回作業部会・庁内部会の主な意見  

資料５：取組の基本方針と主な施策 

資料６：今後の予定 

参考資料 

 

○欠席委員の報告、半数以上の委員の出席により、会議成立を報告 

○安城市国際交流協会の委員変更の報告、岡山委員より自己紹介 

○会議資料の確認 

○事務局 安藤の司会により開会 

○市民憲章の唱和 

 

《１．あいさつ》 

会長：前回の会議からの間に国の政策が動いており、現在は骨子の段階で、具体化するのは来年の 4月

からだと思うが、新たな在留資格を創り、人が不足している分野で、５年、６年くらいで 50 万人ほ

どの不足する労働力を外国人で補いたいということ方針が出ており、こうすると外国人住民の数も

全国的に増えることが予想されます。 

このプランでは、定住する人だけではなく技能実習などで滞在する人も想定するということにな

っていますが、このような人にも場合によっては定住の道が開かれる可能性があるため、いろいろ

な方の受入を想定していく必要があると思います。 

参考資料にＮＨＫで取り上げられた記事がありますが、安城市内の小学校の運動会で５か国語で



- 2 - 

の放送を児童がおこなったり、イスラム教徒の断食の時期なので、みんなが弁当を食べている時間

に違う部屋を用意するという配慮があったという紹介がありました。県内のある市では、児童が断

食をしたいと申し出たところ、昼食を食べないなら午後の授業を受けずに帰りなさい、という対応

をした小学校もあるようです。安城のような取組は今後広がっていくと思いますが、イスラム教の

国では、断食の時期には学校は短縮授業にするということになっているようであり、今後は、学校

現場でも、ルールを柔軟に対応していくことが必要になると思います。 

先日、大阪を中心とした地震があり、防災の取組が大事であり、学校の塀の問題など、いろいろ

な見直しが必要になりましたが、災害時にコーディネートできる人を養成することも必要と感じま

した。いろいろな情報から取捨選択して、ニーズにあう情報を処理して必要な人にどう伝えるかと

いうことを整理する役割が求められています。災害を経験している地域の事を学んで、このプラン

の中でも取り入れていく必要があると思います。 

《２．これまでの取組の結果概要》 

事務局 安藤：ここからの進行は、近藤会長にお願いいたします。 

会長：「(1)多文化共生×安城まちあるき探検隊」について、事務局より説明をお願いします。 

（地域問題研究所 春日が資料1-1、1-2、2、3を説明） 

会長：確認したい点、わからない点等がありましたら、質問をお願いします。 

委員：商店街でのまちあるきにおいて、岡菊苑で歴史を説明したということですが、外国人に明治用

水はどのように理解されたのでしょうか。岡田菊次郎の紙芝居原画を岡菊苑にも置くことになっ

ていますが、今後も外国人に対して明治用水などの安城の歴史をどのように説明すればよいか検

討させていただきたいので、その時の状況を教えてください。 

牧市民協働課長：岡菊苑代表の鳥居さんに来ていただき、日本に来て間もない人が多いということを

承知していただいた上で、菊次郎さんが 100 年前に水源地を購入して水を確保した、このような

先見性のある人が安城にいた、その安城に皆さんは住んでいるということを誇りに思って欲し

い、ということを主に説明していただき、あとは古い建物を楽しんでいってという紹介をしてい

ただきました。 

（事務局 早水課長補佐が資料4を説明） 

会長：確認したい点、わからない点等がありましたら、質問をお願いします。 

委員：地域の防災訓練に外国人がほとんど参加しないと書かれていますが、企業に勤めている外国人の

方は、企業経由で防災訓練などに参加しているのではないか。地域においては、外国人住民に声が

けはしていますが、参加者は少ないです。 

委員：町内会で防災訓練への参加を呼び掛けても参加してもらえない。外国人向けに防災講座を開催す

ることがあり、わかりやすい日本語で伝えるように努力していますが、フィリピンの人はほとんど

参加してくれない、20 人の定員でも 10 人くらいしか参加がない。どのようにしたら参加してくれ

るか、苦労しています。 

委員：冒頭での近藤会長のあいさつの中での「外国人に対する災害時のコーディネーター」とは、具体

的にはどのようなことをイメージしたらよいのでしょうか。 

委員：今年度から総務省が主体となり、全国で「災害時外国人支援情報コーディネーター」という制度

を作りました。「情報難民ゼロプロジェクト」というものを立ち上げ、災害が起きた時に、高齢者、
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外国人、障がい者などに情報が届かなくて困るということを無くしていこうというもので、まずは

外国人からやろうということで始まっています。基本的なイメージとしてはコーディネーターは公

的な機関の人ということであり、最初の研修は都道府県、政令指定都市の職員を対象に考えており、

民間の人というイメージではありません。災害が起きると災害対策本部ができて様々な支援が行わ

れます、外国人住民に対してはどのような支援をすればよいのかがわかっていて、ここは国際交流

協会、ここは市民にお願いしようなど、全体を統括できる人材を育成しようとしています。これま

でに災害を受けた地域では既に独自に研修を行っており、県内でも愛知県、名古屋市、豊田市、豊

橋市、岡崎市などはそのような取組をしており、今後は国として正式に人材育成をしていこうとい

うことです。 

委員：この人材とは外国人ということですか。 

委員：災害時に日本語で通常通りに情報発信してもわからない人を救おうということなので、育成され

る側の人材は行政職員が中心になってきます。  

委員：社会福祉協議会は避難所を開設する役割を担っているので、そういう方にいてもらわないと困る

と思います。 

委員：政令指定都市以外の人が研修を受けるためには、県に推薦をしてもらい、受講することとなりま

す。 

委員：言葉で悩んでいるものの、もっと勉強をしようと思う人は少ないかと感じます。私も我が団体で

の活動などを通じて外国人と接していますが、簡単な日本語や日本のルールだけは伝えながら活動

をしています。地域であれば、日常的に会う機会や、つながりをつくり、その人の顔がわかるよう

になると、いろいろなことに参加してくれるようになると思います。外国の方もいろいろなことに

興味を持ってみえるので、私たちの活動は田んぼや料理教室が中心ですが、いろいろな講座やふれ

あいの場をつくることにより、参加してもらえる機会ができればと思います。 

委員：外国人に伝えるためには、我々が正しい日本語を使う力量を持たないといけないと思います。 

会長：音声翻訳ソフトについては「VoiceTra」というものが無料で使えます。31 言語なのでたいていの

言語に対応できていますが、まだ完璧ではないので、できるだけ日本語を短くやさしくして外国語

に翻訳させ、またそれを日本語に翻訳させると、どのように翻訳しているかを確認することができ

ます。まだ発達途上ですが、無料で使えるので、このようなものも活用しながら、私たちも短くや

さしい日本語を使うことを学ぶ必要があると思います。 

《３．市として実施すべき多文化共生施策について》 

（事務局 早水課長補佐が資料5を説明） 

会長：国際交流協会にはサロンをつくるスペースというのはありますか。 

委員：国際交流協会はさくら庁舎を間借りしている状況であり、会議室を転換して利用できるのなら可

能性はありますが、現状ではハローワークなども入っており、難しいと思います。 

会長：多文化ソーシャルワーカーは愛知県が養成する中で、多文化共生サポーターについては安城市が

養成・配置するとなっていますが、どのようなイメージを考えていますか。 

事務局 安藤：現在は市役所の中での通訳や、市役所に来た方の相談対応をしていますが、サポーターは

市役所に来るまでもないような相談ごとや、地域での相談にのれるような、地域に密着したサポー

トをしていただける方を想定しています。 
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会長：日本語教室で教えている方などを想定しているのですか。 

事務局 安藤：日本語教室で教えている方であったり、地域の町内会関係の方、自分でも何かお世話がで

きる、見守りや外国語ができるなど、固定的な役割ではなく、自分でできることを少しでも手伝っ

ていただける方を考えています。 

会長：サポーターを養成するための講座を開くイメージはありますか。 

事務局 安藤：通訳の養成講座や防災に特化した講座などは考えられると思います。 

会長：登録するのですか。 

事務局 安藤：常に外国人住民とのつながりを持った関係の人との連携をとっていきたいということも

あり、登録制度をとっていきたいと考えています。 

委員：多文化共生の地域づくりサポーターは各地域でたくさんやっていますが、あまりうまくいってい

るとは言えません。何が成功なのかが誰もわからないままでやっている、主催者側も誰に何をして

欲しいのか、何の役に立って欲しいのかがわからずに、とにかくできることをやってくださいとな

る。言われた側も何をやったらよいかがわからない。年に 2回くらいブラッシュアップ研修に呼ば

れるが何かわからない、そして担当職員も替わってサポーターが使われなくなるという状況になっ

ています。これをやることはすごく大事だと思います。外国人は本当に困った時に市役所に行く、

市役所としては何でもっと早く来てくれなかったということも多い。日本人は身近なところで聞い

たりして、わからないことがあって初めて市役所に行くのに、外国人には周りに聞く人がいないた

め、周りに相談できる人がこのサポーターになると思います。設計が適当過ぎて失敗している事例

が他地域に多くあるので、そこをしっかりと学んで、やるなら本当にいいものをつくって欲しいと

思います。 

事務局 安藤：具体的に常に活動できる場所なども用意しておかないと続かないと思うので、もう少し

検討していきたいと思います。 

委員：「母語教育の機会づくりの促進」とありますが、これはどのようなことを考えていますか。 

事務局 早水課長補佐：ブラジル国籍の子どもが母国語を忘れてしまい、学校での日本語での会話に不

自由はしないが、家庭で親と会話ができないという事例を聞いています。家庭内での不安要素の解

消であったり、日本語も話せれば将来は通訳としての活躍の機会もできるので、できるだけ母語を

忘れないように、ブラジル人に対してはポルトガル語の教室を、市が開催するということではなく、

民間やボランティアの取組を紹介していくということを考えています。 

委員：母語の学習については家庭の問題であり、行政がそこまで手を出さなくてもよいと思います。 

会長：そういう人からサポーターや通訳の人材を育てないといけない、バイリンガルの人がたくさん出

てくると、外国人のサポートができる人材になってくると思います。そのような人を育てるという

のは長いスパンで考えると非常に大事だと思います。 

委員：母語教育に行政が手を出すのはやりすぎだと思います。 

会長：本来の多文化共生のコンセプトは、日本に同化して日本語を覚えろということではなく、日本人

も日本語だけではなく英語を学ぶように、いろいろな言葉に強い人材をたくさん持つということは、

社会の資源としては大事であり、それがうまく育つような環境をつくることが必要だと思います。

いろいろな国からたくさんの人が来ると、観光ビジネスにおいてもそのような人がいるとメリット

になるという意識に変えていかないといけない。これからの社会は日本人だけが日本に住んでいる

ということではなくなるということにも備える必要があると思います。いろいろな意見がある点だ
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とは思います。 

事務局 早水課長補佐：市でそのような教室をやるというのは難しいと思うので、まずはそういったと

ころを紹介することを考えています。 

委員：別紙で配られた子どもの教育に関するデータに対し、地元の教育に関われている委員からこの状

況をどのように捉えているのかをお伺いしたい。 

委員：学校に勤めていますが、外国人の子どもの不登校の問題はあります。何が原因かがわからない、

保護者に聞いてもわからない、電話やメールで投稿してくださいと言ったり、明日の時間割を送っ

ても来ない。最近は、就学援助をもらっているのに学校に来ないという問題も増えています。学校

内では日本語で話してと言っても、ブラジル人の子どもはポルトガル語で話します。悪口や暴言を

ポルトガル語で言っていざこざが起きても、先生には何を言っているか、何が原因かがわからなく

なり、私たちが仲介に呼ばれることもあり、大変な状況になりつつあります。子どもたちが将来に

何の夢を持っているのか、学校に来るのが何のためなのかがわからない。教室で座って勉強しなけ

ればいけないという意識がないので、保護者にメールを送ったり、英語で話しかけたりして、お願

いしている状況です。 

会長：外国人の中学生の不登校が 11.4％と特に高くなっています。 

委員：古井住宅で昨年 6月から、安城市内で唯一の放課後学習支援教室、外国人児童や外国にルーツを

持つ子どもたちのための日本語教室を運営しています。その教室をしながら、昨年度から始まった

日本語初期指導教室の指導補助員としても働いています。私が感じていることは、適切な時期に適

切に関わっていれば、こうはならなかっただろうという子どもが非常に多いことです。私の家庭で

は、学校のテストでもう少し頑張ればできたというところをほめて伸ばす、軽く叱咤激励すること

をしていますが、外国人の家庭でもこのようなことが日常的にされていれば、こうはならなかった

だろうと感じる子どもが多くいます。教室に来ている子どもたちは、私が母親代わりとして、学校

での成績や状況にまで入りこんではじめて、彼らの本音や将来の希望、自分たちが置かれている状

況などを話すようになります。学校では、先生が生徒を思ってやっていたとしても、大多数の中の

マイノリティであることには変わりはないので、自分たちの想いを吐き出したり、本当の自分の希

望を述べるというのは難しいと感じています。子どもたちには、こういう資格を取ったら将来に有

効だ、こういう支援があるのでこうなって欲しいということを、積極的に伝えるということが大切

だと思います。学校で勉強するモチベーションにもつながるようで、学校の先生からも、宿題を増

やして欲しいというようになった、漢字のテストが合格するようになったなど、目に見える成果が

出ているという話を聞いています。放課後学習支援教室が安城市内に多く欲しいし、関わってくれ

る大人がもう少し自分ごとのように考えていただければいいと感じています。 

会長：放課後学習支援教室には不登校の子どもも通っていますか。 

委員：うちの教室にはいません。 

会長：日本人のフリースクールのような場所で、勉強できる機会をつくる必要があると思います。 

委員：知立市に「むすびあい教室」という不登校の子どもが行くことができる場所があります。 

委員：安城市内のある小学校では、外国人の子どもが最近増えており、まだ人数は少ないですが、フィ

リピン人ならフィリピン人の子どもどうしで外国語で話している。日本人の子どもからは言葉がわ

からないのでうるさいとしか聞こえないので、外国人は嫌と感じてしまうようです。外国人の子ど

もにどのように接したらよいかを、学校の先生が教えてあげる必要があると思います。 
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会長：どこかの段階で教育委員会の方に来ていただいて、こちらからの意見を言ったりする場があって

もよいと思います。 

事務局 早水課長補佐：愛知県との共同事業で、学校教育課と一緒に、外国人の保護者や親子の相談会や

グループワークをして課題などを整理し、先生たちに知ってもらうという取組を 8月に予定してい

ます。学校教育課とは、このような機会に話をしていく予定です。 

会長：外国人生徒の高校進学率が 46.7％と非常に低くなっており、かなり深刻に受け止めた方がよいと

思います。 

委員：高校進学率の数値の出し方について、「日本語教育が必要な外国人生徒の進路状況」と書かれてい

ますが、すべての外国籍生徒の高校進学率ではなく、このような数値の出され方を見たのは初めて

なので、これだと低い数字になっても仕方ないと思います。 

不登校の児童生徒数についても、対象に「名前の表記（カタカナで推測）」とありますが、ブラジ

ル人でもフィリピン人でもカタカナを使わなかったり、カタカナ部分を省いている場合もあるので、

カタカナだけで限定すると数字がおかしくなると思います。 

身体障害者手帳、療育手帳所有者数について、「6～15 歳」と「18 歳未満」とありますが、「18 歳

未満」とは 0歳から 18 歳なのか、6歳から 18 歳なのか、教えて欲しい。 

事務局 安藤：身体障害者手帳、療育手帳所有者数については 0歳から 18 歳までの全体の数です。 

カタカナ表記での把握の件については、学校では先生がどこの国籍かを把握していないので、そ

れでしか判断できないのが現状ということです。不登校の子どものリストはあるが、そこには日本

人も外国人も含まれており、そこから外国人を抜粋する手段がカタカナ表記しかないということな

ので、日常から日本人と外国人とを分けて把握することも必要だと思います。 

委員：高校進学率については、言葉の問題なのかお金の問題なのか、どのように分析していますか、そ

れにより対策が違ってくると思います。不登校についても言葉の問題なのか、そうすると言葉の問

題の解消が大事ということになると思います。 

地域問題研究所 春日：高校進学については学校の先生の話によると、学力やお金の問題もありますが、

日本人の親であれば高校は受験があることや学費があることを理解していますが、外国人の親はそ

こを理解できてなく、高校進学に向けた準備不足も大きな原因とのことでした。このため、中学校

の先生も外国人の親に対しては入学時からは説明はしていますが、進路を考える段階にならないと

理解しようとしないようです。できるだけ早くから、日本の進学の仕組みを知ってもらう機会が必

要とのことでした。中学校を卒業して進路がないと、居場所もなくなり、心配ごとも増えてきます。 

委員：多文化共生プランも必要だとは思いますが、町内会では高齢者が多いため社会福祉協議会と一緒

に見守り活動などを行っており、外国人のことは一切やっていません。社会福祉協議会や民生委員

も外国人のことは何もやっていません。市役所だけではなく、社会福祉協議会や民生委員も外国人

のことをやっていかなければおかしいと思います。 

委員：学校の先生は外国人の子どもをよく見ていて、着ているものがいつも一緒なのでネグレクトでは

ないかと心配になり、民生委員や町内会に連絡が行って訪ねてみると、食べるものに事欠いている

という状況がよくみられます。政府の方針でこれから外国人が増えると、ものづくりが多い安城市

でも外国人が増えることになり、外国人の安定的な雇用が難しいとなると、そのような問題が避け

て通れない、満足に食事もできない子どもが増える状況も出てくると思います。そのような家庭へ

の食料の供給は町内会が対応したり、社会福祉協議会を通じてセカンドハウス名古屋にお願いする
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ことには現在も取り組んでいるということを実態として知っておいて欲しいと思います。 

委員：秋葉団地や古井団地などは収入が高い人は入れないため、外国籍かシングルマザー・ファザーし

か入れなくなっており、このような人は 5年くらいですぐに引っ越してしまうのが実情です。 

委員：私自身の経験ですが、9 歳で日本に来て、安城市の作野小学校に通い、親が母国語を忘れないよ

うにと、家庭内では母国語を話し、学校では日本語を話していました。そのようなことに対する親

や先生方の知識は必要だと思います。当時は学校にはブラジル人はいなかったので学校でポルトガ

ル語を話す機会はありませんでしたが、学校でブラジル人どうしでポルトガル語を話すことは必ず

しも禁止することなないと思います。高校進学にあたって試験があるいうことは先生から説明があ

りましたが、それに対して親にも知識がないといけない、試験があるので勉強しなければいけない

ということを親も理解しなければいけないと思います。私の会社では、社会保険の関係で子どもの

年齢がわかるので、子どものいる外国人の親には、どこの学校に行くのかを聞いて、進学のために

必要な準備のアドバイスするようにしています。 

委員：昨年 8月に三重県で不就学状態であったブラジル人の小学校 1年生の女の子が父親に暴力で殺害

されるという事件がありました。鈴鹿市の小学校に通っていて 6月に四日市市に引っ越し、子ども

はそのまま区域外通学で鈴鹿の小学校に通うということになっていましたが、子ども 1人で鈴鹿に

通える訳もなく不登校状態になり、その後 7月になると母親から四日市市のブラジル人学校に通わ

せるという話になって 7 月 20 日付で自主退学扱いにしましたが、結局はブラジル人学校にも通わ

ず、母親も妊娠して入院してしまったので、暴力をふるう父親と家で 2人になり、結局殺害されて

しまったのです。そこから 10 日間放置され、車の中でぐったりしているところを通報されて見つ

かったということでした。 

確かに、外国人の子どもは義務教育の対象ではありませんが、義務教育の対象ではないというこ

とと、その子どもの状況を把握しないということは一致しないと思います。強制的に学校に通わせ

るということはできませんし、親を罰することもできませんが、だからといってその状態がわから

なくてもよい、放っておいてもよいということではないと思います。調査したり、個別に訪問した

り、民生・児童委員さんなどにお願いして、関わりだけは持って欲しいと思います。1 年前に四日

市市で起こったことが安城市でも起るということはないようにして欲しいと思います。 

《４．その他》 

（事務局 小笠原が議事資料６を説明） 

牧市民協働課長：委員の皆様からの励ましの言葉を肝に銘じて、今後の多文化共生プランの策定を進め

てまいりたいと思います。引き続きご支援いただきたくよろしくお願いいたします。 

閉会 


