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Ⅰ 調査の概要 

 外国人市⺠調査 日本人市⺠調査 
調査期間 平成29 年10 ⽉〜11 ⽉ 
調査対象 住⺠登録している16 歳以上の男⼥ 
調査方法 郵送による配布・回収 
配布数 1,000 票 2,000 票 
回収数 335 票*（回収率33.5%） 1,031 票（回収率51.6%） 

（*335票の内訳︓ブラジル:121、フィリピン:75、中国:64、ベトナム:28、インドネシア:8、他:39） 

 

Ⅱ 調査結果 

１．相互理解・交流について 
（１）外国人との日本人との交流状況《報告書p.27-、p.83-》 

◆⽇本⼈市⺠が外国⼈市⺠とコミュニケーションをとる機会は多くない 

・過去１年間に外国人とコミュニケーションをとった日本人市⺠︓35.5% 

⇔家族以外に仲よくしている日本人がいる外国人市⺠︓62.1% 

 
（２）交流意向《報告書p.28-、p.33-、p.78-》 
◆外国⼈市⺠は、⽇本⼈市⺠と交流や地域⾏事への参加を希望する意向が強い 

・地域の⾏事・イベントに、「もっと参加したい」と考える外国人市⺠︓43.6% 

・もっとたくさんの日本人と仲よくなりたいと思う外国人市⺠︓78.2% 

⇔もっと多くの外国人と交流したいと思う日本人市⺠︓52.6% 

 

（３）町内会・自治会の加入《報告書p.29-、p.92-》 

◆外国⼈市⺠の町内会加⼊率は⽇本⼈を⼤幅に下回っており、活動内容も認知されていない 

・町内会・自治会に加入している︓外国人市⺠26.6% ⇔ 日本人市⺠78.8% 

・外国人市⺠が入らない理由1 位︓何をやっているかわからない、2 位︓入り方がわからない 

 
（４）地域の⾏事・イベントの参加《報告書p.31-》 

◆外国⼈市⺠の半数以上は、地域の⾏事・イベントへの参加経験がある 

◆外国⼈市⺠が参加する地域の⾏事・イベントは、祭りや清掃活動が中心 

 参加したことがある地域の⾏事・イベント 
1 位 祭り（31.3%） 
2 位 そうじ（清掃活動）(29.6%) 
3 位 盆踊り、大雨や地震の時のための防災訓練、子ども会のイベント（10.7%） 

（「参加したことがない」41.2%） 

 

（５）日本語の学習《報告書p.38-》 

◆外国⼈市⺠の約半数は、⽇本語を学習中⼜は学習したいという希望がある 

・これから日本語を勉強したいと思っている外国人市⺠︓36.4% 

・今、日本語を勉強している外国人市⺠︓20.0% 

 

２．くらしについて 
（１）安城市の住みやすさ《報告書p.11-、p.108-》 

◆住みやすさの評価は、外国⼈市⺠と⽇本⼈市⺠の間でギャップがあり、外国⼈市⺠の評価は高い 

・安城市が外国人にとって生活しやすいと思う︓外国人市⺠87.5% ⇔ 日本人市⺠39.1% 

 

（２）日本語を使うときに困ったこと《報告書p.36-》 

◆外国⼈市⺠が⽇本語を使うとき最も困るのは、「⼿紙や郵便を読むとき」 

◆難しい内容や分量の多い⽇本語を「読む」、「書く」ことが必要な場所で困ることが多い 

日本語を使うときに困ったこと 

1 位 ⼿紙や郵便を読むとき（37.3%） 

2 位 病気のとき、病院に⾏くとき(24.8%) 

3 位 市役所に⾏くとき（16.1%） 

（※「困ったことはない」32.2%） 

 

（３）悩み・相談したいこと《報告書p.45-》 

◆外国⼈市⺠が相談したいことは、「災害」、「⽇本語の話し方」、「病院」 

◆「災害」や「病気」など、生命や安全に関係することについて、相談意向が強い 

相談したいこと 

1 位 地震や大雨などの災害（27.5%） ４位 市役所などでの⼿続き（21.8%） 

2 位 日本語で人と話をする方法（24.8%） ５位 お知らせや案内の入⼿方法（20.9%） 

3 位 病気や病院・医者のこと（24.2%） 6 位 日本でのくらし方やルール（19.4%） 

 

（４）悩みの相談相⼿とその内容《報告書p.46-》 

◆相談相手によって、相談しようと考えている内容は大きく異なる 

◆「災害」は⾏政や宗教施設、「コミュニケーション」は家族や友人、「ルール」は近所の人 

  



 

 
 

３．子どもについて 
（１）子どもの有無《報告書p.21-》 

◆３⼈に１⼈の外国⼈市⺠は、17 歳以下の子どもといっしょに暮らしている 

・17 歳以下の子どもといっしょに暮らしている外国人市⺠は、31.3% 

 

（２）子どもの学校での困りごと《報告書p.22-》 

◆外国⼈市⺠の子どもが最も困っているのは、学校卒業後の「進学先・就職先」 

◆子どもの世代でも「授業がわからない」、「ことばが通じない」など言語が問題となっている 

子どもが学校で困っていること 

1 位 子どもがこれから⾏く学校や仕事をする場所がどうなるか⼼配（21.9%） 

2 位 授業に追いつかない・授業が分からない(10.5%) 

3 位 学校が家から遠い／学校でことばが通じない・日本語がわからない（9.5%） 

（※「困ったことはない」43.8%） 

４．災害について 
（１）災害に関する情報の認知《報告書p.49-》 

◆外国⼈市⺠は、⽇本⼈市⺠と⽐べて災害について知っている情報が少なく、関心もやや低い 

◆避難場所を知らず、避難訓練も経験していない外国⼈市⺠は、災害弱者となる可能性が高い 

・安城市で災害が起こることが⼼配  ︓外国人市⺠73.1% ⇔ 日本人市⺠87.7% 

・災害の時に避難する場所を知っている︓外国人市⺠44.5% ⇔ 日本人市⺠83.3% 

・防災・避難訓練に参加したことがある︓外国人市⺠39.4% ⇔ 日本人市⺠89.1% 

 

 

 

５．情報伝達について 
（１）多言語表記《報告書p.59-、p.109-》 

◆外国⼈市⺠と⽇本⼈市⺠で評価にギャップがあり、外国⼈市⺠からの評価のほうが高い 

・市の施設や街の多言語表記が充実していると思う︓外国人市⺠40.6% ⇔ 日本人市⺠23.4% 

 

（２）情報入⼿の⼿段について《報告書p.43-》 

◆情報⼊⼿経路は、「テレビ・ラジオ」、「家族や親せきの⼝コミ」、「インターネット」と多様 

情報入⼿の⼿段 

1 位 テレビ・ラジオ（46.6%） ４位 日本人の友だち（28.7%） 

2 位 家族や親せき（46.3%） ５位 職場や学校（25.4%） 

3 位 インターネット（42.7%） 6 位 新聞・雑誌（24.8%） 

 

６．多文化共生について 
（１）多文化共生の認知度《報告書p.110-》 

◆３⼈に２⼈は「多文化共生」という言葉を聞いたことがある 

◆若年層の「多文化共生」の認知度は高いが、中高年など、幅広い年齢層への周知が課題 

・「多文化共生」を内容がわかる日本人市⺠︓33.6%（29 歳以下︓51.2%、50 歳以上︓23.2%） 

・      聞いたことがある日本人市⺠︓68.0%（29 歳以下︓81.9%、50 歳以上︓62.4%） 

 

（２）多文化共生を進めるために必要なこと《報告書p.59-、p.114-》 

◆外国⼈、⽇本⼈市⺠ともに「異文化理解・交流の場づくり」や「多言語化」に関心を持つ 

◆外国⼈市⺠は異文化理解や交流を重視し、⽇本⼈市⺠は地域社会への適応を重視している 

◆「災害時の対応の⽀援」は、外国⼈市⺠と⽇本⼈市⺠との意識差が⼤きい 

 外国人市⺠ 日本人市⺠ 

1 位 日本人が外国の文化を理解する環境づくり 

（37.3%） 

生活マナーや習慣の講習 

（48.6％） 

2 位 様々な国籍の人が参加するイベントの開催 

（35.5%） 

地域に住む日本人と交流できる環境づくり 

（34.3%） 

3 位 多言語での日本文化や生活情報の提供の充実 

（32.2%） 

日本人が外国の文化を理解する環境づくり 

（31.0%） 

4 位 外国人市⺠の災害時の対応の支援 

（29.6%） 

多言語での日本文化や生活情報の提供の充実 

（24.2%） 

5 位 通訳の充実（29.6%） 通訳の充実（22.4%） 
 

相談相手＼順位

家族や親せき 日本語で人と話をする方法 11.8% お知らせや案内などを手に入れる方法 10.4% 地震や大雨などの災害 10.0%

日本人の友だち 日本語で人と話をする方法 12.7% 日本でのくらし方やルール 10.8% 病気や病院、医者のこと 9.0%

日本人以外の友だち お知らせや案内などを手に入れる方法 15.6% 仕事を探すこと 14.1%
生活にかかるお金
地震や大雨などの災害

9.4%

近所の人 日本でのくらし方やルール 14.3% 町内会や家の近所の人との関係 9.5%
日本語で人と話をする方法
病気や病院、医者のこと
外国の人への差別

7.9%

職場や学校の人 地震や大雨などの災害 13.8% お知らせや案内などを手に入れる方法 11.7% 今している仕事や仕事をする場所 10.6%

日本語教室 日本語で人と話をする方法 30.3% 友だちや知り合いとの関係 15.2%
日本でのくらし方やルール
地震や大雨などの災害

12.1%

外国人市民支援の
NPOなど

外国の人への差別 11.9%
病気や病院、医者のこと
地震や大雨などの災害

9.7% 病気や病院、医者のこと 9.7%

自分と同じ国の人 外国の人への差別 13.4% 地震や大雨などの災害 12.2% 病気や病院、医者のこと 9.8%

教会やモスク、寺など 地震や大雨などの災害 16.2%
日本語で人と話をする方法
外国の人への差別

10.8%
お知らせや案内を手に入れる方法
日本でのくらし方やルール

8.1%

市役所や公共機関 市役所などの手続き 14.8% 地震や大雨などの災害 11.0% 病気や病院、医者のこと 7.9%

そのほか
お知らせや案内などを手に入れる方法
仕事を探すこと

25.0%
日本語で人と話をする方法
市役所などの手続き
そのほか

12.5% - -

1位 2位 3位


