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第２次安城市多文化共生プラン（第２回）策定審議会 議事録 
 

日 時 平成30年２月21日 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】、土井 佳彦、滝口 佐綾香、沼田 宇野 智恵美、古居 敬子、 

松井 千代、LAM THI HOANG LAN、石川 治彦、岡本 健二、小田嶋 真也、 

神谷 明文【副会長】、江田 リカルド タケシ、杉浦 三衛、成瀬 明浩 

欠席委員 藤野 千秋 

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

地域問題研究所 春日、近藤、中川 

次 第 １．あいさつ 

２．議事 

（１）これまでの取組の結果概要について 

（ア）外国人市民・日本人市民アンケート 

（イ）関係団体等ヒアリング 

（ウ）多文化共生×安城まちあるき探検隊 

（２）．第２次安城市多文化共生プランの骨子について 

３．その他 

（１）今後の予定 

会議資料 資料１：外国人市民・日本人市民アンケート 調査結果の概要 

資料２：関係団体等ヒアリング 意見のまとめ 

資料３：多文化共生×安城まちあるき探検隊 第１回開催結果 

資料４：第２次多文化共生プラン 骨子 

資料５：今後の予定 

参考資料：「あいち多文化共生推進プラン 2022」の概要 

    ：外国人市民・日本人市民アンケート調査結果報告書（冊子） 

 

○市民協働課安藤の司会により開会。 

○欠席委員の紹介、委員 15 人の内、半数以上となる 14 人の出席により、会議成立を確認 

○会議資料の確認 

○出席者全員で市民憲章の唱和 

○委託事業者の地域問題研究所が同席することの報告 

 

《１．あいさつ》 

会長：１回目から時間が経っており、忘れてしまっているところもあると思いますが、アン

ケートの結果とプランの骨子が出ておりますので、今日はしっかりと議論ができれば

と思っております。よろしくお願いいたします。 
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《２．議事》 

（１）これまでの取組の結果概要について 

 

会長：議事（１）これまでの取組結果の概要について、事務局より説明をお願いします。 

○地域問題研究所 春日が議事資料１を説明。 

会長：ただいまの説明につきまして、確認したい点、わからない点等がございましたら、ご

質問をお願いします。 

○委員からの質疑なし 

久野課長補佐：これまでの取組結果のうち、資料２の関係団体のヒアリングの部分と資料

３のワークショップの部分については、これまでの取組としてご報告する内容です

ので、引き続き取組結果をご説明させていただきます。 

○地域問題研究所 春日が議事資料２及び３を説明。 

会長：ただいまの説明について、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：資料２の４ページにある「主な意見・提案など」の一番下に、「外国人児童・生徒に

は不登校が多い」と書かれています。これは「不登校」なのか、「不就学」なのか、ど

ちらであるかわかりますか。「不登校」は、いじめや病気などいろいろな理由で学校に

行けていないこと、「不就学」は、特に義務教育に関して、そもそも学校に在籍をして

いないことなのですが、どちらなのか確認はとれているでしょうか。 

地域問題研究所春日：ヒアリング調査は、学校に聞いたものですので、学校に在籍している

が学校に来ない、不登校が正しいです。学校に在籍していても、学期の初めに来て、

その後はまったく来ないといった例もあるようです。不就学に関しては精査できてい

ません。学校でも把握する範疇に入っていない状況だと思われます。 

委員：資料２の４ページから５ページに、「日本語適応指導教室」、「日本語初期指導教室」、

「日本語教室」との記載がありますが、これはどこが主体で、誰が行っているのでし

ょうか。日本語教室への支援が必要だということで、具体的にはお金ということだと

思いますが、役所や他の団体から補助金などが出ているのか、出ているのであればど

のくらいなのか、教えてください。 

久野課長補佐：「日本語適応指導教室」と「日本語初期指導教室」は、市内の小中学校に設

置され、学校教育において行われています。「日本語教室」は、ボランティア団体や国

際交流協会が安城市において実施しているものとして、区分けできるかと思います。

日本語教室に対する支援については、安城市の国際交流協会から年間３万円、会場使

用料等に対する補助をしています。 

委員：国際交流協会の補助の原資はどこから出ていますか。 

久野課長補佐：原資は市の補助金です。 

地域問題研究所春日：「日本語適応指導教室」は、日本語の指導が必要な外国人の児童、生
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徒が多い学校に対して、県の教育委員会が特別に児童・生徒の人数に応じて、特別に

日本語指導教員を、人数を増やして配置する「加配」をしています。その教員に指導

を担当していただき、学校が教室を設置しています。「日本語初期指導教室」は、日本

語が全くできず、学校でいきなり授業を受けることが大変という子ども向けに、安城

市の教育委員会が設置をしています。学校側では一連の流れで対応をしてもらってい

ますが、設置者などが少し異なっています。「日本語教室」については、ボランティア

が国際交流協会の支援を受けて実施しています。支援については、お金のこともあり

ますが、場所を取るのが大変だとも聞いています。普通の活動団体と同じような立場

で会場を確保しているという団体もあります。「何曜日の何時から何時までは、ここで

教室ができるようにしたい」という思いもあるなかで、なかなかうまくいかないとい

う話もあります。 

会長：「日本語適応指導教室」は、通常は学校のクラスに普段通っているけれども、国語の

授業などで取り出して、外国人向けの指導を受けるというものです。「日本語初期指導

教室」は、通常の学校に通わずに、最初はそこで日本の生活や日本語を学んで、ある

程度身についたら通常の学校、学級に行くことになります。初期指導教室は市内に１

か所しかなく、離れた地域の人は、車で親が送迎しなければならないので何とかして

ほしいという声もあるとのことです。 

委員：アンケートの説明があったときに、近くの地域で受けいれてくれる場や交流の場がほ

しいということが出ていました。私も箇所数は把握していませんが、安城市には２か

所ぐらいでしょうか。外国の方は、言葉もわからない、何をしてよいかわからないと

いう状況で、器となる場所を安城市で作っていかないと、心を開けないと思います。

自宅のマンションでも、外国人が増えてきましたが、生活の中で一番困るのは、災害

の時とごみ出しです。大人の場合は、地域にいる者が気を付けて連携を取ることがで

きます。子どもの場合は、働いている母親が帰ってくるまでのフォローや、楽しく集

まって交流ができて、言語の問題も解決できるような施策を、安城市にしてもらえる

とよいと思います。そうした前向きな話があれば教えてほしいと思います。 

久野課長補佐：安城市の子どもが通うことができる地域における日本語教室は、私どもが把

握している限り、市内では常時開設されている場所が１か所あります。夏休み期間な

ど期間限定では、中部小学校区に１か所あることは承知しています。私どもとしては、

できる限り地域に広がっていくように、日本語教室の支援として３万円の助成を今年

度設けたという状況です。行政が設置していくというよりも、地域の皆様のお力をい

ただきながら進めていく必要があると思っています。そうしたことに関心を持ってい

る人にいかに参画していただけるような仕組みやきっかけを作っていくかが課題だ

と思っています。 

委員：今質問させてもらったのは、固定した居場所なのですが、私は国際交流協会から依頼

を受けて、外国人に色々なイベントを提供しています。一般の講座として年間 100 講
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座やっても、外国の方が参加するのは 15 講座くらいと少ないです。特定の居場所にプ

ラスして、「どなたでもどうぞ」と年齢、国籍などを問わず、みなさんに門戸を広げて

交流して、不安が解消されればいいなと思っています。私たちは田んぼを使ったイベ

ントをやっていて、外国人の方がよく来てくださいます。外国の方は日本の文化の体

験として、田植えや稲刈りをしたり、とれた米で五平餅を作ったりしています。堅苦

しくなく、誰でも参加でき、「あのおばあちゃんにあんなことを教えてもらった」とか、

「すげの作り方を教えてもらって勉強になりました」と言って帰って行かれる方もい

ます。各団体が色々なところにアンテナを張って、差別・区別なく、隣にいる日本人

といっしょに活動できるイベントを増やしていければと考えていますので、協力をお

願いしたいと思います。 

久野課長補佐：日本人も外国人も区別なく、同じように参加できることについて、市がどの

ように支援できるかという視点は必要であると思います。会を主催する方々に、外国

人も日本人も関係なく受け入れてもらう意識をつくっていけるよう、多文化共生プラ

ンでも、そうした働きかけが必要だということを書き込まなければならないと思って

います。そのほかに、どういった形で、外国の方が参加できる姿に近づけていくかは、

プランを作成しながら検討したいと思います。 

会長：まちあるき探検隊が８月までに６回あるということなので、オフィシャルなものはそ

れとして、それ以外にも非公式なもので、収穫して五平餅を食べるとか、他にも色々

なイベントがあるということを案内するのがよいのではないでしょうか。 

久野課長補佐：委員の方の中にもイベントを企画をされている方がいるかと思いますの

で、市や国際交流協会のイベントでも、他のイベントの紹介をして、横のつながり

を生かしたいと思います。 

 

（２）第２次安城市多文化共生プランの骨子について 

○第２次安城市多文化共生プランの骨子について、久野課長補佐が説明。 

会長：これについて、付け加えた方がよい、修正した方がよいという点について意見はあり

ますか。 

委員：個人的な感覚で申し上げますが、外国人が交流を望むことは、生活していく中で、色々

な人と関わっていかないと困ったことが解決できないという立場なので、理解できま

す。アンケートの結果では、日本人の５割強くらいの方が交流を望むと回答している

との表現がありますが、本当にそういえるのでしょうか。第２次プランは、交流とい

う形に持っていくためのプランとして作成されるという話もあるのですが、みなさん

が交流を望むというときの「交流」の意味は、困ったことを解決するという内容では

ないと思います。市民の方が本当に思っているのでしょうか。「交流」していくことを

強くＰＲするための働きかけをして、教室をつくるとか何かの仕組みをつくる前に、

日本人の意識の部分に働きかける仕組みを置かないと、交流には届いていかないのか



5 

 

なと思います。単に困ったことがひとつずつ解決できるだけの計画になってしまうの

ではないかと思っています。本来の意味での、交流したいという考え方を持たせる仕

組みが必要なのではないかと思いました。 

会長：多文化共生の理解度を高めることが目標値としてありますが、まずは多文化共生の計

画というのが浸透していなければならない、という意味でしょうか。日本人に対する

意識啓発が、今ある項目のどこかに入るとよいのではないでしょうか。 

委員：私も同じように思いました。プランの７つの「基本方針」では、外国人が多文化共生

に向かっていくのはみえるのですが、日本人も多文化共生に向かって変えていかない

といけない、両方が寄り添う形にならなければと思います。日本人側の意識を変えて

いくための取組を書かなければいけないと思います。 

会長：提案ですが、「基本方針７」のところに、「多文化共生により効果的・効率的に貢献す

るための市役所業務の改善」とありますが、ここに市民への意識啓発を入れるのはど

うでしょうか。順序も１番目にしてもよいのではないかと思います。市の職員への意

識啓発でもあり、市議会議員の意識啓発でもあり、市民全体の意識啓発にもなるよう

に。条例をつくることも考えられますが、なかなかそのレベルにはいかないとは思い

ますが、そうしたことも視野に入れてほしいです。熱心でないセクションの方を巻き

込むことができると良いと思います。 

久野課長補佐：日本人の意識を多文化共生につなげることは、一番大事なことであると思

いますが、骨子にうまく反映できていないとのご意見をいただきました。「基本方針

７」に意識啓発を加えるのか、意識啓発は大上段に掲げる内容であるとも思います

ので、持ち帰って検討したいと思います。 

会長：市民協働課ではなく、多文化共生係というのができると、市民により浸透すると思い

ます。それも含めて、市民の啓発には大きな効果を持つと思います。 

委員：どこの国の人であろうが、私たちも外国の文化を学ぶこともできます。要望があれば、

押し付けではなく、できる限りのことをやっていくことが安城市民の務めだと思いま

す。この前、アンフォーレで多文化交流のイベントがありましたが、外国人の方がい

きいきしてブースを出していました。あれはすごく良いなと思いました。ただ、アン

フォーレに来られない人はどうするのかとも思いました。イベントの地域版を、町内

会単位でやっていくというのはどうでしょうか。安城市にいてよかった、楽しいなと

いうことがなければ、次の活動につながりません。指標を掲げても絵に描いた餅では

仕方がないので、私たちにできることからして、交流を深めていくのがよいと思いま

す。日常的に会話するのもＯＫですが、町内会など地域の人々に知らせていけるよう

な楽しいことをしましょう。楽しくなくては受け入れもできません。いっしょに遊ん

だりお祭りをしたりすることを、町内会単位で実施していけるとよいと思います。ア

ンフォーレの交流イベントは今年も実施してもらえると、私も楽しみにして行けます。

先ほど町内会単位で、と言いましたが、私も公民館単位で外国人の方に料理を教えて
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いただいたり、日本の料理を教えたりして交流をしていましたので、もっと増やして

いきたいと思います。地域単位で動いていく方向ができるとよいと思います。 

会長：８ページの基本方針５の実施する取組に「町内会における外国人市民に対する意識の

向上」とあって、ここにも意識啓発が入っていますね。 

久野課長補佐：日本人の意識啓発ということで、地域で外国人の人も日本人の人も楽しめる

ことは重要だと思います。安城市では町内会という核となる単位があって、いろいろ

な行事もあります。外国人の方も分け隔てなく入っていけるよう、日本人側は受け入

れに温度差があるように感じられるので、意識啓発を考えたいと思います。市民協働

課は町内会も担当していますので、町内会の支援と多文化共生の施策をうまく関係付

けながら何かできるとよいと考えています。ワールドフェスは、毎年１回、安城市国

際交流協会が主催して、昨年は青年会議所が主催でしたが、オール安城的な国際交流

イベントとして実施していますので、ご参加をよろしくお願いいたします。 

委員：７ページに第２次プランの４つの目標が掲げられています。目標なので抽象的な表現

になることは仕方ないですが、目指していくものはとても重要なことだと思います。

１番目の日常的な会話やあいさつとなっていますが、これでは声をかけるだけで目標

達成になってしまいます。目標のレベル感が大きなばらつきがあるように思えます。

子どもの学習環境の整備は達成できる目標ではなく目指していくものであって、それ

とあいさつとが同レベルで掲げられているのはいかがなものなのかなと思います。先

にも指摘があったように、４つとも「外国人市民が」という表現になっています。た

とえば「外国人が思いを伝えられるようにする」とありますが、これは日本人と外国

人双方の話だと思います。「不安なく生活する」ことは、日本人も一緒です。アンケー

トでは、日本人の高齢者から外国人に対しての不安の声も出ていますので、その解消

も必要になってきます。地域の役割を担っていくこともそうですが、「外国人市民が」

という言い方をし過ぎると、思いは多文化共生でも、結局は外国人市民をどうするか、

という話になりかねません。目標のレベル感と表現については、検討をお願いしたい

と思います。 

会長：たとえば、「国籍や文化にかかわらず誰もが」というイメージでしょうか。ご検討く

ださい。 

委員：言葉の問題がやはり大きいので、日本語学習が基本方針の１番目に掲げられています

ね。日本語教室は、補助金３万円があるとは聞きましたが、具体的にどのような費用

が掛かり、講師の費用はどのくらいなのでしょうか。どのくらいの補助金があったら

よいのか、何かご意見はありますか。 

委員：私は日本語教室で日本語を教えるボランティアをしていますが、週１回 90 分授業を

して、１年間にだいたい３万円くらいの場所代がかかります。３万円を国際交流協会

からいただくと、まるまる場所代としてなくなります。自分たちが勉強するために教

材を購入する分は、ほぼ個人でまかなっている状況です。学習者の方から１回 100 円
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いただいて、みんなでお茶を飲むときのお茶菓子を買ったり、イベントをするときに

何かを買ったりということに使ったりしていますが、本当にボランティアという形で

やっています。 

委員：お金が足りているという趣旨ではないですよね。特に金銭的支援はしなくともよいと

いうことですか。 

委員：お金については考えていないです。ただし、個人的には教えるために勉強したいと思

っても、教材ひとつひとつが高いです。自分は働いていない主婦なので、ボランティ

アでしていることのために、本をたくさん買って教えるのはお金もかかってしまうの

で、人から借りてまかなうこともあります。できることなら、もっとお金があれば助

かるけれども、やってやれないことはないという状況です。 

委員：東洋理工の方がいらっしゃいますが、会社で日本語教育はしていますか。 

委員：会社で日本語教育はしていません。我々もボランティアで日本語教室をやっている方

を知っていますので、「日曜日の日本語教室に行っておいで」となるべく行かせるよう

にしています。会社として独自に何かをすることはしていないですが、私は、外国人

の従業員とコミュニケーションを片言の日本語でとれるような状況をつくることを

心がけています。我々は外国の言葉を十分に知らないということもありますので、教

えることはボランティアの方にお任せしているというのが現状です。 

会長：この点もご検討ください。以上、このプランの骨子について、この内容でよろしいで

しょうか。 

○委員からの異議なし 

会長：お認めいただいたということで、以上で議事について、終わらせていただきたいと思

います。 

 

《３．その他》 

（１）今後の予定 

○久野課長補佐が議事資料５を説明。 

○プランの肉付けのため、市の関係部署に取組状況の照会を行う予定である旨を説明。 

○次回の審議会は、６月 27 日（水）午前 10 時から開催予定であることを確認。 

 

牧市民協働課長：委員のみなさま、長時間にわたりありがとうございました。日本人側の意識

に働きかけることが大切であるという貴重な意見をいただいたので、６月の審議会のと

きに、よくなったといっていただける案を作っていけるよう努力します。 

 

閉 会 


