
第２回豊川市多文化共生推進プラン策定委員会議事録 

 

１ 日  時 令和元年９月２４日（火）午前 10時から午前１１時 25分 

２ 場  所 豊川市役所 本 34 会議室  

３ 出席者 委員長  名和 聖高・・・愛知大学名誉教授  

副委員長 沼田 俊昭・・・前豊川市連区長会理事 

委 員  小島 修・・・代田小学校長 

委 員  加藤 雪絵・・・学校教育課指導主事 

委 員  坂東 信孝・・・豊川公共職業安定所長 

委 員  佐原 圭子・・・豊川商工会議所総務課長 

委 員  今泉 秀哉・・・ひまわり農業協同組合専務理事 

委 員  イトウ エジナ ヒロコ・・・公募外国人市民 

※順不同 敬称略 

 ４ 事務局 市民部長、市民部次長、市民協働国際課長、課長補佐、国際係員 

 ５ 傍聴者 ０名  

６ 議事概要  

１ 挨拶  

２ 議題 

（１） 第３次豊川市多文化共生推進プラン（案）について（別紙１） 

① プランの体系について 

【事務局】    

別紙１に基づき説明。 

【委員 A】   

最近は SDGｓという全世界、地球規模で取り組む１７の課題というのが色々な 

ところで言われている。多文化共生という話もＳＤＧｓの中にすべて含まれている 

課題だと思う。文言としてそれを入れ込むかどうかは別として、プランの目標のと 

ころで、そういった視点を意識した書きぶりがあったらいいかなと思う。 

   目標指標の２番目の「豊川市での生活に満足している外国市民の割合」が２０２

４年度の目標が８８％になっている。これは今年度の目標と同じである。切りのい

い９０％位にしてはどうか。 

【事務局】 

   目標値の８８％についてだが、５年前と今では状況が変わってきており、５年前 

  はこれほど外国人の急激な増加がなかったということと、多国籍化がされていなか 

ったこともある。それを踏まえたうえで、１年で０．５％ずつ満足度が増えること 

を目指して、８８％という目標値を出した。どちらかというとこれでも高すぎるか 

なと迷ったところもある。 



ＳＧＤｓについて少しご説明願いたい。 

【委員長】 

   ＳＤＧｓ、サスティナブル・デベロップメント・ゴールズは、２０１５年に国連

総会で設定されたもので、持続可能な開発目標ということで、その頭文字をとった

ものである。世界の環境対応だとか、貧困の撲滅であるとかゴールが１７あり、こ

ういったものについて国連としては取り組んできたわけだが、２０１５年の国連総

会で新たな１０年間の目標という形でＳＧＤｓというのが設定された。それぞれの

国でそれにどう取り組んでいくのかということで、最近は民間企業の活動の中で、

ＣＳＲという企業の社会的責任の延長線上にＳＤＧｓをとらえ、それに配慮するこ

とが企業収益につながるというようなことで、行政ないしは民間の事業活動の一つ

の旗印として、ＳＤＧｓ、持続的開発目標というものが設定されている、と理解し

ている。 

   ＳＤＧｓについては、具体的な施策の色々なところにちりばめられていると思う 

が、豊川市としても SDGｓに対して関心を持って、それを考えたうえで計画を策 

定しているということを前文か何かのところに入れたらどうかという、ご発言だっ 

たと思う。 

【委員 A】 

   豊川市というローカルなここだけでやれることと、もっと広いグローバルなとこ

ろと、いろいろステージはあると思う。ただ、豊川市で取り組むことは、全世界的

な動きや流れを承知しながら実施しているという表現が必要だと思う。 

【事務局】 

   了解した。 

【委員 B】 

２０ページの目標指標の目標値の８８％だが、一般的に目標値を決めるといっ 

   た場合には、過去の水準の何割増しという方法で定めるやり方や、この目標値を

達成しないと企業でいえばつぶれてしまうということで定めるやり方、過去の実

績に基づき解析をして定めるやり方などがあると思う。本計画の目標値はどのよ

うに設定しているか教えてほしい。 

【事務局】 

   過去の実績値の推移を見ながらそれよりも少し高く設定している。１９ページの

生活に満足している外国人市民の割合の平成３１年度実績値は８５．２％であった

が、この数字は前の計画を作った平成２５年度の実績値８５．５％よりも下がって

しまったという現状がある。先ほど説明したように、抱えている課題や現状が、外

国人についてはかなり目まぐるしく変化しており予測が難しいため、はっきりとし

た理屈で目標値を定めるということが難しいところがある。５年前の実績値８５．

５％という数字が、今回は８５．２％と下がっているなかで、今回の目標値を前回



の計画と同じ８８％に設定させていただいた。この目標値についても、前回のプラ

ンでは達成できなかった。今回の目標値８８％も、１年で概ね０．５％ずつ上がれ

ばいいのではないかという計算で出させていただいている。 

   現在値の８５％という数字は、日本人市民の意識調査と比べても高い数字になっ

ている。外国人市民意識調査に回答された方々は、かなり意識が高い方であるとい

うことが理由として考えられる。 

【委員 B】 

   私も同意見である。個人的に非常に高い数値と感じたので、市民館に出向き直接

町内会関係者４人に、この数値について意見を聞いた。4人全員も私と同じように

高い数値と感じた。実際の数値はその半分くらいの数値ではないかという意見であ

った。現在の数値は、我々の予想を大きく超えており、今後 5年間このプランを推

進したとして、現状よりも数値が上がるのか懸念している。むしろ、今回の結果の

ように数字が一度下がったというほうが現実的であると思った。 

【事務局】 

これはあくまでも外国人市民意識調査での回答で、今回意識調査の回答率が２５.

４％と前回からかなり上がっている。前回よりも、PR 等に取り組んだことと、今

回からベトナム人も対象に加え、対象を広くしたことが功を奏し回答率が上がった。

一方で色々な外国人市民の意見が取り込まれたと考えている。委員のご指摘のとお

り、調査自体は２，000 人に依頼しているので、日本人と同様に回答率が上がれ

ば満足度の数値が下がる可能性は否めない。しかし、そのことを理由に目標値を下

げることは、行政として適当ではないと考える。今後多様な施策を展開する予定で

あり、またその事業を進めていく中で、少なくとも毎年０．５％ぐらいは上げてい

きたいと考えたうえでの数値目標と理解していただきたい。 

【委員 B】 

参考までに聞くが、他の市町村で同じような調査を実施しているならば、満足度

の数字は何％くらいなのか教えてほしい。 

【事務局】 

他の自治体ではこの規模の外国人意識調査はあまり実施していないのではない

かと思う。近隣の豊橋市や蒲郡市など、東三河ではこのような外国人意識調査は実

施していないと把握している。 

【委員長】 

   他に意見等はないか。先ほどのA委員の SDGｓについての意見には、どのよう

な形で反映するか。 

【事務局】 

   １９ページの多文化共生の必要性のところに盛り込むか、あるいは 2 ページの

プランの位置づけのところに盛り込みたいと考えている。 



【委員長】 

   事務局の説明のとおり、プランの位置づけのところに少し触れるということで、

ご了解いただけるか。 

【委員 A】 

了解した。 

【委員長】 

他に意見等はないか。 

【委員 A】 

   ２１ページのプランの体系のところで、住みやすいまちづくりの（２）の生活環

境の整備の黒ボツの一番下に労働環境の整備というのがあるが、外国人がこの地で

より良い生活をするための基盤は何かというと、やはり就労だと思う。仕事につけ

るように支援をしたり、ネットワークを作ったりとか、そこがベースになってくる

と思う。それを労働環境の整備のところにおそらく含めていると思うが、少し弱い

のかなと感じる。それはこの多文化共生プランの中で市がやるべきことなのか否か

はよくわからないが、多文化共生というのは、私は多民族共生と読み替えてもいい

のではないかと思っているが、外国人がこの地で住むために大事なことは就労だと

思うので、その視点をもう少し強めに出していくような見方があってもいいのでは

ないかという感想を持った。 

【事務局】 

ご指摘のとおり、就労に関しては外国人にとって日本にお見えになる大きな理由

づけになるので大変重要なことだと思っている。おっしゃるとおり、今回の多文化

共生推進プランというのは、豊川市が、自治体レベルでできることを主な施策とし

ているもので、次のページの第５章のプランの推進体制の中で、初めて民間事業者

という言葉が出てきて、そこでそれぞれの民間事業者が取り組んでいることと連携

していくという流れになっている。したがってこのプランの施策についても、国際

交流協会のような市の外郭団体については事業の調整をしているが、今回委員とし

て参加いただいている商工会議所や農協のような民間事業者については、具体的に

何をしてほしいということよりも、その方々がやっているメインの事業について、

行政としてはサポートというか、情報提供を外国人にしていければと考えている。

例えば、公共職業安定所のような国や県がやっていく施策については、市町村は、

それを市民の方にお伝えしたりサポートしていくというような役割としている。今

おっしゃったように多民族共生という大きな施策の中では、当然行政だけではなく

て、民間事業者だったり市民のボランティアだったり、いろんな役割があるものと

思っているが、個別にそれを１個１個すべての施策に拾う計画にはなってないとい

うことはご理解いただきたい。ただ、５章のプランの推進体制の中に書いてあるよ

うに、そういった人たちと連携をして、パートナーと位置付けてやっていきたいと



いう計画になっていることをご理解いただきたい。 

【委員 A】 

 行政が直接どうのこうのをやるということを私も求めているわけではない。その

情報提供なり、ネットワークづくりみたいなところに関与して、役割をもう少し果

たしていただいたら、それぞれの民間団体などの力もさらにパワーアップできるの

かなという希望である。 

【委員長】 

   おそらく今の発言に関しては、後ほどの２９ページあたりの労働環境の整備のと

ころと重なってくると思うが、おそらくもっとしっかりやるということを表現した

らどうかというのがご主旨だと思うが、それは後ほど、具体的な施策の検討に入っ

た時にご議論いただければと思う。 

【委員 C】 

   後ほどの施策の検討のところで言おうと思うが、実施施策の中の教育環境の整備

の一番最初の黒ボツで、児童生徒への学習支援や不登校・不就学児童生徒の就学支

援という施策があって、学習支援についてはよくわかるのだが、不就学児童という

のは、以前は多くあったかもしれないが、現状で言葉が通じないから学校に行けな

い、保護者の方が日本語がうまく使えないので学校に行かせることができないとい

うことは、少なくなっていると思う。それよりも学習支援と学校生活への適応支援

の方が、現在こぎつね教室が重点的にやっていることだと思うので、「不登校、不

就学児童等の就学支援」という文言は、少し違うのではないかと思う。 

【事務局】 

   こぎつね教室というのは、本来は不登校・不就学児童生徒の就学支援ということ

で国の補助金をいただいている。今ご指摘があったようなことが、事実に近い部分

もあるが、かといってそれだけにしてしまうと補助金がカットされこぎつね教室の

運営にも影響が出るので、この表現については慎重にしたい。少し検討させていた

だきたい。 

【委員 C】 

   了解した。 

【委員長】 

 他に意見等はないか。プラン体系についての意見を種々いただいたが、可能な限

り反映させていただくということで、このプランの体系についてのご了解をいただ

きたいと思うが、いかがか。 

  （異議なし） 

【委員長】 

それでは、異議なしという形で承認させていただく。 

【委員 B】 



 一つだけ確認したい。もちろんこれでOKですという意見だが、知識が足りなく

て理解しがたいところがある。２１ページの老年期のところ、概ね６５歳以上の方

のところで、ここの事業例として年金加入の促進ということが書いてある。我々、

一般の方は国民年金とか、企業の方は厚生年金に入っているかと思うが、技能実習

生なんかは確か３年とか在留期間が短いが、そういった方も年金に入らないといけ

ないのか。 

【委員 D】 

   うちで就業している子がいるが、在留期間は１年で、その子は入ってない。在留

期間が１年とか２年とかだと厚生年金はもらえないということもあるので、社会保

険の審査があって、そこで入るかどうかだと思う。 

【事務局】 

   今おっしゃったように短い期間で帰国してしまう方については、窓口に来て免除

申請をすれば入らなくてもよいということはあるが、原則は国民年金か厚生年金に

は入らなければいけない。 

【委員 B】 

   前回いただいたアンケートの中にもあったが、健康保険関係については非常に加

入率が高い。ただ、年金については非常に加入率が低かった。それで年金加入につ

いて皆さんに周知して入っていただこうと実施施策に上がってきている。しかし、

ぱっと考えた時に、長い間勤める方、例えば日本に帰化したいとか、永住したいと

か、そういう人は将来のためにもきちんと入ることは分かるが、実習生で来て２年

３年で帰ってしまうのに、そんな人たちに年金に入れとか、強制で今から進めてし

まうことに少し疑問があった。 

【事務局】 

   最近は、法務省入国管理庁の方が厳しく外国人の年金加入状況を確認するように

なっている。特に在留期間を更新しようとする時には、年金に入っているかどうか

というのは確実に確認するようになっている。したがって外国人の年金加入への意

識というのは、以前より高まっており、市役所に来る外国人の相談でも、年金に関

する件数は、かなり高くなっている。技能実習生などの受入機関に対してきちんと

説明することが義務化されているので、大丈夫だとは思うが、そういう時代背景も

あるので、市も周知をしっかりしていきたいと思っている。 

【委員 B】 

   例え１、２年で帰ってしまう人だとしても、基本的には年金に入るということが

大前提だということか。 

【事務局】 

   先ほど説明したとおり、免除申請をして認められればよいが、全く手続きをせず

に入らないということは許されない。本来は、雇用主であったり受入機関などが説



明をすることが義務化されているが、漏れている方もいるかもしれないので、市と

してはチラシや広報などで情報周知をしていくことが必要だと考えている。 

【委員 B】 

 了解した。 

【委員 A】 

   今の件で、年金加入の促進というのは、老年期ではなくて成人期とかの課題では

ないか。６５歳以上の老年期の人に年金加入の促進ではなくて、成人期だと思うが。 

【事務局】 

 県の計画に合わせて老年期にしたものなので、県に確認をしてみたい。今おっし

ゃられたように６５歳になってからでは周知の時期としては遅いので、一度確認を

してから修正等をしたいと思う。 

【委員 A】 

   ７０歳まで年金を払ってくださいというような先を見ているわけではないと思

うが。 

【事務局】 

   県の意図として主要ターゲットというものが、もちろん払っていただくのは若い

世代だと思うが、その恩恵を受けるという言い方は違うかもしれないが、そういう

考え方の中で計画を作成したかもしれないので、一度確認をさせていただきたい。 

【委員 D】 

 先ほど事務局から説明があったように、加入が義務化になったので、入るのは当

たり前ということで成人期には書いてないのではないか。６５歳になって働かない

方に向けての告知ということではないのか。 

【委員 E】 

   プランとして公にする以上は、いろんな解釈が生まれないように、極力注意して

考えた方がいいと思う。 

【委員長】 

   このプランは、オープンになるわけなので、表現、記述等に関しては誤解のない

ように、解釈が多岐にわたらないようにしなくてはいけないのは事実である。ただ

こういう制度の問題に関しては、豊川市単独で運用できるものと国ないしは広域自

治体との関係で対応しなくてはいけないものもあるので、そのあたりを確認してい

ただいたうえで記述をしたほうが良いと思う。 

   それでは、「基本方針と実施施策」について、事務局より説明をお願いする。 

 

② 基本方針と実施施策について 

【事務局】    

別紙１に基づき説明。 



【委員長】 

事務局から説明があった基本方針及び実施施策に関しての意見等を伺いたい。特

に会議の開催通知に書かせていただいたが、２３ページの目標指標、２６ページの

目標指標、３０ページの目標指標の設定等に関してもご意見をいただければと思う。 

【委員 C】 

２４ページの教育環境整備の１２番の事業「日本語教育相談員の配置」について、

「外国人児童生徒の多くいる小中学校に派遣する」と書いてあるが、代田小学校や

千両小学校のように多くいる小学校も困っているが、数が少なくても日本語が全く

話せない子がいるということで困っている学校もあるので、「多くいる」という文

言は取ってしまった方がいいと思う。それから日本語教育相談員と外国人指導助手

の役割分担をはっきりさせるために、サポートという言葉よりもコーディネートと

いう言葉を使ったほうがその役割にふさわしいと思う。 

【委員 F】 

 日本語教育相談員というと、何をやるのかというのが分かりにくい気がする。先

行している豊橋市では、日本語教育相談員は何名もおり、外国人指導助手やバイリ

ンガル相談員のコーディネートをしているので、コーディネーターという名前の方

がもしかしたらわかり易いかもしれないので検討させていただきたい。また、現在

は色々な学校に新しく外国人の子どもが入ってきており、もしかしたら昔から外国

人が多くいる学校よりも、数は少なくても新しく外国人が入ってきた学校の方が困

っているかもしれないので、「多くいる」と限定してしまうよりも、「外国人児童生

徒が在籍している」とした方が良いかもしれないので、検討させていただきたい。 

【事務局】 

   この事業案は、市役所の担当各課から出てきたものを反映しているので、この会

議の中でいろいろご指摘いただいた意見を持ち帰って担当課に確認を取り、見直し

等をかけさせていただき、次回の委員会で回答をするということでご理解いただき

たいと思う。 

【委員長】 

   よろしくお願いする。他に意見等はないか。 

【委員 C】 

   ２３ページの目標指標のこぎつね教室の年間入室者数というのは、現行値の５０

人をもっと増やすということか。入室者数というのは受入人数と考えればよいか。 

【事務局】 

   その通り。 

【委員 C】 

   ２４ページの１３番の事業は、こぎつね教室の日本語指導員を増員するとなって

いるので、受入人数が多くなると考えればよいか。 



【事務局】 

   その通り。 

【委員 C】  

ここに受入人数を多くするという文言がいるのではないかと思うが。 

【事務局】 

   この事業は「拡充」になっているので、受入人数を多くするということでご理解

いただきたい。 

【委員 C】 

   了解した。それでは、ここに書いてないということは、子どもの通室期間の延長

は考えてないということか。 

【事務局】 

   ５年間の当面の目標としては、まずは受入人数を増やしていきたいという考え方

で計画している。ただ、事業内容に書いていないからやらないというものではない

ので、余裕があって取り組むことが可能であれば実施できるかもしれない。この事

業については、校長会から受入人数の増加の要望をいただいており、期間の延長よ

りもまずは受入人数の増加を優先して要望するとのことだったので、計画ではそち

らを優先している。 

【委員 C】 

 了解した。 

【委員長】 

   他に意見等はないか。 

【委員 E】 

   技能実習生の年金制度の補足説明をさせていただきたい。技能実習生の年金制度

のことで、公共職業安定所では会社に外国人の雇用の指針というものを知らせなけ

ればいけない。その中でお話することだが、６か月以上年金に加入している場合、

その方が母国へ帰られる時に脱退の一時金を請求すればお支払いする制度がある。

ただし、また日本に戻ってきた時に、年金に通算１０年以上加入すると年金受給の

対象になってくるが、一時金をもらってしまうとその間は期間から外されてしまう

という制度になっている。 

一点確認したい。実施施策の労働環境の整備の４３番と、地域社会の参加促進の

５０番と、５３番に公共職業安定所が主な関係機関に入っているのはなぜか。例え

ば４３番の事業でいうと、公共職業安定所は起業に関する相談は行っていないので、

なぜ入っているのか知りたい。 

【事務局】 

 これは情報提供ということで、公共職業安定所に協力していただきたいと考えて

掲載させていただいた。 



【委員 E】 

   公共職業安定所は、雇用保険の受給者の方が、自分で起こす業を行った場合に再

就職手当を渡すということを行っているが、起業に関する情報提供は行っていない。 

【事務局】 

   了解した。関係機関から外させていただく。 

【委員 E】 

   ５０番、５３番についてだが、公共職業安定所では外国人に町内会の役割や活動

に関する説明、地域活動のリーダーの養成といったことは行っていない。 

【事務局】 

   こちらも情報提供の協力をいただければと考えて掲載させていただいた。主な関

係機関の全部が実施主体ということではなく、その事業に絡む機関ということで掲

載させていただいた。 

【委員 E】 

業務としてやっておらず、絡むのが難しいので、外していただければと思う。 

情報提供については、主な事業の４１番と４２番で協力をさせていただければと 

思う。 

【事務局】 

   了解した。 

【委員長】 

   それでは文章表現とともに、農業協同組合や商工会議所、公共職業安定所などの

関係機関については、少し精査をしていただいて、しかるべき形で記載をお願いし

たいと思う。 

【委員 D】 

   ２８ページの３２番の事業だが、商工会議所でインバウンドの事業を行った時に、

英語と中国語の観光 PRパンフレットを観光協会さんと一緒に作った。それも参考

にしていただければと思う。 

【事務局】 

   了解した。商工会議所も主な関係機関に掲載したい。 

【委員長】 

   他に意見等はないか。 

【委員 A】 

   主な関係課のところで、市民協働国際課が一番上に入っている事業と、２９ペー

ジの４１番、４２番、４３番の事業のように市民協働国際課が主な関係課に入って

いない事業があるが、どういった違いがあるのか。 

【事務局】 

   実施する上で通訳・翻訳を必要とする業務が多々あるなかで、通訳・翻訳業務を



１つの事業として実施事業に入れてしまうと、すべての事業に市民協働国際課が関

わるということになってしまう。そのため、他課等が事業を実施する際に市民協働

国際課が行う通訳・翻訳は、主な関係課からは外している。市民協働国際課が主体

的に予算等を持って実施している事業についてのみ、主な関係課に市民協働国際課

として載せている。 

【委員 B】 

     ３８番の外国人に防災の講習会を実施するという事業でいうと、防災対策課が通

訳を市民協働国際課に頼むというパターンになると思うが、通訳を派遣するという

ことになると、市民協働国際課も主な関係課に入ってくるのではないか。 

【事務局】 

    先ほどお伝えしたように、ほとんどの事業は通訳や翻訳が必要になる。そうする

と全部の事業に市民協働国際課が入ってきてしまうので、「多言語での情報提供」

という事業に市民協働国際課をメインで入れて、他課の通訳・翻訳を行うことを明

言している。書いてないから市民協働国際課が関わらないということではなくて、

入っていて当然という形で整理をさせていただいている。 

【委員 B】 

   了解した。 

【委員長】 

   今回いただいた意見を基にして必要な修正を加え、次回の委員会に諮りたいと思

うがよろしいか。 

  （異議なし） 

【委員長】 

それでは、異議なしという形で承認させていただく。 

   ３「その他」で何かあれば事務局からお願いしたい。 

【事務局】 

   最終ページの３２・３３ページについては、次回の委員会でプランの完成版を諮 

る時にまとめて説明したい。 

   それでは、次回の第３回以降の委員会の開催について提案させていただく。 

   別紙２の策定スケジュールをご覧いただきたい。今後、第３回から第４回まで委

員会は２回あるが、その開催日程を決めさせていただきたいと思う。事務局の都合

で大変申し訳ないが、第３回は１１月６日（水）の開催を考えており、この会議で

プランを決定し、１２月中旬から１月中旬までの期間でパブリックコメントを行い

たい。第４回は１月２９日（水）の開催を考えており、この会議でパブリックコメ

ントでいただいた意見を反映したプランを承認していただき、プランの冊子の印刷

に入りたい。会議の開始時間は、いずれも午前１０時からを予定している。なお、

委員会開催の通知は事前に皆さんに郵送させていただくのでよろしくお願いした



い。 

 【委員長】 

   ただいま事務局から説明したとおり、第３回委員会は１１月６日（水）午 

  前１０時からの開催、第４回委員会は１月２９日（水）午前１０時からの開催とし

たいがよろしいか。 

  （異議なし） 

 【委員長】 

   異議なしということで、万障お繰り合わせの上ご出席いただくよう、ご協力をお

願いしたい。 

   それでは、すべての議題が審議されたので、本日の委員会はこれで終了さていた 

だく。ご協力に感謝したい。  

 


