
第１回豊川市多文化共生推進プラン（２０２０－２０２４）策定委員会議事録 

 

１ 日  時 令和元年 6月 11日（火）午前 10時 30分から午後 12時 15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  吉岡マリエラ・・・豊川市国際交流協会日本語教室部会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

委 員  大塚 房雄・・・豊川市国際交流協会常務理事 

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 市長挨拶  

２ 委員の委嘱及び任命、各委員及び事務局の自己紹介  

３  委員長、副委員長の選出     

委員長・・・名和聖高委員を選出 

副委員長・・・委員長が沼田俊昭委員を指名  

    ４ 議題 

（１）豊川市の外国人市民の現状等について（別紙２） 

【事務局】    

別紙２に基づき説明。 

【委員 A】   

外国人市民の人口が過去最も多かったのはいつ頃で何人ぐらいというデータは 

あるか。 

【事務局】 

リーマンショックが平成 20年にあり、その前あたりの平成１９年、２０年頃 

  が最も多く、７，０００人を少し超えていた。 

【委員 A】 

その頃外国人が多かったというイメージがあって、それから一時減ったものの 

  近年また増加に転じ、現在は過去最高に近い数字になってきていると理解すれば



よいか。 

【事務局】 

その通りである。 

【委員 B】 

こぎつね教室について、６か月で卒業となると学校の授業についていくのが難 

  しいという声を保護者から聞いたことがあるが、１年に延ばすことは可能か。 

 【事務局】 

こぎつね教室には現在非常に多くの入室申し込みがあり、６か月を超えて通う 

というのは難しい状況である。できるだけ短期間で日本語を覚えられるような工 

夫をしながら指導をし、独自の日本語テストを行い、基準を満たした子どもを学

校と相談のうえ卒業と判断している。少しでも日本語が上達できるよう今後も務

めていくので、ご理解をお願いしたい。 

 【委員 B】 

保護者のそういう声をよく聞くことがあり、子どもの支援にあたってボランテ 

ィアの方ももう少しできることがあればなどと思った。素人考えで申し訳ない。 

 【事務局】 

日本語教育の達成度合いというのは、おっしゃるように判断基準というのは 

色々あるかと思う。こぎつね教室については、先ほど申し上げたとおり基準を設 

けて６か月以内に達成できるように進めており、達成できた子どもを卒業させて 

いる。ただおっしゃるように保護者の方の希望は、元来高いものだと理解してお 

り、そこは教育委員会や学校の現場、市のこぎつね教室、日本語ボランティアに 

よる日本語教室と、三者の中でいろいろと役割分担を図りながら適正なサービス 

の提供に努めていきたいと思っている。 

 【委員 B】 

了解した。 

 【委員 C】 

市の通訳業務のことで、資料にポルトガル語の通訳件数が書いてあるが、内訳 

として、関係部署などから市民協働国際課に連絡があって通訳の方が行かれるパ 

ターンと、市民協働国際課へ直接外国人の方が行かれて関係部署に案内するパタ 

ーンとどちらが多いかということを聞きたい。 

 【事務局】 

統計をとっているわけではないが、だいたい半々くらいだと思っている。 

 【委員 C】 

了解した。 

 【委員長】 

資料の国籍別人口の推移の年齢別人口の中で、近年急増しているのが１５歳か 



ら６４歳までの層だが、これは技能実習生などの就労者関係の数字が表れている 

のか。今後プランを検討するうえでどこへ焦点を当てたらいいかということにも 

関係するかもしれないのでわかったら教えてほしい。 

【事務局】 

市民課から得ている国籍別人口の情報を見ると、技能実習生の方がかなり増え 

てきているので、それが一番影響しているかと思われる。 

 【委員長】 

了解した。 

（２）外国人市民意識調査の結果について（別紙３） 

【事務局】 

別紙３に基づき説明。 

【委員 D】 

外国人意識調査については技能実習生を含めるものと含めないもの、それと技 

能実習生のみのものという調査をした方が、より正確なものが得られると感じる。 

そうすることで豊川市に住む外国人市民の在留資格に伴った付き合い方という 

か、言語の関係やお子さんの関係などに生かされるのではないかということを感 

じた。 

 【事務局】 

   今回は在留資格別でアンケートを取ることまでは考えていなかったが、今後ア 

ンケートを取る時の参考にしたい。最近増加している東南アジアの方は、在留資 

格が技能実習生の方が多いので、ベトナムなどの方アンケートの数字は、技能実 

習生の方の数字が多かったのではないかと考えている。 

 【委員長】 

アンケートをやる場合は、どういった方々にどういった目的で行うのかが一番 

の主眼になると思う。そういう点では指摘があったように、特に技能実習生はマ 

ックスが３年ということもあるので、その部分での大きな切り分けの話をされた 

と思う。在留資格ごとに丁寧にやっていくのが本来のあり方かもしれないが、行 

政としてはそこまで細かくできないかと思う。一つの切り口として、今お話のあ 

った技能実習生とそれ以外の方々という一番切り分けのしやすいやり方を検討す 

るのも今後の課題の一つなのかなと思う。 

【委員 C】 

細かな調査に答えていただいた外国人の方に感謝したいと思うが、この外国人 

市民意識調査の分析等が外国人市民への支援といったものにつながっていくと考 

えればよいか。 

 【事務局】 

今回はアンケートの傾向をお示ししたもので、今後、この分析結果に応じてプ 



ランの施策を策定し、展開していきたいと思っている。  

 【委員 E】 

別紙３の４ページに「誰と一緒に住んでいますか」という設問があるが、これ 

は複数回答可なので、配偶者と住んでいる方と、子どもと一緒に住んでいる方で、 

例えば夫婦と子どもで住んでいる場合は、どう読み取ればいいのか。 

配偶者と一緒に住んでいる方が 60％、子どもと一緒に住んでいる方が 46％、 

  複数回答だから、この中に夫婦と子どもと一緒に住んでいる方が紛れ込んでいる 

と思う。そのあたりはどう考えればよいか。 

 【事務局】 

その場合はおそらく「配偶者」と「子ども」を選んでいると思われる。両方に 

丸を付けるという形になると思う。夫婦だけの場合は「配偶者」だけを選び「子 

ども」を連れての家族の場合は、両方を選ぶことになるかと思う。 

 【委員 E】 

そうすると通常の家族単位というようなユニットの場合は、「子どもと一緒に住 

んでいる」の 46％に近い数字になるということか。 

 【事務局】 

   そう思われる。 

（３）「多文化共生推進プラン（2015－2019）」の進捗状況について（別紙４） 

【事務局】 

別紙４及び現在のプランの概要版に基づき説明。 

 【委員長】 

別紙４の資料もかなりの資料数があり、一読だけではなかなか難しいかもしれ 

ないが、現時点において質問や意見等があれば発言願いたい。 

２回目の策定員会でプランの体系とかプランの内容について議論いただくが、 

  その時にここへフィードバックして、これをベースにして議論することも可能と 

いうことでよいか。 

【事務局】 

もちろん可能である。 

【委員長】 

そういうことなので、この件に関してはこの場限りということではないことを 

ご了解いただきたい。 

 【委員A】 

今説明を受けて、質問とか意見とか言われてもなかなか難しいが、非常に興味 

を引く内容なので、じっくり読んで質問したいと思っている。家に帰ってしっか

り読んで、後でこれはどういう意味か、という質問を受け付けてもらうことは可

能か。 



 【事務局】 

もちろん可能である。 

 【委員A】 

そういう時はどこに尋ねればよいか。 

【事務局】 

市民協働国際課に電話等をいただくか、来ていただければご説明できる。 

 【委員A】 

質問事項を事前にまとめておいて、何月何日に行くからこれについて教えてほ

しい、ということでも大丈夫か。 

 【事務局】 

もちろん大丈夫である。 

 【委員長】 

次回以降の会期以外にも、適宜質問にお答えいただけるということでよいか。 

 【事務局】 

   はい。特に今回資料としてボリュームがあるものが多かったが、１回目の会議と 

いうことで、先に資料をお渡しできなかった。今後は、１週間前には資料をお届け 

したい。また、会議後でも不明なことやご意見は、随時市民協働国際課で受け付け 

る。 

（４）「多文化共生推進プラン（2020－2024）」の策定スケジュール（案）について

（別紙５） 

  【事務局】 

   別紙５に基づき説明。 

【委員長】 

プランの策定スケジュール（案）については、基本的に今事務局から説明のあ 

ったスケジュール案に従い進めさせていくことになるがよろしいか。 

（異議なし） 

（５）「多文化共生推進プラン（2020－2024）」の体系（案）について（別紙６） 

【事務局】 

別紙６に基づき説明。 

【委員長】 

プランの施策の展開について、現行プランの形とは少し組み合わせが変わって 

おり、これについてはまた改めて説明があるかと思うが、事務局としてはできる 

だけ実効性があるプランの体系案を別紙 6のようにまとめたものと理解している 

が、そういう理解でよいか。 

【事務局】 

その通りである。次回の委員会でしっかり説明させていただきたい。 



 【委員 B】 

豊川市も自閉症など外国籍の障害があるお子さんが大勢おり、どうすればよい 

  かと聞かれることがあるので聞きたいのだが、体系案を見ると教育などは、これ 

  から外国籍の方のためにいろいろやっていくと思うが、障害があるお子さんであ 

ったりとかその辺りのことはどう考えているか。 

【事務局】 

今回、この策定員会の下には作業部会、いわゆるワーキンググループという市

役所の全庁的な担当職員が出席する会議がある。今質問のあったような具体的な

内容に関しては、策定委員会に諮る前のワーキンググループ会議で検討し、様々

な事業案があがってくと考える。それらについては、別紙５の体系案にある「主

な事業」のところに掲載されることとなる。 

 【委員 B】 

了解した。大勢の外国籍の方に日々関わっており、そういった意見をよく聞く 

  ので、この策定委員会で聞いてみようと思った。 

 【委員長】 

少し積み残しのものもいくつかあり、先ほど事務局にも確認が取れたように次 

回以降、または会議以外でも、質問等については事務局に連絡すれば回答をいた 

だけるということなので、ご了解いただければと思う。 

  【委員D】 

今質問のあった障害の子に関する事業というのは、今後の第２回のワーキング 

グループで体系案とプラン案の検討をされる際に、個人的には、今回の体系案の 

中の基本方針２の「住みやすいまちづくり」の実施施策（４）「生活環境の整備」 

の「主な事業」に入ってくるのかなと思う。 

 【事務局】 

（４）の「生活環境の整備」のところもそうであるし、「子育てのサポート」のと 

ころにも該当する事業が入ってくるかと思う。 

 【委員 C】 

ワーキンググループの中でいろいろ上がってきた部分に対しても、仮にそれが 

上がってこなかったとしても、意見を言うことによってそれを反映させていける 

ような形が取れれば良いのではないかと思う。 

 【委員 B】 

私は色々な外国人市民と関わっており、日々そういう声を聞くので、この会で 

もし検討できるなら良いかなと思う。具体的に全部解決できるかというと難しい 

が、生活に関することなどのテーマごとに検討できればもう少し発言しやすいか 

なと思う。わからないことばかりなので申し訳ない。 

【委員長】 



それでは、留保条件付きではあるが、議題５については確認いただいたという 

ことでお願いする。 

５ その他 

【事務局】 

次回の策定員会の日程を決めさせていただきたい。できれば９月２４日の火曜 

日の午前１０時から、市役所３階の会議室で開催したいと考えているが、いかが 

か。 

【委員長】 

だいぶ先の話なので予定が立たないかもしれないが、できるだけ多くの方に集 

まっていただくためには、前倒しで日程を入れた方が良いのではないかというの 

が事務局の考え方だと思う。第２回の策定委員会は、９月２４日で差し支える方 

はいないか。 

（意見なし） 

【委員長】 

それでは第２回の委員会は、９月２４日（火）の午前１０時ということで決め 

  させていただく。 

３回目以降はどうするか。 

【事務局】 

また次回に決めさせていただければと思う。 

【委員長】 

それでは、３回目・４回目の委員会については、第２回の策定員会の時に決め 

させていただきたいと思う。 

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 

協力感謝したい。 


