
「多文化共生の意識」
あなたは感じていますか

あなたは周囲の外国人（あなた
が外国人の場合は日本人）とど
の程度付き合いがありますか。

　7月10日から1週間、市政メールモニター（メルモニ）の皆さんを対象に、外国人と日本人の共生に関する意識な
どについてアンケートを行ったところ、1,513人から回答がありましたので、集計結果を紹介します。また、173人
の方からこれに関する意見などをいただきましたので、その一部もあわせて紹介します。

　設問1の結果から、半数以上の方が、付き合いの程度は別として、外国人（日本人）と接する機会があることが
わかりました。市民の半数以上は、求める求めないにかかわらず、異なる文化や価値観を感じ、意識し、体験す
る社会に身を置いているということになります。
　また、設問3の結果からは、日本社会の文化や常識、ルールなどを、もっと外国人の皆さんに知ってもらいた
いという意識がうかがえます。
　掲示板に寄せられたご意見からは、外国人との日ごろからの付き合いの程度や、外国人と接するそのときど
きの経験、メディアによる情報などから、印象がかたちづくられているようです。

外国人と日本人の共生に関する意識
アンケート実施期間：2006年7月10日(月)～7月16日(日)

※市政メールモニター（メルモニ）は、あらかじめ、住所・氏名・生年月日の認証を受けた中学生以上、

または13歳以上の市民で、10月17日現在4,684人が登録しています。http://www.merumoni.city.suzuka.mie.jp/

Q1 「多文化共生」という言葉を知っ
ていますか。Q2 在住外国人に対して必要だと思

うことは何ですか。（3つまで）Q3

周囲に外国人(日本
人)がいない･･･44.2%

まったく言葉を
交わさない･･･20.0%

あいさつをする程度の
人がいる･･･18.1%

時々話をする程度の
人がいる･･･11.9%

親しく付き合っている
人がいる･･･5.8%

聞いたことがない
42.9%

聞いたことはあるが、
意味はよく分からない
･･･34.1%

言葉の意味も
知っている･･･23.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

外国人の地域社
会への参加促進

市政への参加の
しくみ

労働環境などの
就業支援

アパートなどの
居住支援

日本人との交流
の機会

国際交流のため
の施設

通訳者の充実

日本語や日本社
会の学習機会

生活相談の窓口

多言語な行政・
生活情報の提供

女性

男性

44.9

38.7

58.523.9

12.5

32.8

6.3

18.7

8.9

25.5

こ
の
ま
ち
で
共
に
暮
ら
す

〜
外
国
人
と
日
本
人
の
共
生
を
考
え
る
〜

　1980年代の南米の経済危機、日本のバブル

景気による人手不足などにより、日本へ働きに

来る南米日系人が増加しました。さらに、

1990年の「出入国管理及び難民認定法（入管法）」

の改正により、日系2世・3世とその配偶者は、

活動制限のない在留資格を取得できることが

明文化され、日系人の日本滞在を後押ししまし

た。以降、人手不足の解消や柔軟な労働環境を

構築するために外国人を活用しようとする日

本側の思惑と、経済力豊かな日本への魅力を感

じる外国人側の思惑とが一致し、南米出身の日

系人などの日本滞在が急増しました。

　製造業が集積する本市でも、その労働力の担

い手として、一時的な出稼ぎにとどまらず、長

期滞在する外国人が増加しています。

　しかし、今日、それぞれの地域社会で生活し

ている外国人の多くは、言葉の壁や文化・習慣

の違い、生活上のルールの錯誤などにより、地

域社会にとけ込めていない状況にあります。

　今回の特集では、このような状況の中、国籍

や文化の異なる外国人と日本人がともに快適

に暮らすために「多文化共生」をどのように進

めればよいのかについて考えます。

メルモニさんの声
●以前鈴鹿市内だけど外国人の隣に住んだ
事があります。生活習慣の違いからトラブ
ルがありました。夜自宅パーティーしてる
外国人が多いです。騒音で随分悩まされま
した。今は静かな地域に引っ越したので外
国人はあまり見かけません。偏見を持ちや
すいので外国人と日本人とどんな形であ
れコミュニケーションをとれるといいで
すね！地域の行事に外国人も参加しやす
いように呼びかけるのもいいと思います。
（34歳・女性）
●最近中国に行く機会がありました。そこで
強く思ったことは、言葉が話せないと何事
にも積極的になれないということです。ど
こに行っても通訳してもらえると思うと
気分的にすごく楽になれるということ。す
ごく大事です。（44歳・女性）

●鈴鹿市もこれからどんどん多国籍化（？）
に向かうと思います。労働力も外国人に負
うところが多くなるでしょう。学童の数も
かなりのものと思いますが、この子たちは
将来鈴鹿市をささえてくれる貴重な人材
です。差別の無い教育、就労が望まれます。
（62歳・男性）
●まず、日本人が、「なぜ現在外国人が日本に
多くいるのか、そして、それは日本にどん
な貢献をしていてくれるのか」を十分認識
した上で、すべてのものごとを考えていく
必要がある。でないとやっかいもの扱いや
すぐに「自分の国へ帰れ」といった短絡的
な議論になってしまう。多くの外国人が鈴
鹿市には在住しているが、地域によっては、
ほとんど出会うことすらない地域も多い。
または、生活圏を共有していないのかもし

れない。わたしは、南米系のコンビニに意
識的に行くようにしているが、もっと身近
なお店などで、当たり前のように外国人も
買い物ができるような物理的・人的環境作
りの必要性を感じる。笹川の夏祭りのよう
な企画も必要ではないか。（48歳・男性）
●子どもが保育園に行っていた時何人かの
外国人の子がいたが、小学校には来ていな
い。一緒の学校は無理なのかなぁ。（40歳・
女性）
●子どもが保育園に行くようになってから、
外国の方とお話しする機会ができました。
話をするようになってから、今まで持って
いた偏見のようなものがかなり少なくな
ったように思います。（39歳・女性）

※「多文化共生」・・・国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合

い、対等な関係を築きながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと

特集：外国人と日本人との共生
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