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平成２５年度 第７回 伊賀市外国人住民協議会 会議録 

 

日時：平成２５年５月１２日（日）午後１時～ 

場所：ゆめぽりすセンター ２階 東会議室 

 

（会長） 

こんにちは。予報では雨だったのですが、今日は本当に快晴で、私たちが市長とお会いできるこの日

を祝ってくれているようです。本当は前回で終わりだったのですが、このように市長とお会いして直接

私たちの声を聞いていただける場を作っていただきました。とてもありがたいと思います。そして、こ

の場を全員で参加して、みなさんと最後によくがんばったね、これからもがんばりましょう、という場

にしたかったのですが、何人か欠席された方には事務局から報告してもらい、これからも私たち外国人

が伊賀市の中でもっともっと日本の方々と同じ住民として、よりよい生活ができ、そしてお互いに自立

した生活をしながら、輪を広げていけたらいいなと思います。そのためにも、今日は市長にいろんなこ

とを聴いていただいて、私たちができることもこれからやっていかなくてはいけないのではないかなと

思います。そういうことを前もって資料が届いていると思いますが、それに沿ってちゃんと把握しなが

ら、いろんなことを交流ができたらいいなと思います。今日、昼の時間帯で、母の日で、みなさんお母

さんです。姑さんとかお母さんとかにプレゼントを渡さないといけない貴重な時間ですが、これも一つ

のプレゼントだと思って、がんばっていい時間を過ごせたらいいなと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。次にこの４月の人事異動によりまして事務局の体制が変わりましたので、

紹介をさせていただきます。 

-事務局自己紹介- 

それでは、議事に入ります前に、前回の協議会から相当時間も経っておりますので、これまでの協議

会の経過と市長に提言した報告書の内容の確認をしたいと思います。担当から説明させていただきます。 

-資料説明- 

 -市長到着- 

 

（事務局） 

この後、副会長に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（副会長） 

岡本市長、公務お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。今

日はつつじまつりに行かれているということで、たくさんの方が来られたかと思います。今、事務局か

ら報告書に対する回答を配っていただいております。それでは、早速ですが、時間もあまりありません

ので、第４期の伊賀市外国人住民協議会の協議内容の報告に対する回答について岡本市長からご回答い

ただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

（市長） 

座ったままで失礼します。今日は大変いいお天気で、今お話がありましたけれども、つつじまつりに

行ってきました。たくさんの人がこの初夏の一日を楽しんでおりました。いろんなところから来てくだ

さっていますけれども、みなさんもいろんなところどころか、いろんな国からこの伊賀市に来て、そし

て、私たち市民の一人として、みなさんと一緒に暮らしている、重要なこの伊賀市の住民ということで

す。しかも、この伊賀市は、三重県で２番目に外国の方の割合が多いまちということですので、みなさ

んと一緒にまちづくりをしていって、そして、少しでもいい環境の中で暮らしていくことが大事かと思

っております。皆さんは、それぞれ国籍をお持ちになっている方もおりますし、そうでない方もおりま

すけれども、そうした方々の意見を聴くために、外国人住民協議会から４回答申もいただいているとい

うことでございます。私になりましてから、みなさんとお目にかかるのは初めてで、今回、先般いただ

きました回答ということで、こういうような形でみなさんとミーティングというのはこれまでにもなか

ったということのようです。 

 

-①について回答- 
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（副会長） 

何かこれに関してご意見ありますか。 

 

（委員） 

質問ですが、今年度生活実態調査をするということですが、具体的に何月にするのでしょうか？ 

 

（事務局） 

実態調査ですが、第５期の住民協議会の中でこの話をして、どういうことを調べたほうがいいのか、

どういうことを市の事業で進めていけばいいのか話をしながら調査をしたいと思いますので、おそらく

今年の秋から冬になるかと思います。また、どんなことをするのかきちんと決まりましたら外国語の情

報紙ですとかいろんなところでみなさんに教えて、伝えていきたいと思います。 

 

（副会長） 

他にないでしょうか？それでは、秋から冬にかけて調査があるということで、どんな調査になるのか、

本当にするのかチェックしていただけたらと思います。 

 

（市長） 

どんな風に暮らしておられるのか、しっかり知らないと、しっかりとした計画も立ちませんから、逆

にそういうことをみなさんもぜひ仲間にも働きかけて協力をしていただいて、言いたいことはちゃんと

言う、ということですね。協力をしてください。 

 

（委員） 

調査を今年度されて、１４年度に計画策定をめざすということで、その時には外国の方からの直接意

見と、私たちＮＰＯとか学校関係者、あるいは自治会の方などを含めた、例えば審議会のような進め方

を考えていただいていますか？ 

 

（事務局） 

この協議会とは別に立ち上げて、そういったことに関しての具体的な話をさせていただきます。 

 

（副会長） 

ありがとうございます。協議会とは別の集まりを作って計画を進めていくということですね。他に何

かありませんか？ 

 

（市長） 

直接関係はありませんが、外国人住民協議会というものが大事だと思っております。というのは、み

なさんこのまちの市民ですから、町々には住民自治協議会というものがあって、オーソライズされて意

見を出すことがあります。これは私のほうに諮問していただく会になっておりますけれども、そういう

意見を出していただくことは大事だと思います。あまり突っ走ったことをいうと事務局がびっくりする

と思いますのでほどほどにしておきますが、回数を年に何回ということではなくて、もう少し、みなさ

ん自主的にお集まりいただいて、それぞれの時期に課題懸案が出てきたら、そうしたことをみなさんで

話し合ってご報告をいただくということは大事ではないかなと思います。 

 

（副会長） 

予算の中で、一年に３回しか出ませんよと、いつも話をしていますが、もし、それ以上に私たちお金

出なくてもいい、私たちがもっとこんなことを言わないとだめだから、会議したほうがいいよという場

合は、みんな集まったらどうですかというようなことです。そういうことも一期の時は実はあったんで

すよね？今これを決めていかないといけないということは、今は平和に暮らしていますので、ないかな

と思います。もし何かあったときには、やっぱり年に３回では足らないかなというとき、自分たちの思

いでどんどん進めていくというのも大事かなと思います。これは参加しているみなさんがハイと言えば

ですが、イヤと言えば進まないかと思いますが、何かを進めたいと思ってきている人ばかりだと思いま

す。次の５期にも参加される方もいらっしゃるかなと思います。 

 

（市長） 

付け足しになりますが、これはみなさんのことだけではなくて、いつも私が思っているのは、これか
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らのまちづくりは、やはり自分たち市民ができることをしっかりと見据えて、自分たちができることを

自分たちがしていく、国籍に係らず、このまちの市民として、一番大事なことだと思っています。です

から、私は折に触れて、市民のみなさん、覚悟を決めてください、とよく言いますが、みんなで覚悟を

もって、このまちをしっかりと住みやすいまちに、誇らしいまちに、誇りの持てるまちにしていく、こ

れはユニバーサルな考えとして、市民のみなさんに申し上げたいことです。 

 

（副会長） 

他にないですか？なかなか前に進まないので、２番の多文化共生センターを作ることについての回答

をお願いできますか？ 

 

 -②について回答 

 

（副会長） 

これについて何かありますか？ 

 

（市長） 

追加です。この間からハザードマップがみなさんの手元に届きましたか？あれを見たときに多言語表

記があって、改良されたのかと思って、中を見たら、避難場所とか日本語しか書いてなくて、次に作る

ときは直すように言いました。 

 

（副会長） 

ありがとうございます。あれは表だけでしたね。私もあれを見てあれ？と思って、これはまだできて

いないと思いました。みなさんいいですか？多文化共生センターは１期のときから思いがありますが、

いいですか？ 

 

（委員） 

センターとなると大きなものになるので、いつまでとは言えないかもしれませんが、だいたい作る方

向で考えているとは思いますが、どのぐらいを目処に考えているのか教えてください。 

 

（事務局） 

推進計画を作ると言わせていただきましたが、推進計画の中でセンターのことをどういう位置づけに

するのか、先ほど市長が申し上げましたが、どんな役割を果たすのか、計画の中にうたいこんでいくと

いうことで、少なくとも２６年度に計画策定となれば、２７年度以降にとなると考えています。設置す

るのであれば、いいものにしたいので、その時はみなさんにご意見をいただけたらと思います。 

 

（委員） 

センターについては、第１期の時から話をしていて、たぶん、計画の中の具体的な施策を実現する場

となるのがセンターだと思う。おっしゃるとおり計画に入れていただいて、平成２５年度にできるか、

それ以降になると思うが、大前提として、外国の人を助けるというよりは、外国人住民は、本当に自分

たちの力を発揮して、伊賀をよりよくできる、新しいパワーとして活躍していただけると思います。例

えば、介護の分野であったり、観光の分野であったり、今まで日本人の伊賀市の住んでいる人たちの中

の視点ではないところで発揮してくれる力を、潜在的にたくさん持っている。ただ、現状は個々がそれ

を発揮できない状態になっている。それぞれの生活が大変なので、うまく行かない。なので、みんなが

集まって自助ではなく共助できるような場がセンターではないかと思う。計画でしっかり話をしていた

だけるということで、ぜひ福祉の観点だけではなく、伊賀市の観光など、よりよい伊賀モデルというも

のが全国に発信できるようにしたい。たぶん、これだけの地域で外国人が４％住んでいるのは、全国的

にもあまりないので、ぜひ伊賀市がこれだけできたということを４年後なり、市長が２期目に入られる

かどうかわからないが、その時に兆しが見えるようになれば嬉しい。大変期待しているので、ぜひ前向

きによろしくお願いします。 

 

（副会長） 

はい。お願いになっておりますが、ほかによろしいでしょうか？それでは、３番の災害時多言語支援

センターを作るマニュアルを考えることについてお願いします。 
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 -③について回答 

 

（副会長） 

はい、ありがとうございます。今のことに関して何かご意見ありますか？いいでしょうか？次に４番

の通訳翻訳ボランティアを育てること登録することについてお願いします。 

 

 -④について回答 

 

（副会長） 

はい、ありがとうございます。この中のみなさんは、もしもの時に、ボランティアで翻訳なり通訳な

りをする人になるのではないかなと思います。自分たちが働ける場になってくると思います。日本語が

上手な方ばかりですので。どうでしょうか、みなさん。これに関して？いいですか。 

 

（委員） 

私はふだん事業として多言語の通訳翻訳を仕事としてさせていただいているが、ここでいう通訳翻訳

というのは、県でもボランティアの育成はされていますが、ちょっと誤解を招くと困るのですが、タダ

でがんばってくれる人というレベルではないと思います。通訳翻訳とは、ここにいるみなさんは分かっ

ていると思いますが、ちょっと通訳するとかできないです。同じ単語でも意味を間違えたら誤訳になり、

それがトラブルになることがあるので、ぜひ、例えば災害に関する用語に関しては、プロを育成するぐ

らいの人たちで、ボランティアとして登録していただいて、もし災害が起こってボランティアをしても

らうときは、本来、プロとしてだったら１時間３千円、４千円になるのでしょうが、それは出せないけ

どせめて千円出すからねという形ができる、だから今勉強しておいてねという形にしておいてほしいで

す。なので、たぶん多言語支援センターのマニュアルを考えることとリンクしていると思うので、そこ

で養成というのはありかなと思うのですが、ちょっと難しいと思うので、それをマニュアルと一緒に考

えていただいたらいいのではと私は思っています。それと５番とも関係していると思うのですけど、伊

賀市は、現在３８カ国の人がいて、たぶん言語でいくと十数言語あると思うので、全部は無理だと思う

ので、せいぜい４カ国ぐらい対応できたらいいかなと思うので、あとはやさしい日本語と信頼関係、言

葉が分からなくてもこの人が来いというなら付いていくというような、最後はそこになると思うので、

それが市民同士でいざとなったら助けあえるように、市としてふだんからの支援か何かの形で少しずつ

いただければ現場では市民同士ががんばれるんじゃないかと思います。その辺も練ったプランでしてい

ただければ。 

 

（委員） 

災害に係らず、通訳とか翻訳をお願いするというのは本当にたくさん機会があります。実際、ここに

子どもとして来て、そして、育って、今、大人になって、この市で働いている子どもたちも増えてきま

した。もう親になっていたりもします。その中でも、母語と日本語がどちらも同じようにしゃべれると

いうことは時間とともにできているが、翻訳となるとなかなかハードルは高いなと感じます。だから、

いろんな可能性が子どもたちというかみなさん持ってくださっているので、ぜひやる気のある方を養成

できるような場があればと思います。自分たちの努力、それぞれの個人の力量とか努力は大事だと思い

ますが、それができる場というものをうまくいろんな機会、いろんなプロジェクトを引っ張ってきてい

ただいて、そういうことができるような環境をまず市のほうで整えていただくことが大事ではないかと

思っています。 

 

（事務局） 

非常に重要なことを言っていただけたのかなと。通訳や翻訳はあらゆる事業を進めていく上で必要な

ことだと考えています。ご提言いただいたことに対して、市がどこまでできるかというのもありますが、

十分認識していますので、どういうやり方がいいのかということもお教えいただいて、一緒に進めさせ

ていただきたいと思います。 

 

（市長） 

日常会話の翻訳通訳というのと、いわゆる翻訳というのはずいぶん難しい。司法の場で弁護をしたり、

調書を取ったりする時の言語規定というは大変難しい。それはこの言葉はこのように訳すという共通し

たマニュアルがなければ難しいことだろう。災害時における通訳、用語の選定というのは、それこそこ

の地で育って、バイリンガルになった方たちの勉強会を通して、しっかりと各国語の中でスタンダード
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を作っておいていただけたらと思います。 

 

（副会長） 

三重県国際交流財団では、医療通訳養成講座であったり、災害時の通訳翻訳のセミナーとかやってい

ますが、なかなか名阪で山を越えるというのは一足遠くて、伊賀からも何人か参加している人はいます

が、そういうことが伊賀でもできれば、今言っていただいたように、子どもたちが、学校では日本語、

家ではポルトガル語だったりスペイン語の言葉を話して、何とか日常会話は２ヶ国語できるようになっ

ていますが、じゃあそれを活かせるというのは、今、市役所で何人かの方を雇っていただいていますが、

それを活かした職場はなかなかない。そういうことができるように伊賀がなっていけば、本当にがんば

って子どもたちを育てている私たちの励みにもなる。まず、通訳のシステムとしていいのができている

のかなと思うのは、教育委員会が予算を取って、学校通訳にたくさん行かせていただいています。家庭

訪問や三者懇談に行かせていただくと、親が分からないままうなずくのではなく、心に響いて、がんば

ってお金を貯めないといけないとか、がんばらさないといけないとか、その子たちが変わっていくのが

目に見えています。教育に関しては、全日の高校に通う子どもが８０％いて、県下でもかなり高い数字

だと思います。これは１０年ぐらいの取り組みでがんばっている成果が出ているのかなと思っています

ので、それがちょっとした伊賀モデルになるのかなと思って、その子たちが本当に言葉ができて高校を

卒業して大学に入って、その後伊賀で言葉を活かした仕事に就けるという道ができれば、育ててきた甲

斐があると思うので、そういうものをあらゆるところで作っていく、私たちもやっていくので、協力し

ていただけたらと思います。それでは、５番のことについて、今のことに係ってくると思いますが。 

 

 -⑤について回答 

 

（副会長） 

さきほどのハザードマップのことですね。表だけ直したらあかんよということですね。次回はいつで

きますか？ 

 

（市長） 

これについては、追ってご連絡いたします。 

 

（副会長） 

それでは期待しています。ちなみに小田地区のハザードマップは、全部ポルトガル語に訳したものが

作ってありますので、また参考にしていただけたらと思います。 

次に６番の外国人住民のための防災訓練をすることについてお願いします。 

 

 -⑥について回答 

 

（副会長） 

そのことに関して、みなさん意見とかないでしょうか？町の防災訓練は参加しにくいとかないです

か？なかなか防災訓練といっても、みなさん何をしているのか分からなくて、去年の伊賀市国際交流フ

ェスタの中で、いろんな防災訓練、消火器の使い方とか、煙の中に入ったりとか、起震車を呼んでいた

だいて、ちょっと経験してもらって、あ、こんなんやと、またやってくれたらと思ってくれた人もいる

と思いますが、市民生活課でその辺何か聞いたことないですか？ 

 

（事務局） 

伊賀市の防災訓練として、外国人のためだけにというのは難しいのですが、多文化共生という面から

防災意識を高める啓発イベントや事業は、できないということはないと思います。ただ、市民生活課だ

けでするのはちょっと難しいので、今年度か来年度に、市と県の多文化共生の担当課が協力して、伊賀

市の中で外国人の人たちが参加しやすい防災に関する研修、訓練を実施したいと思います。 

 

（委員） 

県の委託事業で外国人アドバイザー事業を３年間しましたが、毎年防災に関するセミナーをしました。

結構参加してもらったし、救命救急の講習をやったときは、５０数名参加していただいて、関心が高く、

命を助けるというのはかっこいいと思っている人が多い。外国の方に啓発するというのは今まで少しし

てきたし、去年小田でもしましたし、国際交流協会もしたので、伊賀でも少しはできてきていると思う。
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ただ、私が心配することは、いざ災害が起これば、外国人住民だけが避難するということはないので、

一緒にする防災訓練を考えてほしい。外国人住民だけがやる、去年の伊賀市の訓練に行きましたが、や

はり外国人住民の参加はあまり見受けられなかった。やっぱりそういうところに入ってもらう仕掛けを

考えていただけるということなので、ぜひＮＰＯも交えて一緒にしていただけたら、自助、共助の中に

外国の方も参加していただけるので、そこを一歩二歩進めていただけたらと思います。 

 

（副会長） 

次の７番の外国人住民の自治会や住民自治協議会への参加を進めることについてお願いできますか？ 

 

 -⑦について回答 

 

（副会長） 

ありがとうございます。このことに関して質問や意見はありませんか？それでは、最後の８番のこれ

までの提言内容の整理についてお願いします。 

 

 -⑧について回答 

 

（副会長） 

ありがとうございました。今までのところで、全部まとめてどうですか？今までは本当に言いっぱな

しで、会長と副会長が行って市長に渡して、そこでいろいろお話をするのですが、それをみなさんに伝

えてなかったし、いつもこの協議会の最後に言っていましたので、次の集まりとかなかった。今回改め

てこのように来ていただいて本当に話し合ってきた内容が生きるのではないかなって感じました。 

せっかくの機会ですので、伊賀に住んでどうだったか、こんな伊賀にしてほしいことを一言ずつ言っ

ていただけたらと思います。 

 

（委員） 

伊賀に住んで良かったことは、ブラジルとかいろんな国から来て、住みやすいと思います。できるこ

と、してほしいことは、働いているお母さんにちょっと楽で便利になることです。例えば、休みの日に

保育園がないので困っています。子どもをどこに置いておくか、離婚したりして働きながら育てている

人が多いので。 

 

（副会長） 

お母さんとしての意見。今、休みの日、日曜日とかに仕事があったりして、預けるところがない。 

 

（委員） 

病気の時も大変だと思います。 

 

（市長） 

隣近所同士の付き合いも大事かな。僕は鍵っ子でしたから、風邪をひいて熱が出ていたら、親が凍り

枕を作ってくれて、行って来るねと言って、ウチで寝ていました。そういう時に近所の人がのぞいてく

れたらいいことで、そういう共助ができたらいいですよね。 

 

（委員） 

ブラジルの中ではあるけれど、例えば、近所のつきあいがないことがあるので、顔を合わすことがな

い、あまり話をすることがない、アパートに住んでいたらそれが多い。隣に頼みにくい。 

 

（委員） 

今までいろいろ力を合わせて、いろいろな意見を言ってきて、市長さんにお願いすることがいっぱい

あるかもしれないけど、よろしくお願いします。通訳をしていて、いろいろな外国人から聞くことは、

新しい市役所いつできますか？それは私から返事できなかったので、市長にお願いします。 

 

（市長） 

今年中にどこにするかとか計画を立てて、来年以降に実施する設計に入って、再来年ぐらいには建ち

始めると思います。なるべくお金のかからない方法で。今、阿山とかいろいろなところに分かれていま
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すが、支所は大事にしますが、分庁ということではなくて、コンパクトな庁舎を作りたいと思います。 
 

（委員） 

何を言えばいいのか分かりませんが、日本に来て１６年目です。熊本市に１１年住んでいて、伊賀市

に５年ちょっと。言葉の不自由とか、子どもはいないので、そのへんで困っていることはないです。熊

本市と比べて、伊賀市は親切だと感じています。いろんな政策を積極的に教えてくれるし、こまめに連

絡をくれることをすごく感じました。これは感想です。 

 

（市長） 

意外に外国人の方の伊賀の人の評判は優しくて親切と聞きます。田舎でおせっかいおばさん、おせっ

かいおじさんがたくさんいると私は思っています。 

 

（委員） 

自分のことはないけど、周りの友だちが相談に来て、一人で子どもを育てる女性が多いので、預かっ

てくれるところがあるけど入れにくいとか、仕事したいけど子どもを預けるところがないとか、市役所

に相談に行ったら、先に仕事を決めてって言われる。仕事を探すために子どもを預けないといけないで

しょ？私はそれがちょっとおかしいかなと思う。どういうシステムか分からないけど、先に子どもを預

けて仕事を探して、がんばって育てていくことが普通かなと思う。働きたくても預けられないので働け

ない人がいます。 

 

（市長） 

こども家庭課に聞いたら必ずそう言いますので、そういう意見があったけどどう思うか言っておきま

す。 

 

（委員） 

インドネシアから日本に来て１５年になりました。ずっと伊賀にいてみんな親切で、いろいろ教えて

くれました。病院に行く時、いろいろ書類を書かないといけない時に、インドネシア語がなくて困って

います。できたら、ポルトガル語や中国語だけではなくて、いろんな通訳があったらいいなと思う。市

役所からの手紙も難しい日本語ばかりなので、もう少しやさしい日本語で説明してほしいです。 

 

（市長） 

事務局一所懸命メモしていますから、必ず伝えると思います。 

 

（委員） 

日本に来てまだ８年なので、ぺらぺら話せないし、いろいろなことが分からないから、勉強したいけ

ど、子どもがいるとできないので、もっとセミナーとかで託児をしてほしい。 

 

（市長） 

僕が来てからこども家庭に言ったことは、ずっと預かるだけじゃなくて、何か用事ができた時、子ど

もを一時的に預かってくれるのをもう少し柔軟にするのがいいと思うよと言って、研究するように言っ

てありますが、もう少し強く言っておきます。 

 

（委員） 

伊賀市ってすごく大きいと思います。旧青山町には外国人はあまりいませんが、でも、小田にはたく

さんいて、話も聞くし、方々でも見るのに、やっぱり地域差ってあるなと感じました。今回、参加して、

こういう機会ができてすごく嬉しかった。伊賀市はそういう難しさがあるので、支所を大事にするとお

っやいましたが、それぞれ地域の特性ってあると思いますので、それを生かした市政をお願いしたいな

と。それと、私も母となって伊賀に来た時、みんな親切だという感想を持っています。大阪から来た子

連れの友だちも伊賀の人って親切やねんって言っていてすごく嬉しいことでした。そういうところを前

面に出して考えてほしいなと思うのですけど、今聞いていた悩みって、日本の方であろうが、外国の方

であろうが、全く同じだと思う。言葉の面では、日本人の方が日本に住んでってことがありますが、そ

んなことで感じることは、今回は防災のことでしたが、自治会にしても、私も行ってはいますが、防災

訓練については、区長さんだけとか、結局、市民同士の交流が進まない部分があって、そういう意味で

は、外国の人も日本の人も、意識が高い人は行くけど、低い人は行かない、同じ問題を抱えていると思
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う。要は楽しくないといかないとか、一緒だと思うし、もうちょっとしくみづくりが必要かなと感じま

した。どうしても市役所という堅い中でやらないといけないところと、ＮＰＯとか融通のきく、関心の

ある人が動く柔らかく対応できる、それこそ役割分担の話がありましたが、違う役割を持ってやらない

といけない。外国の方だからとか、日本の方だからとかではなくて、市役所のできる範囲は決まってい

るかもしれませんが、もうちょっとスピーディにできればいいなと思う。どうしても計画が先にありき

ですが、今回も４期でようやく市長さんにお会いできたということですから、そのあたりも緊急性がな

いのかもしれませんが、ここまで言われてなかなか動かないというのはもどかしいなと思う。一つでも

前に進んだらいいなと思う。 

 

（市長） 

行政、市政府ということについて、一つ思うことを言っておきますと、行政というのは、官とか民と

かということではなくて、行政というのは、私たちが、私たちの暮らしをよくするために使うための機

関、マネジメント機関だと思っています。ですから、官がえらいわけでもなくて、みんなのものです。

ですから、みんながうまく使えばいいわけで、ここにいる職員は、みなさんと同じ市民であって、専属

の係の人間ですし、私たちは他にも仕事を持っていて、市のことをそれなりに分担していくということ

に過ぎない。そういう意味で、市政府は究極のＮＰＯだと思っています。なぜ究極かというと、全員参

加だからです。 

 

（委員） 

２２年前と今では全然違います。良くなりました。僕もいつも友だちに言われるのは、こういう請求

が来ているけどどう思うか？税金のことです。ポルトガル語で請求が来ています。でも、払いすぎて戻

してくれる時は日本語です。みんな困っています。それと、今は外国人であれ日本人であれよくしてく

れますが、２０年前はそうではなかった。 

 

（委員） 

分からない文章があったら、学校に子どもがいる方は学校を頼ってきてくださることが多々あります。

子どもがいる間はできます。そのうちにいろいろなコミュニティに溶け込んでいってもらえたら一番い

いんじゃないかなと思います。私がいつも思うのは、これだけ時間が経ったのですが、どの時点でも大

人の役割をしないといけない子どもがいる。先ほどから保育の話が出てますが、今日この子が休んでい

るのは小さい子の面倒をみないといけないからとか、日本の子どもだったら起こらないことが外国の子

どもでは起こっています。日常茶飯事とはいきませんが、この子にとっては日常茶飯事というような、

負担のかかる子どもがいます。病院の通訳に行く、あの子に何の通訳ができんねんと思いますが、親と

しては子どもがいたほうが安心だからということで通訳に行ったりします。それが現在進行形であるこ

とが、子どもたちが大変なところだと思う。もう一つ思うのは、いろんな学校に少ないけれど子どもた

ちがいるようになっている。昔は違った。ある学校に何人かいる。ほかの学校にはいない。今はどの学

校にも何人かいる。その中で手厚くうまくいっているケースもあれば、しんどいケースもあるというこ

とで、子どもたちの教育に係るところで、今までも手厚くしてもらっていましたが、これ以上は予算は

削らないように、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（市長） 

予算の話が出ましたので言っておきますが、必要なところには使うのが大事ですが、必要でないとこ

ろは勇気を持ってやめるとか減らすとか、自分たちがしなければならないことは何かをしっかりと見据

えて、全てを行政に頼るということはいけないということを、どんどん分かってもらうということを思

っています。これに対しては、伊賀の人は冷たくなってくると思います。 

 

（委員） 

今日、市長さんがここに来ていただいたことが、私はすごく嬉しくて、みなさんそうだと思いますが、

今まで外国人住民協議会で話をしてきて、市長に提言をするけど、はいはいって言って終わっていたこ

とが多くて、今日、こうやって生で聴いてそれぞれの意見を聴いていただいて、きっと市長さんも考え

ていただくことがさらにあったかなと思う。本当に外国の人はもっと勉強がしたい、それは外国人だか

らというわけではないと思いますが、思っている人もたくさんいるので、ぜひそのパワーを伊賀に活か

せるように、それこそ市長さんがおっしゃるように市民として力が発揮できるようにするには、それは

日本人以上に今はサポートがいる状態であることは確かです。言葉の問題もそうですが。なので、私た

ちＮＰＯは、できるだけアクティブにスピーディに解決できるように仲間と頭をしぼっていますが、ぜ
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ひ外国人のことだけではないと思いますが、ＮＰＯとかへのご理解、市長さんはもともと市民活動をさ

れていたのでご存じかと思うのですが、お金ということではなくて、理解であったりとか、行政との協

働であったりとか、私たちもお金をくれと言っているのではなくて、予算があればありがたいけど、知

恵も出していきたいので、そうやってより効果的に伊賀市のことができるように外国の人の力も借りな

がらできるようにぜひ敵が多いようなことも言っていましたが、まっとうなＮＰＯは市長に協力しても

っと市をよくしたいと思っているので、ＮＰＯとの協働や外国人も交えて意見を聴いていただけるとの

ことなので、もうちょっと前向きに切り込んでいただけたら嬉しいです。 

 

（市長） 

二元を代表してなので、ぜひ議会にもロビイスト活動をお願いします。 

 

（会長） 

いろんな人のお話を聴いて、市長の話も聴くとすごく前進している協議会だと感じています。そして、

私も第１期に参加したとき、今、ふと思い出されるのが、ちょうど伊賀市が合併するときで、私たち在

日韓国朝鮮人の同胞たちが伊賀コリアン協議会を作り、いろいろ市と交渉をする過程で、この外国人住

民協議会が作られて、第１回目のときの会長が韓国籍の方がされましたが、そういうことをふと考えた

ときに、やっぱし私たち在日が１００年の歴史を持つんですよね、特に伊賀市は古い歴史を持っていま

す。当初、最初のころに受けたいろいろな不便さが、今、来ている外国の人たちが感じているんだと感

じました。そういうことを感じたときに、市長がおっしゃっていたようにみんなが積極的に住んでいっ

て自立することがとても大事だと思う。そのためには、何が必要なのか、私は、その場が必要だと思い

ます。子どもを預けたい、こんなことをしたいけどどこに相談に行けばいいのか、その場所がないから

個々に、私も最初ここに来たとき、伝丸に聞きにいきました。私も長年大阪で子どもたちの教育に携わ

りながら伊賀市に来て一番最初に思ったことは、やはり子どもたちの教育は外国人であろうが日本人で

あろうが関係ないと思いました。子どもを育てる学校と家庭と社会、この３つが一つになったときに本

当に子どもがすくすく育つんだと。その時に外国人である私たち、そして今新しく入ってきている人た

ちが何を望んでいるか。やはりそういう場所を早急に、このゆめぽりすの一部屋でもいいから、本当に

外国人の人たちがいつでも、２４時間、３５６日、誰かがいて、さっきの話ではありませんが、こんな

手紙きたけどどうしたらいい？ちょっと子どもを見てもらいたいんだけど・・・そういう場を早く作る

ことによって、いろんな問題が解決していくんではないか、私は本当に伝丸さん、横でみていて、公共

でできないことを本当に一生懸命やっている姿、いろいろな横のつながりを作っていくことをすごく大

事だなと思いながら、みんな、民族とか国とか違うが、その人たちがお互いに自立できるような場を早

く作っていただければ、いろいろな問題が一つずつ階段を上るように解決できるかなと思います。市役

所は縦割りで、私たちの母親は字も分からない言葉も分からない時に市役所に向きません。自分たちで

何とかしないといけない。そういう思いでなってきましたが、今は市役所で通訳してくださる方がいま

すので、気軽に行ける場を一日でも早く、希望を持って暮らしていますので、早く決まることを願って

います。 

 

（市長） 

市役所の話が出たので。今度はワンストップサービスといって、窓口に行ったら用件が全てまかなえ

るようにしないといけないと考えています。 

 

（副会長） 

ありがとうございました。まだまだ意見があると思いますが、次の第５期の協議会で、メンバーにな

っている方は引き続きお願いしたいと思います。 

 

（市長） 

外国人住民協議会は、ある意味、外国人の議会だと思っていますので、いろいろなことをみなさんで

討議して、折々提言をいただけたらと思います。 

 

（副会長） 

本当に今日はありがとうございました。みなさん今日はいつもより上手な日本語で話して、思いが伝

わったのかなと思います。これからも、外国人だけど伊賀人なので伊賀をよくするために伊賀を好きだ

という外国人がたくさんいるということを市長も分かっていただいたと思います。伊賀の人はやさしい

ということも。 
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（事務局） 

お忙しいところありがとうございました。 

これをもちまして、閉会させていただきます。 


