
1

”多文化共生の推進”が良いことであるという前提にあるのはおかしなことであると思
う。”多文化共生”せざるを得ない状況があるなら、やむを得ず対策を考えるというもの
であると思う。理由は、欧米の現状が如実に示している通りであるから。そもそも、主要
欧米各国は、数百年間にわたり、アジア、アフリカ、南米等を植民地として、当該地域に
キリスト教を強制し、元の文化・文明を消去してしまった。その反省（というポリコレ）
から生まれたのが、そしてEUと共に生まれたのが”多文化共生”というキャッチフレーズ
なのではないか。そのあげく、欧米各国で、周知の如き”混乱”が表面化しているのでは
ないか。故に、我が国に暮らす外国人は、日本語を学び、我が国の生活ルールや習慣など
に従って暮らすよう誘導することが、行政の為すべきことであると思う。思えば、日本人
が外国で暮らそうとする場合、当該国のことばや文化を必死に学ぶではないか。日本で暮
らす外国人にも、それを要求すべきである。

2

「マルチカルチュライリズム」とは、複数の文化が対等な立場で共存することを主張する
立場だ。多文化主義というが、欧州ではイスラム教徒との共存が課題だ。多文化主義は、
移民たちが欧州の文化や言語を知らずに生きられる空間を作った。だがそれは分断と疎外
感を生み、一部の若者は過激なイスラム主義に染まっている。一方、日本や埼玉県では外
国人との共生が進んでいる地域もある。県は、それら成功例を県民に積極的に紹介してほ
しい。

3
「外国人」という概念を忘れてしまうような社会が理想だと思います。 
人種によって差別がないよう、ぜひ普及活動をしていただきたいと期待します。

4
「郷に入れば郷に従う」を【周知する】ことや、現地での教育（日本人を含む）を充実さ
せる、 行政サービスを受けるためにも、重要だと思う。 
外国人も、サービスを受けるだけでなくルールを守る気持ちや義務を知ることも大事。

5
・知らないことが多々あった。もっとＰＲするとよい。 
・公的施設等へチラシ配布

6
１０か国語で相談できる「外国人総合相談センター埼玉」について、外国人や県民にさら
に周知した方が良いと思います。

7
１回話す機会があれば、怖いとか嫌っている人も変わると思いますが年齢がいってるほど
難しいんでしょうね

8
3つの壁は、本当に納得です。 
日本人はあまり心を開かないので…。 
私も外国の方といきなり仲良く出来ないと 思います。 

9

3つの壁をなくす、あるいは低くするようにお互いにこうした実態があるということを理
解し、原因を把握していくことによって、少しずつ3つの壁が減少していければようと思
いました。 
企業ではダイバーシティ経営という取り組みをしており、国連ではSDGsの17の目標を掲げ
ているのでやはり問題意識をもって行動していく必要があると思いました。

10 3つの壁への国民の理解と取り組みをいかに進めるかが重要

11

50年ほど前の話。皆で遊びに行った家で、いきなりその子の父親に追い返されてしまっ
た。外国の方だった。この子のお姉さんが、子供たちは何の関係もないと言って、手をつ
ないで私たちを近くまでで送ってくれた。いつの時代も子供同士は仲がいいので、子供と
一緒の交流から始めてみてはどうでしょうか。

12

5年間駐在家族でカナダで生活してきました。 
ESL school　無償で通学し、英語圏でない国の人達を援助してくれたカナダ 
良い経験をしました。  
日本　埼玉もそのような援助あるかしら？

13
PTAで一緒だった外国人のママは消極的で活動にも参加せず。参加しやすい環境を整えて
あげることが大事。

14 あまりにも大きな課題です。

15
あまり外国人と交流がないのでわかりません。 
とても興味はあります。

第172回簡易アンケート自由意見（573件）

質問１２
　多文化共生の推進について御意見・御要望などがありましたら自由にお書きください。
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あまり人権人権と外国の人を優遇するような態度ではなく、治安が守れるように日本の
ルールをしっかり守るような仕組み作りが必要だと思います。日本に住む人の医療保険は
必要でしょうが、海外から呼び寄せた親族まで保険でカバーすることはやめてほしい。一
度、犯罪をおかした人は海外追放にするなど、厳しい規則も必要だと思います。

17 あまり望まない。
18 アメリカのESLを参考にすべき

19

アメリカの大学院で昔、インターカルチャーコミュニケーションを学んだことがある。宇
宙人とどう会話するか？であった。言葉が通じない時、どうするか？であるが、非常に役
立った。海外生活10年ですが、日本が世界で非常識な点を日本にいる日本人がもっと自覚
しないといけないと思います。日本で生活する人には日本人のいい点、悪い点もよく理解
してもらうようにして日本で平和に生活してもらいたいと願っています。日本人にも外国
の文化をより深く理解する機会があれば、いいですね。

20
ある特定の地域では、外国人がたくさん住んでいたり、働いていたりすると聞きます。子
供レベルまでの、サポートができたら良いと思います。

21
いまはコロナで、海外からの観光客は、減っていますが、やはりこれからの世界は、あち
こちの国との付き合いが、必須だと思います。日本の伝統や、良い意味での風習、習慣を
大事にしつつ、他国の文化も互いに大事にしていけたらと思います。

22

オーストラリアのように、入国に日本語ハードルを設けたり、すでにいる配偶者などには
何百時間の日本語講座を受ける資格を与えるなどしてみてはどうでしょう。日本で暮らす
のですから、実際には日本語ができて当然です。それを仕組みとしてサポートするのが法
規であり行政であると思います。僕個人は言葉の面では中国語圏・英語圏の人などとは話
ができますが、長期的なことを考えれば、「日本語で暮らせるような仕組み」を作ってい
く必要があると思います。

23
お互いが積極的でなく遠慮気味なので、仲介する人・場所・団体等が大切であり、コー
ディネートの機会・場を増やして推進していく様にしたら良いのでは

24 お互いが知り合える場や共通の話題で交流できる場を提供する。
25 お互いに学び合う関係を。
26 お互いに協力できるように教育していく
27 お互いに住みやすい地域でありたいですね。
28 お互いに相手の事を知ることだと思います。
29 お互いに理解し合うことが重要だと思います。

30
お互い理解するところから徐々に発展させていけるような支援策やコミュニティを作って
いくのがいいのでは？

31
人手不足を解消、さらに日本人より優秀で勤勉な戦力であることを自覚して雇用機会を増
やしてほしい

32

カタコトでない、生の、外国語を学びたい日本人は沢山いるはず。だから、埼玉県内にい
る外国人が気軽に集える場所やコミュニティ(ネット)を用意し、そこで互いに会話が出来
ればいいと思う！
日本語を覚えたい外国人、
外国語を話してみたい日本人、
それぞれが出会い、会話が出来ればWin-winなんじゃないかな。
もちろん場所は無料でお願いします。

33
かって私は３年間外国勤務をした経験がある。現在長男一家はアメリカで家を購入し既に
１０年住んでいる。この経験から言えることは、普通に「多文化共生」が進んでいること
だ。

34
一部外国人のモラルが無さすぎる。
特に騒音や集団で外で話し込むなど、迷惑行為が酷い！
入菅と連携して不法滞在の出稼ぎ外国人を取り締まるべき！

35
グローバルな社会では、外国人と接触する機会が増々増えることになるので、共存できる
仕組みつくりが必要なのは理解できる。個人的に協力できるのであれば、積極的に参加さ
せてもらいたいと思っています。英国に駐在していた経験もあるので。

36
グローバル社会のためには、日本人も固定概念から脱却して身近な人達と共生が必要と思
います。

37
こういう取り組みの名目でサポートすることは良いことと思いますが、最近耳にする、生
活保護の不正受給などについては、しっかり制度作りと、状況の監視が必要と感じます。
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ここ近年、バスや電車の駅・車内で英語、中国語、韓国語の表記も併用されているが、逆
に情報過多でわかりにくいと思う。中国人も韓国人も日本語ないしは英語ができる人が
（英語に関しては日本人以上に）多いので、英語だけで十分だと思う。むしろ英語の他の
言語を入れたいのであれば、スペイン語が適しているのでは？

39 ことばのボランティアの必要性と重要性を具体的に周知する

40

このアンケートで、日本語を教えるボランティアがあることを知りました。
我が家にも、第一言語が手話で、第二言語として日本語を勉強している娘がおりますが、
日本語の勉強は、日本人が思うほど簡単ではありません。
教えるのにはスキルがいります。
ボランティアで教えてもらうのは心配です。
ボランティアの方は、外国の方が日本語にたくさん触れるためのおしゃべりの相手だった
りでしょうか？
それならば賛成ですが、そうでないならば、県として予算をとって、教える側にも教育が
必要だと思います。そして、適性のない方にはきちんとNOを言うべきだと思います。
先日、日本語を教えている日本人の男性をみかけましたが、内容はともかく態度がひどく
て、あれではせっかく日本語を勉強しようと思い立ってくださっている外国の方に失礼だ
と思いました。

41
この件では先んじている欧州がかなり混乱していると聞き及びます。 
同じ轍を踏まぬよう、日本の習慣やルールをまず尊重して貰いたい 
社会が後退したら困ります

42 この国も、外国の方との共生は難しいと思う

43
この情勢なので、zoomなどを使ってのオンライン交流やお互いに言葉の勉強をする場が
あったら楽しいなと思いました。

44
この世界には、いろんな人がいて、いろんな文化があります。全てを解ろうとするのは難
しいけれど、理解しようと向き合う事が大切で、まずはそこから始めていかなくてはなら
ないのかな…と思います。

45 この地域には、共生の場も、ありません。

46
ゴミ捨てなどのマナーを周知徹底させたり、また地域で孤立させないことが重要かと思い
ます。

47
ゴミ捨てなどの地域ごとのルールを外国人の方にもわかりやすく教える機会が必要だと考
えます。

48 ゴミ捨てのモラルがなってない

49
ゴミ出しのルールやマナーなどを、もっと上手く外国の方に伝えて欲しい。語学ではお互
いが先生になり気軽に教えあえる機会があれば良いと思う。

50
これから、将来にわたって外国人が増加することが予想される。彼らに日本のル―ルを
認知させることが重要であり、その手段・方法の確立が急がれる。これは大きな意味で
行政の責務と思う。

51
これからとても必要な流れだが、身近な問題ではないので、後回しになっている。身近に
感じられる機会が増えれば意識も変わると思います。

52 これからの時代、多文化共生をしていかないと、世界に取り残される

53
これからの日本では外国人労働者の助けが重要な位置をしめますので、人種や国籍にこだ
わらず暮らしやすい環境を作っていければ良いと思います。

54 これからは、「多文化共生」に関心度と理解を深めていくように心がけていきたい。

55
これからは、外国人との多文化共生が否応なしに進んでくると思います。
従って相談窓口を多くして初期・中期的、家庭、仕事、職場等の文化を説明できる要員を
今から準備しておくことです。

56
これからは、色々な文化の人達と生活していかなければいけないので、今から勉強してお
きたい

57
これからは「日本人だけ」でできる時代ではない。 
色々な職種に外国人が参入しなければ回らない時代になる。 
お互いが理解して共存できるようにしていければと思います。

58
これからは外国人が日本に来ることが多くなると思いますので、多文化共生の推進は大切
だと思います。
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これからますます、世界に開かれた国になって行かなければならないし、そうなる事は避
けられないであろう我が国だが、国民の心はますます内向きに閉ざされていっている気が
してならない。
ヘイトスピーチをはじめ差別的な言動がネット上や巷間あちらこちらに見られる事から、
それは間違いないだろう。
外国人に対しての様々な対応、サービスが必要なのは確かだが、それ以前に我々日本人の
心のあり方について、今一度考え直すべきではないか。
そうした施策も併せて進めて頂きたい。

60 これから重要なことです。

61
これから日本の社会は外国人の労働力に頼らざるを得なくなると思うので日常のシステム
などがもっとシンプルになって共生しやすい社会になれればと思います。

62 これから必要な事と考え、受け側の考えのレベルアップが必要です。

63
これは個人的な問題だと思いますが、いくら行政の推進だとしても、まず一人一人からの
意識啓発を促すべきだと思います。（例えば、外国人に対する色々な理解と認識など）

64
コロナウイルス関係なく必要だと思う。日本は島国で他文化を排除したがる節があるか
ら、まず考え方から改めなければいけないと自分も思う。時間はかかるだろうが地道な活
動が未来を大きく変えると思う。

65
コロナの問題でアクションがしにくい状況ですが、外国人の方に安心感のある環境作りに 
支援をしたいと思っております。

66
コロナ禍で今迄の外国人への対応も大きく変わったと思います。 
再構築して新たな対応策を推進すべきと思います。

67 コロナ禍の状況の中、共生の機会が少ないけれど、イベント等があれば参加したいです。

68
コロナ禍で今は会う機会がなくなったが、いずれインバウンド・オリンピック？で会話の
機会が生まれることになるであろうから、早めに社会的対応は必要と思います。

69
コンビニに行くと外国人のレジが多くなりました。
日本も変わってきたと思います。

70

ご家族で埼玉県在住の外国人の知り合いが、自国の医療より日本の方が安心なので日本で
第2子を出産しましたが、近くの病院では断られたため第1子出産時の病院（群馬県）で出
産しました。もし外国人を受け入れるのが難しい病院であるなら、県内の他の病院を紹介
するようにしていただきたい。

71

シェアハウスで外国人と暮らした事もあるし友人にはアフリカ系フランス人をルーツに持
つ人もいるけど、多文化共生って言葉はどうでも良い。ルーツも肌の色も関係なく、これ
からは色んなルーツを持った人が日本に溢れる事を考えたら、コミュニケーションの場を
設けるのは必要。先ずは相手のルーツの事を知る事なので、その勉強の機会を学生時代か
ら与えて欲しいです。偏見がない様に。そして、英語学習。生の英語を教えて会話が出来
るレベルまで教育方法を見直す。これから、色んなルーツを持った日本国籍の人も増える
から、古い価値観を捨てるところは捨てれる様に、小学校中学校から議論の授業を作っ
て、相手の意見を尊重しつつも自分の意見を発言して歩み寄る事を学ばせて欲しいです。
ここは日本だからって考えでは、多文化共生など出来ないので。

72 ぜひ協力したい
73 そもそも日本人が正しい日本語を使うべきだと考える。
74 とても素晴らしい政策ですが、自分に出来ることが分からないです。

75
とにかく住民と外国人とが出会える機会を県や自治体が企画することから始まっていくの
だと思います。

76
どの様な理由で日本に居住しているかに関わらず、本人が日本を理解する事を努力すべ
き。必要なスキルはボランティアに頼らず正規の学校を利用すれば良い。

77 なぜ積極的に外国人を受け入れなければいけないのかがわからない。

78
なぜ日本で暮らしているのか、合法的に住んでいるのか、といったことに疑問を感じざる
をえない外国人が多すぎる。多文化共生の前に、こういった疑念を払拭できなくては相手
を理解する、認めるなんてことは不可能ではないか。

79

なんといっても第一は日本語の教育支援が必要。特に大人には日本語の基本を先ず理解し
てもらうことが原点ではないか。その為には地方自治体が主体となり、県と市町村との体
系的な日本語教育システムを改善、再構築して現実に即した支援体制を見直すべきではと
思う。まず、日本人のボランティアを増やし、その社会的な価値を資格として認定する制
度を作ったらどうか。

80
ボランティアに興味を持ち、機会があれば参加してみたいと思った 
もっと身近に情報があればいいと思う
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ボランティア活動として簡単な日本語のレクチャー（対面ではなくネット使用）要員の募
集と増員。
市民レベルでの外国人相談窓口を設け電話等で相談に応じる等、外国人を孤立させない環
境を作る。

82
まず　日本語で挨拶、声がけをして（外国人は喜ぶと思う）それを機会にチャンスが生ま
れるように思う。

83
まず、道路案内など産業デザインに日本語だけでなく、英語を入れるといいと思います。 
そして特別にこちらから何かを「してあげる」のではなく、普通に暮らすことが不便のな
いようにまず整備することが大事だと思います。

84 まずは外国の方がその国のルールに従う事から始めないと
85 まずは交流を持ちたい

86
まずは潜在的な差別がなくなって欲しいと思います。  
それから安価な労働力としてブローカーを介して酷使するのは人権問題ですから、日本の
労働力の低下問題とも絡めて、良い社会になって欲しいです。

87
まずは知ることであるし、外国人への不当な労働や低賃金の押し付けを摘発しつつ、
挨拶をまめに行い顔見知りを増やすことが理解への第一歩になると思う

88
まず我々がこれからは暮らしの中に外国人と関わる機会が多くなることを自覚することか
ら始めたい。やはり行政が接する機会を多くすることも必要だと思う。

89 まだまだ外国人と話すことが苦手です。

90
マナーのよくない外国人が多いので推進に関しては興味がない。受け入れには高いハード
ルを設けるべき。何でもウェルカムな風潮はよくない。

91
マナーを守らない外国人に対して教育する必要がある。
また、多文化共生と云っても犯罪者も多くいるので治安に不安を持つ。

92
みんな仲良くできるのが一番いいと思うのだが、まとめてくれるアドバイザーのような人
がいるといいと思う。言葉の壁は大きいと思う

93 もっと外国人の人達との合流の場がこれからは必要だと思います。

94
もともと、日本人は、外国人と共生するDNA、習慣を持っていないので、人手不足や賃金
が安いからの理由などから、外国人を迎えることは、将来、大変な事態を起こす禍根を残
すと思っています。

95 やはり、コロナ対策を第一にやってから、多文化共生だと思う。

96
やはり、言葉が大事だと思うので、外国人には日本語を学習する機会と場所を、日本人に
も外国語や異文化に気軽にふれられる交流の場所が必要だと思う。

97

やはり外国人に対しては、日本のルールや習慣を覚えて実行してもらうのが一番最初だと
思います。あまりにもルールや習慣を無視している外国人が多いこと多いこと。
その為には、地域社会に積極的に参加させ、ルールや習慣を教えることだと思います。

98

やはり最低限言葉の壁をどうにかしないと、交流など色々と難しいと思います。
どんなに親しくしていても相手に要望や文句なども伝えられないようでは、ストレスはた
まっていくと思いますし、距離もできてしまうのでは？
かといって、自分が今から外国語を覚えられるのか？と思うと自信はありませんし、せめ
て多国籍の子供が子供のうちから教育をうけられる環境なり整えていくのがいいかと思い
ます。

99
わざわざ外国人の交流をと言いますが結構、コンビニなど外国の方のレジスターがおられ
ます。日本語を上手に話しながら不具合が無いように思いますが、、、大分、増えたよう
に思います。

100
ワラビスタンでクルド人による自発的な見回りが行われているが、文化衝突を避ける上で
とても良いことだと思います。

101

以前、近所に韓国人の女性が住んでいた。旦那さんが日本人で、そのお子さんが長男と同
級生（幼稚園、小学校）だったので、家族ぐるみのお付き合いをしていた。その韓国人の
方は日本語の読み書きは不得手であったが、会話はできたので、不自由なく暮らしてい
た。したがって、行政が外国人に対して、日本語の学習を支援することは有意義だと思
う。また、その結果として日本人住民と外国人住民が共に地域社会を支えることにつなが
ると思う。



102

以前ベトナム人家族が隣に住んでおりました。
お子さんが一人いて地域の小学校に通っていました。
遠足の持ち物で【合羽】がわからず聞きに来て雨具(レインコート)だと教えてあげると驚
いていましたた。
日本語を学んでいても日本語はわからないだそうです。
確かに合羽がレインコートだとは思わないです。

103 意識改革の必要性

104
異なる文化を受け入れるということは、お互いにとても難しいことだと思う。日本人同士
でも大変だから、国が異なると、より大変なことだと思う。

105

移民を認めるつもりのない国策なので、差別のない多文化共生は、日本では特に難しい問
題だと思います。まず異文化への理解が日本社会に足りないと思います。特にアジアの異
文化に対する理解不足を痛切に感じます。アジアの異文化を紹介するテレビ番組を作って
ほしいです。

106

移民労働者が急速に増加している現在の日本では、移民をいかにスムーズに受け入れて日
本社会に同化していただくかが今後の課題になると思います。多くの移民は自国の習慣を
日本社会に持ち込む傾向が強く、そのため日本社会で不要な社会的摩擦を起こすことがあ
り実際起きています。それを予防するためには日本社会のありかたを海外の方に周知する
必要があると考えます。

107

衣食足りて礼節を知る。外国人がその地で安定した生活を営めることが最優先課題ですが
その上でより良き　多文化共生の為には特に家族・子供に対する目配りが非常に重要だと
思う。幼児期の教育　小・中学校での教育はどうなっているのだろうか。考え出すと気に
なる。現下のコロナ騒ぎの中ではどう動けばいいのか　関係者の方々の苦労がしのばれま
す。頑張ってください。 

108
一口に外国人といってもいろいろな国からきており、とくに日本人はどこの国の外国人か
よく分からない人が多いのではないか。そのへんからお付き合いをしていく手立てを考え
なくてはと思います。

109 一人間としてお互いを分かり合える関係が最初である。
110 英語が国内での共用語になるといっきに進むのだが・・・。

111

英語が話せないと会話が出来ないと思っている日本人が多過ぎる。
アジア系の方のスマホ会話歩きは日本では立ち止まるように注意を促すべきこと。とにか
く言語の特性もあり声がでかい。日本人のマナーを市民が教えるには少し危険！
日本人より入国されてる方のほうがカルチャーショックは大きいはず。
サポート出来るかつ厳しく対応出来る日本になりましょう。
コロナ禍マスク着用の徹底は役所からも継続的に指導警告を！

112
駅の近く、又私の住んでいる近くの道、スーパーなどで外国人をたくさん見かけます。 
外国人と結婚して赤ちゃんを連れた若いお母さんも見かけます。 
多文化共生が進んでいると思います。

113
欧米にも我が国にも「郷に入っては郷に従え」という諺がある通り、外国人には快適に生
活して貰うために、住んでいる地域の生活習慣に馴染んで貰う必要がある一方、我々受け
入れ側の理解も高める必要があるため、行政当局の一層の後押しをお願いしたい。

114
何か協力できることがあるならと思っていますが、身近なところでその場があるようでな
い感じです。

115 課題は、たくさんあると思います。施策の充実を望みます。

116

過去に仕事の関係で外国に出張していたことがあった。
その時は、出向いた自分たちが現地語もしくは英語を辞書で探しながら会話し、
生活習慣は、諸々現地に合わせました。個人的には日本に来たなら、日本の言語や生活習
慣に合わせるようにするべきと考える。

117
海外で仕事をした経験がありますが、共通の目的を持つことにより共生が図りやすくなる 
と思います。例えば地域活動を共にする等。

118
海外の人と、もっと気楽に行ったり来たりするにはどうしたら良いか？ 
日本人は、外国語ができないことにアレルギーを持ちすぎると思う。 
もっとオープンに、外国人と付き合ったら良いと思う。 

119
外国からの研修生の扱いを恥ずかしくないものにするよう、企業への監視を強め、弱者を
支援して欲しい。綺麗な言葉はいいが、外国の人への酷い扱いをまずは食い止めないとい
けない。



120

外国にいたので、じろじろ見られたり通りすがりに悪口を言われた経験はある。 
それはどこの国の人も外国に行けば経験することだと思う。 
多文化というと簡単だけれどもアジアと中南米やアフリカでは全く異なる文化のため両者
が勉強をして歩み寄る姿勢も必要。 
ただ医療などについては特例措置をつけて違法行為ができないようにして欲しい。

121

外国の人が起こす事件など増えてきているので簡単に働きに来いというのはちょっと考え
た方が良い。駅前でたむろしている外国人の集団を見るとやはり怖い。かかわりのない人
と無理やりかかわらせるのも違うと思うのでもっと地域の中で自然と関わるべきではない
ですか？親切が裏切られると二度と協力しようとする気は起らないと思う。個人にボラン
ティアしろと言うのも勝手すぎると思うし・・・行政主導でなにかイベントに参加すると
か（今のご時世は難しいけど）怖くないのだという前提が無いと手だしできない。日本人
同士でも今は怖いのに。

122 外国の人が多くなっているが、正直恐怖だったりする

123
外国の母国語ばかりではなく、多くの人が親しみやすい、やさしい日本語などの啓発も必
要だと思います。

124

外国の方が多い地域には、その国の言語を話せるよう、公民館などで地域の人が学べる場
を作る。逆に外国の方が、日本語を習得するための講座を用意する。 
仕事をしに来た方も、仕事だけでなく、安心して地域に住むためには居場所を作ることが
必要だと思う。そのためには、とにかくコミュニケーションをとれるようにならないと難
しい。お互いに教える教わる関係を作り、言語を中心にしたつながりをつくれたらいいの
では、と思います。

125
外国の方とコミュニケーションの機会をもつ場の提供が必要ではないかと思います。 
各々の文化も考え方なども異なる事も多いと思われます。 
相互理解が必要になってくると思います。

126 外国の方とコミュニケーションを取る機会がもっと身近に欲しい。

127

外国の方と仕事をしたことがあるが、生まれた環境や文化が違うため、相手(外国人)の発
言や行動を理解し難い箇所もあった。
相手を尊重する事で一番良い関係性を築けることを経験上知りました。

128

外国の方と直接接する機会はないが、近くにすんでいる外国人は悪い話しか聞かない。挨
拶のマナーが悪い・ゴミ捨てのルールが守られない等。無理に共生する事もないのではな
いかと思うが、日本に住むのなら先住民に迷惑をかけないよう行政からも指導してほし
い。

129 外国の方に積極的に日本人と話す機会を設けるように公的機関からＰＲする。

130
外国の方は、方法や、行政の窓口をわからない。情報を同国出身の人から、得ている。同
じ国や、外国人のコミニティの場の提供が有れば良いと思う。

131 外国語ができる日本人や日本語ができる外国人を募集して推進課を作る

132

外国語で難しいのが「おしゃべり」なので、教科書的に覚えようとすると仲良くなるのに
時間がかかる。うまくしゃべれないと頭が弱い人という扱いを受ける。可能なら目的を同
じくする仕事を一緒にできるといい。飲食店や清掃業や垣根の低いところで、まず知り合
う、おしゃべりする機会を持つ。引きこもりになりがちな外国人に参加しやすい場所があ
ればいい。顔を覚えて挨拶できれば、相手が元気かわかるし、地域の情報も手に入るし、
いいのでは。賃金が発生するのが望ましい。参加しやすいから。

133
外国語を話せないと交流できないと思わず、日本語で積極的に話しかけたり、困っている
外国人に手を貸したりできるように日本人を啓もうしてはどうか。  
同じ人間なのだから、遠慮しない、逃げないことが第一歩と思う。

134 外国人＝信用がない、危ないというイメージをもっとなくすべき

135
外国人＝怖い。このイメージを変えるのは誰がすべきか？実習制度、留学制度は正しく運
営されていないと思いませんか？制度の基本的な見直しが必要です。

136
外国人が、暮らしやすい、困ったことがあったらすぐ相談できるようなシステム作りが大
切

137
外国人が何か悪いことをしてしまう気がするという事が、日本人が恐れていることだと思
います。まず外国人に犯罪を犯さないことを約束してもらうのが第一条件だと思いますが
日本人の差別意識もすごいので、緩和できるようになればいいなと思います。

138 外国人が何の目的を持ってきているのかによって対応が異なると思う。



139

外国人が住みやすい街にしたい思いはありますが、今現在自分達の暮らしでいっぱいいっ
ぱいで余裕がありません。 
某クリーニング屋さんの工場や県内の工場では外国人パートも積極的に受け入れていると
ころを多々見ます。 
今はそれで良い気もします。

140
外国人が住んでいることを当たり前のように受け止めることが必要かと思います。外国人
が受けられる社会保障制度や公共サービスを広く周知させることも必要かと思います。

141
外国人が特定の国に偏ることの無いよう、また、人数が少ない人にも目が向けられるよう
祈っております。

142

外国人が日本で生活保護を受けているところを何度も見ているし、外国籍の人が事件を起
こしたり、外国人が多く住んでいる地域は汚くて治安が悪いという印象がある。 
日本が好きで、日本の文化を理解していて、その中で暮らせるよう努力している人以外
は、正直自国に帰ってほしい。 
埼玉側が積極的に「埼玉に来てください、共生しましょう」と言うのではなく、外国人が
助けを求めたら全力で支援する、という姿勢であってほしい。

143
外国人が日本人と交流しないで単独コミュニティを作られると不安です。溶け込めるよう
に施策をお願いします。

144 外国人が来日前に学習できる条件を広げることが重要だと思う、

145
外国人だけとかではないですが　外国人がたくさん入国してくるとその中に一定数の犯罪
者などがいそうできちんとした人だけの入国にしてもらいたい 

146
外国人という言葉に違和感がある。 
多文化共生の対象は外国籍の人達だけではない。 
もっと日本国内の外国にルーツを持つ人達との相互理解を深める必要がある。

147 外国人との、交流の場を作る。

148
外国人とのコミュニケーションする機会がある事から、多文化共生の推進が進められると
思う。

149
外国人との共生には「ことばの壁」をできるだけ解消することが大切です。

150 外国人との共生を学校でも学ばせる。
151 外国人との交流の場が全くないので、もっと設けた方が良い
152 外国人との交流環境が少ないので、日本人への啓発活動も必要だと思います。

153

外国人との接触は、まず、ありませんが、コロナ感染が外国人に広がっているようで、コ
ロナ対策などの啓蒙を外国人に行っているのか心配です。 
「郷に入れば郷に従え」を啓蒙し、必要な情報を徹底して外国人に提供して行くことが、
お互いの共生に寄与すると思います。

154
外国人との多文化共生で日本人も異国の文化をもっと共有していきたい。 
行政でももっと外国人のことを共有してもらいたい。 

155 外国人と意識せずに、ごく自然に付き合って行けば良いのではないか？

156
外国人と関わる機会もないし、外国人を見かけても自ら歩み寄ることもない。だからと
言って拒否をするつもりはないが、言葉も曖昧なのでコミュニケーションに自信はない。

157 外国人と共生した事がなく分からない。 

158

外国人と共生するには日本人が英語を日本語同様に話せるぐらいじゃないとダメだと思
う。今の日本の英語教育は全く話せない。書けなくてもいい。理解できて話せるのが第一
なのに書かせる事も重要としてるから話せない。話せてからやっと書くのでいいのに。勉
強の仕方が無駄だし間違ってる。

159
外国人と交流する機会がないだけで、機会があれば、日本人同様に深く接したいと思って
います。国籍など関係なく、同じ人間なので。

160 外国人と地元住人の間を仲介し、お互いの情報を充分に与えるようなシステムが欲しい。

161

外国人なくして仕事が回らない時代に既になっていて、就職時には同期入社でマレー系マ
レーシア人がいたり、職場は日系人やフィリピン人相手で期間が長かったこともあり、私
の場合は多文化共生は仕事を通じて身に付いたと思います。 
外国人が公立の学校に通っていないことが多いが、外国人が公立の学校に通える環境作り
をして外国人の子どもが学校に通う人数が増えれば、多文化共生は推進されると思いま
す。



162

外国人にとって身近に総合的な相談窓口が必要。日本語教室支援策として総合的相談に応
じられる人材を養成する。多文化共生に携わるNPOは無償ボランティアが自己負担で運
営、事業を行っており、持続性に大きな課題を持っている。行政が資金的支援を行う必要
があると考えます。

163
外国人には日本のルールを守ってもらいたいし、必要以上に自治体が支援する必要はない 
支援なしで自立できないのであれば国に帰るべき

164 外国人による地域の占拠や犯罪が心配です。
165 外国人による犯罪とかも増えているから、多文化共生も表裏一体だと思います。

166
外国人による犯罪等が結構な数で報道されています 
この関門をどう越えていけるかではないでしょうか

167

外国人に言わせると、日本人は相手に日本に溶け込むよう強制しすぎるらしい。相手の文
化も認めるべきという。また、私は市の子供・子育て委員をしているが、現場からは、外
国人は同国人を頼って来日し、コミュニティを作っているので、日本語を必要としていな
いのが困るという。日本語を教えるのが「親切」で「多文化共生」だと思うのは日本人の
思い違いなのかもしれない。

168
外国人に接する機会はあまりないのですが、普通に接していければと思います。
特別な目で見ることなく。

169
外国人に対して、日本語・日本の習慣・法律などを習得しやすくする環境が重要だと 
思います。

170

外国人に対することしかないのが理解できない 
外国人は自分から交流したがるだろうが、日本人は積極的に入っていく国民性じゃないと
思う 
だからこそ、日本人側に対する促進を行う方がよいと思う

171
外国人に対する理解を深めるためには、小さいころからの教育や交流の機会が重要である
と思う。

172 外国人に対象する国民健康保険と年金制度をより理解されるように説明や改善する。

173
外国人に話しかけられた時に日本人が慌てずに答えられるような教育の推進と、サポート
センターの連絡先の周知

174 外国人のために英語や中国語表記を増やすべきだと思います。

175
外国人のやりたいことが言えるトレーニーがどこに居るかを明確にしてやっていつでも相
談できる人の設置が好ましい。繋がっているという安心が得られる関係を作ってやるこ
と。

176

外国人の姿は見る事がありますが、どうやって関わるか分からないし、そのような機会も
ない。
しかし今後外国人の渡来が増える事が予想される。共生するためにはどうしたら良いか考
えて行かなければならない。

177

外国人の子どもさんたちにきちんとした日本語教育をし、学校で義務教育を受けさせる仕
組みがなかなか確立していないので市民コーディネーターの育成が望まれる。学童保育の
担当者さんが橋渡ししている様子だが、きちんとした日本語教育へのアドバイスが出来て
いない。どうにかして欲しい。

178 外国人の子供に対する教育支援は、将来の日本にとって非常に重要だと考えます。

179
外国人の多い地区が増えて、マナーなど気になるようになってきた。でも、お互いに困っ
ていることを言い合って、コミュニケーションとか近所付き合いが活発化したほうがいい
なと思う。

180

外国人の多く住んでいるアパート、建設関係の飯場やその周辺でそれらの子供達が平日に
目にすることがある。どうも学校に行っていない子がかなり居るように思われる。 
一体そのような子は今後どうなるものかと危惧するときがある。 
外国人居住世帯を調べ、子供達の境遇がどうなっているか把握し、学校教育を受けていな
い時は、何らかの対応を考えるべきかと思う。

181

外国人の働く企業に多文化共生の推進部等を設置する。また国や県も推進室設置に協力
(補助金等)する。
また、地域社会も、外国人(観光客)が多文化共生しやすくもっともっとアピールが必要で
は

182
外国人の犯罪が多くなったように思われます。日本で生活するのであれば日本のルール・
習慣・道徳を身に着けてからにしてほしい。また不良外国人は入国させないで取り締まっ
てほしい。共生はまず日本人が安心して生活できてからの話だと思います。



183
外国人の犯罪は住民にとって非常に大きな不安です。劣悪な仕事に、モラルや教育の低い
国の人間を安易に入れることが治安の悪化を招いています。外国人の導入は、引きこもり
の日本人をすべて社会に出した後に考えるべき。 

184

外国人の方にとって、「私に話しかけてもらっても構わないですよ」というサインを表す
何かがあるといい。 
「日本人は人見知りする人が多いので声掛けたくてもかけにくい」と言われたことがある
ため。

185
外国人の方には生活のルールを守っていただくことや、それをまず私たちが伝えていくこ
とが大切だと思います。 
お互いに気持ちよく生活したいです。

186

外国人はルールを守らないと非難されることがある。ルールを知らないから違反している
だけで、きちんと伝えればちゃんと直してルールを守ってくれる人が大多数。
今までの経験から言うと、失礼のないような言葉と態度でルールを守るようにお願いすれ
ば大丈夫。
ずっと昔、転勤族だったころ、地域によってはよそ者扱いされることがあり嫌な思いをし
た。その経験があるので、日本に住んでいる外国人を仲間はずれにはしたくないと思う。

187 外国人への差別、偏見等の意識を変える。

188
外国人もいろいろな人や考え方の人が多くいるので、日本の生活ルールや日本の法律に違
反する行為をさせないよう指導、教示、監視する必要があります。宗教によって県や市町
村等の行政に反発するような団体もしっかり見ていく必要があります。

189 外国人も善人も入れば悪人もいるので、永遠に難しい問題だと思う

190
外国人自身もコミュニティを作り日本になじむことをしない人がいる。 
出来ないのか、しないのかは不明。 
馴染んでもらえるよう支援が必要なのかも。

191 外国人実習生などを使い捨てにして酷い扱いをする業者をまず撲滅する必要がある
192 外国人団体との交流

193
外国人労働者に頼らざるを得ない時代が来ます。必要以上に人権保障に拘らず共生社会に
なるよう我々も気をつけていきたい

194 外国生活を経験しているのでそれらの知識を活用したい。
195 外国籍の方だけでなく、日本人にも理解と協力が欠かせないと思う。

196

外資系企業の勤務経験あり。専門用語での会話が多かったように思います。ある程度の水
準以上の人との付き合いだったので向こうも意識していたしこちらも意識していたので比
較的うまくいったように思います。同じ目的のためだったので良かったのかも？いろんな
考えの中で行動するのは大変かも？

197
外国人に慣れ、違和感なく人として認めるのが良い。

198
外国人は怖い。自分は日本語しか話せない。何を話していいか分からない。そんな人がほ
とんどです。小さいうちから、たくさん外国人と関わり異文化交流を増やすことが今後大
切になってくる。

199
各市町村役場に１つは外国人相談センターと通訳配置を必須にしてもらいたい。どこにつ
なげていいかわからない

200
確かに、少子化の中、外国人との交流は大切になると思いますが、コロナ等で外国の方が
来日する数が減ったのは残念ですね。

201 学校教育の場でしっかり子供たちが認識できるようにした方がいい。
202 活動をしている場所が偏るなど、行政に融通が利いていないようです。
203 一部の外国人のマナーが悪いので嫌です

204

基本的には、地域社会への外国人の浸透という点では『郷に入っては郷に従え』だと思
う。 
その上で困ったことがあれば、気軽に相談できる環境が望ましい。 
外国人のために慣習、環境をグローバル化するのは違う。

205

基本的に外国人との共生は必要であることは理解している。そこで、日本人が海外でして
いる様に、「郷に入れば郷に従え」この基本を彼らに理解させることが必要。その地の文
化に馴染むにはそれが肝要と思う。海外の日本人のこれまでの努力は、そこに尽きると考
える。従って、外国人も日本に来た以上は日本の風習を可能な限り受け入れる様に教育す
るべきと考える。変に先方の風習を最初から取り入れるのは私は反対である。

206 機会があれば、外国の方のお手伝いをしてみたい。
207 機会があれば、積極的に関わりたいと思います。



208

埼玉県にいたときに、毎回呼びかけがあると、「犬が大丈夫な方」という条件だけで受け
入れていました。県の受け入れ家庭の集まりにも参加したことがありましたが、意外に小
学生くらいのお子さんの家庭の受け入れが多いことを知りました。子供の語学力アップ？
の機会に使っているのかなという印象を受けました。現に当時、我が家に滞在した留学生
の女性からベビーシッター役をやらされた、という話も聞きました。コロナの件もあり、
担当者の方は大変ですね。お世話様です。

209 去年、外国人案内ボランティアの講座に参加したが、その後それが生かされていない。

210
居住地の戸田市は蕨市や川口市同様に国際化が進んでいます。それぞれの国民性で文化や
風習の違いはあるのは理解するも「郷に入れば郷に従え」にて日本の道徳を守っていただ
くことを切に願います。一方的なアナウンスではなく温かな視点が必要なんでしょうね。

211
居住地近くに外国人が多く、コロナ禍でもマスクしていなかったり、コンビニの前にたむ
ろしているので、そういうところを改善してほしいです。

212 共に、理解する事が必要。

213

共生・・という概念のＰＲを行政・学校教育・自治会・ＮＰＯなどが周知するチャンスを
たくさん持つことが大切。
地域の多文化共生に寄与する団体などの支援にも力を入れてほしい。定番のみでなく
オリジナルの活動も考慮してほしい

214

共生するには、外国人の方がマナーを守ることからして欲しいです。何よりゴミの捨て
方。地域の収集日でない日に出したり、捨て方が汚かったり、集積所の当番をするのがと
ても嫌になります。日本に住むなら基本的な生活のマナーをまず守る！そうしてもらわな
いと共生なんて考えられません。

215

共生は大事だが、ここは日本であり、郷に入れば郷に従えと言うように、外国人が日本人
と同じように暮らすのがよいと思う。逆に日本人が海外に行く時もそうだと思う。それく
らいの覚悟で来て欲しいです。
なので外国人のために何かすることに過剰になるのは外国人のためにもならないと思う。
最近、電車の表記に韓国語と中国語が出るが、英語だけで十分である。あれを毎朝見てる
と悲しくなる。

216
教会で伝道師の方と交流を持ったことがあります。今は仕事で日本に住んでいる方を多く
見かけます。国も多くの国から来ている方がいて、交流を持つチャンスはありません。

217
興味があるが、何をどうすれば良いかわからないので、まずは、情報提供が必要と思われ
る。

218 興味ない
219 興味はあるけれど、身近に外国人がいないから日本語を教えたりしたことが無い。
220 郷に入っては郷に従え、の精神が必要不可欠

221

郷に入っては郷に従えという言葉もあります。 
コミュニケーションに課題はあると思いますが、受け入れる側も外国の方もそれを前提と
して積極的にコミュニケーションできる環境が必要で、それを支援する事が行政の役割だ
と思います。  
ほとんどの要因は外国の方が住むその地域に必要です。  
それがなかなか難しいから現状なんだというようであれば、永遠に課題のままだと思いま
す。

222
勤務先が東京から横浜に移転して、現在も通勤（コロナの感染拡大以降は週に２日程度）
しています。外国人観光客の案内場所は主に東京でしたが、県内でも外国人と接する機会
があれば、参加してみたいと思いました。

223

近くに外国人が多く住むアパートが何棟かありますが、直接コミュニケーションをとる機
会はありません。数年前にアパート近くの方からは生活スタイルが違うみたいで「深夜に
外で電話をしている」「ゴミの出し方が解ってないとか」「小さな子供が道路の真ん中で
遊んでいる、車で出かけるさいに危ない思いをした」色々大変、ということを聞きました
が最近は少なくなり、市役所から通訳の方が来てかなり良くなったそうです。コミュニ
ケーションが大事ですね。

224
近くにそのような方を見かけないが、共存していくことは大事かもしれない。いっしょに
何かをする機会があれば良いと思う。その国のことを知るきっかけになると思う

225 近くに外国人がいないので、今はよくわからない

226
近くに外国人街がないので何とも言えないのですが、例えば多国籍の食事ができるお店や
食材を買える店が増えれば楽しそう。

227 近くに沢山の外国の方がいるがやはり男性の方はいるだけで怖いと思ってしまう。



228
近くの外国人と思われる人と挨拶はしますが、積極的に話しかけるべきかわからずそれ以
上の事ができません。親しく交流できれば良いと思います。

229
近所にも外国人が増えてきました。
若者集団での生活している方がいますがやはりルールができていません。仕事先で常識を
指導して欲しいです。

230
近所にも住んでいる人がいるようだが、交流の機会がないため、地域で積極的に交流のイ
ベント等を作ってもらえると、いいかもしれない

231
近所の外国人家庭はゴミ出しのルールをはじめその他マナーが守れない家庭なので、逆に
周り近所が匿名で相談できる機関がほしいです。

232
近年、埼玉のみならず日本国内が多国籍国家になっていると思います。海外の方が住みや
すいよう地域で支援をしていくことで孤立や犯罪を防ぐことになると思います。

233 具体例を示し交流の場を支援する必要があるのでは
234 健康の許す範囲で出来ることは参加したい。

235

県外の自治体で働いているとき外国の方と話す機会が多くありました。正直大変でした。
意思疎通さえ大変なのに細かい申請書の記入はさらに難しい方が多く、何とか助けになり
たいと思いながら仕事していました。南、東南アジアの方も多く、自身もまったく言葉が
わからず聞き取ることも大変で、勉強が必要だったと思います。それでも誠意は伝わり、
感謝されることも多かったです。国によっては考え方も価値観も異なり、うまく伝わらな
いこともありました。まず向き合い、何とか意思疎通すれば、なんとかなるものだなと経
験を通じて思いました。貴重な経験でした。またどこかで、お役に立つ機会があれば率先
して声をかけさせていただきます。

236

県内でも地方では日本人でもよそ者扱い 風習とかの押しつけが普通に見られる 
かえって 見た目から外国人の方がいいかと思うほど  
就業 教育等 人的交流の少ない事が原因かと思うので いたしかたないとも思うが 　長期
の計画でインフラ等々整備して 地方活性化 一極集中の打破を検討して欲しいかな？

237 県民の理解がより必要と考えます。
238 現在、コロナ禍で推進が大幅に制限されている 

239

現在、わが国では外国人はどこにでもいる存在である。外国人の労働力なくしては、わが
国の経済が成り立たない存在に成りつつある。 
外国人にも日本人と同様な人権を認め、彼らにも住みやすい国にしていかなければならな
いので、行政サービスも彼らにも利用しやすい環境にしていかなければならない。 

240 現在、外国人と接する機会がない
241 現時点では、身近な問題としてとらえていなかったので、深い考えはありません。

242
現状は、外国人との接点はありません。 
自然と接点ができるような場所づくりが必要だと思います。

243

現役時代に合弁会社の運営に係わり、ヨーロッパの方々と仕事をする機会があり、文化の
多様性に戸惑う事と同時に人間としては同じ部分も多く、そこが重要であることを幾度と
なく経験しました。
知り合うことの大切さはこれからも変わらないと思います。

244
言語も重要ですが、日本人と外国人向けの日本文化理解講座を 身近な場所にて開催した方
がよいかと思います。

245 言葉が難しいのでとっつきにくい感じです。
246 言葉の障壁をとりはらえてから、次があるのではないかな
247 言葉の壁をどうにかしない限り、外国人への地域住民サービスは向上しないと思慮。

248
言葉の問題が重要であることは論を待たない。但し、コロナ禍で大変なときに外国人と如
何に対応していくか？といった、根本的な問題も併せて考える必要がある。

249
言葉も風習も違う外国人にできる限りのことをしてあげたいが、普通はなかなかその機会
がないのが現状である。幸い地元市では中高年向け大学や日本語学校で外国人と接する機
会があるのでこれからも積極的に参加したい。

250 言葉を知らないから、積極的アピールした方がよい。
251 個々の外国人の行動や姿勢が、多文化なのか判断が難しいので、県の推進に期待する。
252 雇用主の意識改善(労働環境の改善)と子弟の教育環境の整備を望む。

253

互いの違いを認め合う多文化共生ではなく、県に在住する外国人が地域社会のルールや習
慣を認め溶け込む為の支援をすべきであると思います。例えば、食事中に辺り構わず痰を
吐く文化を日本人側が認めて理解する必要はないと思います。 
日本や埼玉県に溶け込む意思がなく、仲間の外国人だけで固まってしまうような外国人に
まで支援する必要はないと思います。



254 交流する場が増えればいいと思います。

255
交流の場があったら、ぜひ行ってみたいです。 
地域でBBQとかあったら 交流しやすいのではないかと思います。

256 交流の場のPR不足　　国際交流協会の活動不足。
257 交流の場を作るのが何より重要だと思います。

258
公民館で啓発事業は行っているがもっと内容の充実と回数を増やす。 
町会、自治会等で積極的に参加取り組を行い、コミュニケーションの場を広げる。

259 広報活動を活性化させる。

260

行政が発行する書面、手続き書類などは、日本人であっても堅苦しく読みにくい文章が多
く感じます。今まで外国出身の人に、そのような書類の内容について聞かれることが多々
ありました。特に電気や水道など生活に必要なものの支払いなどに関して、簡単な日本語
で書いたり、外国出身の人が問い合わせる電話番号が書かれていれば良いと思います。

261
行政の手続きが  わかりやすくなればよいと思います。多言語で 説明した パンフレット
を手続き先の各部署に 置いてあると 良いと思います。

262
行政主導より、NPO法人の活用をすべきだと思います。行政主導だと管理監督されるので
はないかと誤解をうけるリスクがあると思います。

263 行政窓口に外国語に堪能な職員を配置しなければならない。

264
行政文書は堅苦しいものが多いので、もっと優しい表現にしたほうが良いのではと 常々
思っています。

265
高齢の方たちが持つ変な差別意識をなくさないと無理なんじゃないでしょうか、特にアジ
アの人たちに対する偏見や差別、ついでに女性に対する意識も高齢者の方が悪い意味で強
く持っているような感じがします。

266 国際交流のボランティアに参加して交流している。

267
国際的な流れの中で、日本人といえども外国人とコミュニケーションができないのは機会
損失と相互理解のチャンスを失うだけ。日常生活でコミュニケーションができるような学
習、啓蒙、機会を大いに設定すべき。

268

国際的になった社会では共生をしていくことは当たり前のこと。いまは新型コロナウイル
スの関係で見られなくなっているが、日本中どこへ行っても一部の東アジア人の迷惑な言
動はどうにかしないといけないと思います。双方向で共生を意識する(本来は意識しなく
ても当たり前にできる)ことにならないと共生社会にすることは難しいと思います。

269 国際都市になってきているので、大いに外国人を受け入れるべきと思います。

270

国籍がどうということではなく、人の多様性を受け入れるような取り組みであってほしい
です。確かに「多文化共生」という言葉は国籍や民族の違いを指すこととして使用されて
いますが、それではごく一部でしかないと考えています。真の意味で「多く」の「文化」
が「共に」「生きられる」社会となるよう全体で取り組んでいけるとよいです

271
国籍毎に集まって集団を形成しているのが現状と思われる。国籍に関係なく交流できるよ
う、日本人及び外国人に意識を持たせるのが最初かと。交流の場を設けるのは、実質的に
は意味がないと思われる。大切なのはお互いの文化を理解しようとする気持ちだと思う。

272

今のところ、身近で接する機会がないのですが、お買い物に行くと外国の方が接客されて
いることも多く、流暢な日本語でサービスを上手にこなす機会に触れるたび、すごいな、
と思います。オリンピック開催を機に、個人的に外国語を学ぶきっかけにしたいなぁと
思ってはいます。

273
今のところ、日常を大きく変えなければ、本題に接することはないので、 身近な課題とし
ての実感がわかない 

274

今の時代、島国日本の垣根を(精神的にも)払い地球規模ですべての人類が交流できるよう
特に教育の場で推進して頂きたいです。  
数年前知り合ったスリランカの留学生と今も交流していますが、社会人になって家庭を持
ち頑張っている姿に励まされています。 
教育の必要性を実感しています。

275
今はグローバル化していかないと、世界基準から遅れてしまうと思う。積極的に取り入れ
ていきたいのと、差別も無くして住みやすい埼玉にしたい。

276
今まで外国人に接した機会がほとんどなかった。過去に接した人は日本語がかなり上手で
した。外国人には日本語を話せるように機会を設ける事は大切と思います。難しいです
が。



277

今まで関わる機会がありませんが、外国人のお友達は欲しいなとは思います。 
外国に来て生活するだなんて、私にはその勇気はありません。 
日本で暮らす事を選んだ外国人の方はいろいろと不自由なことがあると思います。 
孤立させず、常に把握して力になってあげられる体制は必要かなと思います。

278

今回のコロナ問題を通じて、共生は不可能ということがわかった。生まれ育った環境、教
育が違うため、そもそも考えかたや捉え方が違いすぎる。共生を図るために、受け入れた
結果、コロナが広まった。未だに外国人グループの集団感染が多い。相互理解は絵空事で
しかない。

279 今後、より必要になると思います。

280
今後、労働者不足を外国人材を受け入れることで対応する必要があると思う。 
人種の垣根をこえる理解が必要であろう。

281

今後の日本にとって大変重要な課題であると考えますが、近時一部の東南アジア人の犯罪
が多く、大変心配しています。外国の方々が、日本に来られる際には自国大使館や入国管
理局等での教育や日本文化の習得を必須条件とするなどの義務づける必要があると考えま
す。

282
今後の日本の労働力不足はコロナ禍後拡大が必然　工場　介護等へ外国人ニーズが更に高
まる　人員量をとれば犯罪も増えるし　質を求めれば不足が懸念　これまでの移入実績か
ら質向上の観点での考察も一法　その後県と雇い主との連携を強化する

283
今後の日本は外国人との共生はとても重要なテーマとなると思います。 
ただ単に少子高齢化による労働人口の補完と言った考えではなく共に 地域社会を支える人
たちとして差別的な思考を排除するための取り組み が非常に重要だと考えます。

284 今後は更なる必要性が高まると考える。注目して行きたい。

285

今後出生率が下がり、外国人に積極的に入れてくると思います。そのためにも外国人の受
け入れ、共存、日本文化の理解、海外文化の理解を考えていかないといけないと思いま
す。私は、若いころ海外にあこがれ、現在も英語を勉強しております。今回オリンピック
のボランティアに参加を申し込みましたが、積極的に参加したいと思っております。どこ
でそのような情報を入手できるか教えて頂きたいです。若い人たちは、国内で語学の勉強
や海外の文化の理解のため是非参加した方がいいと思います。

286

今年の初め、埼玉県の翻訳ボランティアに登録し、災害時多言語情報センター運営訓練に
も参加したが、それっきりで何の依頼もない。特殊な言語はともかく、英語や中国語など
ができる人は県内にも大勢いるはずだし、災害時だけでなく日常生活を営む上で翻訳、通
訳が必要な場面は多いはずだが、需要と供給がマッチしていない。これは行政の怠慢では
ないか。

287 困った人がいるなら助けてあげたいと思います。
288 差別なく働いて、対価を受けられるようになるといいと思います。

289

差別やヘイト禁止の条例を作ることは重要だと思う。また外国人が多いと治安が悪くなる
というイメージを持つ人もいると思うが、実際生活苦から犯罪に走る外国人もいると思
う。外国人も置き去りにしないで、必要な時には支援の手を差し伸べることが犯罪を減ら
すことにも、差別や偏見を減らすことにもつながると思います。

290
差別的な曖昧な行政を是正し、日本人の貯蓄した財産が的確に日本への利益になるように
改革が必要。

291 最近、埼玉県に外国人が増えているので多文化共生の推進は重要だと思います。

292
最近、東南アジア系の人々が自転車に乗っているのを見かける。 
交通法規を知らないらしく、危ないことがある。 
基本的なルールを知らせることが必要。 

293 最近は、企業や地域に外国人が増えて来たので、共生は欠かせないと考える。

294
最近は大勢で一軒の家に居住している外国人の方々がいるようです。どんな人が住んでい
るかわからないというのは怖いものなので自治会への参加や交流が必要だと思います。 

295 最近悪いことをする外国人が多いので、付き合いにくいです。

296
最近居住する地域で外国人を多く目にするようになり、無視することが難しくなった。
これからの社会状況では積極的に交流する必要がある。

297
最近犯罪が増えているのが気になります。 
医療福祉等についても、十分な検討が必要と思います。 
今日のテレビで見ましたが県議会は、しっかりと議論協議して欲しいと思います。 

298
最近夫婦と子供3人、同じ地区に越してきた。
挨拶から、習慣等話す機会を作りたい。



299
最低でも英会話や3か国語ぐらい話せないと日本へ訪問する外国人とコミュニケーション
が取れないと思う。そのための教育を行政の立場でやる必要があると思います。

300 災害情報だけでも英語併記が欲しいです。

301
埼玉に住むなら鉄道を利用するはずだが、JRに比べ私鉄は外国語の看板が不十分に思う。
周辺施設の案内も分かりやすく置くべき。

302

埼玉県の中でも外国人が比較的多く暮らす地域に住んでいます。
コンビニエンスストアの店員さんや解体工事業者の方など流暢な日本語で対応してくださ
り、とても勉強熱心で感心しています。
私たち日本人も見習い、知識を増やす事が今後大事になってくるのではないでしょうか。

303

埼玉県在住外国人クラブの年1回のお祭りをボランティアでお手伝いしています。イベン
トなどでのお付き合いはありますが、日常的にとなると、触れ合う機会を得るにはどうす
れば良いのか分からないという感じです。
今は、コロナ禍ですが、インバウンドの方に案内できるような会話くらいはできるように
なりたいです。

304
昨今、外国人の犯罪や非常識な買い占め等の行動が目立ちます。外国人に優しい環境を作
る以前に、日本に居住する以上は日本人以上に厳しく基準を作るべきだと考えます。子ど
も達を守れる社会作りを期待します。

305

昨今外国人の方の犯罪が増えている。また、日本という土地に住みながら、同等のサービ
スを受ける事が当たり前の様な外国人在住者が増えているように思う。先ず支援をする前
に、日本に住む上でのルールをしっかり教育していただきたいと思う。ルールに基づき共
生していくならば、全く問題はないと思う。

306

昨年、近くの小学校のチャレンジスクールにボランティアで参加していました。来ている
子供達の中にアジア系の外国人の子供達が多いことに驚きました。現時点で、これだけの
比率で外国人が存在しているならば、やはり多文化共生についての教育は、早くからきち
んと受けるべきだと思います。お互いに理解が得られて、より良い社会にしていけるよう
にしたいです。

307
子どもたちが国籍の違いや文化の違いでお互いを受け入れないことはありません。すべて
は大人の言動の影響です。大人は子どもから関わり方を学ぶべきです。

308 子どもの教育の機会均等が最も重要だと思う

309
子供たちの交流支援、近くの公園などで外国人同士の子供たちが遊んでいるが日本人の子
供たちが加わることはない、なんだかお互いに敬遠してるような感じがする。

310
子供の同級生の親ならわかるが、最近、外国人が増えたなというレベル。なんとなく不安
に思うこともある。交流の場があればそういった不安はなくなるとおもう。

311 市の公民館などで、交流の場を持つ
312 市役所など、人が集まる場所にて交流イベントがあるといい

313
支援する施設がある事を知っている人が少ないので、もっと身近に感じられるような、ア
ピールが、必要だと思う

314

私たちの税金が外国人につかわれるのは納得がいかない。長く住んでいる人やマナーの守
れる人は別です。
南部地域のゴミ置き場が大変なことになっていると聞きます。そんなこと許してはダメだ
しましてや生活保護を渡したらだめです。これ以上外国人が増えるのは嫌です。

315

私の子供が通う小学校にも外国人の子が居ますが、その保護者は非協力的で日本語を話さ
ず交流を持ちません。 
やはり文化の違いというものがあると思いますが、今の小学校の体制も、外国人の子を受
け入れる事は出来てもその親を受け入れる体制は無いのではないでしょうか。

316 私の周りは、上手くいっているので、特になしです。 

317
私の住んでいる地域は、東アジア出身の方や中東出身の方が多い印象です。地元のお祭り
などを通して、交流できる場が増えるといいのではないかと思います。

318
私の地域にも外国の人が住むようになっているが、外国の方と話す機会があまりないの
で、今後機会あれば、積極的に対応していきたいと思います。 



319

私の地域は工業団地があり、外国人が多いです。住宅街の狭い道を、横並びで大声で話し
ながら自転車で通ったりする人が多いです。また、一番困っているのが、その狭い道をス
ピードを出して通り過ぎ、工業団地の方に通り抜ける車です。小学生の登校時に、集団で
歩いていてもお構いなく、クラクション鳴らして通って行きます。役所に調査してもらっ
たら、路面表示を増やそうと、児童注意とかスピード落とせと書いてくれましたが、ほと
んど効果はありません。運転してる人は見るからに外国の人で、文字や看板が読めないと
思う。外国人が来るのはいい、でも地域のルールやマナーが守れないなら受け入れるべき
ではない

320
私の中にも人種によって怖く感じたことがありどうしても距離をおいてしまいます 
仕事の時は話を聞いてあげましたが私的時間内では敬遠してしまいます 
何かボランティアをとは思っていますがどういうものがあるか分かりません

321
私は10年以上海外に住んでいたが、日本語サービスは世界中探してもないからね。
そう考えると、日本ってすごく優しい国なんだとつくづくおもう。まずはイロイロやって
みよう埼玉県。間違いや失敗を経験にして日本を引っ張る埼玉へと突き進もう。

322

私は海外生活の経験がある上、兄弟が国際結婚しているので、外国人に対して全く壁がな
いし、行ったことがない場所の文化も知ってみたいので、外国の方とお話したり、助けに
なったりすることに全く抵抗がありません。もし、共生がうまくいかないことがあるので
したら、それは違う文化を知らないからだと思います。ですから交流の場をたくさんもっ
て、地域に溶け込めるようにしていくことが大切かと思います。自分の経験からも、海外
で生活することは慣れるまで時間もかかりますし、不安なことが多いです。そのような時
にご近所つきあいのような感じで助けになってあげられるような社会になるといいです
ね。

323

私は現役時代外国人と仕事をする機会が多かったので引退して年取った今でも、何か困っ
ている外国人たちに日本語や日本の生活習慣などについて教えてあげたいと思っていま
す。しかし実際に教える場がわかりません。どこに行けばそのような場が与えられるか教
えてもらいたい。

324

私は埼玉初心者なのでよく知りたいと思い埼玉県、さいたま市のいろんな自治体施設のＳ
ＮＳをフォローしているし、自治体発行の冊子などにも目を通すしイベントもいろいろ出
かけています。 
他の方よりも積極的に情報を集めている方だと思うのですが今回もそうですがこのアン
ケートで初めて知る埼玉県の取り組みが本当に多いです。 
私は海外でボランティア活動を二年ほどやっていたこともあってこのような取り組みには
とても興味があります。 
私のような人、結構いると思います。出来ることがあれば協力したいと思っている人が協
力出来る方法がわかりやすく示されたらいいなと思います。 

325 私は初めて聞いた言葉なので 　まずは知らない人にわかってもらえる取り組みが必要。

326
私も、1年半、海外で日本語をボランティアで教えたことがあります。機会があれば、ま
た、やってみたです。

327
私個人としては挨拶程度でも暖かく見守っていきたいと思いますし、外国語も勉強できれ
ばと考えています。 

328
私自身は外国人の知り合いやご近所さんもいないので機会はないが、大変有意義で必要な
施策だと思います。人口減少の日本のくせに外国人に対して受け入れが不十分というか疎
かすぎます。国に先駆けてやれることは何でもやって下さい。

329
時間がかかっても、必ずやらなければいけないので、問題を先伸ばししないで、改善しな
がら進めてほしいです。 

330
治安の悪化は注意する必要がある。入国審査を厳格にし、問題があれば厳格な対応をすべ
きである。

331 治安悪化等につながるので、安易に外国人を誘致しないで欲しい。

332
自己勝手な行動をみると協力したくなくなる。住みやすくするためには、外国人の意識に
もはたらきかけるべきだと思う。

333
自宅周辺には外国人が大勢いる地域ですが、日本の習慣、生活でのマナーが悪いのでまず
生活習慣のマナーを教育したいと思います。

334
自分の国ではこうだったと迫られても困るので、日本の文化、習慣を尊重して欲しいで
す。

335 自分は古い人間なので外国人は日本に住んでもらいたくない。
336 自文化が廃れないように気をつけて欲しいと思います。



337

「外国人に対して、日本の生活ルールや習慣などについて周知する。」というのがありま
したが、ゴミの分別方法やゴミ出し日等については日本語以外でも明記すべきだと思いま
すし、地域でサポートすべきかと思います。
また、道路の左側を歩く方が日本人も含め近年増えているように感じますが、外国人の方
が増えてきた為にその傾向が顕著になったのではないかと思っています。車が左側走行を
する日本では、歩行者は基本的に右側を歩かれた方がご自身の安全に繋がるように思いま
すので、そういった面のご指導を是非宜しくお願いしたく思います。

338

「日本の生活ルールや習慣などについて周知する」ことを重点的に取り組んでほしいと思
います。近所の一戸建てに、東アジア人の夫婦(子供2人)が転居してきましたが、夜遅く
までカーテンや窓をあけたまま（部屋が丸見え！）大きな声で話やケンカをしています。
大変近所迷惑です。日本で生活する上でのルールを、もっと教える機会を増やしてほしい
と思います。

339
質問１１に関しては、現在住んでいる外国人にも同じことを聞いた方が、より建設的な結
果が出ると思う。

340

「地域社会に積極的に参加するように促す」については、誰だって地域行事への参加を強
制されたくないので、進めるべきではない。
また、現状は単なる国際交流の段階は過ぎて、外国人が日本国内で本格的にどう生活する
か、真剣に考えるべき時が来ていると思う。

341 実情を十分承知していないので、特になしです。

342

南部地域の団地に住んでいた時は住民の半数が外国人でした。子どもが、小中学生の時は
よく話したが、それ以外は会話はありません。また彼ら自身が、まとまりすぎて日本人の
入る余地が無い。

343 南部地域の団地周辺の秩序が乱れている。

344
主要外国語を取り入れた標識の導入など、身近に接することができるようなまちづくりを
する。

345 取り組み推進のための人材、費用を徹底させる事だと思う。
346 趣味を通じての交流によって打ち解けるのが早いと思います

347
受け入れる家にゆとりがあれば、外国人とともに生活できる体制つまりホームステイがあ
ちこちで、あたりまえになる状態を作る。空き家対策、高齢者1人暮らし対策と連動して
外国人に日常の生活を提案します。

348

受け入れ側の姿勢としてですが、やってくる外国人に対して何でもかんでもサポートする
のはいかがかと思います。 
まず、日本に観光目的ではなく居住目的で来るのであれば、最低限のことは事前に学んで
から来られるものだと思います。それを日本に来たらなんでも受け入れてくれるというイ
メージを外国人に持たれてしまったら、好ましくない人まで大量に訪れるようになるので
はないかと危惧します。 
日本に好意を持って来られる方は少なからず日本のことを学んでから来られると思うの
で、そういう方達に対してはおもてなしの心でサポートすべきですが、そうではない一部
のサポートだけ受けて利益を得ようとする方達はお断りをして良いと考えます。 
要約すると、無条件での多文化共生は反対です。

349
受け入れ体制がシッカリしてないのに、増える事は良くない。 
事件事故イザコザが増え、対応が要るから日本人の積み上げた税金で対処が増える事は気
に入らない。

350
周囲に外国人があまりおらず、なかなか考える機会がないのが現状です。子どもたちの学
校教育の中で、多文化について学べる時間があればよいなと思います。

351

周辺に外国人が増えており、話し声や携帯電話の声が聞こえるが、何を言っているのか解
りません。また、外国人は缶コーヒーや飲み物等を全部飲まず、入ったまま缶等を通路
に、置いていくのが特徴です。長年ビルの管理人として、空き缶やコーヒー缶等のゴミ整
理等をしており、これが外国人文化であると理解しています。 

352

周辺の理解を得るには、外国人に日本のマナーや習慣を覚えて貰うのが大切かと思う。 
一部の人だとは思うけれど、地元の人達との習慣の違いの壁は厚く、コミュニケーション
が取りづらい。 
近所でどういった外国の方が住んでるのか、よく分からない状況なので、お互いの文化交
流が出来るマーケットみたいなイベントがあるといいと思う。

353
宗教が大きな壁となっている。 
宗教間のわだかまりを取り除く取り組みが必要では
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宗教観の違いや、マナーなどの違いがわからず難しい。しかし、就業就学以外でも観光で
訪れているときに災害に遭うこともあり得るのだから、色んな対策は必要だと思う。コロ
ナで帰国が出来なくなるという事態も起きたのだから、緊急時は受け入れ可能な施設もな
どもあった方がいいと思う。

355 習うより慣れろ！まず交流の場を増やす

356

住んでいる地域は、中心市街地から離れた旧町だが、工場に勤務する外国人労働者が近所
のアパートで集団生活をしていたり、家族単位で地域内に暮らしているのは他の地域と一
緒だと思う。飼い主が外国人妻の猫の野放し問題があり、本人達の考えはつないでいるメ
ス猫はうちの猫だが、生んで野良猫のようになっている子猫は知らないという態度、我が
家に迷い込んだ二匹は手術をして飼っているが、その後も子猫が餌あさりに舞い込むの
で、さくら猫にした。ゴミ出しルールを守らないケースもあり、生活や文化の違いをどう
地域に共生させていけばいいのか、自治会役員の立場としても悩んでいるのが実態。自治
体からの生活ルールの理解と実践への指導等が望まれる。

357
住民としての最低のマナー（例えば、ゴミ出し等）を守ってもらわないと、トラブルが起
きやすい。

358

住民登録や自治会への参加を促しているのですか？アパートで生活してる方が多いと思い
ますが、アパート近くのごみ置き場がいつも散らかっていて、異臭がする。このような時
は自治会のメンバーが直接注意する？なんか怖いと思いますが？
自転車通勤で家の前を集団で通過するが、朝は通学後だからいいが、夕方バラバラで、た
ばこをくわえながら行動されるとなんか怖いな。ところで、日本人が外国に暮らす場合、
生活様式は誰が教えてくれるんですか？

359
住民票登録などのタイミングに、行政が日本での生活ルールやトラブル事例などをレク
チャーすべき。

360
初入国時に、税関等で最低限必要な諸知識・ルールなどのリーフレットを準備。また、ビ
ザで入国の場合は､出国時に責任をもって出身国で手当・教育宣伝を実施する事を願う。 
居住地の地方自治体等で、受け入れ登録時に必要な事項の教育宣伝を実施する。

361

諸外国との比較をしたとき、なぜ日本は外国人に甘いのかと常に疑問に思う。そこまで迎
合する必要はなく、むしろ日本で生活したいのならこちらの文化に合わせるのが普通でそ
の意思のない方々は国外退去していただきたい。 
こちらのような田舎でも道端や駅の階段に座り込む外国人に迷惑を感じる。 

362 諸外国に比べて、共生が遅れているが、様々な施策を繰り広げ、進めてほしい。

363
将来の移民受け入れについて　埼玉独自　の政策を打ち出して欲しい。
各市町村からの意見を県がとりまとめ政策につなげる。
※隣接県の事例を手本にするといいのでは・・・

364 小・中学校に日本語を教える時間を確保する必要があると思う。

365
小学校、中学校、高校の外国人の先生を増やしてください。学校に一人だなんて少なすぎ
る。

366

小学生の頃はずっと海外にいたので、多文化共生を意識したことはない。経験上、大人は
新しい文化に馴染みにくいので、子供の教育を充実させれば、その子供たちが地域の行事
などにも親を引っ張り出せるぐらいになるのではないか？ 
仕事上、ASEAN留学生と接するが、幼少時、日本に滞在した経験のある人は、考え方も少
し日本人的である。

367
秩父地域のクライミングパークは、コロナさえ終息すれば多数外国人クライマーが訪問し
ます。
ガイドや仲間として、今後は外国語を覚えたいと考えてます。

368
少子化の時代になり、外国人との共生は必要だと思います。先ずは、外国の方が、日本の
慣習を学べる場が必要かと思います。

369

少子化の日本にとって、外国人の受け入れは避けて通れないと思います。 
真面目に働いている外国人もたくさんいますが、反面、日本の制度を悪用している外国人
も多くいます。 
そこを解決できれば外国人の受け入れを大いに歓迎します。

370

少子高齢化がますます進んでいくことが予想される中、外国人の受け入れは必要不可欠な
ことであると考えます。 
多文化共生の推進は、行政が取り組むべき課題の中でも重要度が高いと思いますので、
しっかり取り組んでいくべきだと思います。

371
少子高齢化が進む中、外国人への期待が高まるのは目に見えているが、治安などに不安を
感じる。



372

少子高齢化が世界に先駆けて進んでいる日本にとって、若者人口、労働人口を確保をする
上では、外国人の受け入れは避けて通れないと考えている。
外国人を受け入れた場合には、外国人街を作らせるのではなく、日本国内の教育(学校)、
地域社会に分散させながら、受け入れていく必要があると考えている。
〇〇県の◯◯町は外国人街なので、ガラが悪い”などという既成事実を作らせてはならな
い。埼玉県ではないが、首都東京の都心で積極的に外国人を溶け込ませるように受け入れ
るべきである。

373
少子高齢化の中で人口・税収の維持・増加のためには唯一の施策だと認識してます。
日本人には十分な英語教育を提供してきてこの状況なので、英語を使うモチベートや外国
人に日本語教育をする方に力点を置くべきかと思ってます。

374
少子高齢化の日本、今後は外国人の就労者が増えることが予想されます。 
優秀な人材ばかりでなく　不良外国人も増加することでしょう。 
その対策のためにも　多文化共生の推進が必要かと感じます。 

375

少子高齢化社会に向かっているわが国では、今後ますます、外国人労働者の必要性があら
ゆる分野で高まる。そのため、在留する外国人労働者に対する日本の生活ルールや習慣な
どを周知徹底させることを、今以上に官民一体となってより強力に推進することを期待し
ます。

376
職場や学校で外国人がいたことはあったが、コミュニケーションを取ることがなくここま
できてしまったので、今後交流できる機会があればいいと思う。

377 慎重な対応が必要であると思います。
378 新型コロナ禍問題を契機に外国人との交流に積極的に参画されることを期待する。

379
新聞やメディアからの情報では、外国人が日本の文化や生活のスタイルに溶け込もうとせ
ず、迷惑な生活スタイルを直そうとしない様子ばかりが目立っている。この生活スタイル
を正していく施策が必要だと思う。

380
関西にいたころは、外国人と付き合いは多かったですが、こちら埼玉県に来てからは、ほ
とんどないです。

381 身近にいないし、世間話で話題になったこともない。

382
身近に外国人がいないので対応することはありません。ただ南部地域には外国人が多く住
んでいるので、日本人と外国人の双方が安全安心な暮らしを送るために理解を深める必要
があります。そのための施策を期待しています。

383 身近に外国人がいないので分からない。

384
身近に交流できる機会があったりしたら、お互いの学習支援になる気がします。ただ、こ
んなものがあるという情報発信をして欲しいです。アンケートで初めて知りました。

385

身近に深くかかわるような、いわゆる外国人はいませんが、接する機会があれば多分身構
えるような気がします。また、最近続発する農産物の窃盗など、今まで考えられなかった
事件が発生すると、つい「外国人？」と考えてしまう自分が「未熟だな」と思ってしまい
ます。多分知らないことへの偏見差別だと思うので、少なくとも啓発活動には耳を傾け続
けていこうと思っています。

386 辛抱強く時間が掛かるので覚悟が必要

387
人口減少が続く中、今後は外国人との共生が不可避と考えます。社会全体で外国人の方と
上手く付き合っていく雰囲気の醸成に期待します。

388

人口減少の中、外国人労働者の方に頼らざるを得ない社会環境であることを理解していな
い人が多い気がします。言葉もわからない国で働く方々へのリスペクトを忘れてはいけな
いという教育が必要だと思います。その為にも、英語教育の充実を望みます。中高6年間
勉強しても英語がほとんど話せない様な教育はもうやめましょう。

389 人口減少社会の中、外国人の存在は重要なので積極的に受け入れていくべき
390 図書館資料の多言語化対応をお願いいたします。
391 推進いただきたい
392 推進させようと無駄な介入しなくても、自然に進むのではないでしょうか？

393
世界にはいろいろな文化の人がいるということを小さい時からしっかりと教えるべき。コ
ロナにかかった人に対する偏見や差別が起きている状況ではなかなか直らないのかもしれ
ない。

394
正直なところ、多文化共生なんて綺麗事で、実際はなにかしら歪みがおこり犯罪が増加す
ると思う。

395 正直に言って苦手、あまり関わりたくない。



396
生活習慣が違うので当然、常識と思って話しても通じない。非を認めないので責めたりせ
ず、書類などで説明しないとわからない。外国人は個人情報や住所を書く事を嫌がったり
するし、日本は個人情報を出しすぎる、違う風習も理解してあげないといけないと思う。

397
生活習慣についての相違がお互いの理解度を妨げることをもっと認識すべきで、それに対
するハンドブックを作成して外国人に配布してはどうか?

398
税金で多文化共生の推進を行わないでほしい 
まずは日本人のために必要なることができてから外国人です。いつから日本は民主主義で
はなくなったの

399
昔から英会話に興味があり、抵抗もあまり無いので外国人とは抵抗なくお付き合いしてい
ます。ママ友で東南アジア出身の方がいて会話は日本語ですが、学校からの手紙について
漢字が読めないことが多くいろいろと教えてあげてます。

400 積極的に交流の場を作って、支援をすることが大切だと思います
401 接する機会が無いから、共生を意識することがない。
402 接する機会が有ったら　お互いに学ぶことが多く　楽しかった
403 絶対に推進するべき。機会があれば参加したい。参加する方法を教えてほしい。

404
先人が築き上げた素晴らしい日本文化を外国人が理解して日本人と共存できるような意識
を持って行動していきたい

405
先日、隣県のある地域の方が、「この辺りは、いつの間にか中国人のほうが多くなってし
まった」と話されていました。留学生失踪問題も同時に考えなければなりません。

406

南部地域など、埼玉は外国人が多く居住しています。中には事情があって母国に帰れない
にもかかわらず、安定した在留資格がない人、働くことが許可されてない人、差別的な扱
いで働いている人、通学していない子供がいます。ぜひ、困っている外国人と支援者の話
を聞いて、援助をお願いします。SDGsと共生について、もっと理解を広げる必要がありま
す。すべての人が健康で文化的な生活が送れるように措置をお願いします。

407
南部地域に中東系とみられる人々が急増しています。運転マナー・ごみ捨てマナーが悪
かったり夜間に屋外で大声で話したりなどの問題が見られるため、県も介入して対策を
打っていただきたい。

408 南部地域ではかなり多くの外国人を見かけますが、接触する機会が全くありません。

409

南部地域には、外国人の町、と言っていいレベルで、どんどん集まっていて、日本人と外
国人の間に壁があると聞きます。文化理解や言語習得のハードルが高いので、もっと気軽
に交流できる雰囲気ならいいのに…、と思います。教育を受けられていない外国人の子供
たちも多いそうなので、何とか対策できないのでしょうか。中東系の人も、存在がグレー
なのかもしれませんが、無視せず対策に取り組んでほしいところです。

410
全員ではないと思うものの、テレビでゴミ捨てなどのマナーを守らない外国人を見ると、
共生の推進といえど、その地域にはあまり住みたくないなと思ってしまいます。

411
相手の外国人が、日本の文化、言葉を尊重するなら助けたいが身勝手な人が多いので関わ
りたくない。

412
相手の文化を知ることも大事であるが、外国の方も日本の文化や習慣などを知り、相互に
受け入れるような社会になっていければいいと思う。

413
多文化共生は理想的ですが、現実は同国人のみで密集し、日本人との共生は無視する外国
人が多いです。彼らが先ず日本に馴染む努力をすべきです。

414
多くのボランティアが活躍できる場があるといいと思います。情報があるのかもしれませ
んがどこで見れるのかがわかりづらいと思います。

415
多くの外国人にとって、日本は僻地と思う。
日本に在住している外国人は、どんな知識や情報を望んでいるか？
アンケート対象を県政モニターに頼るだけでは不十分と思います。

416

多くの文化があるということと、その共生は文化毎に考えないと困難なものだ。イスラム
文化は、インドのヒンドゥー文化は、中国の文化は、東南アジアの文化は、モンゴルは、
チベットは、ロシアは、イヌイットは、ヨーロッパだけでも多文化だ。南北アメリカはど
うか。オセアニアはどうか。アフリカはどうか。全てと共生するということは如何に困難
を伴うか。言語や肌の色だけではない、共通の価値観を共有する必要がある。今般のコロ
ナはこの問題を人類に突きつけている。命に関わる問題として、未来が切り開けるか。

417
多言語を使用できる日本人が意外と多くいる、ボランティアだけでなく 　少しでもお金や
謝礼を出せば色々活用できると思うので、もっと広く活用できる方法を行政は考えて実行
してほしい。

418 多言語交流の場を設けることは 非常に有意義なことだと思います



419
多文化に興味を持てないので、興味を持てるようなイベントや配布物等があるといいと思
う。

420

多文化を学び、理解して生活することは今後の生活として必要なことだとは思うが、言語
の違いや日本人特有のシャイな部分があると、なかなか一歩踏み出せない部分があると思
う。ただ、自分も子供がいる立場なので、今後子供を通じて関わりが持てることもあり得
るので、その際は積極的に多文化を共生していくことは、自分にとっても子供にとっても
間違いなくプラスになると思われる。

421 多文化共生は大切だと思います

422

多文化共生。言葉が一人歩きしている感がある。
今日本にいる外国人に、これから来る外国人に何をどうするか、具体的に考え直さなくて
はならないと思う。
こんなご時世なので、オンラインでイベントやってみるとか。

423
多文化共生。難しい問題でした。周りに異国の方がいない。そんな現実に生きておりま
す。

424

多文化共生？とても良い言葉ですが、実際には難しい。日本で、欧米諸国とアジア諸国出
身の外国人が大勢おられます。欧米人は、私の知る限り、または、経験から、日本の生活
習慣に（ゴミの分別、出す日にち、他、社会的マナー等）従い、わからないことには質問
をしてきます。が、アジア人は、我見が強く、自国の生活マナーを主張します。企業にお
いても、高度な専門を仕事としているアジア人は大抵マナーを心得、仕事もさぼるのでは
なく、日本人と同様にまじめに働いていますので一概にはいえませんが。人出不足でアジ
ア人を雇用する場合が問題だと思っています。まず、日本の最低限の生活習慣を徹底的に
覚えさせることが肝要。そのあとに彼らの文化などを共有すべきと考えます。

425
多文化共生といいますが、何をどうセレクトしてよいかが、正直なところ、わかりませ
ん。

426
多文化共生とは何かがわからないから、意見を出しようがないです。まずは、その言葉を
普及させることを推進してください。

427
多文化共生とはいえ、全てを外国人にもとは意味が違うと思う。日本は日本、外国は外
国、文化は違うという事を理解した上で、日本の良い文化、習慣は壊さないよう、逆に外
国人にも守ってもらう事が必要だと思う。

428
多文化共生と一口にいいますが、個人的には一部の東アジア人とは仲良くしたくありませ
ん。

429
多文化共生については多くの外国人が日本にいる現状からして、お互いに仲良く暮らせる
ように共に励ましあっていきたいと思います。

430
多文化共生については特に年齢が高くなるほど意識が低いように思える。年齢層別にわけ
て意識啓発が必要。

431 多文化共生についてPRをもっとやって欲しい。

432
多文化共生に異議はありませんが、日本のルールやマナーを知らないで違反行為をしてし
まう方への最低限のルールやマナーの周知徹底が必要かと思います。



433

多文化共生の街づくりのボランティアを7年ほどやっておりました。北陸の大学の門前町
に住んでおり、地域には大学留学生（教員）の家族がたくさん住んでいて、月に一度の日
本語交流広場という会合とそのためのミーティングというのが主な活動でした。私は地域
の児童館で子供たちに絵本を読み聞かせたり工作のワークショップを行っていたので、日
本語交流広場に来場する日常生活に困っている外国人に児童館の母親クラブを紹介して交
流を深めるイベントを1年に一度企画したりもしていました。そのイベントは児童館、日
本語交流広場どちらからも好評で、毎年の定期イベントとなりました。外国人が自分の国
を他国で認めてもらえる場所づくりとして、自国紹介のスライドを作ってもらったものを
披露してもらったり、自国の料理を紹介して一緒につくってみたり、自国の遊びを子供た
ちに教えてもらったり、そこで外国人と出会った子供たちや保護者たちがまた日本語交流
広場でボランティアの手伝いに訪れたり、双方向でメリットを持ちあえる関係性になりま
した。ボランティア活動が発達していた北陸から山陰に転居後も、地元市で同じような活
動を地域のボランティアの方と立ち上げました。しかし、埼玉に転居してからは、そのよ
うなボランティアサークルが見つからず、行政の大きなものは最寄りからは遠く、活動継
続を断念しました。できる限り市町村、もっといえば町会レベルで小さな集団を作ってい
くことと、それらを束ねる大きな行政と教育や福祉機関の協力が必要かと思います。でき
れば埼玉でも同じような活動をしたいので、多文化共生プログラムを推進されるプロジェ
クトが既にあるのであれば、もっと認知が広がるように進めて欲しいです。是非お手伝い
したいです。

434
多文化共生の社会が、県民に対して必要性があるのか、ないのか、わからない。多文化共
生をしなかったら、どうなるのか。自分たちへの影響がみえない。

435 多文化共生の推進について、よくわからないので、特にありません。

436
多文化共生の推進については、せめて字単位で民生委員の様な活動ができる人を選定し、
外国人に対する生活、仕事、学校等の初歩的勉強や生活レベルでの日本語勉強などを教え
られる複数の人選をして、行政と一体になった活動ができる事を望みたい。

437

多文化共生の推進についてはとても大切だと思うが、外国人の方が日本の習慣や常識につ
いてもっと学んでいただけたらと思います。 
仕事でのことだが、未納金について支払いを求めた際に「自分の国が断食中のため金銭の
やり取りができなくなっている。支払いを待ってほしい。」と言われたことがあります。
もしそれが本当なのであれば、毎月納めるものなのだから事前に準備していただけたらと
思いました。 
そのようなお互いの困ったことや意識のズレの解消を図る施策を充実させていただきたい
と思います。 

438 多文化共生の推進に賛同します。

439
多文化共生の推進は必要性と感じるが、外国人が身近にいないため、具体的な意見など思
い浮かばない。

440

多文化共生の前に言葉が通じないことには難しいと感じます。そこで、学校の英語で最終
的に英会話、コミュニケーションが取れるように育てることが大事だと考えます。
例えば、韓国では英語が話せますし、台湾では日本語が話せるほど教育で成っています。

私は既に30代ではありますが、今の若い子ですら今だに英語での会話ができないのはそこ
が問題だと思います。どう考えても英語の音の入力が足りていない。
解らない音を文字だけで勉強させるのが間違い。
赤ちゃんが文法から言葉を勉強してますか？
いいえ、音から言葉を覚えていくと思います。埼玉県だけでもそこの改善をした方がよい
です。
我が子には公立の授業が英会話という点では役に立たないと感じているので個別で習わせ
ています。

441
多文化共生の名の下に、日本の文化や伝統が疎かにされてはならないと思う。 
郷に入っては郷に従え、と言われるように、その国のルールが守られて、初めて共生の道
が開かれると思う。

442

多文化共生は嫌いです。 
郷に入っては郷に従えで、日本の文化に合わせる教育を進めるべき。 
他国文化は趣味で個人の自由なので、税金は1円たりとも使用するべきではない。 
日本語教育と日本文化を周知する活動には積極的に公的支援をすべき。 
公共物の多言語化は必要ない。



443

多文化共生は理解していますが、埼玉県には外国人が多すぎます。
南部地域は外国人だらけで「治安が悪い」「チャイナタウン」などと呼ばれて住んでいる
方としたら気分が悪いです。
また外国人の方のマナーが悪い（「歩きスマホ」「道を塞いで歩いている」「ゴミ出しの
ルールを守らない」「同じアパートなのに挨拶さえしない」）と思っています。

444

多文化共生をモラル・良識・秩序・伝統の軽視の口実にしてはならない。
共生すべき多文化は英国ならrespectable米国ならfairness＆justiceでしょうか。
何処の国の文化であれ共生すべきは紳士的な文化です。不良外国人の自己主張は共生の対
象外です。

445
多文化共生を推進する必要性を感じない。日本を愛する方々は帰化なさればよいし、そう
でない方々は日本文化を尊重して生活なさればよいと思います。

446 多文化理解の推進事業の拡大。

447
多方面において外国からの方の力がますます必要になると思います。学校や職場や地域で
偏見や差別がなくなることを望みます。

448 多様性を認め、受け入れることは必要です。ぜひ啓蒙していってほしいです。

449

大規模地震・台風や暴風雨などの時に情報が届かない（言語がわからない）で困ったなど
の報道を見る。日本語の日常会話は話せるが日本語は読めないという外国の方々が多いと
いう。外国人にわかりやすい日本語の言い回しや子供たち（外国人の小学生な ど）への日
本語教育の特別授業や成人向けの公立の日本語学校（夜間など学びやすい環境で）の開設
など工夫したらどうかと考える。

450
第三者の権利侵害がないことを前提にお互いが負担にならないのであれば、ドシドシ推奨
すべきと思います。

451
単に外国人と言っても、韓国人なのか中国人なのか、アメリカ人、白人、黒人、東南アジ
アの人なのか、的を絞って提示されないと答えが出ません。

452
単純に共生とか甘いこと言ってないで 基本的に、『郷に入っては郷に従え』 
自国文化や価値観を横暴で使用する外国人が非常に多い  
また行政の決まりごとが自国（日本人）より外国人に手厚い意味が解らない

453
短絡的な考えですが、①会話教室　②料理教室　等を通じ親睦を深めお互いを理解する市
民運動を支援することも必要かと思います。

454

知らない、ということが、まず壁を作ると思うので、お互いの文化や、日本での生活ルー
ルなどをきちんと学習する場があればと思います。日本人社会、外国人社会と同じ国にい
ながら別々の世界になってしまわないよう、できるだけ交流できる場を提供してほしいで
す。

455 知らないことには、何もできないので、もっと知る機会があるようにする
456 知られていない言葉なので、啓発活動をしなければならないと思います。

457
地域にお住まいの方は、自治会に参加されていないので、孤立しがちです。 
役員高齢化で、自治会も何かコミュニケーションをとる企画を作る体力もない感じです。
県単位、または、地域の企業で、色々アクションがあると、よいなぁと思います。

458 地域活動からのコミュニケーションです。
459 地域別居住状況などを広報等で定期的に県民の意識改革用の情報を発信する。

460
地方公共団体が本邦滞在中の外国人に対して日本文化に基づくマナーやエチケットをSNS
等を通じて積極的に提供する。

461
アメリカの大学(ろう者だけの大学)に、短期留学したとき、いろいろな国の、ろう者と出
会いました。国によって使ってる現地の手話が違うので、外国人向けの日本手話の講習
会、私が時々開催しています

462

中韓だけでなく、東南アジアなどアジア全域、さらにその他の全世界まで広い視野で展開
してこそ本当の意味の多文化共生かと思う。例えば外国語の案内板やパンフレットにして
も、韓国語はあるのにスペイン語やフランス語がないというのは母国語とする人口から考
えても違和感を感じる。

463

中国、韓国、台湾、ベトナム等、欧米語だけではなく特に中国語（北京語）を小学生のう
ちから文化と共に学ばせる、社会人にも語学取得・交流を推進していく事が大事ではない
でしょうか。 
また、県内市町村で小規模のアジアンフェス等のイベントを行政もバックアップしながら
各地で開催していく事で異国お互いの距離も近くなり、より親しみも感じられます。 
多国籍の子供参加のイベントも織り交ぜながら、何を食べ、何で笑うのかに興味をもたせ
る。



464

東アジアの人が多く暮らす南部地域に住んでいます。
ここ数年で街はすっかり様変わりして、中華料理店も多くなりチャイナマネーの力をひし
ひしと感じています。市や県は「チャイナタウン」になっていくことを黙って容認してい
くのでしょうか？

465
東アジアの方々のゴミ問題はよく耳にします。
文化の違いを理解するには民族性というものがあるなぁと思いました。

466
東アジアの人が身近にいて権利ばかり主張し、都合が悪くなると「差別」としていまし
た。
外国人側にも日本で暮らすなら、それなりに風習や常識に従って頂くべきかと思います。

467
中々良い事だと思う。 
進めるべきと思う

468
直ぐには結び付かないが、子供に外国語を話す機会を設ける。文法は別にして、言葉が通
じる（意思疎通ができる）という喜びを体験してもらいたいため。文法に拘ると言葉が出
なくなる。アジア人などは文法などお構いなしに、とにかくよくしゃべる。

469
低所得外国人のサポートが必要 
日本人と結婚し、日本に在住している外国人女性の相談、支援が必要

470 低賃金の労働力提供でなく日本で生活をする人間として人権を保障する社会を目指す。

471
電話相談はかかるのに勇気がいると思うので、いつでも送れるSNSやメールを利用しては
どうかと思う。また、翻訳機能を使えば日本語しか話せない人も対応できるとおもう

472
島国文化が染み着いている日本人であるので、交流会を実施して打ち解けていく必要があ
る。特に田舎に行くほど、その傾向が強い。

473
東京ではコンビニ店員等で外国人に出会う機会も多いが、住んでいる地域ではほとんど会
うことが無い。それだけに考える機会も少ないので、敢えて交流の場をセットするなどの
工夫があると良さそうに思える。

474
東京五輪開催前に「おもてなし」のベースになる会話を何とか出来るように、学校だけで
なく地域でも動ければと思っています。

475
当然どこの地域でも多国籍化してきており、小学校でも増えていることを考慮すれば、地
域社会に積極的に参加できるように配慮することが不可欠。

476 働いている外国人の方々に、健康保険や給料などの充実を。
477 働く場所も、多国籍になって来ているので、翻訳機も必要になってくると思う。

478
同じ言語を話す人同士でのコミュニティが有れば当人たちも相談しやすいだろうと思う。
私も海外で暮らしていた時は、日本人会にお世話になったので。

479
同じ民族でも価値観は異なり、相互理解は難しい。 
外国人との関係で重要なことは、価値観・習慣の違いを認め合うことが必要で、同化を 
求めてはいけませんね。

480 田舎住まいで外国人との接触は殆どない。
481 コロナの今　ますます外国人との関わりが浅くなっている気がする。
482 特に外国人との交流の機会はない。

483
特に教育環境の整備が重要だと考えます。 
外国人を雇う企業に対して労働環境・待遇などに問題はないか、調査・指導 にも力を入れ
て欲しいです。

484
特に集合住宅で日本人と外国人の生活ルールや習慣の違いからトラブルが多いように感じ
ている。分かりやすい案内を徹底してほしい。

485
特別そんな事をしなくても自然に暮らせるようになりますように 
外国人差別とかなくなりますように

486
うちのかみさんは外国生まれでした。言葉もだんだん覚え今では他人とも苦労なく話せる
し生活しています。日本に来て3年位で車の免許とりました。昔知り合いの人の帰化申請
をやってやったことがあります。周りには外国人あまりいないです。

487 難しい。

488

難しい問題です。県南のＵＲ賃貸住宅にたくさん中国人が住んでいるらしいですが、マ
ナーとかゴミのルールとか守らない多くの人たちで苦労していると聞きました。だから
生活習慣の違う外国人と共生するのは生易しい事ではないと思えますから、年月がかかる
と思います。気長にいろいろ試行錯誤して取り組むしかないような気がします。

489 難しそうです
490 難民の受け入れをもっと積極的に行うほうがよい



491
日ごろ接する機会がないので、あまり意見が書けません。
広報誌などで、困っていること、出来ること・協力できることがあれば呼び掛けていただ
けると幸いです。

492 日常で交流する場面が無い。
493 日常の友人知り合いではいないが近所で出会う外国人が多くなっている
494 日常生活に必要な事柄を手助けするサポート体制の充実。

495

日本（人）のやさしさは日本文化として誇るべきだと思うが、そのすきを悪用して、日本
（人）は自国（人）のわがままが通るものとの理不尽、利己的な活動をする外国人の入国
実態に対する理性的な制度、過度の外国人有利な制度設計にならないようにしてほしい。
まだまだ敗戦後のどさくさ紛れの制度不十分さを悪用する外国人には、日本に居住する人
間として正当な義務を課す制度にしてほしい。『知らなかった。』がまかり通ることな
く、『日本に溶け込む努力義務』、『勉強する義務』をきちんと知らしめることにしてほ
しい。

496
日本でのルールさえ守ってくれれば良いと。最近、外国の方の犯罪が多過ぎて、少し怖
い。

497

日本での生活ルール・習慣はしっかり守るべきだと思う。
それが守れない人は日本から出て行ってほしい。
最近不法労働者、不法滞在者による犯罪のニュースをよく見る。
日本に住んでいる人たちが安心して暮らせるよう、不法労働者、不法滞在者に対しての取
り締まりを強化してほしい。
外国人の受け入れ体制を整えられていないのに、人手不足だからとどんどん外国人労働者
を受け入れるのは良くないと思う。
外国人を受け入れる前に、日本国民で何とかすることを考えるべきだとも思う。

498

日本で共生するためには、外国の文化をそのまま持ち込んで完全に再現することは現実的
ではなく、多かれ少なかれ「日本人化」してもらう必要があるだろう。「多文化共生」と
いうスローガンを綺麗なお題目にしてしまうのではなく、そうした現実の泥臭い面を直視
して臨んでもらいたいと思う。

499
日本で生活するのなら、日本のルール、マナーを守ってほしい。 
外国人勝手過ぎます。怖いです。

500
日本で暮らす以上は日本のマナー、ルールは尊重してほしい。 
そうすれば相手の文化も理解する気持ちが生まれる。

501
日本ならではの生活スタイル、習慣を伝えることで、日本でのマナーやルールを知っても
らい、偏見などのない環境を作る必要があると思います。

502 日本にいるから日本のことばかりでなく、受け入れた国の方の文化なども共有すべき

503
日本には日本の独自文化があることや、一般的マナーがあることを学ぶ機会を作る必要が
ある

504

日本に居住を希望する外国人に日本の文化習慣を強要する必要はないが、それを理解し、
地域社会に溶け込む努力は居住する者として取組むべきである。 
同族、同郷者だけの閉鎖的なコミュニティを作りその中だけで生活をし地域社会と接点を
持とうとしない者への対応は必要であると考えます。 
他方で、日本人もまだまだ外国人に対する理解や言語的な壁から積極的な接触を避ける傾
向にある人は多く、外国人が地域社会に溶け込みにくい理由の一つにもなっている。先入
観を無くし苦手意識を取り払うような啓蒙活動を続けることが大切だと考えます。

505
日本に住むのなら日本の文化で生活してもらう必要がある。それを発信していくような事
が必要ではないかと思う。外国人の方々もそうしないと身内だけの狭いコミュニティに
引っ込んでしまい、生きづらいだろうし、日本人との軋轢も生じると思う。

506

日本に住む外国人に対して、日本のルールを教えることも大切かもしれませんが、こちら
が相手国の文化やルールを知ることが、まずは先なのではないでしょうか？そうでなけれ
ば、教えられることも教えられないと思います。日本は、外国人に対して高圧的という
か、見下してるように感じます。

507
日本に住む前に文化、言語、法律を学び理解した上で入国すべきだと思う 
正直申し上げて ゴミの分別から理解させるのは大変で行政は無責任だと思う



508

日本に来た外国人に日本語を学べと言ったところで、少々の会話は覚え、ひらがなやカタ
カナを覚えても漢字習得は難しい。そして、日本にいた時だけの日本語で、帰国すると使
い道がないだろうと思われる。 
そのように外国人に中途半端な日本語習得を期待するよりも、日本人が英語を学び、外国
人とは英語で話し、海外に行っても困らないようにした方がより良いのではないかと思っ
ている。 
ネットのメッセンジャーで海外の方と直接話すことができる。 
長年メッセンジャーを利用しながら、英語を話せないばかりに海外の方との会話を拒否す
る私は、いつも英語を話せたらなあと反省しながらこれを記しています。 
とは言うものの、今どきの翻訳アプリで、英語と日本語を瞬時に翻訳できるアプリを使用
しています。 
更に、オンライン英会話で学習もしています。英会話を使う使わないにかかわらず、来日
外国人にばかり日本語を強制して覚えさせるシステムはいけないと思うので、自分でも学
習しなくてはと反省する。

509

日本に来てくれることはありがたいが、日本人が外国人に合わせるのではなく、 
外国人が日本に合わせる生活環境にしてほしい。外国人に優しいのは良いが、日本人が蔑
ろになっている感じがする。外国に行っても日本語表記などあまり見ない。英語表記くら
いで良いのではないかと思う。厳しい言い方かもしれないが、外国から来て日本のルール
を変えるのは違うと思う。

510

日本のことわざには「郷に入っては郷に従え」という言葉があります。 
他国の文化・風習を尊重はしますが、日本国内で、日本人が外国人の文化・風習に合わせ
るのは少々違うのではないかと思いますし、アメリカのように多民族国家になっていく中
で、日本固有の文化・風習が無くなっていくのではないかと危惧しています。

511
日本のルール　道徳をしらない外国人が多い。行政がしっかり対応すること。
税金を納めさせること。

512
日本のルールやマナーを知っていただき 　トラブルを避けることが出来ればもっと交流を
促せると思う

513 日本のルールを守って欲しい。

514
日本の暗黙のルールを教えてあげる必要性を感じます。日本人の輪に入れず、孤立してい
る外国の方が多くいる様に思います。

515 日本の習慣を取り入れる気のない外国人が多すぎる
516 日本の生活ルールや習慣などについて周知する事はとても重要と思います。

517
日本の中高校生の不良のようにスーパーで購入したものを駐車場などの敷地内に数人で食
べたり談笑したりマナーが悪いと感じる外国人を見かけることがあるので、生活文化の違
いをもっと解消できた方が良いと思うことがあります。

518 日本の文化を継承するため多文化は必要ない。

519
日本は少子高齢化に突入しており、外国人が訪日する機会が多くなります。お互いの理解
は必要です。それが平和日本だと思います。

520 日本古来の、考えを、捨てて、自然体で、海外の外国人と、接して、深く、付き合う事。

521

日本語が使えるかどうかがすべてに優先すると考えるので、大人子供を問わぬ日本語の学
習支援に力を入れるべきだと思う。日本語が流暢であれば職場を選ぶ幅も広がると思うの
で、外国人向けの日本語検定など、日本語の習熟度を計り示せるシステムを設けるべきだ
と思う。

522
日本語が難しいので道路案内の表示が多言語表示になってきているのは良いことだと思
う。一般の店舗内での表示などはまだまだですが、他文化の人たちが過ごしやすい街作り
が大切だと思う。

523
日本語は外国の人にとってハードルの高い言語と思う。現在実施されている「多言語によ
る生活情報」「日本語学習支援」は有効な手段と思います。また、相談支援も必要と思い
ます。

524 日本語を教えるボランティアが有るのでしたら、参加してみたいと思います。

525
日本語を話せる外国人が近所にいます。しかし聞き取りにくいためにお友達ができにくい
と言っています。地域で日本語を学ぶ機会が多いと良いですよね。多分とても不自由にし
てると思います。

526
日本国、日本人の社会習慣、行動規範を理解して守ってもらうことからすべてスタート 
する。



527

日本社会に溶け込む気持ちがさらさらなく内輪だけのコミュニティを楽しむ外国人がいま
すが、そういう人達まで受け入れる必要があるのでしょうか。労働など外国人に頼ってい
る現状はありますが、まずは、魅力的な労働環境を作って、引きこもりの人など日本人を
優先して採用し、外国人に依存する構造から抜け出すことが必要だと思います。

528
日本社会は世界の中では、かなり異質な社会。ルール、習慣が暗黙の了解で実行されてい
る。外国籍の方々は、知らないことが多いと思う。知る機会、ツールを提供することが必
要だと思う。

529
日本人・外国人分けて考えること自体が多文化共生ではないと考える。他国で日本人だか
らと何らかの取り組みをその国や地域で実施しているほうが少ないのでは？

530 日本人・近隣者が理解・日常の生活内での　お付き合いが大切でしょう。
531 日本人がボランティアの日本語教室に積極的に参加する。
532 日本人が外国で暮らす方法とかの周知も必要

533

日本人が外国に留学や移住をする時に、現地で日本語が通じないのは当然なので、日本人
も懇切丁寧に観光地以外で外国語のアナウンスなどする必要はないと思います。日本の文
化や言語を知りたくて来ている人にも勉強にならないと思います。 
出産の時に病院で英語が話せる医師の方が外国人妊婦の対応をしていましたが、専門用語
が意訳出来ずすごく時間がかかっていたのが印象的でした。 
日本人が海外で出産することになったら通訳をつけたりしないといけないのに、何故外国
人は通訳してもらって当然という対応なのかと疑問に思います。  
また、日本の保険制度の悪用など一部では外国人による犯罪なども増加しています。 
そこは共生という耳障りのいい言葉で誤魔化されたくありません。 
一部のこととはいえ、自分も他国の人にとっては外国人だと思うので、他国で日本人が制
度の悪用をして犯罪をしていたら身内の恥だと思うので尚更そう思います。 
外国人がどうこうというよりは人としてコミュニケーションをとって誠実な対応をしても
らえるかが共生できるかどうかなのかと思いました。

534
日本人が外国人との間に壁を作ってしまうことはないでしょうか。言葉が話せない、地方
だと外国人の居住者も少ないので接する機会がない、などが考えられます。 
外国人との交流会があれば参加して、触れ合いたいと思います。

535

日本人が外国人の文化や習慣を知ることはとても大事な事だと思う。こういった事を学べ
る機会がたくさん有ればいい。 
ただ、まずは前提としては日本に於いて、外国人も日本や日本人の文化や習慣を知っても
らい、必要に応じて実行してもらう事が大事。

536 日本人が日本のことについて知見を高めておく事だと考える。

537
日本人で生活していても、日本人向け行政サービスを知る機会や目にする機会が少ないの
で、外国人の方は尚更、援助や周知が必要だと思う。 

538
日本人に対して、差別意識（特に西欧人以外に対する）を抱かないよう教育するのが第
一。これが無くならない限り、多文化共生なんて夢のまた夢。

539
日本人の考え方は人の中身でなく外観で判断し自分より 素晴らしいところがある事を認識
するべきである。日本に来るぐらいだから 向上心はあるはず、身体的には数段上位であ
る。

540
日本人の国民性等に鑑みて、多文化共生が実現できるか否か若干疑問の余地はなくもな
い。

541
日本人の知人に聞くと、外国人との交流がないため、存在が怖いとのこと。 
これでは、共生にはほど遠いので、交流できる機会や、普通の生活に外国人がもっと溶け
込めるように何か工夫が欲しいです。

542

日本人の方がどちらかというと外国人を受け入れないように見受けられる。 
近くに外国人が住んでいると治安が悪くなるような悪口をいう人が少数いることは確かで
す。 
まずは日本人の意識改革が先のような気がします。

543

日本人は海外の人と話すのに対して苦手意識を持っている人が多い。語学に堪能でなくて
もけっこう話は通じるもの。苦手意識なしに交流できるようになる施策があるといい。例
えば、県や市町村の自治会との窓口担当者に外国人を起用するとなどして、外国人と話す
機会を増やしたらどうか。

544
日本人は外国人に対していろいろ指導するのを遠慮しがちである。 
もっと積極的にコンタクトするよう行政でも指導すべきである。



545

日本人は不快な思いをしても、その場で言わずに我慢してしまったり、言葉の壁で諦める
ことが多そうなので、外国人に対してルールを明確にできたらいいと思います。
大抵、日本に来る人は親日だったり、日本文化を尊重しているだろうけど、地域で暮らす
となると価値観の違いが摩擦になりやすいので、なんとなく空気を読んでではなく、外国
人の常識とは違うことを前提にした分かりやすさが必要だと思います。(注意だけでは直
さない人にはルールを破ったら罰金など)日本人の差別意識を減らすには、人権教育も
もっと必要だと思います。

546
日本人は封鎖性と思うけどそんなことはないのだと、自分に言い聞かせてるが、やはり外
国の人との接触は苦手と思いこんでしまう。外国の人との交流の場があちこちで作られる
といい。 

547
日本人も外国人もそれぞれに文化に対する偏見や理解不足がたくさんあると思う。そうい
うそれぞれの文化を知る機会をたくさん作っていかなければならないと思う。

548
日本人も外国人も無料での集会をとにかく働きかける。みんな興味があるはず。偏見を持
たないようにとにかく働きかける。

549 日本人も外国人を排除してはいけないが、外国の方々も郷に入れば郷に従ってほしい。

550
必ず後悔する未来が見える。日本は本当に諸外国の後追いが過ぎる。行政も時代や｢流れ｣
に乗るばかりではなく、他国の失敗例に学ぶべきだ。

551

標識・案内の外国語表記は日本語と英語で十分。電車の液晶パネル案内で路線図が表示さ
れるが、土地勘のない地域の電車にのったときに3～4カ国語のローテーション（中国語・
朝鮮語など）で表示されるとまで表記するとややこしいのと理解するまでに時間が掛かる
ため。 
また、英語が話せる日本人はまだまだ少ないが、英語が話せる外国人は多数いるので日本
語と英語の表記で十分。

552 不法投棄のゴミ問題、運転マナーの悪さなどが顕著なので、徹底的に教育してほしい

553
夫は英語が堪能なので、ボランティアガイドの会に以前所属しておりましたが、県や市の
文書の英訳などがひどかったようで、きちんとできる人に今一度チェックしてもらうなど
の対策が必要だと思います。

554
普段、外国人との交流が無いが、もし必要であればサポートしたいとは思う。 
今後は、機会があれば交流してみたい。

555
文化の違いからかマナーの悪い方がいて、話してもなかなかわかってもらえない場合もあ
ります。日本のマナーについて周知できる場があると良いと思います。

556
文化の違いが多いので、互いの理解が必要。まずは生活環境のことから、互いに勉強する
ことが必要だと思います。

557 文化や価値観による勘違いを見つけたら、その都度、対策を考えていく。
558 文化摩擦があったときの相談窓口をしりたい。
559 偏見をまず親からなくす
560 偏見を持たないためには交流が大切です。

561
片言の日本語はお互いに顔を見てなら良いのですが、１番困るのは電話。言葉の微妙なニ
アンスが分からないので意味が通じないことです。

562
防犯上、外国人との交流の危険性を周知した上で、安全な共生について方針を打ち出さな
いと、うっかり人を信用する習性のある日本人にとって外国人との共生は危険です。

563

殆どの県民は埼玉県で暮らしている外国人の増加に対して危機感は無いのでしょうか？私
は外国人の犯罪率の高さに非常に危惧しています。人種・民族差別を助長していると思わ
れても困りますが、犯罪を犯す外国人の数は日本人の比では無い事は火を見るよりも明ら
かです。特に一部の国からの移住者や帰化人の犯罪率の高さは群を抜いており、埼玉県の
みならずに日本国も含めて今以上に外国人が増える事に反対しています。又、法規制を厳
しくして凶悪犯罪を犯した場合は永住権や帰化を取り消して強制帰国させる事も実施する
べきだと思います。埼玉県当局の賢明なる判断を望みます。

564
民族差別、人種差別を傍観するのは加害者と同じだが、さいたま市が朝鮮学校をマスクを
配布の対象外としたことは積極的な加害行為に映る。さいたま市職員あるいは幹部には人
権教育を受けてほしい。そのうえで市民に啓蒙活動を。 

565

目的（主旨）が大事。ダイバーシティは１０年位前から言われていて、その取り組みには
理由も含めて理解できますが、日本人としての文化・風習も理解し、新たな価値に耳を傾
ける。その目的は国際協力（協調）、紛争解決、etcで自国の労働力人口を外国人をあて
にしてはならないと思います。



566

夜道など、近くに外国の方がいると怖いと思ってしまうことがあり、自分の中の差別意識
に気付かされる。相手の文化や国を知らないから、日本人と区別してしまい怖いのだと思
う。日本で学ぶ人、働く人への相談体制を充実させ、互いに安心して暮らせる街作りが大
切だと思う。外国人、日本人ともに、貧困に悩む人が増えると、治安の悪化に繋がると思
う。

567

幼稚園のクラスのママに、毎年何人か外国人の方がいます。それ以外ではほとんど付き
合ったことがありませんが、せっかく日本に興味を持って来日してくれたのであれば、で
きるだけ親切にいろいろ教えてあげたいです。そう思っている人は多いと思いますので、
そんな交流の場、交流できるイベントなどがあればいいと思います。

568
来た人には日本を好きになってもらいたいし、生活環境が異なり大変なのはわかるので手
助けも暫くは要ると思う。ただ、共生を寄生と感じないようにする工夫は大変かもしれな
い。

569
頼られれば助けてあげると思いますが、そういう状況にないですね。でもみんなが対応で
きるようにしておいた方が良いですね。

570

利用者の大半が日本人であるのに日本語で情報を得られないことがたまにあります(駅の
電光掲示板で外国語表記のみのタイミングや観光地パンフレットで日本語版がないなど) 
もちろん外国語での表記も必要だと思いますが、日本語でも情報を得られるように日本語
+他言語のような並記をしていただきたいです。

571
隣家が東アジアの方だった。長女が勤務している。時々友人などが訪ねてくるがあまり接
触していない。

572 話のきっかけが見つからない。
573 枠の狭い日本人の意識を拡げる良い機会だと思いますので積極的に推進してください。


