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は じ め に 

 

現在、神奈川県には約 17万４千人の外国籍の方々が暮らしており、その国籍

や出身地は多様で、定住される方も増えています。また、2020 年東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会の開催が決まり、今後、外国人観光客の増加が

予想される中、世界の方々を迎えるにふさわしい地域づくりを目指していくこ

とが、これまで以上に行政に求められています。 

 こうした状況の中、本県の魅力を世界に発信し、世界から多くの方々に来て

いただくためにも、神奈川がこれまで築き上げてきた多文化共生の地域社会づ

くりをしっかりと進めていくことが必要です。 

「かながわ自治体の国際政策研究会」は、県内自治体相互の緊密な連携を図

り、地域の国際化に関する施策の充実と推進に資することを目的として平成２

年に設置され、様々な調査研究、研修等を実施しております。 

調査研究事業としては、平成 26年度に「東京オリンピック・パラリンピック

に向けた県内自治体の連携研究部会」を設置し、２ヵ年にわたり東京オリンピ

ック・パラリンピックに向けて県内自治体間で協議し、県民向けにオリンピッ

ク・パラリンピックへの機運を高めるための、外国人によるコミュニケーショ

ン出前講座を実施するなど実践的な活動を行ってまいりました。 

今後も、東京オリンピック・パラリンピックに向けて県民の機運を更に高め

てもらうための取り組みを実施したいと存じます。 

また、研修事業においては、「外国人が定住する上で抱える課題について－手続

きの観点から－」をテーマに、外国人が来日し定住するための手順と、日本に

来てから必要な手続き（自治体、金融機関、医療機関、教育機関等）に伴う課

題について考え、ワークショップを行う研修会を実施しました。 

この「サラダボウル 23」では、当研究会の一年間の事業実績と、県内各自治

体の国際関係施策についてまとめています。 

ご活用いただけたら幸いに存じます。 
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＜SALAD BOWL（サラダボウル）とは？＞ 

現在、世界のボーダレス化がますます進展し、さまざまな国々から来た人々

が、私たちの地域で生活しています。こうした状況の下、いろいろな背景をも

つ人々が共に手をとりあい、また、お互いに個性を発揮して、いきいきとした

社会を築いていくことが私たちの願いです。 

ちょうど「サラダボウル」の中で、個性豊かなサラダの素材が、それぞれに

自己主張しながらもサラダとして一体感を保っているように・・・ 

こうした願いから、当研究会の年次報告書のタイトルを「サラダボウル」と

しています。 



 

 

かながわ自治体の国際政策研究会 

平成 27年度事業報告 
 

１ 総会 

  開催日：平成 27年 7月 29日（水） 

  場所：かながわ県民センター13階 1301会議室 

  内容：①平成 27年度かながわ自治体の国際政策研究会事務局長及び会計責任者について(案 

②平成 26 年度事業報告（案）、③平成 26 年度収支決算（案）及び監査報告、④平

成 27年度事業計画（案）、⑤平成 27年度収支予算（案）、⑥平成 27年度研修事業

（案）、⑦平成 28～31年度役員選出（案） 

    その他：情報交換 

 

  ２ 幹事会 

【第１回】 

   開催日：平成 27年７月 13日(月) 

   場所：かながわ県民センター 12階 第１会議室 

     内容：①平成 27年度かながわ自治体の国際政策研究会事務局長及び会計責任者について(案)、

②平成 26 年度事業報告（案）、③平成 26 年度収支決算（案）及び監査報告、④平

成 27年度研修事業（案）、⑤平成 28～31年度役員選出（案）⑥平成 27年度事業計

画（案）⑦平成 27年度収支予算（案） 

その他：情報交換 

 

【第２回】 

平成 28年度事業計画(案)について書面表決。 

 

３ 調査研究事業 

（１）調査研究部会 

  「東京オリンピック・パラリンピックに向けた県内自治体の連携研究部会」 

参加自治体 

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木

市、海老名市、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、神奈川県                    

計 16自治体 

 

    【第４回部会】※第１回から第３回は平成 26年度に実施 

開催日：平成27年10月９日(金) 

場所：かながわ県民センター 13階 1301会議室 

内容：部会員自己紹介、平成26年度の協議内容報告、出前講座実施報告（H27.3.23

川崎市実施分）、出前講座の今後の展開について、自治体向けアンケート及

び出前講座参加者向けアンケートの作成・実施について、成果物・報告会に

ついて  

 

【第５回部会】 

開催日：平成27年12月24日(木) 

場所：かながわ県民センター 13階 1301会議室 
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内容：部会長の交代、出前講座実施報告(H27.12.5小田原市実施分)、アンケート

調査結果中間報告、報告会、報告書の内容協議 

 

【第６回部会】 

開催日：平成28年２月２日(火) 

場所：かながわ県民センター13階 1301会議室 

     内容： 出前講座実施報告（H28.1.11鎌倉市実施分、H28.1.18横浜市実施分）、

報告会に向けてグループ協議（出前講座グループ、オリパラに関するアン

ケート調査グループ、県内自治体のオリパラに向けた組織体制調査グルー

プ） 

 

    【報告会】 

開催日：平成28年３月22日(火) 

場所：県立地球市民かながわプラザ １階 多目的室 

内容：①部会検討結果報告 

出前講座実施報告、オリパラに関するアンケート調査結果報告、県内自治体

のオリパラに向けた組織体制調査結果報告 

②有識者による講演、部会検討結果報告への講評 

講師：(特定）地域国際活動研究センター（CDIC)事務局長杉本正次氏 

      

   （２）出前講座 

オリンピック・パラリンピックを市町村や地域と一体となって盛り上げていくことを目的

とした外国人によるコミュニケーションについての出前講座。 

対応自治

体 

開催時期 主な内容 

小田原市 平成 27年 

12月５日 

出前講座「アラビア語とイスラム文化」の実施 

場所：小田原市役所本庁舎７Ｆ大会議室 

講師：ネーマ・オスマン国際交流員（エジプト人） 

受講者：８名（通訳・翻訳ボランティア） 

鎌倉市 平成 28年 

1月 11日 

出前講座「アラビア語とイスラム文化」の実施 

場所：鎌倉生涯学習線ター第６集会室 

講師：ネーマ・オスマン国際交流員（エジプト人） 

受講者：18名（一般・観光ボランティアガイド） 

横浜市 平成 28年 

1月 18日 

出前講座「アラビア語とイスラム文化」の実施 

場所：県民センター（ミーティングルーム 711） 

講師：ネーマ・オスマン国際交流員（エジプト人） 

受講者：18名（保土ヶ谷国際交流コーナースタッフ等） 

 

 

４ 研修事業 

総会での決定に則り「外国人が定住する上で抱える課題について－手続きの観点から－」

のテーマで、研修を実施。 

 

開催日：平成 27年 12月 22日（火） 

場所：県立地球市民かながわプラザ １階 研修室Ａ 

     受講者：20名 
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講師：（一財）自治体国際化協会地域国際化推進アドバイザー 松本 義弘氏  

（横須賀市市民部次長/衣笠行政センター館長） 

テーマ：「外国人が定住する上で抱える課題について－手続きの観点から－」 

内容：外国人が来日し、定住するための手順と、日本に来てから必要な手続き（自治体、

金融機関、医療機関、教育機関等）に伴う課題について考え、ワークショップで支援

の糸口を探った。 
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報 告 書   

講 座 名 平成27年度かながわ自治体の国際政策研究会 研修会 

日  時 平成27年12月22日(火) 

10：00～12：00 

場 所 県立地球市民かながわプラザ １階 

研修室Ａ 

主 催 者 かながわ自治体の国際政策研究

会 

出席者 県内自治体職員及び国際交流協会等の

職員20名 

１．講座内容 

（１）テーマ 

   「外国人が定住する上で抱える課題について―手続きの観点から―」 

 

（２）講師 

（一財）自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー 松本 義弘 氏（横須賀市衣

笠行政センター館長） 

 

（３）内容 

    ある一人の外国人が日本に来日することを想定し、来日後直面する課題を、出来事順

に追いながら、その解決方法について参加者皆で考えた。 

    外国人が来日し、定住するための手順と、日本に来てから必要な手続き（自治体、金

融機関、医療機関、教育機関等）に伴う課題について考え、ワークショップで支援の糸

口を探った。 

 

２．感想 

（１）目的達成状況 

来日後の外国人がどのような課題に直面するかを知ることができ、自治体職員の外国

人支援のあり方を考える上で大きな参考となった。 

 

（２）参加者の主な感想・意見 

○ グループワークで来日後の外国人が遭遇する出来事を想像することにより、外国人

の置かれている状況をより深く理解し、身近な問題として捉えることができた。また、

自治体職員として、外国人支援の必要性を改めて感じ、支援の方向性についてより理

解することができた。 

○ 外国人人口が増加し、周辺の環境も多様化していく中、外国人支援とは何かを深く

考え、支援について学べる満足のいく講座だった。一方で、職員も予算も減少する中、

外国人の定住率が上昇しており、外国人支援のため、多くの労力、コストを割くこと

などの現実的な課題を実感した。 

○ ワークショップ形式だったため、他の自治体とよい意見交換ができた。知らないこ

とを気付くことができ、そのことについて講師より説明があり、分かりやすくて楽し

い研修であった。 
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東京オリンピック・パラリンピックに向けた県内自治体の連携研究部会概要

平成26・27年度
かながわ自治体の国際政策研究会

東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けた県内自治体の連携研究
部会 活動報告

平成２８年３月２２日（火）

神奈川県立地球市民かながわプラザ

1

部会の趣旨

2

 かながわ自治体の国際政策研究会の調査研究事業
として、2年を期間とする部会を設置

 過去の部会例

県内の多言語情報共有化検討部会（平成
24～25年度）

多文化共生の意識向上検討部会（平成22
～23年度）

災害時外国人住民支援検討部会（平成20
～21年度）

部会のテーマ

3

 事前に全自治体に希望テーマの照会があり、
「東京オリンピック・パラリンピックに向け
た県内自治体の連携研究部会」に決定

 趣旨
東京オリンピック・パラリンピック競技大会
開催に向けた各自治体の取組について情報交
換するとともに、県内自治体が連携して取り
組めることがないか研究するもの。

部会員（16自治体）

4

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、
平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、
逗子市、厚木市、海老名市、開成町、
箱根町、真鶴町、湯河原町、神奈川県

部会の経過

5

回数 開催時期 主な内容

第１～
２回

平成２６年
９、１１月

部会の趣旨、部会長の選任、出前講座の実施（@川崎）、オリパラ
に向けて県内の標識等の多言語化標記について検討

第３
回

平成２７年
１月

出前講座の内容検討、県内の標識等の多言語化標記について協議、
検討
※出前講座実施 ２８年３月２３日 （＠川崎市）

第４回 平成２７月
１０月

今年度の出前講座の方向性検討、報告会の内容検討（①出前講座実
施報告②オリパラに関するアンケート調査、③県内自治体のオリパ
ラに向けた組織体制）
※出前講座実施 ２７年１２月５日 （＠小田原市）

第５回 平成２８年
１月

出前講座実施報告、アンケートの中間報告、報告会の内容検討
※出前講座実施 ２８年１月１１日（＠鎌倉）１月１８日（＠横
浜）

第６回 ２月 報告会での報告内容検討

報告会 3月 部会の目的、経過、成果等の報告

課題

6

1.オリパラの機運を県民の皆様にどうやって高め
てもらうか

⇒出前講座の実施
2.県民の皆様のオリパラの認知度は？自治体に期
待していることは？

⇒アンケート調査の実施
3.他の自治体では、オリパラにどのように取り組
んでいるのか？

⇒（今後の連携を見据え）
県内自治体の組織体制を調査
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東京オリンピック・パラリンピックに向けた県内自治体の連携研究部会概要

グループ分け

7

部会員を３つのグループにグループに分
け調査研究を行った。

1.出前講座グループ

2.アンケート調査グループ

3.県内自治体のオリパラに向けた
組織体制グループ
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出前講座実施報告 

平成26・27年度かながわ自治体の国際政策研究会 

東京オリンピック・パラリンピック
に向けた県内自治体の連携研究部会 

出前講座グループ 
横浜市  川崎市 

小田原市 鎌倉市 

神奈川県 

 

出前講座の目的 

• ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技
大会の開催地決定 
 

• オリンピックをきっかけとして観光やビジネスで県
内を訪れる外国人の増加 
 

• 県はオリンピック・パラリンピックを市町村や地域
と一体となって盛り上げ、県民のホスピタリティの
向上を図る 
 

• 出前講座を通じて、外国語によるコミュニケーショ
ンを進め、多文化共生社会の実現を図る 

川崎市の出前講座 

• 日 時：平成２７年３月２３日（月） 
     １２：１０～１２：４０ 
 

• 場 所：みた・まちもりカフェ 
    （川崎市多摩区三田） 
 
• 講 師：トン・アンジーさん 
    （カナダ出身、川崎市国際交流員） 
 
• 受講者：７名（みた・まちもりカフェ英語講座 
     受講生） 

川崎市の出前講座の概要 

• カナダの地理や特徴（多民族国家で公用語は英
語とフランス語） 

 

• カナダ人の生活（郷土料理、スーパーマーケッ
ト、家賃、税金などの話） 

 

• カナダのオリンピックの開催地や有名なオリン
ピック選手 

川崎市の受講者の感想 

• 外国の方に自国の事を教えてもらったり、質問
できる良い機会となった 

 

• オリンピックや外国への興味や関心が少し高
まった 

 

• 英語の基礎的な知識を持っている人には物足り
ない内容だった 

川崎市のまとめ 

• 受講者が英語講座参加者でもともと外国への関
心が高かった 

 

• 受講者に英語や北米に関する知識があり、１回
限りの講座では満足できない 

 

• 英語以外か、外国語にあまり触れたことがない
人を対象とした方が効果的ではないか 
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出前講座実施報告 

小田原市の出前講座 

• 日 時：平成２７年１２月５日（土） 
     １０：０５～１１：４５ 
 
• 場 所：小田原市役所本庁舎７階大会議室 
     
• 講 師：ネーマ・オスマンさん 
    （エジプト出身、神奈川県国際交流員） 
 

• 受講者：８名（小田原市通訳・翻訳ボランティ
ア） 

小田原市の出前講座の概要 

• アラビア語が話されている地域の説明 
 
• ムスリムを接遇する時の注意点 
（１）飲食：豚肉とアルコールが入っていないか   
      食材の一つひとつを確認 
（２）礼拝：１日に５回礼拝するため、清潔で 
      静かな場所の確保が大切 
 
• お祈りの方法や必要なものの説明 

小田原市の出前講座の様子（１） 小田原市の出前講座の様子（２） 

小田原市の出前講座の様子（３） 小田原市の受講者の感想 

• ムスリムの考えや悩みを知ることができた 
 
• ネーマさんが十分に準備をし、日本語も上手で分かりや
すかった 

 
• サービス業をしているので、これからの仕事に活かせそ
う 
 

• 個人経営のレストランなどはハラールへの理解や対応は
難しい 
 

• ムスリムが日本に滞在している時は、日本文化に譲歩で
きないのか 

8



出前講座実施報告 

小田原市のまとめ 

• 日本にはなじみがないイスラム文化の話であっ
たため、皆興味深く話を聞いた 

 

• 受講生からの質問が多く、イスラム文化を知り
たいという意欲が感じられた 

 

• 講座の時間が足らず、予定していたアラビア語
の挨拶やグループワークの時間が取れなかった 

鎌倉市の出前講座 

• 日 時：平成２８年１月１１日（月：成人の日） 

     １４：００～１６：３０ 

 

• 場 所：鎌倉生涯学習センター第６集会室 

    （鎌倉駅東口徒歩３分） 

 

• 講 師：ネーマ・オスマンさん 

    （エジプト出身、神奈川県国際交流員） 

 

• 受講者：１８名（一般・観光ボランティアガイド） 

鎌倉市の出前講座の概要 

• アラビア語が話されている地域 
• ムスリムを接遇する時の注意点 
（１）飲食：豚肉とアルコールが入っていないか   
      食材の一つひとつを確認 
（２）礼拝：１日に５回礼拝するため、清潔で 
      静かな場所の確保が大切 
• お祈りの方法（アザーンの音声を聞く、清浄の方法
や必要なものの説明） 

• アラビア語講座（資料に沿った挨拶の説明後、二人
一組になって、簡単な挨拶の練習） 

• 質疑応答 

鎌倉市の出前講座の様子（１） 

鎌倉市の出前講座の様子（２） 鎌倉市の出前講座の様子（３） 
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出前講座実施報告 

鎌倉市の受講者の感想 

• ネーマ先生が日本語が流暢で、とても魅力的なので、素
直に話が入ってきた 

 
• イスラム教でも国により習慣が違うのには驚いた 
 
• アラビア語の挨拶を教えてもらって楽しかった 
 

• ＩＳ問題でイスラム教は危険視されがちだが、その払拭
の意味で、本講座は良かった 

 

• 豚はどうして除外されるのか、神の前には全ての動植物
は平等でないのか、どうしても理解できなかった 

鎌倉市のまとめ 

• ２時間半の講座であったが、アンケートではほとんどの
人が「大変良かった」、時間は「ちょうど良い」と回答 

 

• 江ノ島がオリンピックセーリング競技の会場であること
から、すべての外国人に挨拶ができるとよい 

 

• マイクの調整が悪かった、アラビア語の板書が分からな
いなどの声もあったが、有意義な時間が過ごせた 

 

• また受講したいとの要望もあり、可能であれば２回目も
考えたい 

横浜市の出前講座 

• 日 時：平成２８年１月１８日（月） 
     １４：００～１５：３０ 
 

• 場 所：かながわ県民センター 
       ミーティングルーム７１１号室 
 
• 講 師：ネーマ・オスマンさん 
    （エジプト出身、神奈川県国際交流員） 
 
• 受講者：１８名 
    （保土ケ谷国際交流コーナースタッフほか） 

横浜市の出前講座の概要 

• アラビア語が話されている地域 
• ムスリムを接遇する時の注意点 
（１）飲食：豚肉とアルコールが入っていないか   
      食材の一つひとつを確認 
（２）礼拝：１日に５回礼拝するため、清潔で 
      静かな場所の確保が大切 
• お祈りの方法（アザーンの音声を聞く、清浄の方法
や必要なものの説明） 

• アラビア語の説明 
（資料説明後、簡単な挨拶の練習） 
• 質疑応答 

横浜市の出前講座の様子（１） 

 

横浜市の出前講座の様子（２） 
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出前講座実施報告 

横浜市の出前講座の様子（３） 

 

横浜市の受講者の感想 

• あいまいだったイスラム教の知識に肉付けができた。 
 
• 「ハラール」は食物に対してのものと思っていた。生活全般
に「ハラール」と「ハラーム」があることを知った。 

 
• イスラム教のことを多く学んだ。私たちの日常とはかけ離れ
ていると感じたが、違う文化を知ることは大切だと思った。 

 
• リアルな話が聞けて勉強になった。 
 
• オリンピックの出前講座には適当でないような気がする。で
もイスラム民族の特性、習慣を知ることには意義があると思
う。 

横浜市のまとめ 

• 全員が「大変良かった」又は「良かった」と回答 

 

• 講師の説明が分かりやすくよかった、なぜアルコー
ルや豚肉がダメかなどの普段聞く機会のない話が聞
けてよかった、といった、コメントが多く寄せられ
た。 

 

• スタッフ向けだけではなく、利用者向けにも開催し
たいとの声があった 

 

出前講座グループのまとめ 

• 外国の方の文化的な背景を、より具体的に感じることがで
き、多文化共生社会の実現に近づく絶好の機会 

 

• オリンピック・パラリンピックのインバウンド対応につな
がり、オリパラの機運を高めるきっかけになる 
 

• 日本になじみのないテーマを選び、時間を十分にとり、簡
単な挨拶の実習を加えるなど講座を一工夫することにより、
受講者の国際交流に対する意欲を高められる 
 

• 特に、かながわ自治体の国際交流研究会所属で、国際交流
員を受け入れられない市町には、大変有意義な企画 
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東京オリンピック・パラリンピックに関するアンケート調査結果報告 

平塚市   厚木市 
箱根町   逗子市 
相模原市   開成町 

アンケート調査方法 

アンケート回答者は外国人によるコミュニケー
ション出前講座の参加者 

開催日等 

 平成２７年１２月５日 小田原市 回答者８名 

 平成２８年１月１１日 鎌倉市   回答者１８名 

 平成２８年１月１８日 横浜市   回答者１８名 

アンケート調査結果 

27% 

12人 

62% 

27人 

11% 

5人 
男性 

女性 

無回答 

回答人数及び男女比 

アンケート調査結果 

年齢 

10代, 1, 2% 20代, 3, 7% 

30代, 4, 9% 

40代, 6, 14% 

50代, 13, 30% 

60代, 7, 
16% 

70代, 9, 
20% 

無回答, 1, 2% 

アンケート調査結果 

職業 

１．会社員 
16% 

２．自営業 
9% 

３．公務員 
2% 

４．学生 
2% 

５．その他 
59% 

6．無回答 
12% 

アンケート調査結果 

 

 

79% 

21% 知っている 

知らない 

Q1 神奈川県内でオリパラの競技が行われることを知っていますか？ 
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東京オリンピック・パラリンピックに関するアンケート調査結果報告 

アンケート調査結果 

 

 
Q2 オリパラ開催に対して期待していることはありますか？ 

（複数回答可） 

77.3% 

22.7% 

43.2% 

4.5% 

13.6% 

0. % 20. % 40. % 60. % 80. % 100. % 

1.オリパラを機に来日する外国人との交流 

2.地域のスポーツ振興 

3.地域の経済への影響 

4.特にない 

5.その他 

アンケート調査結果 

 

 
Q2 オリパラ開催に対して期待していることはありますか？ 

   （その他に記入があったコメント） 

 交流事業等を通じて来県した外国人と積極的に交流す
る。 

 一部の関係者だけのものにするのではなく、常に情報を
開示し興味のない人へも問いかけることが大切だと思う。 

 外国人客がトラブルに遭わないように、また、テロが発生
しないよう警備を厳しくする。 

 日本のことをたくさん知ってほしい。 

アンケート調査結果 

 

 
Q2 オリパラ開催に対して期待していることはありますか？ 

   （その他に記入があったコメント） 

 異文化理解を深めたい。 

 標識や表記の誤りを修正する。 

 通訳の機会 

 健全な財政支出 

アンケート調査結果 

 

 
Q3 オリパラに向けて、神奈川県や県内市町村が取り組むべき課題 

   は何ですか？（複数回答可） 

63.6% 

47.7% 

61.4% 

70.5% 

47.7% 

54.5% 

11.4% 

0. % 

25. % 

0. % 10. % 20. % 30. % 40. % 50. % 60. % 70. % 80. % 

1.来日外国人の受け入れ施設の充実 

2.道路標識の多言語表記の整備 

3.レストランメニューの多言語表記 

4.ハラル（※注）対応施設の拡充 

5.Free WiFiの整備 

6.通訳ボランティアの育成 

7.スポーツ振興イベントの実施 

8.特にない 

9.その他 

（※注）イスラム教徒がお祈りをする場
所を確保した建物や、イスラム教徒が
食べてよいとされる食品を出すレストラ
ン等のこと 

アンケート調査結果 

 

 
Q3 オリパラに向けて、神奈川県や県内市町村が取り組むべき課題 

   は何ですか？（その他に記入があったコメント） 

 民泊や英国でいうB&B（※）を推進されたい。 

 ハード面での経済負担を少なくし、市民活動の叡智を利
用することが必要だと思う。 

 鉄道バスなど公共交通機関は、日本語を知らない外国
人が利用できるように工夫するべき。（日本語を読めない
人は、切符すら買いづらい） 

（※）Bed and breakfastの略で、比較的低価格で宿泊と朝食を提供する宿
泊施設のこと。主に家族経営で民家を改築したものが多い。 

アンケート調査結果 

 

 

 ①（来日外国人の受け入れ施設の充実）や④（ハラル対
応施設の拡充）については、オリパラ後の活用方法や維
持負担も考慮する必要がある。 

 ②（道路標識の多言語標記の整備）は極力言語をへら
す。多すぎるため、かえって一つ一つの標識が見にくく
なっているのが現状。 

Q3 オリパラに向けて、神奈川県や県内市町村が取り組むべき課題 

   は何ですか？（その他に記入があったコメント） 
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東京オリンピック・パラリンピックに関するアンケート調査結果報告 

アンケート調査結果 

 

 
Q3 オリパラに向けて、神奈川県や県内市町村が取り組むべき課題 

   は何ですか？（その他に記入があったコメント） 

 オリパラという言葉は、あまり感じがよくないです。 

 交流団体・ボランティアの通訳機関・個人などへの協力
依頼をするための窓口作り。 

 言語、民泊、案内、料理などにおいて、協力者が協力で
きる体制づくり。言語以外にマークで示したらどうか。
ATM等 

アンケート調査結果 

 

 
Q3 オリパラに向けて、神奈川県や県内市町村が取り組むべき課題 

   は何ですか？（その他に記入があったコメント） 

 交通整備。美化。 

 テロも含めた犯罪防止。 

 既存設備の有効利用を第一に考えてほしい。県民の税
金の無駄遣いは絶対にやめてほしい。 
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県内自治体のオリンピック・パラリンピックに向けた体制について

横須賀市 藤沢市

海老名市 湯河原町

1 2

県内自治体のオリンピック・パラリンピック
に向けた体制についてのアンケート

 時期 ： 平成27年11月
 対象 ： 神奈川県及び県内33自治体
 設問 ：

Q1. 貴自治体では、オリパラに向けた組織的な体制を作っていますか？
（例：オリパラ部会を全庁的に組織、オリパラ局を新たに作成等）

１．ある ２．予定がある ３．検討中 ４．全くない

（１．２に回答の場合はQ2へ）

Q2. 貴自治体のオリパラ担当所属及び連絡先について教えてくさい。
（全庁的な組織の場合は、取りまとめの所属を教えてください。）

Q3. 貴自治体のオリパラに向けた組織体制について教えてください。

3

県内自治体の東京オリンピック・
パラリンピックに向けた組織体制

自治体数

ある 14自治体

検討中 6自治体

全くない 13自治体

無回答 1自治体

合計 34自治体

41.2%

17.6%

38.2%

2.9% 0.0%

ある

検討中

全くない

無回答

4

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会
横浜市推進本部

（所管：横浜市市民局大規模スポーツイベント課）

庁内横断的組織
「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会横浜市推進本部」を設置（H26.4～）

 ４部会で構成
（１）開設準備部会

大会支援、安全・安心（警備の調整、医療衛生関係調整など）、

市民協働による気運醸成

（２）文化芸術・観光ＭＩＣＥ・経済振興部会

文化芸術、観光・ＭＩＣＥ、経済振興、環境施策

（３）スポーツ振興部会

市民・アスリート支援、市民の健康づくり、障害者スポーツ支援、

教育施策との連携

（４）まちづくり・交通アクセス部会

広域的な道路ネットワーク整備、輸送力強化・連絡性向上、回遊性向上、

観光客の利便性向上

5

2020年東京オリンピック・パラリンピック
かわさきプロジェクト推進本部

（所管：川崎市総合企画局都市経営部企画調整課）

庁内横断的組織
「2020東京オリンピック・パラリンピック かわさきプロジェクト推進本部」を設置

（H26.1～）

４部会で構成
（１）スポーツ振興部会

スポーツ文化の振興や市内スポーツ施設の活用に関すること

（２）大会運営等支援部会

大会の円滑な開催の協力に関すること

（３）経済振興・観光部会

市内への集客、経済・観光振興に関すること

（４）まちづくり部会

オリンピックを契機とした戦略的なまちづくりの推進に関すること

6
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県内自治体のオリンピック・パラリンピックに向けた体制について

鎌倉市2020年東京オリンピック・パラリンピック
庁内検討委員会

（所管：鎌倉市経営企画部経営企画課）

庁内の主な関係部等による組織
「鎌倉市2020年東京オリンピック・パラリンピック庁内検討委員会」を設置

４部会で構成
（１）情報発信・インバウンド部会

全体総括、大会の円滑な開催への協力（経営企画課、地域のつながり推進課等）

（２）文化・交流部会

ホストタウン構想、文化プログラム実施（文化人権推進課、スポーツ課等）

（３）観光・駅周辺整備部会

鎌倉駅周辺等の整備（観光商工課、まちづくり政策課等）

（４）交通・安全部会

交通対策、危機管理、安全対策等（交通計画課、危機管理課等）

7

東京オリンピック・パラリンピック神奈川県西部連絡会
東京オリンピック・パラリンピックおだわらプロジェクト推進会議

（所管：小田原市企画部企画政策課）

東京オリンピック・パラリンピック神奈川県西部連絡会

（官民連携）

２市８町＋経済・観光、スポーツ、福祉等の団体で構成

（１）全体会

（２）スポーツ・文化振興分科会

（３）経済活性化・観光振興分科会

東京オリンピック・パラリンピックおだわらプロジェクト推進

会議（庁内組織）

２部会で構成

（１）スポーツ振興推進部会

（２）経済・観光振興推進部会
8

《参考》 東京オリンピック・パラリンピック
ホストタウン第一次登録状況（県内）

登録団体名 相手国・地域 計画の特色

神奈川県
小田原市
箱根町
大磯町

エリトリア

・「国は違えど空（SKY）は同じ」。エリトリア国関係者との交流等を通じ、地域における
「（S）スポーツの振興」「（K）教育文化の向上」「（Y）友好関係の構築」を実施。

 • 東京マラソン等で来日する選手を地域イベントに招待し、おもてなし。小田原提灯・寄
木細工等特産品を活用し、地域の魅力を発信。

横浜市 英国
• 英国の事前合宿の受入れと、それを契機とした選手等との交流。駐日英国大使館と
連携した交流事業や、2019年ラグビーワールドカップ開催地でもあることから、ラグビー
交流にも取り組む。

川崎市 英国
• JOCの取組みと連携して、英国の事前合宿を受入れ。選手と子どもたちの継続的な交
流のほか、ミューザ川崎シンフォニーホール等音楽施設への英国の音楽家の招聘など
の交流事業を実施。

平塚市
神奈川県

リトアニア
• リトアニアの事前合宿（バスケットボール等）を誘致。合宿を契機に同国と市内にある
多様な教育機関との間で、学術交流や市民レベルの相互派遣を大会後も継続。

厚木市 ニュージーランド
• 事前合宿誘致に向けて、ニュージーランドラグビー協会との意見交換及び交流計画を
実施するとともに、大会後も同国との交流を継続。

9 10

11

文化に対する取り組み
 スポーツ・文化・ワールド・フォーラムの開催（所管：文部科学省等）

・国際オリンピック・パラリンピック委員会会長等を招いての基調講演

 文化プログラムの推進 （所管：内閣官房、文部科学省、外務省、厚生労働省

・「創造都市ネットワーク日本 自治体サミット宣言」

 和食・和の文化の発信強化（所管：内閣官房、農林水産省）

・国産・地域食材を積極的に使用している飲食店の紹介

・茶道・華道の体験実施

 心のバリアフリー（所管：内閣官房、法務省、国土交通省等）

・障がい者・外国人に対する差別解消に向けた人権を啓発

12
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県内自治体のオリンピック・パラリンピックに向けた体制について

スポーツに対する取り組み

 Sport for Tomorrowプログラムの実施（所管：文部科学省・外務省）

・開発途上国を始めとする100カ国以上・1000万人以上を対象にスポーツを通じ

た国際協力、交流

・国際スポーツ人材育成のための修士課程や短期プログラムへの留学生の受入

 障がい者スポーツの普及促進（所管：文部科学省）

・全国障がい者スポーツを１０月に開催

 地域スポーツの促進（所管：文部科学省）

・子どものスポーツ機会の充実、幼児期からの体力向上推進、学校体育の充実等

・どこでもいつまでもスポーツに親しめる環境の整備

13

観光に対する取り組み
 多言語化対応の強化 （所管：内閣官房・観光庁等）

・ 「2020年オリンピック・パラリンピック大会にむけた多言語対応協議会」を開催

 高精度衛生測位技術を活用した新サービス（観光サービス）

（所管：内閣府、経済産業省等）

・アニメとAR技術の活用
→特定の場所に行くと、特定のキャラクターに会え、グッズが手に入るなどの仕掛け
づくり

 「2020年オリンピック・パラリンピック」を見据えた観光振興
（所管：内閣官房、観光庁等）

・全国各地での文化プログラムの開催 日本文化等の魅力発信

・外国人旅行者の受入環境整備

・無料公衆無線ＬＡＮの環境整備、多言語対応の改善・強化、外国人旅行者の災害

対応
14

まちづくりに対する取り組み

 首都圏空港の機能強化、空港アクセス等の改善 （所管：国土交通省）

 アスリート・観客にやさしい道づくり（所管：国土交通省等）

・道路緑化、路面温度上昇抑制機能を有する舗装等

 水辺環境の改善（所管：国土交通省）

・にぎわいのある水辺空間、舟運の活性化等

 バリアフリー対策の強化 （所管：国土交通省）

・競技会場、またその周辺、空港からのアクセスルート対策

・大会関連情報に関する案内板の整備

・一般国民への心のバリアフリー化、公共交通事業者への研修ガイドラインの作成

15 16

東京都の組織体制について
 オリンピック・パラリンピック準備局
職員定数215名（平成27年度）

17

総務部 局の予算・決算、組織・定数、人事、広報・広聴など

総合調整部
2020年オリンピック・パラリンピック競技大会に関連する都の
施策に関すること

大会準備部
2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催準備に関
すること

スポーツ推進部
スポーツ（障害者に係るスポーツを含む。）及びレクリエーショ
ンの普及振興、スポーツ施設の管理、競技力向上に係る施
策、東京大マラソン祭り、ラグビーワールドカップ2019など

文化に対する取り組み

 あらゆる人が芸術文化にふれることができる環境整備

・子供や青少年が芸術文化に主体的に関わる場や機会の創出

→地域の場を使った体験機会や文化施設でのワークショップの開催
・芸術文化を通じて社会課題に向き合う活動を支援

・文化施設のバリアフリー、多言語対応等

 東京の芸術文化の魅力を世界に発信

・文化拠点の魅力向上

・最先端技術との融合

・国際的な発信・交流を強化

・若手芸術家を対象とした展覧会の開催など人材の育成

18
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県内自治体のオリンピック・パラリンピックに向けた体制について

スポーツに対する取り組み

 東京のスポーツ拠点拡充

・競技施設を有効に活用し、都民のスポーツの場を拡大

 障がい者がスポーツに親しむための環境整備

・障がい者スポーツの情報発信により、パラリンピック・ムーブメントを創出

・障がい者スポーツの場を整備

・選手の発掘・育成

・振興基金（仮称）の創設

19

観光に対する取り組み

 外国人が参加・活躍できる多文化共生社会の実現

・東京で活躍する外国人・外資系企業への東京の生活情報やルール紹介

・生活情報や災害情報を多言語で一元的に提供

・区市町村と連携した生活サポートの推進

 東京を世界有数の観光都市へ

・「東京ブランド」を世界にＰＲ

・日本各地と連携した広域的な外国人旅行者の誘致推進

 国内産食材の魅力を発信

・大会時に東京・日本の食材を活用

・農林水産物の安定供給に向けた取組推進

20

まちづくりに対する取り組み

 大会に向けたバリアフリー化と安全・安心への取組推進

・競技施設周辺等のバリアフリー化

・アクセシビリティ・ガイドラインの策定等、大会に向けたバリアフリー化を推進

・ユニバーサルデザインのまちづくりの一層の推進

・官民一体となった危機管理体制の構築

 障がいのある人もない人もお互い尊重し、支え合う共生社会の実現

・すべての人にやさしいユニバーサルデザインの推進

・心と情報のバリアフリー化推進

・障がい者のスポーツ・文化芸術活動の振興

21

県内自治体、国、東京都の共通点

 県内自治体のアンケートから、

「文化」「スポーツ」「観光」「まちづくり」
を中心に体制を整え、取り組んでいくことが分かる

 国と東京都の組織体制からも同様の事案が伺える

22

オリンピック・パラリンピックを契機に

外国人を受け入れる取り組みを進めることで、オリン
ピック・パラリンピック後も、観光客や住民が過ごし
やすいまちづくりにつなげることができる

共通点は「文化」「スポーツ」「観光」「まちづく
り」

23 24

 2015年の訪日外国人は19,737,400人

 2020年までに訪日外国人年間3,000万人を目指している

増加する外国人観光客①

18



県内自治体のオリンピック・パラリンピックに向けた体制について

増加する外国人観光客②

 外国人観光客の増加と、外国人観光客の目的地の多様化

⇒今まで外国人が少なかった市町村にも外国人が

訪ねるようになってきている

 多言語対応やおもてなし、日本の文化を伝える仕組みなど観光
客を迎えるための準備が必要

25
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講演内容概要   

【講師】 

杉本正次 氏（ＮＰＯ法人地域国際活動研究センター 事務局長） 

 

【講師講演概要】 

１．部会報告会への講評 

（１）出前講座について 

  このような講座を開くことは大変有意義である。ただ、「聞いたことは忘れる、体験したこ

とは忘れない」と言われている。単に講座を聞くのではなく、みんなで作り上げる形式で、

ロールプレイ等を盛り込み参加型の形で実施するとより効果がでるのではないだろうか。 

（２）アンケート調査について 

  たいていのアンケートは複数回取って、どういう風に回答者の意識が変遷してきたかをみ

る。アンケートをそういう切り口で作成してもよい。 

 

２．オリンピックを機に来日する外国人との交流について 

～2005年愛知万博の外国人の対応を踏まえて～ 

愛知万博は初めての市民参加万博であり、様々な市民参加の取組みが行われた。本日は、そ

のうちから３つの市民参加の例を紹介する。（詳細は、別添スライド資料参照） 

 

（１）一市町村一国フレンドシップ事業 

 愛知県内の市町村が、愛知万博の公式参加国とペアになって、外国から参加する人たちを

それぞれの地域をあげてもてなす事業。万博開催前から交流を開始し、万博期間中に密な交

流を行った。その後交流を続けている市町村もある。外国人が訪れたことがないような小さ

い自治体に実際に外国人が来訪することにより、小さい自治体の外国との交流の機運が高ま

った。 

   

（２）愛・地球博ボランティアセンター 

  ボランティア達が自ら企画運営に主体的に関わり、更にボランティアを育成する仕組みが

できた。それまでの、ボランティアは一時的に仕事を手伝う者という概念をくつがえすこと

になった。また、市民が当事者として関わることにより、イベント運営の苦難、楽しさ等を

市民と行政等イベント運営側が共有できた。 

 

（３）非営利団体（ＮＰＯ）、非政府組織（ＮＧＯ）が出展した地球市民村 

  ＮＰＯ、ＮＧＯの活動を市民に直接紹介し、日本においてＮＧＯ、ＮＰＯの存在を知らし

めるきっかけとなった。 

 

３．まとめ 

（１）直接参加が市民を変える 

（２）市民と行政が協働できるソフトを作る。 

（３）複数回行うようなイベントであっても、常に新しさを取入れ、変化することを恐れない。 
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講演スライド資料 

オリンピックを機に来日する外国
人との交流について 

「2005年愛知万博の外国人の対応を踏まえて」 

1 

愛知万博 

 正式名称：2005年日本国際博覧会 

 愛称：「愛・地球博」 

 開催日程：2005年3月25日～9月25日 

 来場者数：約2200万人 

 特徴：２１世紀初、はじめての市民参加型万博 

2 

市民参加の例 

市民や非営利団体・非政府組織などが、計画立案や
運営に参加できる国際博覧会 
  

市民参加型万博とは 

一市町村一国フレンドシップ事業（愛知県施
策） 
愛・地球博ボランティアセンター 
地球市民村 
  

3 

 一市町村一国フレンドシップ事業 

 愛知県内の市町村が、愛知万博の公式参加国と
ペアになって、外国から参加する人たちを、それぞれ
の地域を挙げてもてなす国際交流 

 

4 

  １．世界各国から博覧会に集う人々を、開催地元と
して温かく迎え、地域ぐるみで博覧会を盛り上げる。 
 
２．迎え入れる地域の特性を生かした国際交流を展
開し、日本の文化、地域の文化を世界各国の人たち
に知ってもらう。 
 
３．博覧会の終了後も交流の継続を目指す。 

一市町村一国フレンドシップ事業 
目的 

5 

一市町村一国フレンドシップ事業 
事例１ 

 会期中に実施されるナショナルデー(公式行事、公式
催事)等への市町村の協力、参加 

地元市町村からの応援団が、
交流相手国の手旗を持ちグ
ローバル・ループを行進、式典
に参加しました。公式行事の
後、地元市町村が交流相手国
のパビリオンを訪問し、パビリ
オン前で国家の斉唱・演奏な
どを行いました。 

6 
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講演スライド資料 

相手国の政府関係者
などを地域へ招待し、
地域住民とともに、歓
迎会や交流会などを
開催しました。 
あいち・おまつり広場
での市町村催事に応
援参加するフレンド
シップ相手国もありま
した。 

「一市町村一国フレンドシップ事業」 
事例２ 

 地域(市町村)における草の根の交流 

7 

一市町村一国フレンドシップ事業   
評価 

• 会期前からの相手国との草の根交流を行った 

• その後も続くフレンドシップ事業 

   県内市町村（名古屋市を除く。）が120の万博公式
参加国をそれぞれフレンドシップ相手国として迎え
入れた「一市町村一国フレンドシップ事業」では、地
域を挙げてのおもてなしや、万博会期中のイベント
の応援に加え、会期前からの相手国との草の根交
流を行いました。 

  

8 

愛知万博後も続くフレンドシップ交流 

  愛知万博後も「一市町村一国フレンドシップ事業」
の理念を継承・発展させるため、愛知県は平成19年
にフレンドシップ継承交付金制度を創設し、市町村
による、フレンドシップ相手国とのさらなる交流や
様々な国際化事業など「一市町村一国フレンドシッ
プ継承事業」を推進してきました。 

  （愛知県ＨＰより抜粋） 

9 

市民参加の視点から3つの施策を見る 

    
 
 
 

 

1.一市町村一国フレンドシップ事業 
 
 

成果：従来の姉妹都市交流からおらが村の
ホームスティへ、小さな自治体ほど草の根成
果が現われた。 

10 

市民参加の視点から3つの施策を見る 

2.延べ10万人以上の市民が参加し、会期後も活動
を続けている愛・地球博ボランティアセンター 

成果：ボランティアを行動する組織として育成し、参
加者と受入れるボランティアの一体感をもたせるこ
とに成功した。 

他県の経験を取り入れ、2002年から、ボランティアチームで活動をするシ
ステムを企画、準備。ボランティアリーダー育成や研修WSで実現した。 

11 

市民参加の視点から3つの施策を見る 

3.非営利団体、非政府組織が出展した地球市民村 

成果：NGO、NPOが市民の目の前で活動を紹介したこ
とにより、世間の認知と啓発が深まった。 

12 

22

http://www.vol-expo2005.jp/jpn/news/2014/20141016_cleanup_report.html
http://www.vol-expo2005.jp/jp/news/2005/050926.html
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団  体  名 事    業    名 事    業    の    概    要

外国青年受入交流事業 財団法人自治体国際化協会のJETプログラム（外国青年招致事業）により外
国青年を受け入れ、地域における国際交流を推進

自治体外交推進事業 姉妹・友好都市、パートナー都市との交流促進及び関係強化や職員相互派遣
等を実施

姉妹都市友好委員会支援事業 姉妹・友好都市友好委員会活動への援助・協力等により姉妹・友好都市との
市民レベルの交流を推進

シティネット事業 都市問題の改善・解決を目指すシティネットの実行委員及び防災クラスター
議長として活動。また、シティネット横浜プロジェクトオフィスを通して、
技術協力のための専門家派遣などの事業を実施。

公民連携による国際技術協力事業（Y-
PORT事業）

新興国諸都市との連携を推進し、持続可能な都市づくりに向けた支援を継続
的に実施。また、中小企業を含む市内企業への情報提供や対話を進めるとと
もに、新興国諸都市への合同調査やワークショップを実施。本市の国際的な
プレゼンスの向上のため、国際イベントの開催や国際会議等へ参加。

国際協力平和推進事業 横浜国際協力センターに入居する国際熱帯木材機関（ITTO）をはじめとした
国際機関等やアンスティチュフランセへの支援。ピースメッセンジャー都市
として市民向け国際平和啓発事業を実施。

海外事務所運営・拠点機能事業 各海外事務所（上海、フランクフルト）の運営及びムンバイ拠点機能の運営

国際性豊かなまちづくり事業 市民、民間事業者、公益団体の代表者等で構成するヨコハマ国際まちづくり
推進委員会の運営等を実施

国際交流ラウンジ事業 地域の外国人支援及び国際交流の拠点として、多言語での情報提供や相談対
応、日本語教室、日本人と外国人の交流事業などを実施する国際交流ラウン
ジを運営（市内11か所）

外国人のための日本語学習支援事業 教室実習型研修や地域日本語教室の事例発表会などを、委託により実施

世界を目指す若者応援事業 市内在住・在学の高校生を対象として海外留学を支援

国際学生会館管理運営 横浜市国際学生会館の管理運営を指定管理者に委託

国際交流ラウンジ連携支援事業 市内国際交流ラウンジのネットワーク化及び各ラウンジの人材育成などの支
援を行なうとともに、YOKE情報・相談コーナーでの多言語での情報提供・
相談を行った。

日本語学習支援事業 多文化共生のまちづくりに向けた日本語教室の開催、日本語学習支援団体の
支援およびネットワークの拡充

なか国際交流ラウンジ運営事業 多言語での情報提供・生活相談の実施、日本語学習支援、外国人生徒の学習
支援、国際理解講座の開催、中区多文化フェスタの開催

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ運
営事業

多言語での情報提供・生活相談等の実施、日本語及び学習支援ボランティア
の育成、学校等への外国人支援ボランティア派遣、みなみラウンジ祭りの実
施、外国人生徒の学習支援

鶴見国際交流ラウンジ運営事業 多言語での情報提供・生活相談等の実施、外国人の子どもたちへの日本語及
び学習支援、外国人との交流会の実施、日本語ボランティア講座の開催、外
国人親子日本語教室の開催、外国人無料相談会の開催

多言語情報発信事業 『よこはま Yokohama』（英語、中国語、スペイン語、韓国･朝鮮語、ポル
トガル語、インドネシア語、ベトナム語、やさしいにほんご）をWEB版で発
行。

多言語サポーター派遣事業 市内公共機関窓口等でスムーズな対応ができるよう必要な通訳の派遣

在住外国人の災害時対応事業 横浜市と締結した「横浜市外国人震災時情報センター設置・運営に関する協
定」に基づき運営体制の充実に努めるため、情報センター設置運営訓練の実
施、その他横浜市や関東地域国際化協会連絡協議会・災害時連携について考
える作業部会に参加した。また、震災時語学ボランティア研修会を行った。

国際協力・交流プラットフォーム事業 「よこはま国際フェスタ2015」、「よこはま国際フォーラム2016」を開
催。また、「よこはま国際協力・国際交流プラットフォーム　ポータルサイ
ト」を運営し、情報発信を行った。

国際理解事業 外国語講座（英語・スペイン語）の実施。

海外介護人材支援事業 EPAに基づき、インドネシア・フィリピン・ベトナムから来日した介護人材
（介護福祉士候補者）への研修および就労支援

平成27年度　市町村国際関係事業実績

横 浜 市

（公財）横
浜市国際交
流 協 会
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団  体  名 事    業    名 事    業    の    概    要

横浜市国際学生会館運営事業 指定管理者として、留学生への宿舎提供及び留学生と市民との交流事業を実
施

国際協力センター運営事業 ＩＴＴＯ等の国際機関が入居する「横浜国際協力センター」の運営、国際機
関実務体験プログラムの実施、地球市民講座の開催

国際交流情報提供・広報事業 国際交流・協力情報誌「ヨークピア」の発行やホームページの運営、YOKE
Facebook ページの開設・運営

国際交流推進事業 姉妹・友好都市派遣受入れ
川崎・富川市職員相互派遣事業
外国青年招致事業
国際交流基金積立
外国人相談窓口事業（指定管理）
（公財）川崎市国際交流協会補助
国際交流センター管理運営（指定管理）
国際交流センター施設整備

外国人市民施策推進事業 外国人市民代表者会議の運営等外国人市民施策の推進
アジア交流音楽祭 アジアで活躍するミュージシャンによるコンサートなど
アジア起業家誘致交流促進事業 アジア起業家村への誘致活動、進出企業への支援、交流事業の開催等
海外販路開拓事業 シティプロモート活動を実施し、海外企業と市内企業のビジネスマッチン

グ、市内企業の海外販路拡大などを支援
国連環境計画（ＵＮＥＰ）との事業連携を一層進める
国連の提唱するグローバル・コンパクトの市内における推進
持続可能な都市実現を目指すフォーラムの開催
姉妹都市中国瀋陽市環境技術研修生受入れ

外国人高齢者福祉手当の支給 戦前・戦後における外国人の労苦に報い、福祉向上を目的に外国人に対して
福祉手当を支給

外国人心身障害者福祉手当の支給 外国人心身障害者に福祉の向上を目的に手当を支給

外国人母子に対する育児教室の開催
外国語版母子健康手帳を副読本として配布
通訳ボランティアの派遣など

①居住支援制度 ①外国人市民等が民間賃貸住宅への入居の際、保証人が見つからない場合に
保証人の役割を担うなど、入居機会の確保と安定した居住継続を支援

②あんしん賃貸
　支援事業

②外国人世帯等の入居を受け入れる民間賃貸住宅等の登録を行い、登録され
た住宅及び支援情報を提供することで、住宅探し及び入居、居住継続を支援

友好港との交流推進 ベトナム・ダナン港との交流・協力を深める
海外帰国・外国人児童生徒の教育相談及び日本語指導等
日本語教室の充実
　識字（日本語）学級、日本語ボランティア研修
地域日本語教育推進事業の実施
　識字・日本語学習にとどまらず外国人市民支援のための連携等について継
続的に協議する
ふれあい館社会教育事業
　民族差別の克服、外国人と日本人との共生による地域社会づくり
民族文化講師の学校派遣
　外国人市民等を民族文化講師として学校へ派遣
・情報収集・提供事業
　情報サービス、各種情報の提供
・広報出版事業
　「ハローかわさき」の発行
・国際交流事業
　市民交流団､ふれあい交流会
・行事開催事業
　インターナショナルフェステバル
・語学講座事業
　語学講座、外国人のための伝統文化
　体験・生活情報提供
・調査研究事業
　調査研究
・外国人留学生修学奨励金支給事業
　外国人留学生の経済的負担を軽減するため、修学奨励金を支給
・民間交流活動振興事業
　民間交流団体及びボランティアの育成
・民間交流団体補助事業
　市内の民間交流団体の行う国際交流事業に対し、補助金を交付

指定管理事業 ・情報収集・提供事業
　図書・資料室等の運営、ホームページの更新、広報誌「シグナル」の発行
等

指定管理事業 ・研修事業
　日本語講座、国際文化理解講座、日本語及び外国語による国際理解講座
・国際交流促進事業
　外国人による日本語スピーチコンテスト、国際文化交流会事業、
  センター活用推進検討委員会等
・外国人相談事業(市からの受託事業）
　外国人市民に対しての生活相談受付、専門機関との連携

外国人母子に対する支援

国際理解の推進

（公財）横
浜市国際交
流 協 会

川 崎 市

国際交流センター管理運営事業

国際環境技術連携事業

外国人救急医療対策の補助 医療費負担能力のない外国人の救急診療を行い、損失が生じた医療機関へ補
助

国際理解の推進

（公財）川
崎市国際交
流 協 会

諸外国の情報及び資料の収集及び提供事
業

市民レベルでの国際交流事業

民間交流団体及びボランティアの育成事
業
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団  体  名 事    業    名 事    業    の    概    要

・相模原市・相模原市議会友好訪加団派遣
・トロント市友好訪日団受入れ
・相模原市・相模原市議会友好訪中団派遣
・無錫市友好交流団受入れ
・相模原市議会友好訪中団派遣

諸外国との交流・協力の推進 ・諸外国訪日団受入れ
外国人市民への情報提供、交流、支援及びボランティア活動の場として設
置。
・９言語のスタッフを週１回ずつ配置
（英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、タガロ
グ語、ベトナム語、カンボジア語）

外国人相談事業 外国人相談、外国人法律相談（英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語）
・通訳ボランティアの派遣
・医療通訳ボランティア助成制度
・職員通訳登録・派遣制度

日本語ボランティア養成講座 外国人に日本語を教えるボランティアを養成するために実施
・さがみはらマップ（英語、中国語、韓国･朝鮮語）
・くらしのガイド（英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、スペイン
語、タイ語、タガログ語、カンボジア語、ベトナム語）
・ごみと資源の日程・出し方（英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、
スペイン語）
・子育てガイド（英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、
タガログ語、べトナム語、クメール語）
・母子健康手帳（英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、
タガログ語）

庁舎内案内板英語表記 市役所庁舎内の英語案内表示を必要に応じ修正を行う。
外国人英語指導助手の任用 市内小中学校にＡＬＴを配置する。
JETプログラム 市非常勤特別職職員として国際交流員を配置する。
海外帰国及び外国人児童生徒教育推進 ・日本語 巡回指導講師 派遣

・日本語 指導等協力者 派遣
在日外国人高齢者・障害者等福祉給付金
支給

無年金の外国人高齢者・障害者に対して福祉給付金を支給する。

平和思想普及啓発事業 核兵器廃絶平和都市宣言に基づき、核兵器廃絶と世界の恒久平和の実現を願
い、市民主体の市民平和のつどい実行委員会とともに、「市民平和のつど
い」を実施する。

国際経済交流支援 ・海外見本市出展費補助
・国際経済セミナー

国際化推進事業支援金の交付 国際化を進める市民団体の事業に対して支援金を交付する。
相模原国際交流基金の運用 国際交流事業に活用するため、基金を運用する。
国際式典事業 ・三浦按針祭観桜会、咸臨丸フェスティバル式典、水師提督ペリー上陸記念

式典、ヴェルニー･小栗祭式典、第３回ＡＮＪＩＮサミット、横須賀製鉄所
（造船所）創設150周年記念事業（記念講演会・演奏会、ドライドック見学
ツアー、物産展「ヨコスカ・マルシェ」）

・外国人生活支援事業
・文化交流事業
・国際ユースフォーラムの開催
・外国語情報発信事業
・ＣＩＲ（国際交流員）の配置
・国際平和ポスター・標語コンクール
・市民平和のつどいの開催
・海外地方自治体職員等の受け入れ
・米国国務省交流プログラムへの職員派遣
・米海軍基地内教育機関との連携
・姉妹都市交換学生派遣・受入事業
・姉妹都市・友好都市等との交流
・ブレスト市との人材交流
ホームステイを通じて、青少年の国際意識の高揚を図る
・姉妹都市米国ローレンス市からの青少年受入れ  ・平塚市青少年海外派遣事
業（ローレンス市へ）

外国人英語指導助手学校訪問事業 国際理解教育及び英語教育の充実のため、外国人英語指導助手(ＡＥＴ)が幼
稚園、小学校、及び中学校を訪問する。

国際教室事業 日本語を母語としない児童、生徒への日本語指導、適応指導等を行うため、
学校の要請に応じ、日本語指導協力者を派遣する。
・８言語版「市民生活ガイドブック」の改訂、配布
・多文化共生のまちづくりボランティア活動情報誌 「SWING」の発行
・通訳・翻訳ボランティアの登録
・外国籍市民相談窓口等への通訳派遣
・行政情報、生活情報等の翻訳

多文化共生事業 ・外国籍市民ボランティアによる母国文化等の紹介・講演会、各種フェス
ティバルへの出品、出席

外国籍市民ネットワークづくり支援事業 外国籍市民、市民、行政とのネットワーク化を進めるため、コーディネー
ターの育成や情報交換会、交流会等を開催
・ローレンス市紹介七夕竹飾りの掲出
・ローレンス市青少年と市民との交流会の開催
・ローレンス市紹介写真展の開催
・平塚市国際交流事業の活動を紹介する機関誌「ＨＩＥＡ」の編集、発行
・多言語による外国籍市民向け生活情報のFM放送（インタナショナルナパ
サ）の運営
・ローレンス市をはじめ諸外国からの訪問者のホームステイを受入れ
・カンザス大学留学生との市民交流

相 模 原 市 友好都市等交流事業

さがみはら国際交流ラウンジの運営

平 塚 市 ローレンス市との青少年交流事業

生活情報提供事業

通訳・翻訳派遣事業

各種通訳制度の実施

外国語版刊行物等の発行

横 須 賀 市

国際化推進事業

都市間交流関係業務

平塚市国際
交 流 協 会

ローレンス市紹介事業

広報事業

ホームステイ推進事業
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団  体  名 事    業    名 事    業    の    概    要

・ローレンス市からの青少年受入れの際の通訳
・ローレンス市へ派遣する青少年に対する事前英会話研修の講師派遣
・通訳ボランティアブラッシュアップ講座の開催
・七夕まつりでの日本文化の紹介

外国語教室開設事業 ・英語、韓国語教室の開催、運営
・日本語教室（７教室）の運営
・日本語教室ボランティア養成講座の開催
・国際交流フェスティバルの開催
・みんなで楽しもうかいの開催
・国際交流バスハイクの開催
・留学生とのひな祭りの開催
・外国籍市民家族と一緒のレクリエーション
・日本語外国文化等を知るつどい
・国際理解・国際協力のためのポスター・作文コンテストの開催
・国際理解を深めるつどいの開催
・公民館まつりにおける国連協会コーナーの設置
・機関誌「国連協会平塚支部だより」の発行
・ＵＮＨＣＲへの難民募金寄託
・国際活動団体支援
・ひらつか国際フェスティバル会場内での難民の日イベント「難民支援PR」
コーナーの設置

市民通訳ボランテｨア登録制度 語学に堪能な市民のボランティアを募り、外国籍市民が行政サービスを受け
る上で、日本語による意志疎通が困難な場合に通訳ボランティアを派遣

国際交流ボランテｨア登録制度 市民等のボランティアを募り、市を訪れる外国人に対して日本及び鎌倉の伝
統文化を紹介するボランティアを派遣

国際親善友好バッジ・バナーの交付 市民レベルの国際交流を推進するため、バッジ・バナーを作成し、申請によ
り無償で交付

ホームページ英語版の維持・管理 外国籍市民へインターネットホームページで生活情報等を提供
都市提携事業等奨励金制度 市民レベルにおける姉妹都市等都市提携を締結している都市との交流活動、

国際協力活動又は国際理解活動の促進を図る
ＡＬＴの配置 外国人英語教師を市内小・中学校に派遣
姉妹・友好都市交流事業 ウィンザー市との交流事業

・公式訪問団受入れ
昆明市との交流事業
・公式訪問団派遣
保寧市との交流事業
・公式訪問団受入れ
湘南藤沢市民マラソンへの姉妹・友好都市招待事業
・歓迎交流会の開催
・第6回湘南藤沢市民マラソン２０１６へ参加

多文化共生推進事業 ・藤沢市外国人市民会議の開催
・ふじさわ国際交流フェスティバルの開催
・MINTOMO交流会の開催
・日本語ボランティア養成講座の開催

その他内外諸都市との交流事業 本市を訪問する内外諸都市からの視察者等の受入れ
都市親善委員会運営 藤沢市都市親善委員会運営事務
外国人相談室運営事業 スペイン語・ポルトガル語による行政や日常生活の手続きに関する相談を実

施
・ 外国語指導業務委託ＦＬＴの公立学校での授業
・ 小学校での国際理解協力員による異文化理解の学習
・ 外国語活動支援員による外国語活動の授業支援
・ 日本語指導教室・国際教室の設置
・ 公立小中学校に在籍する日本語指導を必要とする外国籍等児童生徒に対し
て、日本語指導員を派遣

公民館での国際交流・国際化事業 ・各種講座、サークル活動支援
・外国人市民との交流
・国際交流事業
・外国人のための日本語講座
・世界のあいさつ入門講座
・日本語ボランティア養成講座

ときめき国際学校 オーストラリア・マンリー市の青少年との相互交流を通して国際的視野を持
つ青少年を育成

小田原海外市民交流会 米国・チュラビスタ市との青年相互交流事業等を実施する交流会の運営を補
助

海外姉妹都市青年交流事業 チュラビスタ市との青年相互交流事業において、青年派遣及び受入れに係る
費用を補助

通訳・翻訳ボランティア事業 外国籍住民が必要とする生活情報や手続方法などの各種通訳・翻訳支援
国際理解教育推進事業 外国語指導助手が小・中学校を訪問
日本語指導等協力者派遣事業 外国につながりのある児童・生徒に、日本語指導等を通し適切な学校教育の

機会を確保するため、日本語指導等協力者を派遣
地球市民フェスタ 外国籍住民とふれあい、互いの理解を深める機会として、国際関係団体と市

が連携して実施
国際理解講座 外国籍住民のおかれている現状について認識し、市民一人一人が地域住民と

して外国籍住民と共生していく多文化共生の実現を模索する
日本語ボランティア養成講座 外国人に日本語を教えるボランティアを養成する基礎講座を実施する

・外国人英語指導助手業務委託
・日本語指導協力者派遣
・民間団体による国際交流活動を支援
・各団体において語学教室を開設
・中学、高校などの国際交流活動を支援
・市表敬訪問、研修視察団等の受入

茅ヶ崎市外国語版生活便利帳 外国籍住民のための生活ガイドの改訂（英語、中国語、スペイン語、ポルト
ガル語、韓国･朝鮮語）（３年に1回の改訂）

国際交流イベント開催事業

国際理解講座開催事業

国連協会平
塚 支 部

平和・国際理解普及事業

難民支援事業

平塚市国際
交 流 協 会

通訳・翻訳事業

日本語教室開設事業

小 田 原 市

茅 ヶ 崎 市

国際理解教育

国際交流活動推進事業

鎌 倉 市

藤 沢 市

外国語指導業務委託・小学校国際理解協
力員及び外国語活動支援員派遣事業・日
本語指導員派遣事業

（公財）藤
沢市みらい
創造財団青
少年事業部

青少年国際化推進事業
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団  体  名 事    業    名 事    業    の    概    要

消防自動車等寄贈 （財）日本消防協会、（財）日本外交協会等に協力し、廃車した消防自動車
等を寄贈

広報・啓発 ・外国籍住民に市民生活に必要な情報を掲載した冊子「Living In ＺＵＳＨ
Ｉ」を配布

日本語指導講師派遣 海外在留期間が長く、又は外国籍の、日本語が不自由な児童及び生徒に日本
語指導講師を派遣し、学校生活を支援

国際教育推進 外国人の国際教育指導助手を市内中学校、小学校へ派遣
国際友好都市交流事業 ポルトガルのナザレ市とインターネット等で交流を行う（中学生の教育交流

など）
国際理解講座 市民の国際感覚の醸成と国際理解の増進を目的として、講座を実施
国際交流推進事業 ・外国人の国際教育指導助手を市内中学校、小学校へ派遣
青少年姉妹都市国際交流事業 ・姉妹都市オーストラリア・ウォーナンブール市への中高校生の派遣
外国籍市民生活相談 外国籍市民からの相談に対応する各言語に精通する相談員を配置（ポルトガ

ル語、スペイン語、英語、中国語、ベトナム語）

外国籍市民向け「暮らしの教室（日本語
教室）」開催

外国籍市民の日本語習得を支援する団体に対する委託事業

国際交流促進事業 地域の国際化を目指す団体に対する委託事業。外国籍市民等を講師にした外
国文化の紹介講座や交流パーティー等を実施

文書等の翻訳事業 外国籍市民へ市の制度等に関する文書を翻訳して提供（スペイン語・ポルト
ガル語などのホームページ開設）

外国籍児童・生徒への日本語指導推進事
業

外国籍児童・生徒の言葉の壁による生活上の問題解決を図るため当該言語に
堪能な日本語指導者を派遣

国外姉妹都市及び友好都市交流 米国テキサス州パサデナ市との各種交流事業及び大韓民国坡州市との交流事
業

市民外交官制度 留学、ビジネス等で海外渡航する市民に市長メッセージや記念品を託し渡航
先の市民との交流を図る

中学生英語スピーチコンテスト 青少年の国際感覚と平和意識を育むことを目的に、市内在住中学生を対象と
した英語スピーチコンテストを開催。上位入賞3名は、韓国にある友好都
市・坡州市を訪問。

インターナショナル・フェスティバル 中学生による英語での発表やスピーチを行う。また、外国人留学生等との交
流を通して国際理解を深めるとともに、中学生の英語力の向上を図る。

海外学生交流事業 ホームステイ等を希望する海外学生等の受入れ
・日本語教室の開設（週5回）
・外国籍市民懇話会委員の委嘱（会議年３回）
・災害時通訳ボランティアの登録者募集（研修会１回）
・通訳ボランティアの設置（スペイン語）
・医療通訳派遣システム事業

海外友好都市受入派遣事業 海外友好都市との各分野での交流を促進するため、訪問団の受入れ及び派遣
を行う

国際交流事業交付金 友好親善及び国際交流を図ることを目的に、友好都市等を訪問または受入れ
する市民団体及び市内大学への支援

インターナショナルティーサロン運営事
業

外国籍市民と市民が気軽に集い、お互いの文化を理解し合う場として、年４
回開催する。

市民相談事業 外国人相談　外国籍市民のための一般相談を、英語、スペイン語、ポルトガ
ル語で実施

スペイン語通訳者配置 市民税課（確定申告時）、市立病院に通訳を配置
大学生ボランティアの受け入れ  神奈川大学との連携協力に関する協定にもとづいて、小中学生の日本語学習

を支援する場「夏休み子ども教室」の支援ボランティアとして外国語学部の
大学生を受け入れた。

青山学院大学との包括協定 青山学院大学との包括協定にもとづいて、地球社会共生学部の大学生が国際
交流フェスティバルの企画運営に参画した。また、小中学生の日本語学習を
支援する場「春休み子ども教室」の支援ボランティアとして地球社会共生学
部の大学生を受け入れた。

生活ガイド 市役所からのお知らせを中心とした行政情報及び生活情報を紙媒体及びホー
ムページ上で提供（英語、スペイン語、中国語）

医療通訳派遣システム事業負担金 医療通訳派遣システム事業の協働事業者である、かながわ医療通訳派遣シス
テム自治体協議会への負担

外国人児童生徒教育推進事業 小中学校に日本語指導員及び外国人児童生徒教育相談員を派遣。
「楽しい学校」（外国人児童生徒・保護者用翻訳冊子）改訂版の製本作業を
行い、刊行する。
外国出身児童、生徒のための通訳、翻訳事業を行う。

多言語市民サポーター制度 在住する外国人や大和市を訪れる外国人が話しやすい環境を整えることを目
的に、外国語（英語、スペイン語、中国語等）を話せる市民を公募し、バッ
ジを交付している。

ホームページによる情報の提供 市のホームページを多言語（英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓
国･朝鮮語）で提供（自動翻訳）
ホームページ上のボタンをクリックすることにより、市のホームページをル
ビ振り、またはローマ字で読むことができる。

逗 子 市

三 浦 市

秦 野 市

厚 木 市
多文化共生交流事業

大 和 市
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団  体  名 事    業    名 事    業    の    概    要

多言語による行政情報の提供 次の冊子、ペーパー類を多言語で作成し、あるいは、他団体の作成した多言
語情報を、外国人相談窓口、市民課窓口などで、情報提供を行っている。
（住民票写しの見本／住民異動届（記載例）／仮住民票記載事項通知／納税
通知書発送用封筒等／固定資産税等の説明／勤労福祉会館リーフレット／国
民健康保険制度案内／家庭の資源とごみの分け方・出し方／リサイクルス
テーション用看板／事業系ごみの適正処理方法パンフレット／ごみの排出等
に係る市民アンケート／介護保険制度について／予防接種（説明文、日程
表）／児童手当案内／がん検診個別通知／通知票及び学校だより／図書館利
用案内／病院案内の翻訳　ほか多数
対応言語（英語、スペイン語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ラオス
語、カンボジア語、ポルトガル語、韓国･朝鮮語、中国語、インドネシア語）
必要に応じて。ルビ振り対応のものもあり。

海外友好都市交流事業 大韓民国京畿道光明市との友好親善活動を推進（やまと国際親善委員会）。
光明市青少年訪問団が大和市を訪問。
県立大和西高等学校姉妹校交流支援（光明市光文高校との相互訪問事業）

国際化推進業務委託事業 国際化推進業務（ホームステイバンク・ホームビジット事業、外国語通訳事
業、通訳・翻訳ボランティアの派遣、外国人市民サミット・第４期多文化共
生会議、外国語版情報誌の発行、にほんごひろば、やまと世界料理の屋台
村、多文化共生ソーシャルワーカーによる外国人市民支援事業）を公益財団
法人大和市国際化協会に委託して実施。
生活に役立つ日本語の読み書きを学ぶ「つるま読み書きの部屋」（ＮＰＯ法
人かながわ難民定住援助協会との協働事業）
大和市・ＡＪＡＰＥプレスクール開催事業（ＮＰＯ法人日本ペルー共生協会
との協働事業）

多言語防災カードの配布 災害時に外国人市民に配布する多言語防災カード（英語、中国語、スペイン
語、韓国･朝鮮語、タガログ語、ベトナム語、ポルトガル語、タイ語、カンボ
ジア語版）を作成し、自治会等に配布した。

国際化協会支援事業 公益財団法人大和市国際化協会に対して運営費補助金を交付
多言語による通訳窓口の設置（スペイン
語、ベトナム語、中国語、英語、タガロ
グ語）

市役所窓口での手続き、市立病院での診察の際などの通訳サービスのほか
様々な問い合わせに対し必要な情報を提供した。（受託事業）

登録ボランティアによる通訳・翻訳サー
ビスの実施

市民や市役所、学校等からの依頼に応じて、協会登録ボランティアを活用し
て、通訳・翻訳のサービス（有料）を提供した。（一部受託事業）

生活セミナー 外国人市民を対象に、母国語で日本社会の仕組みや大和市内で生活する上で
必要な情報を提供するセミナーを開催。健康をテーマにした料理教室を開催
した。

外国語版情報紙の発行『テラ』『ティエ
ラ』『ニイハオ』『チャオバーン』

スペイン語、英語、中国語、ベトナム語で情報紙を発行し、生活に密着した
情報の提供を行った。（日本語併記）（年６回発行）

コミュニティーラジオを通じた情報の発
信

ＦＭやまとを媒体に週月・水・金の１８時３０分頃から、英語、スペイン
語、タガログ語により、行政及び生活情報を提供した。

日本語教授法ブラッシュアップ講座 日本語教室で活躍しているボランティアを対象に、ブラッシュアップを目的
に現場で役立つ日本語教授法の講座を開講した（全２回）。

日本語初級教室（保育付き） 日常生活で使える実用的な日本語会話を学ぶ教室を開催した。
日本語入門教室 ひらがな、カタカナの読み書きの習得と簡単な日本語の学習。

大和日本語支援ボランティアネットワー
クの運営

市内の日本語教室のボランティアが情報交換できる場を提供した。

にほんごで話そう！日本語スピーチ大会 外国人市民による日本語のスピーチ大会を催し、外国人市民が日ごろの学習
成果を発表する場を提供した。

日本語ボランティア教師養成講座（前
期）

外国人の日本語指導ができるボランティアの発掘及び育成を目的に講座を開
講した。

日本語・学習支援ボランティアの派遣 大和市内の小・中学校に学習支援ボランティアを派遣し、外国児童・生徒ら
に対して、日本語／教科学習を支援した。

外国につながる子どもたちへの補習クラ
スの開催

小中学生を対象に、夏季休暇中に［夏休み子ども教室」を開催また年間を通
して保護者からの依頼に応じて日本語及び教科の「特別支援」を実施した。
その他、外国につながる小学校入学を控えた子どもたちを対象に、簡単な日
本語や生活ルールを学ぶ「にほんごひろば」を実施した。

外国人市民サミット・第４期多文化共生
会議の開催

（外国人市民サミット）外国人市民が、大和市に住んで感じること、行政へ
望むことなどを語る場として開催した。
（第４期多文化共生会議）外国人市民８名、日本人市民７名の公募委員によ
る会議を発足し、課題解決に向けた方策を検討している。（受託事業）

外国人市民で作る活動グループへの運営
支援

外国人女性の会の開催を支援した。また、新たに、外国人市民と日本人市民
で作るランニンググループの支援を行った。

国際理解講座 ジャーナリスト、学術経験者による諸外国の時事問題、文化等についての講
義と質疑応答。「中国」をテーマに行った。

外国語と外国文化紹介講座の開催 講師から簡単な会話と出身国の生活習慣、文化について学ぶ講座を開講し
た。スペイン語（入門）（全１５回）の講座を開講した。

（公財）大
和市国際化
協 会

大 和 市
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団  体  名 事    業    名 事    業    の    概    要

クロスカルチャーセミナーの開催 講師を依頼先（小・中学校、社会奉仕団体等）へ派遣し、セミナーを通して
外国の文化（生活習慣、料理など）を紹介した。①ペルーの料理を通した国
際理解、②ベトナム家庭料理づくり、③ウズベキスタン家庭料理づくり

大和市総合防災訓練への出展 総合防災訓練会場に、外国人支援本部を設置し、通訳ボランティアととも
に、起震車などの体験訓練に参加できる体制を取った。

大和市防災展への出展 ショッピングモールで行った会場に、災害時に外国人が直面する困りごとや
災害多言語支援センターを紹介するパネル展示を行った。

災害多言語支援センター設置・運営訓練
の実施

中学校の会議室において、自治会の自主防災会などの協力を得て、外国人市
民とボランティアによる災害多言語支援センター設置運営訓練を実施した。

やまと世界料理の屋台村の開催 「食」を通して、市民に気軽に外国文化に親しむ機会を提供した。
やまと国際交流フェスティバルの開催 外国舞踊や音楽のステージ、外国料理の販売、外国文化を体験できるワーク

ショップなどを行い、様々な国の文化に触れる機会を広く市民に提供した。

大和市民まつり等への出展 大和市民まつりに出展し地域の国際化に関する情報を提供。
市民主体の国際交流活動への後援 後援名義の付与及び広報協力
国際化推進事業助成金の交付 国際化を推進する団体へ助成金を交付した。
ボランティア交流会 日本語指導法に関する座談会を開催しボランティア間の情報交換を行った。
ホームステイバンク・ホームビジット事
業

ホームステイ・ホームビジットの受入が可能な家庭と、他団体を通じて来日
した外国人及び在住外国人との交流を促進。（受託事業）

機関誌『Pal』 協会事業報告、事業案内、市内の国際交流事業の紹介等などの目的で機関誌
を発行した。（年４回発行）

ホームページの管理運営 電子媒体を活用し、法人概要、事業案内、事業報告を行い、広く市民に多言
語情報を提供した。（英語、スペイン語、ベトナム語、中国語、タガログ
語）
伊勢原市国際交流委員会の活動を支援
市内在住外国人との交流事業など

国際交流促進団体補助事業 伊勢原市国際交流委員会への補助
外国語教育推進事業 外国語指導助手を市内小・中学校へ配置
日本語指導等協力者派遣事業 外国につながりのある児童・生徒のため、日本語指導等協力者を該当校へ派

遣
ラミラダ市との教育視察研修
・本市からの派遣
・ホームステイ、学校訪問等の受入

外国語版刊行物等の発行 ・外国語版の母子手帳の発行（英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、
スペイン語、タガログ語、インドネシア語、タイ語）
・外国語版いせはら分別ガイドの発行（英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルト
ガル語、スペイン語、ベトナム語）
・観光パンフレット（英語）（2014)
・多言語旅行ガイド　英語、中国語（簡体字・繁体字）
　韓国･朝鮮語/2014（伊勢原市観光協会）
・おおやまめぐりルート観光ガイド　英語/2015（平成大山講プロジェクト
推進協議会　行政部会（厚木市・伊勢原市・秦野市））
・伊勢原時空の散歩道　英語/2015
・大山おもてなし塾（2014～）
・大山おもてなし国際化推進事業補助金（2014～）
・大山インフォメーションセンター外国語案内（2016）
・図書館利用案内（英語）※ＨＰでのPDF配布のみ
・子ども科学館利用案内（英語）（2015）

市ホームページの翻訳 webページ内テキスト自動翻訳サービスを導入し、多言語での市政情報提供
を行った。（英語、中国語、韓国･朝鮮語、ベトナム語）

外国語版母子手帳の発行 外国語による母子手帳の発行（英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、
韓国･朝鮮語、タガログ語、タイ語、インドネシア語）

ごみと資源の分別カレンダー補足チラシ
配布

ごみと資源の分別カレンダーの補足資料として配布（英語、中国語、ポルト
ガル語、スペイン語、べトナム語、タイ語、タガログ語、韓国･朝鮮語）

外国人英語指導講師の派遣 外国人英語指導講師を小・中学校へ派遣
国際教室設置 小学校5校、中学校１校

担当教員６人配置
保護者への通知文書の翻訳 教育資料等の通知文書の翻訳（英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、

タイ語、ベトナム語、ラオス語、韓国･朝鮮語、フランス語）

通訳者派遣 学校からの要請により、外国籍児童・生徒の保護者と学校との連絡援助のた
め、通訳者を派遣する（英語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナ
ム語、タガログ語）

外国人スタッフの配置 市立中央図書館で外国人スタッフを配置（非常勤・英語対応）
日本語指導学級 外国籍児童・生徒への日本語指導
国際交流事業 えびな市民まつりでみこしをかつぐ

（公財）大
和市国際化
協 会

伊 勢 原 市 海外姉妹都市交流推進事業

姉妹都市ラミラダ市教育視察研修事業

海 老 名 市
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団  体  名 事    業    名 事    業    の    概    要

国際交流協会運営費補助事業 座間市国際交流協会への運営支援

国際化推進委託事業 文化作品交流・外国人支援事業・国際化推進事業等について委託

中学校外国語教育推進事業 中学校英語教育の充実と国際理解を深めるため、英語授業等の中で、聞く・
話すことを中心に、外国人英語指導講師が担当教員とともに指導を行う。

小学校外国語活動推進事業 高学年の「小学校外国語活動」においてコミュニケーション能力の素地を育
てるために、外国人英語指導講師が担当教員とともに指導を行う。

外国人子女日本語指導等協力者派遣事業 外国人子女が抱える言葉の壁による問題の解決を図るため、通訳可能な日本
語指導協力者を学校側の依頼に基づき派遣し、学習面や心の面の支援を行
う。

水道使用開始等届出用紙の配布 水道使用開始等届出用紙及び無断使用者への届出依頼文（英）
図書館利用案内の配布 市立図書館の利用案内チラシの英語訳
外国人に対する救急対応カード 救急現場で日本語が話せない外国籍住民にカードを提示し、救急活動が円滑

にできるようにする。（英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、韓国･朝
鮮語）

外国語版母子手帳の購入 英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、韓国･朝鮮語、タガログ語、タイ
語、インドネシア語併記の母子手帳を購入し、外国籍住民の言語に応じ配布
する。

家庭ゴミの分け方、出し方の配布 ゴミの分別と、収集日について（英語、韓国･朝鮮語、中国語、スペイン語、
ポルトガル語）

市民便利帳の配布 各種手続きについての英語、中国語、ポルトガル語の一部併記
交流みかん狩り みかん狩り・ビール工場等見学
「ハローインフォメーションZAMA」
の発行

協会の活動状況を広報（英語）

協会ホームページ 協会の活動状況・予定のほか、キャンプ座間の一般開放情報を掲載（英語、
韓国･朝鮮語）

国際交流フェスティバル 市内在住外国人との交流、各国のパフォーマンスとポットラックパーティー

世界の料理教室 市内在住の外国人による料理教室で、会食事にその国の文化などの紹介をす
る。

イベント参加 市内イベントでブラジル料理を提供するとともに、活動をパネル展示
外国人のための日本文化体験 日本の伝統的な文化を体験してもらい、市内の外国人と文化交流をする。

外国人のための歴史探訪 市内の外国人と近隣の歴史的な場所を訪れ文化交流をする。
文化作品交流 諸外国の小学校との児童作品交流。
事業協力 日中友好料理教室、在日米陸軍軍楽隊コンサート
姉妹都市交流事業 南足柄市姉妹都市交流協会の活動支援
ボランティア通訳制度 ティルブルグ市交流団の来訪や交流団の派遣時のボランティア通訳の登録制

度
ホストファミリー制度 ティルブルグ市民が来訪の際に、市民相互の交流を深めるため、ホームステ

イを斡旋
外国人英語教員招へい事業 幼児・児童・生徒の国際理解を深め、英語教育の充実を図るため、外国人英

語教員を招へい
くらしのガイド２０１5の発行 各種届出、保険、年金、医療、教育関連等の一部行政情報について、英語、

ポルトガル語、中国語の併記
・多言語情報資料あやせトゥデイ（生活に役立つ情報／英語、中国語、韓国･
朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、ラ
オス語）年３回発行

・外国語版母子手帳発行（英語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、
韓国･朝鮮語、タイ語）
・国民健康保険税納付案内（英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、ス
ペイン語）

・市ホームページによる多言語情報の提供
・市ホームページ翻訳システムの維持・管理（英語、中国語、ポルトガル
語、韓国･朝鮮語）
・多言語情報資料コーナー（常設）による多言語情報の提供
・外国人英語指導助手の派遣〔小・中学校〕
・日本語指導協力者の派遣〔英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タ
イ語、タガログ語、ベトナム語、ラオス語、カンボジア語〕
国際交流事業を推進する
・国際交流団体との連携
・葉山町国際交流協会が主催する事業の支援
・外国文化紹介講座の開催委託
・外国人英語指導助手等の派遣
・日本語指導講師の派遣
・ホームページの自動翻訳サービス（英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガ
ル語、スペイン語、ロシア語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、ラオス
語、カンボジア語、ドイツ語・フランス語、インドネシア語他 ）
・防災情報メールサービス　英語

国際交流基金積立 青少年を中心とした国際交流を進めるための基金積立
民間団体活動支援 さむかわ国際交流協会の活動支援
英語指導助手活用事業 英語指導助手による小・中学校の英語教育・外国語活動、国際理解教育を推

進。
公民館の英語講座に講師として派遣。

姉妹都市交流事業 大磯町姉妹都市交流協会の活動支援
外国語指導助手の幼稚園・保育園・小・中学校派遣
・外国人英語指導助手を幼稚園・保育園・小・中学校に派遣し、  英語指導の
充実と国際理解の推進を図る

・外国語版（９ヶ国語）資源とごみの分け方・出し方ガイドブック（英語、
ポルトガル語、スペイン語、中国語、韓国･朝鮮語、タガログ語、タイ語、ベ
トナム語、ラオス語）

多言語情報の提供

国際教育推進事業

葉 山 町 国際交流事業

国際教育推進事業

座 間 市

座間市国際
交 流 協 会

南 足 柄 市

綾 瀬 市 多言語による刊行物の作成・発行

寒 川 町

大 磯 町
外国語（英語）教育推進事業
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団  体  名 事    業    名 事    業    の    概    要

英語教育推進事業 外国人講師を小中学校へ配置し、外国語活動や英語の授業を実施。効果的な
ティームティーチング方法をテーマに教職員研修も実施。

支援教育推進事業（日本語指導補助員の
派遣）

外国籍等で、日本語が不自由な児童生徒の学校生活を支援するため、当該言
語に堪能な日本語指導員を学校に派遣。

外国人講師設置事業 外国人講師により幼稚園・小・中学生の英語力向上と国際理解の推進を図る

学校生活支援者（日本語指導員）設置事
業

外国籍の小学生の日本語力向上を図る

大 井 町 国際理解教育推進事業 外国人講師により幼稚園・保育園・小・中学生の英語力向上と国際理解の推
進を図る

国際理解教育振興事業 外国人講師により幼稚園・小・中学生の英語力向上と国際理解の推進を図る

国際交流事業 外国人を観光まつりへ誘致し、町の魅力を知ってもらうとともに町民との交
流を実施

山 北 町 英語補助教員設置事業 外国人英語補助教師により幼稚園、保育園、小・中学生の英語指導の充実と
国際理解の推進を図る

国際理解教育事業 ・外国人講師により幼稚園、小・中学生の外国語教育の充実と国際理解の推
進を図る
・県内の外国人留学生を特別講師として小学校に招き、子どもたちの国際理
解教育の推進に努める

外国籍児童・生徒日本語指導事業 日本語の不自由な外国籍児童・生徒に日本語の指導と教科指導及び国際理解
教育を行う

国際親善交流事業 姉妹都市カナダ・ジャスパーへの訪問団派遣、スイス・サンモリッツ使節団
派遣、全国日本ニュージーランド姉妹都市協会会議出席

観光情報推進事業 リアルタイム情報システム（道路状況・お天気カメラ）借上、観光案内所運
営

国際観光推進事業 V案内所の委託（町観光協会）、英語、中国語、韓国･朝鮮語観光マップ印
刷、外客向け箱根紹介小冊子印刷、観光振興に関する包括的連携協定運営委
託

国際観光プロモーション実施事業 中国・台湾セールスプロモーションの実施、受入支援事業（メディア・旅行
エージェントへのノベルティ・パンフレットの提供、会議の開催支援）、VJ
（ビジット・ジャパン）地方連携事業

中学生国際交流海外派遣事業 町内の中学生をオーストラリアでのホームステイに派遣
外国語指導助手事業 小中学生を対象に外国語指導助手による英会話指導
中学生ﾎﾟｰﾄｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ市ﾎｰﾑｽﾃｲ派遣事業 町内の中学生を姉妹都市ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾎﾟｰﾄｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ市へﾎｰﾑｽﾃｲに派遣
ﾎﾟｰﾄｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ市訪問団受入事業 姉妹都市ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾎﾟｰﾄｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ市からの訪問団が来訪する際の受け入れを

「ゆがわら国際交流協会」に委託
国際交流推進事業 国内外の親善都市等との交流の推進及び国際交流活動、国際協力活動又は国

際理解活動を行う民間団体への支援
外国籍住民相談 外国籍住民を対象に通訳（ボランティア）を介した生活相談等を実施
グローバル人材育成促進事業 外国籍住民向けの日本語講座および日本人向けの外国語講座を不定期で実施

し、相互の国際化を促進
また、「一日まるまるペルーの日 in ゆがわら」と称し、ペルーの食文化など
を体験するイベントを開催

国際理解講座開催事業 外国人講師を迎えての語学講座を年２回（201５年度は英語）開催。また、
国際理解講座を開催し諸外国の文化等について紹介

国際理解教育推進事業 町内小中学校において、外国人講師等を迎え、その国の言葉や文化に触れ合
うことにより国際感覚を身につけることを目的とする

国際化教育事業（外国人英会話講師） 町内小学校に外国語指導助手を派遣し、英会話指導
外国籍住民総合相談 外国籍住民のための相談や各種情報提供（スペイン語・ポルトガル語）
外国語版母子健康手帳の交付 外国語による母子健康手帳の交付（スペイン語、ポルトガル語、タイ語、英

語、タガログ語、中国語、韓国･朝鮮語、インドネシア語）
母子保健サービス日程表の翻訳 乳幼児健診や予防接種の情報を盛り込んだ母子保健サービス日程表の翻訳

（スペイン語、ポルトガル語）

乳幼児健診問診票の翻訳 乳幼児健診問診票の翻訳（スペイン語、ポルトガル語）
通訳保育士の配置 外国籍園児及び保護者のために町立保育園に通訳保育士を配置（スペイン

語、ポルトガル語）
小中学校日本語指導協力者の派遣 日本語指導を必要とする児童生徒に対し、日本語指導協力者を派遣し、学校

教育の支援を図る（スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、ク
メール語、中国語）

英語指導助手の派遣 国際教育の一環として、外国人指導助手を派遣し、小中学校の国際教育及び
英語教育の充実、推進を図る

外国籍住民向けごみ・資源物収集ｶﾚﾝﾀﾞｰ
等の作成

「ごみ・資源物収集カレンダー」（スペイン語、ポルトガル語、タイ語、ク
メール語、中国語、英語）及び「ごみと資源新分別の手引」（スペイン語ポ
ルトガル語、タイ語、カンボジア語、中国語、英語）の作成

外国語の図書の設置 図書館に外国語の図書配架し、利便性の向上と親しみやすい教育の場の提供
を図る

国際交流推進事業の実施 公民館において日本語教室や食の文化展などを通じ、国際交流を図る
多文化共生懇話会の開催 外国籍住民、国際交流ボランティア、地域住民、企業、学校関係者などが意

見交換を行う懇話会を開催し、相互理解の促進と情報伝達の円滑化を図るこ
とで、外国籍住民の地域社会への参画を促す

松 田 町

開 成 町

箱 根 町

真 鶴 町

湯 河 原 町

愛 川 町

二 宮 町

中 井 町
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○県市町村友好交流先一覧（友好港等は除く）     
                                

自治体名 友 好 交 流 先 所属する国 友好提携年 

横 浜 市 サンディエゴ市 

リヨン市 

ムンバイ市 

マニラ市 

オデッサ市 

バンクーバー市 

上海市 

コンスタンツァ市 

アメリカ 

フランス 

インド 

フィリピン 

ウクライナ 

カナダ 

中華人民共和国 

ルーマニア 

１９５７ 

１９５９ 

１９６５ 

１９６５ 

１９６５ 

１９６５ 

１９７３ 

１９７７ 

川 崎 市 リエカ市 

ボルチモア市 

瀋陽市 

ウーロンゴン市 

シェフィールド市 

ザルツブルク市 

リューベック市 

富川市 

クロアチア 

アメリカ 

中華人民共和国 

オーストラリア 

イギリス 

オーストリア 

ドイツ 

大韓民国 

１９７７ 

１９７９ 

１９８１ 

１９８８ 

１９９０ 

１９９２ 

１９９２ 

１９９６ 

相模原市 無錫市 

トロント市 

トレイル市 

中華人民共和国 

カナダ 

カナダ 

１９８５ 

１９９１ 

１９９１ 

平 塚 市 ローレンス市 アメリカ １９９０ 

鎌 倉 市 ニース市 

敦煌市 

フランス 

中華人民共和国 

１９６６ 

１９９８ 

藤 沢 市 マイアミビーチ市 

昆明市 

ウィンザー市 

保寧市 

アメリカ 

中華人民共和国 

カナダ 

大韓民国 

１９５９ 

１９８１ 

１９８７ 

２００２ 

小田原市 チュラビスタ市 アメリカ １９８１ 

茅ヶ崎市 ホノルル市・郡 アメリカ ２０１４ 

逗 子 市 ナザレ市 ポルトガル ２００４ 

横須賀市 コーパスクリスティ市 

ブレスト市 

フリマントル市 

メッドウェイ市 

(旧ジリンガム市) 

アメリカ 

フランス 

オーストラリア 

イギリス 

１９６２ 

１９７０ 

１９７９ 

１９９８ 

(１９８２) 

三 浦 市 ウォーナンブール市 

ホノルル市 

オーストラリア 

アメリカ 

１９９２ 

２００４ 

秦 野 市 パサデナ市 

坡州市 

アメリカ 

大韓民国 

１９６４ 

２００５ 

厚 木 市 ニューブリテン市 

揚州市 

軍浦市 

アメリカ 

中華人民共和国 

大韓民国 

１９８３ 

１９８４ 

２００５ 
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大 和 市 光明市 大韓民国 ２００９ 

伊勢原市 ラミラダ市 アメリカ １９８１ 

座 間 市 スマーナ市 アメリカ １９９１ 

南足柄市 ティルブルグ市 オランダ １９８９ 

葉 山 町 ホールドファストベイ市 オーストラリア １９９７ 

大 磯 町 デイトン市 

ラシン市 

アメリカ 

アメリカ 

１９６８ 

１９８２ 

箱 根 町 ジャスパー町 

タウポ町 

サンモリッツ州 

カナダ 

ニュージーランド 

スイス 

１９７２ 

１９８７ 

２０１４ 

湯河原町 忠州市 

ポートスティーブンス市 

大韓民国 

オーストラリア 

１９９４ 

１９９８ 

神奈川県 メリーランド州 

遼寧省 

バーデンビュルテンベルク州 

京畿道 

オデッサ州 

ペナン州 

ヴェストラジョータランド県 

(旧エーテボリブーフス県) 

アメリカ 

中華人民共和国 

ドイツ 

大韓民国 

ウクライナ 

マレーシア 

スウェーデン 

１９８１ 

１９８３ 

１９８９ 

１９９０ 

１９８６※ 

１９９１※ 

１９９８※ 

(１９９３) 

（平成 28年３月現在） 

※本表には、姉妹都市提携のほか、友好交流関係の強化を確認した共同声明の調印も含む。 

※相模湾沿岸とゴールドコースト海岸との友好提携（1990年） 

1990 年に開催した相模湾の人と海との共生をめざした「サーフ'90」の開催趣旨を生かし、

海岸、海浜の有効利用を先進的に進めているゴールドコースト市と相模湾沿岸の 13 市町及び

県が共同で友好提携を締結した。（13市町：横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、

茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、葉山町、大磯町、二宮町、真鶴町、湯河原町） 

 

 

 

34



相談窓口、通訳の有無等 印刷物（暮らし、医療、福祉、地震・防災等）
日本語教育、日本語教授
法（成人向け）、外国籍児

童生徒教育

その他
（国際交流協会､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、国際関係ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ等）

○日本語学習・生活支援
・市民館（７館）
・ふれあい館にて識字学級
開設　全１５学級
・識字ボランティア研修の
実施
○国際教室
（日本語教室）
小学校　７校
中学校　１校
○日本語指導講師派遣
（新規派遣179件）

公益財団法人川崎市国際交流協会
http://www.kian.or.jp/
○外国人相談事業
・川崎市国際交流センター
英/月～土、中/火・水・金、ﾀｶﾞ/火・水
韓国・朝鮮語/火・木、ス/火・水、ポ/火・金
時間はいずれも
10：00～12：00、13：00～16：00
・麻生区役所
中/第１・３火　9：30～12：00
ﾀｶﾞ/第１・３水　14：00～16：30
英/第１・３木　9：30～12：00
・川崎区役所
中/第１・３火　14：00～16：30
ﾀｶﾞ/第１・３火　9：30～12：00
英/第１・３木　14：00～16：30
○ボランティア登録
・通訳・翻訳
・ホームステイ
・ホームビジット

・日本語講座
・国際理解教育支援
・一般
○多言語印刷物の発行
・外国人相談コーナーのご案内
日・英・中・韓・ポ・ス・ﾀｶﾞ
・ハローかわさき「定期情報紙」
日・英・中・韓・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○日本語教室
・夜間コース（週１回）
・午前コース（週２回）
○情報収集・提供事業
○広報出版事業
○国際交流事業
○行事開催事業
○研修事業
○外国人留学生修学奨励金支給事業
○国際交流民間団体の育成、支援事業
○調査及び研究事業
ほか

外国籍住民に対する施策状況（平成28年３月現在）
 ※　英:英語　中:中国語　ハ:韓国・朝鮮語　ポ:ポルトガル語　ス:スペイン語　ロ：ロシア語　タイ:タイ語　タガ:タガログ語
    ベ:ベトナム語　ラ:ラオス語　カ:カンボジア語　独:ドイツ語　仏:フランス語　伊：イタリア語　イ：インドネシア語　クメ：クメール語　モン：モンゴル語　アラ：アラビア語
※　印刷物：年数表示は最新版の発行西暦年、年数のないものは定期更新・発行
    Ｃ：コピーでのみ入手可能、Ｗ：外国人登録の際に、窓口で外国籍住民に手渡す印刷物「ウェルカムキット」
日本語教室、ボランティア登録制度等は、主催団体が当該市町村以外である場合は、[　]内に団体名を記入

川
崎
市

横
浜
市

○区役所窓口外国人支援
ｻｰﾋﾞｽ
　中区(英・中)、鶴見区(英・
ス・ポ)、港北区(英・ス・ポ)
に外国語能力のある嘱託
員を配置
○市民通訳ボランティアの
派遣
　区役所・福祉保健セン
ター等に派遣
○いのちの電話外国人相
談への助成　ス・ポ
○外国人相談
・国際交流ラウンジ
（青葉・金沢・港南・港北・
都筑・鶴見・中・保土ケ谷・
南・泉・YOKE情報・相談
コーナー）

○定期情報誌　中区等で外国語広報紙を発行　英・中等
○多言語防災リーフレット　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｲ・ﾀｶﾞ・ベ・イ
○母子健康手帳及び健診券綴り　英・中・ハ・ス・ポ・ベ
○こんにちは赤ちゃん訪問及び母子訪問のご案内
　英・中・ハ・ス・ポ・ベ
○乳幼児健康診査のご案内・問診票及び再勧奨通知
　英・中・ハ・ス・ポ・ベ
○保育所入所案内　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ・ベ
○ごみと資源物の分け方・出し方パンフレット　英・中・ハ・ス・ポ
○介護保険制度案内パンフレット　英・中・ハ・ス・ポ
○国民健康保険ガイドブック　英・中・ハ・ス・ポ
○入学のご案内　英・ハ・中・ポ・ス・ﾀｲ・ﾀｶﾞ・ベ・カ
○就学援助制度のお知らせ　英・中・ハ・ス・ポ・カ・ラ・べ・ﾀｶﾞ
○「ようこそ横浜の学校へ」
　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ・ベ　※ホームページ掲載のみ
ほか

○日本語学習の支援
・教室実習型研修の実施
・国際交流ラウンジ
　（青葉・金沢・港南・港北・
都筑・鶴見・中・保土ケ谷・
南・泉）で日本語教室開催
・公益財団法人横浜市国
際交流協会で日本語教室
開催
○外国人児童保育支援
  外国人児童数の多い保
育所への保育士の加配、
通訳の派遣
○外国人児童生徒教育
（日本語教室・国際教室）
○私立外国人学校補助
ほか

○公益財団法人横浜市国際交流協会
http://www.yoke.or.jp
 ･多言語による相談や情報提供（YOKE情
報・相談コーナー）
 ･市民通訳ボランティアの派遣
 ･多言語情報のHP掲載
 「よこはまYokohama」
　（英、中（簡・繁）・ハ・ス・ポ・べ・イ・やさし
い日本語）
○国際交流ラウンジの運営
　在住外国人への情報提供･相談・日本人
との交流などを行う国際交流ラウンジを運
営（青葉・金沢・港南・港北・都筑・鶴見・
中・保土ケ谷・南・泉)
○留学生への支援
　横浜市国際学生会館の運営
○外国人障害者及び高齢者への福祉給
付金支給
○外国籍市民救急医療対策補助事業
○横浜市民間住宅あんしん入居事業
○ごみ分別アプリ　英・中
ほか

○かわさきの消防　英
○外国人市民代表者会議ニューズレター　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○川崎市市民オンブズマン制度　英・中・ハ・ポ・ス
○川崎市人権オンブズパーソン制度　英・中・ハ・ポ・ス
○外国人市民に身近な市税の案内　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○母子健康手帳副読本　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ・ﾀｲ・イ
○こんにちは介護保険です　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○国民健康保険のしおり　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○エイズ予防啓発用パンフレット　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｲ・ﾀｶﾞ
○ラビットクラブ（外国人母子子育て)　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○川崎区子育てガイドさんぽみち　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○川崎区子育て散歩マップ　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○食中毒にご注意！～知ってますか？！予防三原則～　英・
中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ・ﾀｲ
○高津区子育て情報ガイドホットこそだて・たかつ　英
○外国人保護者用就学ハンドブック 「ともに生きる社会をめざし
て」　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○川崎市から事業者のみなさまへ（事業系ごみの処理方法）
　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○川崎市のごみの分け方・出し方　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○川崎の上下水道　英・中
○川崎市居住支援制度　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○MUZA KAWASAKI SYMPHONY HALL　英
○藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム　案内リーフレット　英
○川崎市観光パンフレット「川崎日和」　英・中・ハ
○LIBRARY USER’S GUIDE　英
○KAWASAKI CITY MUSEUM　英・中
○TARO OKAMOTO MUSEUM　OF ART KAWASAKI　　英・仏
○川崎市立日本民家園　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ・独・仏
○ARENA Guide KAWASAKI TODOROKI ARENA（とどろきア
リーナトレーニング室の案内）　英
○City of Kawasaki　(市勢要覧)　英
○PORT OF KAWASAKI　英・中
○川崎港便覧　英
○市議会のしおり　英
○にほんごひろば学習ガイド　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｲ・イ
○あさおにほんごくらす　英・中・ハ
ほか
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相談窓口、通訳の有無等 印刷物（暮らし、医療、福祉、地震・防災等）
日本語教育、日本語教授
法（成人向け）、外国籍児

童生徒教育

その他
（国際交流協会､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、国際関係ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ等）
相
模
原
市

○一般相談
(中央区役所市民相談室)
　英/第３水、中/水、
　ポ/金、ス/金
○弁護士による法律相談
要予約　中・ス・ポ・英（第４
木)
○相談（国際交流ラウン
ジ）
　英/第２・４・５水、中/日、
ハ/第２・４火、ポ/月、
ス/金、ﾀｲ/土、ﾀｶﾞ/第２・４
月 第１・３・５火、
ベ/金 、カ/日

○日本語ボランティア養成
講座
○日本語巡回指導講師派
遣
○日本語指導協力者派遣

○さがみはら国際交流ﾗｳﾝｼﾞ
  1996.10開設
  国際交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催等
  http://www1a.biglobe.ne.jp/sil/
○在日外国人高齢者・障害者等福祉給付
金支給
○庁内案内英語併記

横
須
賀
市

○外国人相談窓口
【横須賀国際交流協会】
・対応言語　ﾀｶﾞ・英・中・
ス・ハ・ポ
○通訳有無等
・国際交流員による対応
・人数　１名
・対応言語　英
・国際交流ボランティアに
よる通訳支援体制
・登録者数　112人
・対応言語
　英・ハ・中・ス・仏・独・ポ・
ﾓﾝ・ﾀｶﾞ・ﾀｲ・ロ・ｲ・ﾈﾊﾟｰﾙ

○市民憲章　英
○三浦按針と横須賀　英
○ペリーと横須賀　英
○ヴェルニーと横須賀　英
○小栗上野介と横須賀　英
○横須賀市生活ガイドブック　英・中・ハ・ス
○横須賀市紹介パンフレット　英
○英文YOKOSUKAマップ  2008　英
(生活情報・市内の広域避難地等)
○What’s New in Yokosuka  (定期情報紙) 　英
○県税事務所・市役所案内図　英
○軽自動車税証紙　英
○防災情報メールサービス案内　英
○外国人交通安全啓発チラシ　英
○町内会・自治会への加入のすすめ　英・中・ハ・ス・ポ
○神奈川県横須賀合同庁舎案内図　英
○関東運輸局神奈川運輸支局案内図　英
○生活保護のしおり　英・中・ハ・ス・ポ
○介護保険のお知らせ　英・ハ・ス・ポ
○横須賀市人権都市宣言　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ

○日本語会話サロン
【横須賀国際交流協会】
１期４か月(１年３期)　土曜
日を除く毎日開設
場所は曜日による
○外国籍児童生徒教育
　日本語指導
　小学校　27校（うち４校は
国際教室）
  中学校　10校（うち２校は
国際教室）
　高等学校　１校

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp（横
須賀市）
○国際交流課電子メール
ir-mo@city.yokosuka.kanagawa.jp
○NPO法人横須賀国際交流協会
　2003.4設立　http://www.yia.info
  姉妹都市交流・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動　拠点・ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ・NPO等との連携・外国人生
活相談　 npo-yia@kb3.so-net.ne.jp
○国際交流ボランティア登録制度有（538
名＋12団体登録）
  ・通訳・翻訳
　・外国語講座
　・国際理解講座
　・世界の料理教室
  ・ホームステイ・ホームビジット受入
　・日本文化の紹介
　・フェアトレード商品の販売
○ホームページの自動翻訳サービス
　英・中・ハ・仏・独・伊・ス・ポ

○２歳６ヶ月児歯科健康診査無料受診券
　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○歯垢染め出し液の使用説明　英・中・ス・ポ
○学校歯科巡回教室のお知らせ　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○母子健康手帳　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ・ﾀｲ・ｲ
○視聴覚検診　英・ス・ポ
○乳児健康診査のお知らせ（乳児健診アンケート）
　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ・ﾀｲ
○１歳６か月児健康検査のお知らせ（１歳６か月児健診アンケー
ト）　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ・ﾀｲ
○BCG予診票　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○10か月児健康診査のご案内　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○３歳６か月児健康診査のお知らせ（３歳６カ月児健診アンケー
ト）　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ・ﾀｲ
○妊婦連絡票　英・中・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○出生連絡票　英・中・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○３歳６か月児健康診査（検尿のお知らせ）　中・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○離乳食のすすめ方　英・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○こども健康課案内　英・ス

○防災情報メールサービス
　英・やさしい日本語

○乳幼児健康診査未受診案内　英・ス
○ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチン　英・中・ス
○四種混合予防接種について　英・中
○妊婦健康診査補助券使い方　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○支給認定申請書、利用申込書　英
○ごみと資源物の分け方・出し方　英・中・ハ・ス・ポ
○事業系ごみ取り扱いの手引き　英
○Aicle　英
○「循環都市よこすか」の創造をめざして　英
○横須賀観光案内（FOUR 4 SEASONS）　英・中・ハ・ﾀｲ
○自転車等保管所のご案内　英・ﾀｲ
○あんしんかんパンフレット　英
○あんしんかん新聞　英
○よこすかの文化財　英
○図書館利用案内（User Guide）　英
○図書館利用案内（For Children）　英
○A Message to Baby Caretakers　英
○ヴェルニー記念館　英
○自然・人文博物館常設展示フロアガイド　英
○横須賀美術館のご案内　英

○くらしのガイド（ＰＤＦ）（ホームページに掲載）
　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｲ・ﾀｶﾞ・カ・べ
○シティセールスブック　英（併記）
○観光地図   英・中・ハ
○さがみはら国際交流ラウンジパンフレット
　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｲ・ﾀｶﾞ・ベ・カ
○外国人相談事業案内パンフレット　英・中・ポ・ス
○さがみはら国際プラン（改定版）　英・中・ハ
○ごみと資源の日程・出し方　英・中・ハ・ポ・ス
○子育てガイド　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ・ベ・クメ
○妊娠届出書　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○母子健康手帳　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○乳幼児健康診査のお知らせ　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○乳幼児健康診査質問紙（４ヶ月児・１歳６ヶ月児歯科・２歳６ヶ
月児・３歳６ヶ月児）　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○乳幼児健康診査質問紙（８ヶ月児・１歳児・１歳６ヶ月児医科）
英・中・ﾀｶﾞ
○乳幼児健康診査未受診質問紙（４ヶ月児）
　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○乳幼児健康診査未受診質問紙（８ヶ月児・１歳６ヶ月児・３歳
６ヶ月児） 　英・中・ﾀｶﾞ
○３歳６ヶ月健康診査視聴覚検査アンケート等
  英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ
○外国人児童・生徒の手引　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｲ・ﾀｶﾞ・ベ・ラ・カ
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相談窓口、通訳の有無等 印刷物（暮らし、医療、福祉、地震・防災等）
日本語教育、日本語教授
法（成人向け）、外国籍児

童生徒教育

その他
（国際交流協会､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、国際関係ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ等）
横
須
賀
市

○横須賀美術館の魅力をご紹介　英
○（美術館）館内での写真撮影に関する案内　英
○学校通知文翻訳集　英・中・ハ・ス・ポ
○就学援助制度のお知らせ　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○外国籍者へ就学のご案内　英・ハ・ス・ポ
○在学証明書　英
○退学証明書　英
○卒業証明書　英
○成績証明書　英
○スカリンの学校生活ガイドブック　英・中・ス・ポ
○結核健康診断問診票　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ・ネ・ベ・ﾀｲ
○結核検査報告書　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○心臓病調査票　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○尿糖保護者あて通知　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○就学時健康診断のご案内　英・中・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○就学時健康診断保健調査票　英・中・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○就学時健康診断の結果についてのお知らせ
　英・中・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○定期健康診断保健調査票　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○結核精密検査の依頼について　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ

○結核精密検査の受診について　英・中・ハ・ス・ポ
○心臓精密検査保護者あて通知　英・中・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○心臓検診予備日実施のお知らせ　英・中・ス・ポ・ﾀｶ
○色覚検査について　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○保健だよりなどで掲載の例（色の見え方と色覚検査）
　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○色覚検査の結果について　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○運動器検診保健調査票　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ
○Outline of City Council―市議会の概要―　英・仏

平
塚
市

○平塚市通訳・翻訳バンク
・外国籍市民・行政窓口に
対する通訳・翻訳サービス

○市民生活ガイドブック W
  ス/2008、ハ/2009、カ/2010、べ/2011、
　ラ/2012、英/2013、ポ/2014、中/2015
○家庭ごみ・資源の分け方・出し方
  英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ/2004
○家庭ごみ収集日カレンダー
  英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ・2016
○健診票（１歳６ヶ月・３歳児）　英・ポ・ス/2013
○こんにちは赤ちゃん及び健診未受診訪問不在連絡票ス・ポ・
カ/2015
○健診子育て情報・母子教室一覧ス・カ/2015
○母子健康手帳　ス・ポ・英・中・タガ・タイ・ハ
○さわやかで清潔なまちづくり条例　中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ/2006
○自治会加入のお知らせ　英・中・ハ・ポ・ス・ベ・カ・ラ/2007
○耳鼻咽喉科治療のおすすめ外７種
　英・中・ポ・ス・タ・カ・ロ・ハ
○大地震発生などの非常時の対応について
　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ・カ/2011
　べ・ラ・タ/2012

○日本語教室7教室
 　[市国際交流協会]委託
 ○国際教室
   小６・中４校
 ○日本語指導協力者
   １９人（ポ４・ス６・中３・ラ
２・カ１・ベ１・ﾀｶﾞ２・ﾀｲ１・ロ
１）（重複あり）

○市国際交流協会 1994設立
  E-mail:hiea＠ma.scn-net.ne.jp
  http://www.scn-net.ne.jp/~hiea
  国際姉妹都市交流・日本語教室・ホーム
ステイ交流・外国語教室
○日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
○ＦＭ湘南ナパサ防災番組放送
　　「平塚市防災インフォメーション（多言
語）」　英・ポ・タガ・ス・中
○災害時避難所施設一覧(ホームページ
にて掲載)　英・中・ハ・ポ・ス・タガ・カ

鎌
倉
市

○市民通訳ボランティア登
録制度

○How to sort and dispose recyclable items and garbage
（資源物とごみの出し方・分け方)（平成27年）2015年　英
○Buried Cultural Properties in Kamakura　18（鎌倉の埋蔵文化
財　18）　（平成27年）2015年　日英併記
○Kamakura 　(鎌倉観光案内地図）　英・中（簡・繁）・ハ・ス・仏
○母子健康手帳　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｲ・ﾀｶﾞ・イ

○都市交流事業等奨励金の交付
○国際交流ボランティア登録制度
○国際親善友好バッジ・バナーの交付
○かまくら国際交流フェスティバルの開催
○鎌倉市ホームページ
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp

藤
沢
市

○外国人相談窓口
  (市民相談情報課)
  ス・ポ・英

○市民病院外国語通訳ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ事業　英・中・ポ・
ス・仏・伊

○ふじさわ生活ガイド（定期情報誌）　W　英・中・ハ・ポ・ス・べ
○休日夜間診療情報（定期情報紙）　英・中・ハ・ポ・ス・ベ
○外国人市民の皆さんへ！市役所や生活に役立つ問い合わせ先　W
英・中・ハ・ポ・ス・ベ
○資源とごみの分け方・出し方　（定期情報誌）　W
　英・中・ハ・ポ・ス
○区域別収集日程カレンダーW　英・中・ハ・ポ・ス
○国民健康保険ハンドブック（定期情報誌）
　英・中・ハ・ポ・ス・日併記
○外国の方のための多言語防災ガイド（2010年）
　英・中・ハ・ポ・ス・ベ・日併記
○江の島イラストマップ（2015年）　英・中（簡・繁）・ハ
○学校へ行こうよ（生活指導に関する資料）貸し出し
　ス・ポ・ベ・中
○藤沢市日本語教室マップ　W　英・中・ハ・ポ・ス

○日本語指導教室・国際
教室
○日本語指導員派遣

小
田
原
市

○通訳・翻訳ボランティア
事業

○生活情報　W　英・中・ポ・ス・ハ/2014
住民基本台帳・急病になったとき・税金・国民健康保険・困ったと
きの対応・水道・子供の教育等
○災害非難カード
　英・ハ・中・ス/2013
○観光パンフレット　英・ハ・中・ス/2012
（＊スペイン語版はPDFデータのみ）
○外国語版ゴミ分別ガイド　W
　英・ポ・中（簡体語・繁体語）・ハ/2012

○外国人児童生徒日本語
指導
 

○小田原海外市民交流会　1982.6設立
http://homepage3.nifty.com/oifa/
  日本語クラス・姉妹都市との市民交流ほ
か
○国際交流団体連絡会
　（地球市民フェスタ実行委員会）
  毎月１回開催
  地球市民フェスタの企画運営/情報交換
ほか
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相談窓口、通訳の有無等 印刷物（暮らし、医療、福祉、地震・防災等）
日本語教育、日本語教授
法（成人向け）、外国籍児

童生徒教育

その他
（国際交流協会､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、国際関係ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ等）
茅
ヶ
崎
市

○外国語版便利帳（2012年）　英・中・ス・ポ・ハ ○国際理解講座　全３回
○日本語ボランティア養成
講座　全３回

○市国際交流協会1984.7設立
  民間団体による国際交流活動の支援・青
少年交流・語学教室・ﾎｰﾑｽﾃｲ受入 等
http://7jp.com/iac
○ボランティア団体による日本語ボラン
ティア教室

逗
子
市

○暮らしのガイド　『LIVING IN ZUSHI』  英/2013
○ごみの出し方　『Clean　Up　Zushi』　 英/2015
○逗子ガイドマップ『Ａ　Ｈｉｋｅ　ａｒｏｕｎｄ　Ｚｕｓｈｉ』　英/2011

日本語指導講師派遣事業 ○逗子市ホームページ
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/

三
浦
市

○ゴミと資源の分け方出し方  英
○三浦市のガイド　英

○三浦市国際交流協会（設立1982.10）
　姉妹都市交流事業等
　国際交流啓発事業等
　交流推進事業（英会話教室、こども英語
体験教室等）
○通訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録制度
　通訳・翻訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　11名

秦
野
市

○外国籍市民生活相談
　(広聴相談課)1992～
　ポ/火、英･ス/水･木、
　中/金、ベ/金

○ゴミの出し方(チラシ)　英・ス・ポ・中・ベ ○東南アジア人向け「暮ら
しの教室(日本語教室)」開
催委託事業
[東南アジアの人々と共に
歩む会] 月７回
○中南米人向け「暮らしの
教室(日本語教室)」開催委
託事業
[中南米の人々を考える会]
月７回
○外国籍児童・生徒日本
語教育
　小125名 中34名
○日本語指導等協力者派
遣　（5名）
　英・中・ス・ポ・ベ

○秦野市国際交流協会
　(任意団体)1985設立
○市内在住外国人との交流事業の企画・
運営
○国際交流ボランティア登録制度　約100
名
・通  訳
・ホスト家庭
・スタッフ

厚
木
市

○外国人相談
  ス･ポ・英/木
○災害時通訳ボランティア
○通訳ボランティア
　ス/月

○予防接種予診票 2010
　英・ポ・ス・中・ハ・ﾀｶﾞ・仏・独・伊・ロ・ﾀｲ・イ・ﾓﾝ・ｱﾗ
○資源とごみの正しい出し方 2009　W
　英・ハ・ﾏﾚｰ・ﾀｶﾞ・べ・ス・ラ・ポ・中
○市勢ガイド　W　英/2008
○家族で話そう わが家の防災　英・中・ハ・ポ/2009
○家族で備える東海地震 2012　英・中・ハ・ポ
○日本語教室の案内　W  英
○みんな友だちここから始まる学校生活
　ス・ベ・ハ・ﾀｶﾞ・中・ポ・ラ・英・仏・ﾀｲ・カ/2006
○外国人相談のチラシ　ス・ポ・英
○図書館利用案内冊子　2005　ス・ハ・中・ポ・英
○母子健康手帳（ガイド） 2010　ス・中・ハ・ポ・英・ﾀｶﾞ・ﾀｲ・イ・ベ
○臨時運行する際の注意事項（仮ナンバー）　英/2009
○厚木市外国語生活情報サイトのお知らせ2011　W
　英・ス・ポ・ハ・中・ベ
○厚木観光ガイド　（2009）　英
○あつぎの温泉　（2015）　英・中・ハ
○厚木市中心市街地マップ　（2015）　英・中・ハ

○日本語教室
  週５回
　【厚木日本語ボランティア
の会】
○日本語指導協力者派遣
　  小　 15校
    中　  6校
○日本語指導教室支援員
（放課後の補習の支援）派
遣
　　小　 5校

大
和
市

国際・男女共同参画課国
際・男女共同参画担当
　ス/火・金
○市立病院に通訳配置
　ス/水･金
○住民税確定申告時の通
訳 ス

○生活ガイド　W・C　 英・ス・中
○家庭の資源とごみの分け方・出し方９カ国語　C/2015
　英・ス・中・ハ・ベ・ポ・ﾀｲ・ラ・ﾀｶﾞ
○予防接種予診票 ９ｶ国語　C/2014
　英・ス・中・ハ・ベ・ポ・ﾀｲ・ラ・ﾀｶﾞ
○予防接種のお知らせ
　英・ス・中・べ・タ
○母子手帳　7カ国語　英・ス・ポ・ﾀｶﾞ・中・ﾀｲ・ハ
○児童手当案内　英・ス・中・ﾀｶﾞ
○小学校生活の手引き冊子「楽しい学校」　 8ｶ国語
　英・ス・ハ・カ・中・ベ・ポ・ﾀｶﾞ
○事業系ゴミの適正処理パンフレット　９ヶ国語　C/2014
　英・ス・中・ハ・ベ・ポ・ﾀｲ・ラ・ﾀｶﾞ
○納税通知書封筒　英・ス
○納税証明申請書　英・ス・中・ハ
○国民健康保険の手引　英・ス・ポ・中・ハ/2014
○市民税・県民税証明の申請書　英・ス・中・ハ
○住民票写しの見本　英・ス・中・ハ
○仮ナンバーの督促状　英・中・ス　/2014
○就学援助制度　医療費補助及びめがねの購入費補助の申請
についてのお知らせ 7か国/2014

○国際教室
  配置数　小１２校、中７校
○日本語指導員派遣(８名)
○外国人児童生徒相談員
（１８人･９カ国語)
○外国人児童生徒の父母
への通知文等翻訳

○大和市国際化推進事業
http://www.city.yamato.lg.jp/web/kokusai
/index.html
○(公財)大和市国際化協会 1994年設立
http://www.yamato-kokusai.or.jp
○行政及び一般相談・市立病院での診察
の通訳
　英/月～金・ス/火･金　9時～12時・13時
～17時
　中/第1・3・5木　9時～12時
ﾀｶﾞ/第2・4木　9時～12時
　ベ/水　9時～12時・13時～16時
○日本語教授法ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ講座
○ボランティアによる通訳・翻訳サービス
○日本語・学習支援ボランティア派遣事業
（通年）
○クロスカルチャーセミナーの実施（通年）
○生活セミナーの実施
○情報紙｢テラ｣(英)｢ティエラ｣(ｽ) 「ﾆｲﾊｵ」
(中) 「チャオバーン」(ベトナム)　隔月･年6
回
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相談窓口、通訳の有無等 印刷物（暮らし、医療、福祉、地震・防災等）
日本語教育、日本語教授
法（成人向け）、外国籍児

童生徒教育

その他
（国際交流協会､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、国際関係ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ等）
大
和
市

 英・ス・ﾀｶﾞ・ポ・中・ハ・ベ
○がん検診クーポン説明文　10カ国語/2014
　英・ス・中・ハ・ベ・ポ・ﾀｲ・ラ・ﾀｶﾞ・カ
○検診のお知らせ　英・ス・ベ・ﾀｶﾞ/2014
○図書館利用案内　英・ス・中・ハ
○児童クラブの説明　英・ス・中・べ/2014

○日本語教室（保育付き）の開催
○登録ボランティアによる学習支援教室の
開催
○日本語ボランティア養成講座の開催
○FMやまとで番組内の１コーナー「たぶん
かラジオ」をとおして、英語・スペイン語・タ
ガログ語で地域の情報を提供
○日本語スピーチ大会の開催
○外国人市民サミットの開催
○第４期多文化共生会議の開催
○外国人市民で作る活動グループへの運
営支援
○災害多言語支援センター設置運営訓練
及び外国人市民向け防災訓練の開催

伊
勢
原
市

○観光パンフレット　英/2014
○いせはら分別ガイド外国語版　英・中・韓・ポ・ス・ベ
○図書館利用案内リーフレット　英/2009
○外国語版母子手帳の発行
　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｶﾞ・イ・ﾀｲ/2013
○多言語旅行ガイド　英・中（簡・繁）・ハ/2014（伊勢原市観光
協会）
○おおやまめぐりルート観光ガイド　英/2015（平成大山講プロ
ジェクト推進協議会　行政部会（厚木市・伊勢原市・秦野市））
○伊勢原時空の散歩道　英/2015
○大山インフォメーションセンター外国語案内（2016）

○日本語指導協力者派遣
  市内小・中学校

○市姉妹都市（現国際交流）委員会 1982
設立

海
老
名
市

○ごみと資源の分別カレンダー補足チラシ
　英・中・ハ・ポ・ス・ベ・ﾀｲ・ﾀｶﾞ
○外国語版母子健康手帳の発行(2015年発行)
  英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｲ・ﾀｶﾞ・イ
○保護者への通知文書の翻訳
　英・ポ・ス・ﾀｲ・ﾀｶﾞ・ベ

○非常勤職員による小・中
学校巡回指導(日本人５
名）
○通訳者派遣事業
　英・ポ・ス・ﾀｲ・ベ

海老名国際交流の会（国際交流ボランティ
ア）
http://www.tiny-world.com/index3.html

座
間
市

○市民便利帳　一部英・中・ポ/2011
○家庭ごみの分け方・出し方　C　英・ポ・ス・中・ハ
○図書館利用案内　C　英/ 2006
〇外国人に対する救急対応カード
（救急現場で日本語が話せない外国人にカードを掲示し・救急
活動が円滑にできるように作成したもので・各救急車に積載して
いる。）　C　英・ハ・中・ポ・ス
〇妊娠届出書　英/2010
〇出生連絡票　英/2010
〇保健衛生のお知らせ　英（一部英）/2010・2013

外国人子女日本語指導協
力者派遣事業

○市国際交流協会 1992設立
http://zamainternationalassociation.jimdo.
com/
（運営費補助）
国際化推進委託事業（国際交流フェスティ
バル・日本文化体験・歴史探訪・世界の料
理・諸外国との文化作品交流）（市からの
受託事業）
会報の発行・外国語教室・市内イベントへ
の参加・協会ホームページの運営

南
足
柄
市

○市勢要覧　英語併記/2006
○観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ　英語併記/2012
○くらしのガイド　英・ポ・中/2015

外国人児童教育コーディ
ネーター派遣事業(必要に
応じて派遣)

○市姉妹都市交流協会 1989設立
　ﾎｰﾑｽﾃｲ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ通訳

綾
瀬
市

○学校への日本語指導協
力者派遣による外国語相
談　 対象:外国人児童言語
/随時
  (児童・親・先生による面
談の際の通訳)
　英・中・ポ・ス・ﾀｲ・ﾀｶﾞ・
べ・ラ・カ
○行政通訳員の配置（市
役所内での手続きの際の
通訳）　対象：外国籍市民
　ポ・ス/2011、べ/2014
○綾瀬市通訳翻訳ボラン
ティア
（日常の通訳や公文書等
翻訳）
　対象：外国籍市民
　ハ・中・べ・英・ポ・ス・ﾓﾝ
/2011

○資源とごみの分け方・出し方ガイド　W
　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｲ・ベ・ラ・ﾀｶﾞ/2013
○資源とごみの地域別収集日 W
　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｲ・ベ・ラ・カ/2009
○綾瀬市投棄防止によるきれいなまちづくり条例の概要
　中・ポ・ﾀｲ/2008、ﾀｶﾞ・ベ・ラ/2009
○小中学校就学通知　英・ポ・ス・ﾀｲ・べ/2013
○就学時健康診断のお知らせ　英・ポ・ス・ﾀｲ・ベ・カ(C)/2013
○就学援助制度のお知らせ　 　英・ポ・ス・ﾀｲ・べ・カ/2013
○母子健康手帳　英・ポ・ス/2010、ﾀｲ/2006、ハ・ﾀｶﾞ/2002
○母子福祉に関するQ＆A集　C　英・中・ポ・ス/2005
○防災ガイド　C　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｲ・ベ・ラ・カ/2002
○市税ミニ知識　C　英・中・ハ・ポ・ス/2006
○あやせトゥデイ（定期情報誌）
　英・中・ハ・ポ・ス・ﾀｲ・ﾀｶﾞ・ベ・ラ/2004～・1～38号
○国民健康保険税納付案内　英・中・ハ・ポ・ス/2013

○国際教室
　配置数　小4校
  　      　　中１校
○日本語指導協力者派遣
  派遣先  小４校
        　　  中１校

葉
山
町

○葉山町ガイドブック　英／2016 ○講師派遣
　日本語指導講師を小中
学校に派遣

○葉山町国際交流協会　1992.7設立
・自主事業・国際理解講座
・町委託事業・外国文化紹介講座
○葉山町公式ホームページ
http://www.town.hayama.lg.jp/
○ホームページの自動翻訳サービス
　英・中・ハ・ポ・ス・ロ・タイ・タガ・ベ・ラ・カ・
独・仏・イ・他
○防災情報メールサービス　英語

寒
川
町

○ごみの収集日一覧  英・ポ・ス・ベ/2015
○母子健康手帳【母子保健事業団作成】
　英・中・ハ・ポ・ス・タイ・タガ・イ/2015
  見本のみ窓口にて配架

○さむかわ国際交流協会
　1994設立　http://siea.samukawa-
shj.net/
　・日本語教室の開催
○寒川町公式ホームページ
　英・ス・ポ・中・ハ
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/
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相談窓口、通訳の有無等 印刷物（暮らし、医療、福祉、地震・防災等）
日本語教育、日本語教授
法（成人向け）、外国籍児

童生徒教育

その他
（国際交流協会､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、国際関係ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ等）
大
磯
町

○町勢要覧　英　2010
○母子健康手帳【母子保健事業団作成】　 英・中・ハ/2010

〇大磯町姉妹都市協会
　1978.7設立　国際姉妹都市交流
〇大磯町公式ホームページ
　英・ス・ポ・中・ハ
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/

二
宮
町

○ごみの分け方・出し方　Ｃ　英
○ごみ収集カレンダー　Ｃ　英
○母子健康手帳  英・中・ス・ハ・タガ・ポ

中
井
町

○ごみ収集カレンダー　英・ポ・ス
○ごみの出し方ガイド　英

○外国籍児童日本語教育
  小学校１校

箱
根
町

○観光パンフレット　英・中・ハ ○町国際交流協会　1987設立
・民際交流・交換学生の派遣及び受入・語
学講座等
http://www.hakone.or.jp/town
○Ｖ案内所 （観光案内等）

湯
河
原
町

○外国籍住民相談窓口
　英・ハ・ﾀｶﾞ・ス等（事前予
約制）

○観光パンフレット  英・中・ハ ○ゆがわら国際交流協会 1988設立
ホームステイ・語学講座等
○湯河原町公式ホームページ
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/

愛
川
町

○外国人総合相談窓口
　ス・ポ/月･水･木･金　13：
15～17：00
○町立保育園に外国籍児
童・保護者対応の通訳保
育士配置－通訳保育士３
人

○保健だより　ス・ポ (母子保健サービス日程表)
○母子健康手帳　英・ﾎﾟ・ｽ・ﾊ・ｲ・中・ﾀｲ・ﾀｶﾞ
○ごみ・資源物収集カレンダー　W　ス・ポ・ﾀｲ・ｸﾒ・中・英
○乳幼児健診問診票　ス・ポ
○暮らしの便利帳　W　ス・ポ
○多言語災害マップ　W　ス・ポ・ﾛｰﾏ字/2008
○災害カード　W　ス・ポ/2008
○ごみと資源　新分別の手引　ス・ポ・ﾀｲ・カ・中・英/2012

○外国籍児童生徒日本語
教育
　小３校  中  ２校
　指導協力者   １１名

○国際交流ｸﾗﾌﾞ
　1997年設立　語学講座等

神
奈
川
県

○一般相談  県立地球市
民かながわプラザ２階（横
浜）
　英/第１・３・４火、中/木・
第１・３火、ハ/第４木
　ス/金・第２水、ポ/水・第
４金
川崎県民センター ２階
　ベ/木
厚木合同庁舎1号館1階
　ス/月・第３水、ポ/火・第
３水、ベ/第１月
○インドシナ難民定住相談
厚木合同庁舎1号館1階
　日本語（通訳可）/水
○法律相談
県立地球市民かながわプ
ラザ２階（横浜）
　英/第１・３火、中/第１・３
火・第４木、ハ/第４木
　ス/第２水・第４金、ポ/第
２水・第４金
厚木合同庁舎1号館1階
　ス/第１月・第３水、ポ/第
３水、ベ/第１月
○労働相談
かながわ労働ﾌﾟﾗｻﾞ 2階
（横浜）
　中/金、ス/第２・４水
厚木合同庁舎3号館2階
　ス/木、ポ/月
○教育相談
県立地球市民かながわプ
ラザ２階(横浜)
　日本語/火・水・木・金・
土、中/木・土、ス/金
　ポ/水、ﾀｶﾞ/火
○医療通訳派遣システム
事業（NPOとの協働事業）
○一般通訳支援事業（委
託事業）
○多言語支援センターか
ながわ（委託事業）

○県機構及び病院の診療科目一覧
　英・中・ハ・ス・ポ/2015
○外国籍県民の方の国民健康保険、後期高齢者医療制度加入
について
　英･中･ハ･ス･ポ･ﾀｶﾞ･ベ/2012
○外国語医科歯科診療マニュアル
　英･中･ハ･ス･ポ･ﾀｲ･ﾀｶﾞ･べ･カ･ラ/2001
○母子福祉に関するＱ＆Ａ
　英･中･ハ･ス･ポ/2006
○外国籍県民のための保険・医療ガイド　英・ス/2015
○受動喫煙防止条例周知用リーフレット　英/2014
○外国人住まい方ガイド
　英･中･ハ･ス･ポ･ﾀｲ･ﾀｶﾞ･べ･カ･ラ/2012
○敷金と原状回復
　英･中･ハ･ス･ポ/2013
○賃貸住宅の種類のご案内
　英･中･ハ･ス･ポ/2014
○入居退去マニュアル
　英･中･ハ･ス･ポ/2015
○住まい方のルール
　英･中･ハ･ス･ポ･ベ･ラ･カ/2001
○住宅の借り方マニュアル
　英･中･ハ･ス･ポ･ベ･ラ･カ/2001
○住宅の引越しルール
　英･中･ハ･ス･ポ･ベ･ラ･カ/2001
○あんしん賃貸住宅普及啓発リーフレット
　英･中･ハ･ス･ポ/2012
○日本の交通ルール
  英･中･ハ･ス･ポ/2009
○公立高校入学のためのガイドブック
　英･中･ハ･ス･ポ･ﾀｲ･ﾀｶﾞ･ベ･ネ･カ/2015
○夫やパートナーからの暴力に悩むあなたへ
　英･中･ハ･ス･ポ･ﾀｲ･ﾀｶﾞ･ベ/2016
○インターネット被害未然防止用教材「インターネットの危ない
世界」
　英・中・ハ/2012
○外国語による消費生活相談窓口案内リーフレット
　英･中･ハ･ス･ポ/2013
○定期情報誌｢こんにちはかながわ｣1992～
  英･中･ハ･ス･ポ･ベ　年3回
○地震に自信を
　英･中･ハ･ス･ポ･ﾀｲ･ﾀｶﾞ･ベ･ラ･カ/2004
○緊急のとき、こまったときの行動マニュアル
　英･中･ハ･ス･ポ･ﾀｲ･ﾀｶﾞ･ベ･ラ･カ/2006
○かながわの国民保護
　英/2007
○神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり防犯対策ガイド
　英・中・ハ・ス・ポ/2008
○かながわｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ
  英･中･ハ･ス･ポ/2016
○かながわ国際施策推進指針（第３版）概要版
　英･中･ハ･ス･ポ/2014
○県立図書館利用案内　英･中･ハ
○外国人労働問題対応ノウハウ集　中･ス･ポ/2015

○国際言語文化アカデミア
日本語教育
(実施講座)
・生活の漢字
・社会参加のための日本
語総合講座
ほか

○(財)かながわ国際交流財団
  http://www.kifjp.org/
  1977設立
○かながわ民際協力基金による国際協力
ＮＧＯ助成
○外国籍県民かながわ会議
○かながわ国際ファンクラブポータルサイ
ト
○災害時外国人住民支援のページ
　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｶﾞ・ﾀｲ・ベ・ラ・カ
○県ホームページによる多言語情報の提
供
　英・中・ハ・ス・ポ・ﾀｲ・ﾀｶﾞ・ベ・カ・ラ
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○外国人登録者に関する統計

外国人数（外国人登録者数）の推移（単位：人）

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

47,279 77,351 104,882 123,179 157,947 171,439 167,893 161,155 160,605 166,006 174,427

(100) (164) (222) (261) (334) (363) (355) (341) (340) (351) (369)

増減数
(*1)

5,615 30,072 27,531 18,297 34,768 13,492 -3,546 -6,738 -550 5,401 8,421

増減率
(%)(*2)

13.5 63.6 35.6 17.4 28.2 8.5 -2.1 -4.0 -0.3 3.4 5.1

(　　)内は1985年を100とした時の指数
(*1)(*2)1985～2010年は5年ごとの増減数および増減率、2011年以降は前年と比較した増減数及び増減率
2011年までは外国人登録法に基づく外国人登録者数、2012年以降は住民基本台帳上の外国人数
各年12月末日現在のデータ：県国際課調べ

外国人数（外国人登録者数）の国籍(出身地)数の推移
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

県合計 100 119 153 154 166 164 161 158 160 164 168

増減数
(*3)

3 19 34 1 12 -2 -3 -3 2 4 4

(*3)1985～2010年は5年ごとの増減数、2011年以降は前年と比較した増減数
2011年までは外国人登録法に基づく外国人登録者数の国籍数、2012年以降は住民基本台帳上の外国人数の国籍数

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
1985-
2011年
外国人登
録者数

韓国・朝鮮 韓国・朝鮮 韓国・朝鮮 韓国・朝鮮 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国

2012年-
外国人数

30,337人 33,443人 32,960人 33,453人 40,711人 56,689人 56,096人 55,259人 52,518人 54,520人 57,103人

構成比 64.2% 43.2% 31.4% 27.2% 25.8% 33.1% 33.4% 34.3% 32.7% 32.8% 32.7%
1985-
2011年
外国人登
録者数

中国 中国 中国 中国 韓国・朝鮮 韓国・朝鮮 韓国・朝鮮 韓国・朝鮮 韓国・朝鮮 韓国・朝鮮 韓国・朝鮮

2012年-
外国人数

7,230人 13,806人 20,175人 27,389人 34,205人 33,414人 32,372人 30,660人 29,854人 29,355人 29,165人

構成比 15.3% 17.8% 19.2% 22.2% 21.7% 19.5% 19.3% 19.0% 18.6% 17.7% 16.7%
1985-
2011年
外国人登
録者数

米国 ブラジル ブラジル ブラジル フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン

2012年-
外国人数

2,943人 8,143人 14,471人 12,565人 17,643人 18,249人 18,426人 17,696人 17,911人 18,482人 19,053人

構成比 6.2% 10.5% 13.8% 10.2% 11.2% 10.6% 11.0% 11.0% 11.2% 11.1% 10.9%
1985-
2011年
外国人登
録者数

フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン ブラジル ブラジル ブラジル ブラジル ブラジル ベトナム ベトナム

2012年-
外国人数

968人 4,040人 7,648人 12,040人 14,630人 11,410人 10,257人 9,002人 8,304人 8,532人 10,852人

構成比 2.0% 5.2% 7.3% 9.8% 9.3% 6.7% 6.1% 5.6% 5.2% 5.1% 6.2%
1985-
2011年
外国人登
録者数

英国 米国 ペルー ペルー ペルー ペルー ペルー ペルー ペルー ブラジル ブラジル

2012年-
外国人数

710人 4,035人 6,110人 6,920人 8,842人 7,823人 7,459人 6,762人 7,124人 7,864人 7,699人

構成比 1.5% 5.2% 5.8% 5.6% 5.6% 4.6% 4.4% 4.2% 4.4% 4.7% 4.4%
2011年までは外国人登録法に基づく外国人登録者数、2012年以降は住民基本台帳上の外国人数

神奈川県県民局くらし県民部国際課調べ

　外国人数（外国人登録者数）の上位5国籍(出身地)の推移(単位：人)

4位

5位

県合計

1位

2位

3位
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国・地域数１６８

全合計 中国
韓国
･朝鮮

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ベﾄﾅﾑ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾍﾟﾙ- 米国 台湾 ﾀｲ ｲﾝﾄﾞ ネパール ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｽﾘﾗﾝｶ
その他
155

県合計 174,427 57,103 29,165 19,053 10,852 7,699 6,184 4,878 4,327 3,957 3,725 3,384 1,975 1,836 20,289

横浜市 81,423 33,621 13,670 6,884 3,714 2,291 1,233 2,236 2,404 1,504 1,960 2,082 829 521 8,474

 鶴見区 10,373 3,994 1,615 1,176 334 1,041 394 107 195 119 157 334 80 15 812

 神奈川区 5,539 2,350 1,074 396 206 69 30 162 145 77 58 358 55 38 521

 西区 3,800 1,535 634 205 200 17 26 112 102 72 50 302 48 36 461

 中区 15,506 8,652 2,263 709 218 88 35 580 740 296 291 156 35 35 1,408

 南区 8,327 4,033 1,598 966 298 31 55 111 291 206 48 106 50 25 509

 港南区 2,123 772 537 243 84 36 15 62 50 62 18 40 25 4 175

 保土ヶ谷区 4,449 1,947 748 356 179 36 16 64 100 72 227 214 57 51 382

 旭区 2,263 764 457 285 117 20 25 49 50 62 14 69 26 31 294

 磯子区 3,703 1,742 596 399 71 180 97 82 98 53 59 65 19 30 212

 金沢区 2,279 617 376 185 134 103 285 93 48 41 36 55 39 1 266

 港北区 5,591 1,656 1,136 497 185 112 36 253 190 103 67 221 76 124 935

 緑区 3,035 928 365 313 84 182 38 54 52 58 526 15 92 22 306

 青葉区 3,407 1,007 633 209 133 59 36 224 99 68 93 24 100 13 709

 都筑区 2,687 459 537 258 152 109 25 87 95 50 213 20 28 42 612

 戸塚区 3,361 1,469 523 268 200 130 50 91 55 63 95 34 57 15 311

 栄区 949 309 214 109 86 16 11 46 34 27 5 1 3 4 84

 泉区 2,533 953 176 140 764 37 30 30 28 41 1 21 10 10 292

 瀬谷区 1,498 434 188 170 269 25 29 29 32 34 2 47 29 25 185

川崎市 32,991 11,326 7,826 3,849 1,734 727 465 759 866 574 814 692 319 171 2,869

相模原市 11,449 3,654 1,726 1,715 645 302 274 297 234 305 236 145 111 61 1,744

横須賀市 4,929 737 921 1,314 169 172 303 426 113 103 15 160 88 11 397

平塚市 4,320 716 394 755 233 654 182 61 48 109 29 38 55 5 1,041

鎌倉市 1,232 217 310 65 24 15 7 135 46 42 21 17 24 7 302

藤沢市 5,356 944 802 379 432 559 553 198 97 168 44 47 92 282 759

小田原市 1,830 468 320 424 118 104 51 34 16 47 12 24 49 9 154

茅ヶ崎市 1,553 343 290 216 49 85 14 94 51 89 16 38 33 6 229

逗子市 417 43 116 38 7 1 2 79 21 14 10 5 2 79

三浦市 268 56 43 44 19 11 1 24 7 9 28 26

秦野市 2,978 471 205 176 422 421 387 37 31 94 29 3 12 1 689

厚木市 5,880 1,113 478 631 1,060 385 637 59 89 167 217 4 67 170 803

大和市 5,848 1,256 815 763 676 289 699 96 108 201 29 55 53 58 750

伊勢原市 1,658 339 119 226 405 144 72 14 25 20 34 18 46 1 195

海老名市 2,193 382 254 199 238 167 115 62 33 86 189 6 10 158 294

座間市 2,429 577 310 393 177 120 130 99 45 76 36 9 23 94 340

南足柄市 373 133 43 56 7 50 2 7 3 6 1 11 1 53

綾瀬市 2,953 205 178 223 548 555 210 44 23 174 6 5 65 228 489

葉山町 221 19 42 13 1 53 3 7 5 4 3 71

寒川町 617 69 63 64 87 96 45 7 11 25 4 35 26 85

大磯町 143 32 19 23 20 6 6 1 2 34

二宮町 154 28 20 17 1 15 26 8 4 3 5 5 1 21

中井町 234 12 5 150 3 18 32 1 2 11

大井町 66 27 10 7 4 4 1 1 3 3 6

松田町 56 10 11 17 6 1 3 1 1 6

山北町 64 28 6 12 7 2 5 2 2

開成町 103 15 14 14 2 24 12 3 3 2 8 1 5

箱根町 187 41 35 16 3 19 7 30 1 4 6 3 1 21

真鶴町 47 12 11 10 2 1 3 1 7

湯河原町 273 38 74 52 6 7 56 6 6 6 3 1 18

愛川町 2,168 169 35 303 61 450 673 6 3 104 4 23 22 315

清川村 14 2 5 1 4 1 1

※本表は、県内市区町村の住民基本台帳に登録されているの外国人の数の集計値です。

市(区)町村別主要国・地域別外国人数（２０１６（平成２８）年１月１日現在）

神奈川県県民局くらし県民部国際課調べ
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全合計 174,427 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 34 ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ 2 ｱﾝｺﾞﾗ 2

アジア(38) 143,490 ﾍﾞﾗﾙｰｼ 25 アフリカ (43) 1,581 北米 (19) 6,223

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ 52 ｸﾛｱﾁｱ 14 ｱﾙｼﾞｪﾘｱ 11 ﾊﾞﾊﾏ 2

ｱﾗﾌﾞ首長国連邦 21 ﾁｪｺ 38 ﾎﾞﾂﾜﾅ 1 ﾍﾞﾘｰｽﾞ 1

ﾐｬﾝﾏｰ 481 ﾃﾞﾝﾏｰｸ 34 ｶﾒﾙｰﾝ 29 ｶﾅﾀﾞ 797

ﾌﾞｰﾀﾝ 9 ｴｽﾄﾆｱ 12 中央ｱﾌﾘｶ 4 ｺｽﾀﾘｶ 26

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 869 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 45 ｺﾝｺﾞ共和国 5 ｷｭｰﾊﾞ 14

ﾌﾞﾙﾈｲ 2 ﾌﾗﾝｽ 818 ｺﾝｺﾞ民主共和国 37 ﾄﾞﾐﾆｶ共和国 168

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 1,680 ﾄﾞｲﾂ 847 ｶ-ﾎﾞﾍﾞﾙﾃﾞ 1 ﾄﾞﾐﾆｶ 1

ｽﾘﾗﾝｶ 1,836 ｷﾞﾘｼｬ 38 ｺﾓﾛ 1 ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ 15

中国 57,103 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 57 ﾍﾞﾅﾝ 8 ｸﾞｱﾃﾏﾗ 13

台湾 4,327 ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ 2 ｼﾞﾌﾞﾁ 2 ﾊｲﾁ 4

ｷﾌﾟﾛｽ 2 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 83 ｴﾁｵﾋﾟｱ 18 ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ 10

東ﾃｨﾓｰﾙ 10 ｲﾀﾘｱ 277 ｶﾞﾎﾞﾝ 2 ｼﾞｬﾏｲｶ 49

ｲﾝﾄﾞ 3,725 ｷﾙｷﾞｽ 36 ｶﾞｰﾅ 316 ﾒｷｼｺ 215

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1,975 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ 28 ｷﾞﾆｱ 24 ﾆｶﾗｸﾞｱ 13

ｲﾗﾝ 500 ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ 7 ｶﾞﾝﾋﾞｱ 4 ﾊﾟﾅﾏ 4

ｲﾗｸ 8 ﾗﾄﾋﾞｱ 6 ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ 22 ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ 2

ｲｽﾗｴﾙ 28 ﾘﾄｱﾆｱ 23 ｹﾆｱ 66 ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ 10

ﾖﾙﾀﾞﾝ 12 ﾏﾙﾀ 1 ﾘﾍﾞﾘｱ 1 米国 4,878

韓国･朝鮮 29,165 ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ 18 ﾘﾋﾞｱ 1 ｸﾞﾚﾅﾀﾞ 1

ｸｳｪｰﾄ 1 ﾏｹﾄﾞﾆｱ 1 ﾚｿﾄ 1 南米 (11) 15,855

ﾗｵｽ 1,224 ｵﾗﾝﾀﾞ 146 ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ 8 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 623

ﾚﾊﾞﾉﾝ 9 ﾉﾙｳｪｰ 34 ﾏﾘ 31 ﾎﾞﾘﾋﾞｱ 691

ﾏﾚｰｼｱ 934 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 125 ﾓﾛｯｺ 49 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 7,699

ﾓﾝｺﾞﾙ 600 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 47 ﾏﾗｳｲ 5 ﾁﾘ 37

ｵﾏｰﾝ 7 ﾙｰﾏﾆｱ 214 ﾓｰﾘｼｬｽ 13 ｺﾛﾝﾋﾞｱ 293

ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ 3 ﾛｼｱ 782 ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ 12 ｴｸｱﾄﾞﾙ 40

ﾈﾊﾟｰﾙ 3,384 ｻﾝﾏﾘﾉ 1 ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 436 ｶﾞｲｱﾅ 2

ﾊﾟｷｽﾀﾝ 1,029 ｽﾍﾟｲﾝ 231 ﾅﾐﾋﾞｱ 2 ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ 231

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 19,053 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 137 ﾙﾜﾝﾀﾞ 7 ﾍﾟﾙｰ 6,184

ｶﾀｰﾙ 14 ｽｲｽ 108 ｾﾈｶﾞﾙ 121 ｳﾙｸﾞｱｲ 7

ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 167 ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ 12 ｼｴﾗﾚｵﾈ 1 ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ 48

ｼﾘｱ 33 ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ 5 ｽｰﾀﾞﾝ 8 オセアニア (9) 852

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 247 英国 1,458 ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ 1 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 637

ﾀｲ 3,957 ｳｸﾗｲﾅ 188 ﾀﾝｻﾞﾆｱ 113 ﾌｨｼﾞｰ 16

ﾄﾙｺ 165 ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 99 ﾄｰｺﾞ 6 ﾐｸﾛﾈｼｱ 8

ﾍﾞﾄﾅﾑ 10,852 ｱﾙﾒﾆｱ 1 ﾁｭﾆｼﾞｱ 36 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 179

ｲｴﾒﾝ 3 ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ 13 ｳｶﾞﾝﾀﾞ 27 ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ 1

ﾊﾟﾚｽﾁﾅ 3 ｼﾞｮｰｼﾞｱ(ｸﾞﾙｼﾞｱ) 2 南ｱﾌﾘｶ共和国 50 ﾊﾟﾗｵ 3

ヨーロッパ(48) 6,203 ｽﾛﾍﾞﾆｱ 6 ｴｼﾞﾌﾟﾄ 68 ｿﾛﾓﾝ 1

ｱﾙﾊﾞﾆｱ 2 ｽﾛﾊﾞｷｱ 10 ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ 7 ﾄﾝｶﾞ 3

ｵｰｽﾄﾘｱ 55 ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ 6 ｻﾞﾝﾋﾞｱ 7 ｻﾓｱ 4

ﾍﾞﾙｷﾞｰ 68 ｾﾙﾋﾞｱ 7 ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ 17 無国籍・その他 223

※本表は県内市区町村の住民基本台帳に登録されている外国人の数の集計値です。
※「無国籍、その他」には出生による経過滞在者も含まれています。

県内国・地域別外国人数（２０１6（平成２8年１月１日現在））

神奈川県県民局くらし県民部国際課調べ
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○ 県市町村国際政策担当課（平成 28年 4月現在） 

自治体名 国 際 政 策 担 当 課 所      在      地 電      話 ＦＡＸ 

横 浜 市 国際局政策総務課 231-0015 横浜市中区尾上町

1-8関内新井ビルディング3階 

045-671-3826直 045-664-7145 

川 崎 市 総務企画局総務部庶務課 210-8577 川崎市川崎区宮本

町1 

044-200-2244直 044-200-3746 

相模原市 総務局渉外部シティセールス・

親善交流課 

252-5277 相模原市中央区中

央2-11-15 

042-707-7045直 042-815-2340 

横須賀市 政策推進部国際交流課 238-8550 横須賀市小川町11 046-822-8138直 046-827-8878 

平 塚 市 市民部文化・交流課 254-0031 平塚市天沼7-8 0463-25-2520直 0463-24-3666 

鎌 倉 市 経営企画部文化人権推進課 248-8686 鎌倉市御成町18-10 0467-23-3000代 0467-23-8700 

藤 沢 市 企画政策部平和国際課 251-8601 藤沢市朝日町1-1 0466-50-3550直 0466-24-5928 

小田原市 市民部人権・男女共同参画課 250-8555 小田原市荻窪300 0465-33-1725直 0465-33-1286 

茅ヶ崎市 文化生涯学習部男女共同参画

課 

253-0044 茅ヶ崎市新栄町12-

12茅ヶ崎トラストビル4階 

0467-57-1414直 0467-57-1666 

逗 子 市 市民協働課 249-8686 逗子市逗子5-2-16 046-873-1111代 046-873-4520 

三 浦 市 政策部政策課 238-0298 三浦市城山町1-1 046-882-1111代 046-882-2836 

秦 野 市 市民部市民自治振興課 257-8501 秦野市桜町1-3-2 0463-82-5118直 0463-82-6793 

厚 木 市 政策部広域政策課 243-8511 厚木市中町3-17-17 046-225-2050直 046-225-3732 

大 和 市 文化スポーツ部国際・男女共

同参画課 

242-8601 大和市下鶴間1-1-1 046-260-5164直 046-263-2080 

伊勢原市 市民生活部市民協働課 259-1188 伊勢原市田中348 0463-94-4711代 0463-97-4321 

海老名市 市民協働部市民活動推進課 243-0492 海老名市勝瀬175-1 046-235-4568直 046-231-2670 

座 間 市 市長室渉外課 252-8566 座間市緑ケ丘1-1-1 046-252-8035直 046-255-3550 

南足柄市 秘書広報課 250-0192 南足柄市関本440 0465-73-8000直 0465-73-4110 

綾 瀬 市 市民こども部市民協働課 252-1192 綾瀬市早川550 0467-70-5640直 0467-70-5701 

葉 山 町 政策財政部政策課 240-0192 葉山町堀内2135 046-876-1111代 046-876-1717 

寒 川 町 町民部協働文化推進課 253-0196 寒川町宮山165 0467-74-1111代 0467-74-9141 

大 磯 町 政策総務部総務課 255-8555 大磯町東小磯183 0463-61-4100代 0463-61-1991 

二 宮 町 政策部企画政策課 259-0196 二宮町二宮961 0463-71-3311代 0463-73-0134 

中 井 町 企画課 259-0197 中井町比奈窪56 0465-81-1112直 0465-81-1443 

大 井 町 総務安全課 258-8501 大井町金子1995 0465-85-5001直 0465-82-9965 

松 田 町 政策推進課 258-8585 松田町松田惣領

2037 

0465-83-1222直 0465-83-1229 

山 北 町 企画政策課 258-0195 山北町山北1301-4 0465-75-3652直 0465-75-3660 

開 成 町 町民サービス部自治活動応援

課 

258-8502 開成町延沢773 0465-84-0315直 0465-82-5234 

箱 根 町 企画観光部観光課 250-0398 箱根町湯本256 0460-85-7410直 0460-85-6815 

真 鶴 町 企画調整課 259-0202 真鶴町岩244-1 0465-68-1131代 0465-68-5119 

湯河原町 地域政策課 259-0392 湯河原町中央2-2-1 0465-63-2111代 0465-62-1991 

愛 川 町 総務部企画政策課 243-0392 愛川町角田251-1 046-285-2111代 046-286-5021 

清 川 村 総務課 243-0195 清川村煤ヶ谷2216 046-288-1212直 046-288-1767 

神奈川県 県民局くらし県民部 

国際課 

231-8588 横浜市中区日本大

通1 

045-210-1111代 045-212-2753 
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○国及び地域の国際化関係機関（平成 28(2016)年 4月現在） 

省名等 所      在      地 電      話 

内閣府 政策統括官（共生社会政

策担当） 

100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 03-5253-2111代 

総務省 自治行政局国際室 100-8926 東京都千代田区霞が関2－1－2 中央

合同庁舎第2号館 

03-5253-5111代 

外務省 外務報道官 人物交流室 100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 03-3580-3311代 

外務省 地方連携推進室 100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 03-3580-3311代 

一般財団法人 自治体国際化協会 102-0083 東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門

ビル1･6･7階 

03-5213-1730代 

独立行政法人 国際協力機構 102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町セ

ンタービル 
03-5226-6660~ 

6663代 

公益財団法人 全国市町村振興協会 

全国市町村国際文化研修所 

520-0106 滋賀県大津市唐崎2-13-1 077-578-5931代 
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○ 主な国際交流協会・国際交流関係施設（平成 28年 4月現在）※:市役所、町役場担当課内に事務局を設置 

名          称 所        在        地 電     話 Ｆ Ａ Ｘ 

公益財団法人 

横浜市国際交流協会 

220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1 

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜 横浜国際協力ｾﾝﾀｰ5階 

045-222-1171 045-222-1187 

公益財団法人 

川崎市国際交流協会 

211-0033 川崎市中原区木月祗園町2-2 

川崎市国際交流センター内 

044-435-7000 044-435-7010 

相模原市国際化推進委員会 252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 ※ 042-707-7045 042-815-2340 

特定非営利活動法人 

 横須賀国際交流協会 

238-0006 横須賀市日の出町1-5 

ヴェルクよこすか２階 

046-827-2166 046-827-2167 

平塚市国際交流協会 254-0031 平塚市天沼7-8 松原分庁舎 ※ 0463-25-4010 

(事務局専用電話) 

0463-24-3666 

藤沢市都市親善委員会 251-8601 藤沢市朝日町1-1 ※ 0466-50-3550 0466-24-5928 

小田原海外市民交流会 250-8555 小田原市荻窪300 ※ 0465-33-1703 0465-33-1526 

茅ヶ崎市国際交流協会 253-0044 茅ヶ崎市新栄町12-12茅ヶ崎トラ

ストビル4階 

0467-57-1414 

090-1557-7789 

(事務局専用携帯) 

0467-57-1666 

三浦市国際交流協会 238-0298 三浦市城山町1-1 ※ 046-882-1111 046-882-2836 

秦野市国際交流協会 257-8501 秦野市桜町1-3-2 ※ 0463-82-5118 0463-82-6793 

厚木市友好交流委員会 243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所広

域政策課 気付 

046-225-2050 046-225-3732 

公益財団法人 

大和市国際化協会 

242-0018 大和市深見西8-6-12 046-260-5126 046-260-5127 

伊勢原市国際交流委員会 259-1188 伊勢原市田中348 ※ 0463-94-4711 0463-97-4321 

座間市国際交流協会 252-0027 座間市座間2-2887-2 046-251-9000 046-206-6493 

南足柄市姉妹都市交流協会 250-0192 南足柄市関本440 ※ 0465-73-8018 0465-73-4110 

葉山町国際交流協会 本協会理事宅（民間へ移行）   

さむかわ国際交流協会 253-0196 寒川町宮山165 寒川町町民部協働

文化推進課 気付 

0467-74-1111 0467-74-9141 

大磯町姉妹都市協会 255-8555 大磯町東小磯183 ※ 0463-61-4100 0463-61-1991 

箱根町国際交流協会 250-0398 箱根町湯本256 ※ 0460-85-7410 0460-85-6815 

ゆがわら国際交流協会 259-0392 湯河原町中央2-2-1  

湯河原町総務部地域政策課 

0465-63-2111 0465-62-1991 

公益財団法人 

かながわ国際交流財団 

221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2  

かながわ県民センター13階  

045-620-0011  045-620-0025 

地球市民かながわプラザ 247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 045-896-2121 045-896-2299 

かながわ県民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 045-312-1121 045-312-4810 

湘南国際村センター 240-0198 葉山町上山口1560-39 046-855-1800 046-855-1816 

横浜市国際学生会館 230-0048 横浜市鶴見区本町通4-171-23 045-507-0121 045-507-2441 

公益財団法人 

横浜市国際交流協会  

YOKE情報・相談コーナー 

220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1 

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜 横浜国際協力ｾﾝﾀｰ5階 

045-222-1209 045-222-1187 

青葉国際交流ラウンジ 227-0064 横浜市青葉区田奈町76 

青葉区区民交流ｾﾝﾀｰ田奈ｽﾃｰｼｮﾝ内 

045-989-5266 045-982-0701 

金沢国際交流ラウンジ 236-0027 横浜市金沢区瀬戸22-2 

横浜市立大学 シーガルセンター2階 

045-786-0531 045-786-0532 

港南国際交流ラウンジ 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1 

ゆめおおおかオフィスタワー13階 

045-848-0990 045-848-3669 

港北国際交流ラウンジ 222-0032 横浜市港北区大豆戸町316-1 

大豆戸地域ケアプラザ2階 

045-430-5670 045-430-5671 
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名          称 所        在        地 電     話 Ｆ Ａ Ｘ 

つづきMYプラザ 

（都筑多文化・青少年交流プラザ） 

224-0003 横浜市都筑区中川中央1-25-1 

ノースポート・モール5階 

045-914-7171 045-914-7172 

鶴見国際交流ラウンジ 

 

230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央1-31-2 

シークレイン2階 

045-511-5311 

 

045-511-5312 

 

なか国際交流ラウンジ 231-0021 横浜市中区日本大通35 

中区役所別館1階 

045-210-0667 045-224-8343 

保土ケ谷区国際交流コーナー 

 

240-0004 横浜市保土ケ谷区岩間町1-7-15 

岩間市民プラザ1階 

045-337-0012 045-337-0013 

みなみ市民活動・多文化共生ラ

ウンジ 

232-0024 横浜市南区浦舟町3-46 

浦舟複合施設10階 

日本語045-232-9544 

外国語045-242-0888 

045-242-0897 

いずみ多文化共生コーナー 245-0016 泉区和泉町4636-2 

泉区役所1階 

045-800-2487 045-800-2518 

川崎市国際交流センター 211-0033 川崎市中原区木月祗園町2-2 044-435-7000 044-435-7010 

川崎市平和館 211-0021 川崎市中原区木月住吉町33-1 044-433-0171 044-433-0232 

川崎市ふれあい館 210-0833 川崎市川崎区桜本1-5-6 044-276-4800 044-287-2045 

さがみはら国際交流ラウンジ 252-0233 相模原市中央区鹿沼台1-9-15 

プロミティふちのべビル２Ｆ 

042-750-4150 同左 
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かながわ自治体の国際政策研究会規約 

 

（名称） 

第１条   本会は、かながわ自治体の国際政策研究会（以下「研究会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条   研究会は、県及び市町村相互の緊密な連携を図り、地域の国際化に関する施策の

充実と推進に資することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条   研究会は、前条の目的を達成するため、調査、研究、研修、情報交換、連絡調整、

共同事業その他必要な事業を行う。 

 

（組織） 

第４条   研究会は、県及び市町村の国際政策関係主管課により組織する。 

 

（幹事会） 

第５条   研究会に幹事会を置く。 

２   幹事会は、研究会の円滑かつ効果的な運営を図るため必要な事項を処理する。 

３   幹事会は、代表幹事、常任幹事及び幹事若干名をもって組織する。 

４   幹事及び代表幹事は、研究会の構成員の互選とし、常任幹事には神奈川県県民局くら

し県民部国際課長を充てる。 

５   幹事の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

６   代表幹事は、研究会及び幹事会を招集し、主宰する。 

７   幹事は、代表幹事を補佐し、研究会及び幹事会の運営に必要な事務を分掌する。 

 

（監事） 

第６条   研究会に監事２名を置く。 

２   監事は、研究会の構成員の互選とする。 

３   監事の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

４   監事は、研究会の会計の状況を監査する。 

 

（経費） 

第７条   研究会の運営に関する経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 

  (1) 分担金  

  (2) その他の収入 

 

（その他） 

第８条   この規約に定めるもののほか、研究会の運営に必要な事項は、別に定める。 

 

（事務局） 

第９条   研究会の事務局は、神奈川県県民局くらし県民部国際課に置く。 

２ 事務局に事務局長及び局員を置く。 

 

附 則 

  この規約は、平成２年６月 13 日から施行する。 

附 則 
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  この規約は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規約は、平成８年７月 10 日から施行する。 

附 則 

  この規約は、平成 11 年６月１日から施行する。 

附 則 

  この規約は、平成 15 年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規約は、平成 18 年４月１日から施行する。  

附 則 

  この規約は、平成 19 年６月１日から施行する。  

附 則  

  １   この規約は、平成 22 年６月 17 日から施行する。  

２   第 7 条第１号については、平成 22 年度から当面の間、徴収しない。  

附 則 

  この規約は、平成 25 年４月１日から施行する。 
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平成２７年度 かながわ自治体の国際政策研究会役員名簿 

    

役職 団体名 所属 職名 氏名 

代表幹事 箱根町 観光課 課長 秋山 智徳 

幹事 

相模原市 ｼﾃｨｾｰﾙｽ・親善交流課 
課長 

石井 隆 

伊勢原市 市民協働課 課長 佐伯 明 

葉山町 政策課 課長 町田 伸 

愛川町 企画政策課 課長 柏木 徹 

監事 

三浦市 政策課 課長 木村 靖彦 

寒川町 協働文化推進課 課長 芹澤 るみ子 

常任幹事 神奈川県 国際課 課長 大木 健一 

事務局長 神奈川県 国際課 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 中野 篤子 

 

 

50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サラダボウル２３ 

平成27(2015)年度 かながわ自治体の国際政策研究会年次報告書 

2016年12月発行 

かながわ自治体の国際政策研究会事務局   

神奈川県県民局くらし県民部国際課   電話 045-210-3748 


