
６「外国人の方」が本県の文化芸術にふれる機会を創出すること、または、「国際交流」を主な目的とした事業

（２）具体的な事業の事例

総計 内、市町村予算額 エリア 人口（人）

千葉市
ちば市国際ふれあい

フェスティバル

ちば市国際ふれ

あいフェスティ

バル運営協議会

千葉市共催

さまざまな文化や国際交流・国際協力への理解と関心を深

めることを目的として、市内の国際交流・国際協力団体が

連携して開催。各団体の活動紹介やバザーのほか、ステー

ジで民族楽器の演奏や舞踊の披露を行う。

50 0 ー ー 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 令和2年度(2021年2月21日）に実施予定 ベイ 982,149

市川市 ガーデナ市青少年代表団受入れ 市川市
市川市国際交

流協会

本市と姉妹都市であるアメリカ合衆国カリフォルニア州

ガーデナ市より青少年等が来市し、ホームスティや日本文

化を体験し、市民や市内の青少年と交流を行った。具体的

には、市内の大学・高校の訪問、市内文化施設の見学、成

田山新勝寺参拝や参道の散策、房総のむら体験、花火大会

の見学等を行った。

（非公開） （非公開） 1962

次世代を担う若者が様々な体験を通じて、国際

的視野を広めることができた。お互いの文化や

歴史、風俗、習慣等を学ぶことができた。

ー
令和4年は姉妹都市締結60周年記念で両市の公式

代表団相互派遣を予定。
ベイ 498,069

船橋市 西安市友好都市提携25周年事業

船橋市姉妹・友

好都市周年事業

実行委員会（事

務局：市国際交

流課）

船橋市国際交流協

会、船橋商工会議

所、船橋市教育委

員会、(公財)船橋

市公園協会等

西安市と友好都市提携25周年を迎えることを受けて、代表

団・文化団を招聘し、交流の歩みを祝うとともに、市民レ

ベルの更なる親善交流を図る。

10,262

※特殊事情参照

10,262

※特殊事情参照
2019

記念式典や学校交流など、多くの市民に歓迎し

ていただき、25年にわたる交流の重みを実感す

ることができた。特に学校交流では、音楽を通

じた未来の姉妹・友好都市交流を担う子ども達

同士の交流が大変有意義だった。

デンマーク・オーデンセ市も姉妹都市提携30周

年として、西安市と同様に代表団・文化団の派

遣を依頼していたが、来船は実連しなかった。

(総事業費は2市来船前提の予算。)

従来、姉妹・友好都市との周年事業は5年毎に実

施してきたが、今後の周期は検討が必要であ

る。(5年毎のままとするか、10年毎に変えるか

など)

ベイ 641,303

習志野市 日本語教室
習志野市国際

交流協会

習志野市国際

交流協会

市内・近隣市に在住・在学・在勤している在留外国人を対

象として、日本語教室を実施。
（非公開） （非公開） 1996

多くの外国人が利用しやすいよう週4回の頻度

で、日本語教室を実施している。日本語を教え

るボランティアの新規養成及び学習場所の確保

が課題である。

新型コロナウイルス感染症の影響により、現在

休止中。令和2年度は日本語ボランティア養成講

座も中止決定。

安定して日本語教室の機会を創出できるよう。

引き続き日本語ボランティア養成講座を開催す

る。学習場所の確保が困難であるため、グルー

プレッスン・オンラインレッスンも検討中。

ベイ 174,173

八千代市
八千代市こども国際平和

文化基金事業
八千代市

歴代親善大使

OG・OB会、八

千代バンコク交

流の会

バンコク都からのこども親善大使訪問団受入れを行い、学

校交流会・市内施設見学・ホームステイ等を通じて、国際

交流を図る。

6,118

（令和2年度）

6,118

（令和2年度）
1989 両市の友好親善を深めた。

令和2年度のバンコクこども親善大使受入れは新

型コロナウイルス感染症の影響により中止。

令和3年度にバンコクこども親善大使受入れを予

定。
ベイ 199,055

浦安市
オーランド

青少年受入れ交流事業

浦安市、浦安

市国際交流協

会(共催)

ー

姉妹都市の米国フロリダ州オーランド市から高校生を受け

入れ、市内高校生との交流やホームステイ・学校交流等を

通し、市民の姉妹都市交流及び国際理解の促進を図る。

令和元年度については、姉妹都市提携30周年だったため、

受入れ期間中に記念事業を実施し、浦安伝統芸能の披露等

を行った。

（非公開） （非公開） 1990

姉妹都市交流及び国際理解の促進が図られると

ともに、浦安の文化を理解してもらうことがで

きた。

ー ー ベイ 171,381

松戸市 訪日外国人誘致事業 松戸市 ー

訪日外国人向けの、本市の文化を体験可能な観光コンテン

ツを開発し、インフルエンサーツアーを開催。国内外に広

報活動を行った。

3,000 3,000 2018

本市に滞在する訪日外国人観光客向けの魅力的

な体験型観光コンテンツ開発ができた。一方

で、商品化に向けた販売方法や実際の運用の課

題が確認できた。

令和2年3月開催の事業者報告会を中止。

令和2年度は観光コンテンツの商品化を目標とし

ていたが、訪日外国人観光客が減少する状況化

において、参加事業者の意欲を保持するために

事業実施方法の検討が必要である。

東葛飾 493,532

野田市 国際交流フェスタ
野田市国際交

流協会
ー

外国人と市民との交流を図るため、外国料理の提供・民族

舞踊（東欧・北欧・アフリカ・エイサー等）・餅つき・民

族衣装ファッションショーなどを行い、文化交流を実施。

また、外国人学習者による日本語スピーチや外国語受講者

による合唱が行われた。

（非公開） （非公開） 1997

外国人学習者と来客者との交流がなされ、異文

化交流にもつながった。また、外国人学習者

に、日本や野田市を知ってもらう、良い機会に

なった。

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催

は検討中。予算は例年の半額で確保している。
未定 東葛飾 152,572

流山市 オランダ交流事業

NPO法人流山

市国際交流協

会

流山市

東京2020大会におけるオランダ国のホストタウンに登録さ

れたこと、外国人住民が増加していることを受けて、多文

化共生を推進するため平成29年度からオランダ交流事業を

実施。国際交流カフェトーク(市民向け)・オランダ教室(市

内小学校向け)等を開催。オランダの文化・歴史・言語に触

れ、オランダや外国人を身近に感じていただき、ホストタ

ウンとして市民の機運醸成を図るものである。

406 406 2017

活発な交流・意見交換が見られた。対話は基本

的に日本語で行ったが、カフェトークでは英語

で話したかったという意見が一部あった。言語

については個々人の語学レベルに差があり、今

後改善、検討する余地がある。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

より検討中。オランダ教室については対象が市

内小学校であるため中止予定。

国際交流カフェトークは新型コロナウイルス感

染症の状況により、今秋冬に開催を検討する余

地がある。中止するオランダ教室に代わる国際

交流の機会を設けるかは新型コロナウイルス感

染症の状況により、現段階での判断は難しい。

東葛飾 197,554

鎌ケ谷市 トライデント高校生受入事業 ー ー

姉妹都市ワカタネ（ニュージーランド）にあるトライデン

ト高校から生徒十数人を1週間程度受け入れ、日本の生活慣

習や文化等を学ぶ機会を提供することにより、姉妹都市交

流を行うもの。隔年開催。

241 241 1998 ー

令和2年度は開催予定であったが、新型コロナウ

イルス感染症の影響により令和3年度以降に延期

する。

新型コロナウイルス感染症の影響により、実施

年度を改めて検討するとともに、実施内容も新

しい生活様式に則った受入になるよう検討して

いく。

東葛飾 109,438

成田市 成田市国際こども絵画交流展

成田市国際こども絵

画交流展実行委員会

（成田市・成田市教

育委員会・大本山成

田山新勝寺・成田市

観光協会・成田商工

会議所・成田市国際

交流協会・成田市校

長会）

成田国際空港

株式会社、成

田市農業協同

組合

広く世界各地の”こどもたち”と成田市内の”こどもたち”の絵

画作品を紹介することにより、21世紀を担うこどもたちの

夢と想像力を育み、絵画を通じてお互いの生活や文化につ

いて理解を深めあうとともに、市民の芸術文化の振興と発

展に寄与することを目的に開催するものである。令和元年

度は市内から938点、海外から740点もの作品応募をいただ

き、市内3施設で巡回展を行った。

（非公開） （非公開） 1998

国際理解教育・国際交流を通して世界的視野を

育むため、世界各地からの絵画を通じて子供た

ちや一般市民が芸術文化に触れる機会を継続し

て提供する必要がある。

令和2年度は国内及び海外の新型コロナウイルス

感染症の感染拡大状況を考慮し、開催を中止と

した。

国内及び世界各地での今後の新型コロナウイル

ス感染症の感染状況を考慮しつつ、令和3年度以

降の開催について検討していく。

北総 132,323

市町村参考情報
市町村名 主催 連携団体 概要 開始年度 結果への評価

特殊事情（台風・新型コロナウイルス感染症・

東京2020大会延期による影響等）
今後の実施予定事業名

総事業費（千円）
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市町村参考情報
市町村名 主催 連携団体 概要 開始年度 結果への評価

特殊事情（台風・新型コロナウイルス感染症・

東京2020大会延期による影響等）
今後の実施予定事業名

総事業費（千円）

佐倉市 　佐倉オランダ児童交流事業 佐倉日蘭協会

アンネ・フランク小

学校（オランダ・ラ

ンシーガーラント市

ブレイスヴェイ

ク）、ブレイスヴェ

イク日本交流協会

佐倉日蘭協会主催で、佐倉市内の小学生とオランダの小学

生が隔年でお互いの国を訪問し、交流を図る。
3,835 1,941 1989

オランダの人々と直接交流する体験により、子

どもたちのコミュニケーション力や多様性を受

け入れる力が育てることに寄与する。令和元年

度は市内小学生12名を派遣。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

により中止となった。

令和3年度は実施予定（招聘・派遣のいずれかは

オランダ側と要調整）。

ただし、今後の新型コロナウイルス感染症の影

響によっては中止の可能性もある。

北総 170,125

旭　市
チェコ少年合唱団

交流コンサート

旭市・旭市教

育員会
市内合唱団

あさひ少年少女合唱団と海外から来日する合唱団や舞踏

団・楽器演奏者等（令和元年度は チェコ少年合唱団）と

ジョイントコンサートを開催。公演後、出演者同士の交流

を図ることを目的として交流会も実施。

（非公開） （非公開） 2005

少年少女合唱団の励みや刺激になっている。交

流しやすい団体の選定が難しいことが課題であ

る。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

より海外団体が来日できず、中止。
毎年度、交流団体を変えて開催予定 北総 63,876

印西市 異文化理解講座 企画政策課

千葉県国際交流

センター、東京

基督教大学

「一般市民」及び「市立幼稚園・小中学校の児童生徒」を

対象とした、外国人による多文化共生・異文化理解講座を

実施。

137 137 2007

市民が多様な文化に接する機会を提供できてお

り、一定の成果を挙げている。さらなる参加者

の増加、周知方法・内容の工夫が課題である。

新型コロナウィルス感染症の影響により、一般

市民向け事業を１回中止。
今後も継続して実施する。 北総 102,191

白井市 友好都市交流（受入） 白井市

友好都市（オー

ストラリアビク

トリア州キャン

パスピ市）

本市の友好都市であるキャンパスピ市の代表団を隔年で受

け入れ、市民宅へのホームステイ・市内視察・市のふるさ

と祭りへの参加等により、相互理解と文化交流を図る。

（非公開） （非公開） 1998

友好都市と相互理解、文化交流を図ることがで

き、より交流を深めるものとなった。日本文化

等を紹介するにあたり、コミュニケーション力

とともに知識や語学力のある人材が必要であ

る。

ー

令和4年度に受入実施予定。通訳ボランティア登

録制度の立ち上げを検討し、コミュニケーショ

ン力とともに知識や語学力のある人材の確保に

努める。

北総 61,858

香取市

・令和にお茶を楽しむ会

・英語でクラフト

・国際交流パーティー(書道体験)

香取市国際交

流協会

香取市（協会

活動を側面か

ら支援）

在留外国人(実習生)・外国人観光客・香取市民を対象に、

日本文化体験事業を実施。お茶の作法や切り絵の製作、書

道体験等を実施。

305 200 2007

地域に暮らす外国籍市民をはじめ、すべての市

民がお互いに尊重し合う多文化共生の開かれた

まちづくりを目的としており、相互理解・友好

親善に成果が出ている。

新型コロナウィルス感染症の対策のうえ、イベ

ントを計画している。しかしながら、今後も感

染状況を把握しながら実施の判断を行う。

8月22日令和にお茶を楽しむ会、12月中旬 英語

でクラフト、3月中旬国際交流パーティを予定。

（新型コロナウイルス感染症の状況により開催

有無を判断。）

北総 72,122

栄　町
日本の国技「相撲」体験による

地域経済活性化事業
栄町

栄町相撲によ

る地域活性化

推進協議会

町の総合戦略の一つである「成田空港から近いことから多

くの外国人観光客が日本を体験できる栄町づくり」を推進

するため、外国人観光客にも人気の高い日本の国技「相

撲」に着目し、外国人観光客に相撲体験イベントに参加し

てもらう。グッズの販売のほか、町内業者の活用による地

域経済活性化も図る。

4,724 4,724 ー ー ー ー 北総 20,028

多古町
多古ミュージックサロン

コンサートシリーズ

NPO法人多古イン

ターナショナル・

ミュージックプロ

モーション

共催：多古町

教育委員会
中学校生徒を対象とした国際交流（チベット文化） 不明 0 2013

中学生の異文化への関心・興味の醸成へとつな

がった。
ー

実施予定であるが、新型コロナウイルス感染症

の影響により、海外アーティストの来日が危ぶ

まれている。海外で活躍していた日本人アー

ティストの起用も考慮に入れている。

北総 13,904

芝山町 ホームステイ 千葉県 千葉県

外国の方を日本の家庭に招き、一般家庭での日常生活を体

験しながら、習慣・風俗を知ってもらい、日本に対する理

解を深めてもらうことを目的とする。

（非公開） （非公開） 2014

文化交流事業としてホームステイ体験者・ホス

トファミリーからは好意的な評価をいただいて

いるので今後も継続したい。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止。

今後は、庁内・町内外の組織と連携し、産業振

興につなげて、より発展的な事業展開をしてい

く予定。

北総 6,966

山武市 招致国事前交流事業 山武市
独立行政法人

国際協力機構

事前キャンプ招致国との絆を深めるため、スリランカ国か

ら日本に受け入れているJICA短期研修員を市に招待し交流

を図る。令和元年度は、弓道体験・ホームステイ・書道体

験・箸づくり体験等を行った。

46 46 2015

日本文化・日本人学生との交流後、研修員から

日本との将来について発言があり、日本とスリ

ランカが交流を図っていくきっかけのひとつと

なった。

当初は東京2020大会関係事業であるため、令和

元年度までの実施予定であったが、東京2020大

会が延期となったため、令和2年度の実施を検討

している。

内容未定 九十九里 48,702

南房総市 南房総市中学生海外交流事業 南房総市

千葉県ウォーキン

グ協会、南房総フ

ラワーマーチ実行

委員会

夏休みを使った短期ホームステイ事業。派遣と受入を10日

間ずつ実施。
2,853 2,853 1997 ー

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止。令和3年度以降も実施が危ぶまれる。
ー 南房総 35,883

木更津市 KIFAニューイヤーパーティー
木更津市国際

交流協会
ー

木更津市国際交流協会が主催し、外国料理の提供・呈茶体

験・姉妹都市紹介コーナー・ダンス披露等のステージプロ

グラム・ALTのクイズラリー等様々なイベントを行い、在住

外国人と日本人が交流を図れる機会を提供や、市民の国際

理解、異文化理解の推進を図る。

311 71 2002

参加者アンケートでは、「身近で異文化体験が

できて良かった」「各国の料理を通じて勉強が

できた」等前向きな意見をいただき、市民の国

際理解の推進に役立っていると考える。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

より、従来どおりのスタイルでは実施が難し

く、新たな交流様式の検討が急務となってい

る。

国際交流の代表的なイベントとして、また、年

に１度様々な国の方と在住日本人が交流できる

機会として、今後も状況にあった形式を模索し

ながら実施する予定。

かずさ

臨海
135,960


