
市町村名 事業名 実施主体 内容（時期・場所等） 平成28年度計画

A 多文化共生推進事業
(公財）千葉市国際交流
協会

　千葉市や他団体のイベントに参加し、広く一般に
多文化共生社会推進事業の説明、活動紹介、協
会の国際交流ボランティア制度や協会事業に対す
る理解促進を図る。　また、外国人市民と一般市民
の相互理解促進を図るとともに、多文化共生推進
啓発や協会登録ボランティアの募集、活動の継続
に努める。

平成28年10月16日
（日）中央区ふるさと
祭り
平成28年11月19・20
日（土・日）ちば市民
活動フェスタ2016
平成27年11月11～14
日（金～月）生涯学習
ボランティアフェア
2016

B 情報収集・提供事業
(公財）千葉市国際交流
協会

ホームページ運営（協会事業、生活情報、イベント
情報等を日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン
語にて発信）
災害時における情報をFACEBOOKにて、やさしい
日本語、中国語、英語で発信
年3回協会情報誌「ふれあい」発行（3,000部及び
ホームページ）

A 外国語講座 市川市国際交流協会

市川市国際交流協会の通訳・翻訳委員会、楽山市
委員会、ローゼンハイム市委員会、イッシー･レ･ム
リノー市委員会は、英語、中国語、ドイツ語、フラン
ス語等の講座・研修会を月１回、会員・市民のため
に実施し、様々な異文化交流事業で貢献してい
る。

B 異文化理解講座 市川市国際交流協会

市民と在住外国人との交流、相互理解の深化を図
るため、市川市国際交流協会の異文化交流委員
会、外国人委員会を始め、海外５都市委員会など
が年２～３回の充実した交流事業を展開している。

異文化交流、市内外バスツアー、外国文化研修
（展覧会、演奏会など）

C 会報発行、ホームページ 市川市国際交流協会
会報年６回発行、ホームページ（日本語、英語）を
毎月更新し内容の充実を図っている。

3 松戸市 A 市民大学講座の開催 松戸市
フランス古典劇と啓蒙の世紀　娯楽と癒しからみた
古代ローマ繁栄史をテーマに講座を開き、市民フ
ランス文学に対する理解を深めた。

4 茂原市 A
広報誌発行、ホームペー
ジ

茂原市国際交流協会 広報誌年１回発行。ホームページの随時更新。 年1回発行

A ラテンフィエスタ 成田市国際交流協会
成田市近隣在住の中南米をはじめとする外国人と
市民が集い、それぞれの国の歌や踊り、食文化を
通して、相互理解をはかる。

2016年7月31日（日）
成田市中央公民館

B 新春を祝う会 成田市国際交流協会

もともとは中国中心の「春節」を祝う事業であった
が、韓国・モンゴル・台湾などが加わり、それらの
国の正月料理をつくり、また日本の伝統的な正月
料理や行事なども入れ、外国人と市民がそれらを
通して、交流をし、相互理解を図る。

2017年2月5日（日）
成田市中央公民館

A 会報発行、ホームページ 習志野市国際交流協会
会報年４回発行。ホームページ、メールマガジンの
充実を推進。

B
習志野市民まつりにおけ
る広報活動

習志野市国際交流協会 協会ブースを設け、活動をPR
2016年7月17日(日）
消防庁舎北側駐車場

7 柏市 A
会報発行、ホームペー
ジ

柏市国際交流協会
会報　月1回発行、ホームページの充実を推
進。

8 市原市 A 多文化共生講座
千葉県ユニセフ協会、市
原市

市民向け多文化共生・国際交流・国際協力に対す
る理解を深めてもらうための講座を実施。平成28
年4月23日（土)　報道カメラマン横田　徹氏講演会
を開催した。

9 流山市 A 会報発行、ホームページ 流山市国際交流協会

会報　年1回発行 回報の発行時期2017年3月
ホームページの充実を推進。
他団体主催行事の後援　28年　近隣自治会との
連携

2017年3月
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多文化共生推進に係る啓発・広報事業　　平成２８年１０月調査　　　　　（別紙　１７）
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多文化共生推進に係る啓発・広報事業　　平成２８年１０月調査　　　　　（別紙　１７）

10 八千代市 A
夏休み子ども日本語教
室　in  八千代2016年

八千代市国際交流協会

市内に在住する日本語を母語としない子どもたち
（小・中学生）の日常生活や学校生活に必要な日
本語の習得と、より早い適応を支援するための事
業

2016年8月26日、八
千代中央図書館，新
川プレパーク

Ａ プラザ通信発行 鎌ケ谷市 年２回発行、全戸に自治会回覧を行う。

Ｂ 第１回プラザカフェ 鎌ケ谷市

開催日：７月２３日（土）
開催場所：鎌ケ谷市多文化共生推進センター
内容：「姉妹都市二ュージーランド・ワカタネと交流！」
※年度内に２回開催予定

Ｃ KIFA Plaza発行 鎌ケ谷市国際交流協会 年３回発行

D 第１回英会話サロン 鎌ケ谷市国際交流協会
開催日：７月１０日（日）
開催場所：図書館

E 多国籍パパママサロン 鎌ケ谷市国際交流協会
開催日：４月１１日（月）・５月１６日（月）・７月４日（月）
開催場所：鎌ケ谷市中央公民館

F 交流カフェ 鎌ケ谷市国際交流協会
開催日：４月１７日（日）
開催場所：ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

12 君津市 A
KIESニューイヤーパー
ティー

君津市国際交流協会
外国人 籍市民と市民が集い、各国の紹介や、ゲー
ムを通して交流し、相互の理解と市民への多文化
共生の啓発を行う。

2017年1月14日
場所：君津市生涯学
習交流センター

A
富津市民文化祭におけ
る広報活動

富津市国際交流協会 協会ブースを設け、活動をPR
2016.11.3～11.6　富
津公民館

B
富津市消費生活展にお
ける広報活動

富津市国際交流協会 協会ブースを設け、活動をPR
2016.11.12　富津公民
館

C
ふれあいTOWNニューイ
ヤーフェスタ

富津市国際交流協会
市民や外国籍住民が集い、外国の紹介やゲーム
などを通して交流し、相互の理解と市民への多文
化共生の啓発を行う。

2017.1.22　佐貫コミュ
ニティセンター

D 会報発行 富津市国際交流協会 活動PR
2016.9全戸回覧、他1
回

A
公益社団法人青年海外
協力協会

(指定管理者　公益社団法人青年海外協力協会)
の自主事業として、児童育成クラブなどを対象に、
「世界がもし100人の村だったら　」の教材を活用
し、実際に身体を使いながら世界の格差や多様性
を体感するワークショップを開催している。

B 会誌発行 浦安市国際交流協会
浦安市国際交流協会ニュースを年4回発行し、市
民に広報活動を通して多文化共生への啓発を行
う。

C 会誌発行 浦安在住外国人会 会誌ニューズレターの発行を行う。
月一回、（7・8月、12・
1月は合併号）

15 四街道市 A 会報誌発行 四街道市国際交流協会 年1回発行 7月発行

11 鎌ケ谷市
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A 会報発行 印西市国際交流協会
前年度及び今年度の実施事業の紹介と語学講座
などの幅広い協会活動のPR

５月に発行
（町内会等への全戸
回覧）

B 料理教室 印西市国際交流協会
市内在住の外国人・日本人を対象に、中央駅前地
域交流館にてロシア料理の調理実習を実施。

2016年6月21日
実施

C
ワールドフェスティバル・
イン・印西

印西市国際交流協会
外国の民族舞踊や楽器演奏、日本の歌、居合い
の実演、みんなで踊る印西音頭などを通して市内
在住の外国人との交流を図った。

2016年10月30日
実施

17 南房総市 A 文化交流サロン 南房総国際交流協会
国際交流員をホストとしてサロンを開催。在住外国
人を講師に招き、文化の違い等の講話を行う。

２ヶ月１回程度開催
予定

A
広報誌発行、ホームペー
ジ

匝瑳市国際交流協会 広報紙年１回発行。ホームページの随時更新。

B
匝瑳市よかっぺ祭りにお
ける広報活動

匝瑳市国際交流協会 ブースに出展し、活動をPRした。

19 御宿町 A
日西墨友好の絆記念式
典

御宿町
後援：町国際交流協会

　日西墨友好の絆記念式典
　日本とメキシコの交流のきっかけとなった海難救
助史実をもとに、日西墨友好の絆記念式典を開催
し、関係国大使等をお招きのもと、日西墨交通発
祥記念碑前にて献花等を行う。

　2016年10月4日実
施

匝瑳市18

16 印西市


