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第 5 回 千葉県国際交流協会連絡協議会 参加協会一覧 

 

千葉県総合企画部国際課 

千葉県国際交流センター 

市川市国際交流協会 

印西市国際交流協会 

浦安市国際交流協会 

大多喜町国際交流協会 

香取市国際交流協会 

鴨川市国際交流協会 

君津市国際交流協会 

（公財）佐倉市国際交流基金 

白井国際交流協会 

匝瑳市国際交流協会 

袖ヶ浦市国際交流協会 

（公財）千葉市国際交流協会 

富里国際交流協会 

習志野市国際交流協会 

船橋市国際交流協会 

南房総市国際交流協会 

茂原市国際交流協会 

八千代市国際交流協会 

四街道市国際交流協会 

 

県関係  2 団体  各市関係（協会） 18 協会 
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団体名 役職 氏名 協議会 懇親会 備考

千葉県総合企画部国際課 課長 石川　徹 出席 欠席

担当 出席 欠席

千葉県国際交流センター センター長 安藤　忠夫 出席 欠席

会長 笹本　瞭 出席 出席

副会長 田中　洋 出席 出席
副会長 成田　久江 出席 出席

会長 吉原　久雄 出席 出席

理事 川喜田　英博 出席 出席

会長 白木　聖代 出席 出席

副会長 小西　英雄 出席 出席
副会長 越　　茂樹 出席 出席

会長 高梨　茂 出席 出席

事務局 南川　規親 出席 出席

副会長 岡澤　美奈子 出席 出席

通訳ガイドボランティア部会 篠塚　登志子 出席 出席

事務局 佐伯　治 出席 出席

鴨川市国際交流協会 事務局 山口　紀子 出席 出席

会長 宮原謙二郎 出席 出席

文化交流委員会委員長 桑嶋　周次 出席 出席

理事長 宍倉　昌男 出席 欠席

副会長 坂田　藤男 出席 欠席

会長 林　　章 出席 出席

副会長 坂口　福寿 出席 出席

事務局 江口　泓 出席 出席

会長 松井　清 出席 出席

事務局 土屋　沙織 出席 出席

会長 大岩　澄枝 出席 出席

山田　宏子 出席 出席

（公財）千葉市国際交流協会 事務局 若井　たかみ 出席 出席

会長 河野　昌子 出席 出席

副会長 阿部　廣之 出席 出席

理事・広報青年部会長 高山進三郎 出席 出席

理事・外国人支援部会長 山口　大二郎 出席 出席

事務局長 斎藤　富男 出席 出席

会長 田村　泰一 出席 出席

副会長 宮　　慶助 出席 出席

副会長 小原　智 出席 出席

事務局 日野　隆 出席 出席

南房総国際交流協会 南房総市企画政策課 松田　浩史 出席 出席

会長 湯浅　幸子 出席 出席

事務局 鶴岡　隆之 出席 出席

会長 武野　寛子 出席 出席

副会長 米家　靖子 出席 出席

事務局 井上　博司 出席 出席

（小計） 44名 39名

第5回千葉県国際l交流協会連絡協議会　　出席者名簿　　   　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

市川市国際交流協会

印西市国際交流協会

浦安市国際交流協会

大多喜町国際交流協会

茂原市国際交流協会

（公財）佐倉市国際交流基金

白井国際交流協会

四街道市国際交流協会

香取市国際交流協会

袖ヶ浦市国際交流協会

富里国際交流協会

君津市国際交流協会

匝瑳市国際交流協会

習志野市国際交流協会

船橋市国際交流協会
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団　体　名 役　職 氏　名 協議会 親睦会 備　考

八千代市 市長（名誉会長） 秋葉　就一 欠席 出席

国際推進室

室長 斎藤　万里子 出席 欠席

川田　康介 出席 欠席

八千代市国際交流協
会（YIA)

会長 周郷　紀男 出席 出席

副会長・国際姉妹都市部会長 小林　公孝 出席 出席

副会長・語学ボランティア部会長 瀬下　和正 出席 出席

副会長・日本語ボランティア部会長 斎藤　貴美子 出席 出席

理事・国際交流促進部会長 岩井　覚 出席 出席

理事 喜田　茂 出席 出席

理事 小島　圭二 出席 出席

理事 谷村　晶子 出席 出席

理事 多田　久子 出席 出席

理事 美川　克子 出席 出席

監事 江川　典一 出席 欠席

事務局 野神　良子 出席 出席

会員 小川　剛毅 出席 出席

会員 上村　實 出席 出席

会員 小林　道夫 出席 欠席

会員 嶋野　勝美　 出席 出席

会員 林　　　隆文 出席 出席

会員 廣田　敬治　 出席 出席

会員 増子　継子 出席 欠席

会員 山田　桂三　 出席 出席

会員 安福　久子 出席 出席

（小計） 22名 19名

（総計） 66名 58名

市役所

第5回千葉県国際交流協会連絡協議会　八千代市関連名簿　　　　　　　　　　敬称略
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　　　　司　会

石川　徹　千葉県総合企画部　国際課 ● ● 林　章　会長（白井市）　　　　　　 岡澤　美奈子　副会長（香取市）　 ● ● 周郷　紀男　会長 （八千代市）

安藤　忠男　千葉国際交流センター ● ● 坂口　福寿　副会長（白井市）　　　 佐伯　治　副会長（香取市） ● ● 笹本　瞭　会長 （市川市）

河野　昌子　会長（富里市） ● ● 江口 泓　事務局（白井市）　　　 篠塚　登志子　事務局（香取市）　 ● ● 田中　洋　副会長 （市川市）

阿部　廣之　副会長（富里市） ● ● 松井　清　会長（匝瑳市）　　　　　　 宮原　健二郎　会長（君津市）　　 ● ● 成田　久江　副会長（市川市）

若井たかみ　事務局（千葉市） ● ● 土屋　沙織　事務局（匝瑳市）　　　 桑嶋　周次　事務局（君津市）　　 ● ● 吉原　久雄　会長 （印西市）

大岩　澄枝　会長（袖ヶ浦市） ● ● 松田　浩史　（南房総市） 山口紀子　事務局（鴨川市） ● ● 川喜田英博　理事 （印西市）

大野　隆　副会長（袖ヶ浦市） ● ● 田村　泰一　会長（船橋市）

湯浅　幸子　会長（茂原市） ● ● 宮　慶助　副会長（船橋市）

鶴岡　隆之　事務局（茂原市） ● ● 小原　智　事務局（船橋市） 日野　隆　事務局（船橋市） ● ● 白木　聖代　会長 （浦安市）

武野寛子　会長（四街道市） ● ● 高山　進三郎　理事（習志野市） 宍倉　昌男　理事長（佐倉市）　　 ● ● 小西　英雄　副会長（浦安市）

米家靖子　副会長（四街道市） ● ● 山口　大二郎　理事（習志野市） 坂田藤男　事務局（佐倉市）　　　 ● ● 越　茂樹　副会長 （浦安市）

井上博司　事務局（四街道市） ● ● 斉藤　富男　事務局長（習志野市） 南川　規親　事務局（大多喜町） ● ● 高梨　茂　会長 （大多喜町）

● ●

千葉県総合企画課国際課

八
千
代
市
国
際
交
流
協
会
員
席

柱

協議会座席表
スクリーン
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第 5 回 千葉県国際交流協会連絡協議会 

日時 2015 年 1 月 22 日（木）10 30 分～12 時 15 分 

 第 

                    司会 多田久子 

２ 八千代市国際交流協会会長 挨拶         周郷紀男 

来賓挨拶 八千代市長挨拶            秋葉就一 

     

４ 千葉県・各国際交流協会 出席者紹介          

紹介 

                           15 分（10：45） 

市国際交流協会活動について 

   30 分(11：15） 

分(11：35） 

     35 分（12：10） 

７ 次回連絡協議会の開催市決定       推薦者 周郷紀男 

下和正 

 

時

会場 エルムサロン会議室 

 

次

    

 １ 開会のことば     八千代市国際交流協会副会長  小林公孝 

 

 

  

 ３ 

        千葉県総合企画部国際課長        石川 徹 

 

 

         

 ５ 八千代市出席者

                                   

 ６ 意見交換会 

  （１） 八千代

       ①活動報告（部会・委員会・他）  

       ②質疑応答              10 分（11：25） 

  （２） 外国人観光客の対応（おもてなし）について 

       香取市国際交流協会          10

  （３） 参加協会間の質疑（事例報告） 

       アンケートの応答      

 

 

                            

 ８ 閉会のことば     八千代市国際交流協会副会長  瀬

（12：15） 
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第 5 回 千葉県国際交流協会連絡協議会懇親会 

日時 2015 年 1 月 22 日（木） 1 時 30 分～14 時 30 分 

次 第 

                  司会 喜田 茂 

１ 主催者挨拶  八千代市国際交流協会会長    周郷紀男 

２ 祝 辞    八千代市長           秋葉就一 

３ 乾 杯    次回開催市国際交流協会代表者 

４ 懇 談 

５ 閉会のことば 八千代市国際交流協会      山田桂三 

  

 

2

会場 エルムサロン 
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懇親会座席表

八千代市長
　秋葉　就一

八千代市副会長
 小林　公孝

白井市 会長
　林　章

君津市　会長
　宮原　慶二郎

八千代市　理事
　喜田　茂

大多喜町　会長
　高梨　茂

浦安市　会長
　白木　聖代

船橋市　会長
　田村　泰一

習志野市　理事
　山口　大二郎

袖ヶ浦市　会長
　大岩　澄枝

八千代市　会員
　山田　桂三

茂原市　会長
　湯浅　幸子

印西市　会長
　吉原　久雄

四街道　会長
　武藤　寛子

市川市　会長
　笹本　瞭

八千代市　会長
　周郷　紀男

八千代市副会長
　瀬下　和正

富里市　会長
　河野　昌子

船橋市　副会長
　宮　慶助

八千代市　会員
　林　隆文

白井市　副会長
　坂口　福寿

四街道市　副会長
　井上　博司

市川市　副会長
　成田　久江

八千代市副会長
　斉藤　貴美子

香取市　会長
　岡崎 美奈子

八千代市　理事
　多田　久子

船橋市　副会長
　小原　智

市川市副会長
　田中　洋

四街道市副会長
　米家　靖子

匝瑳市　会長
　松井　清

八千代市　理事
　江川　典一

習志野市　理事
　高山　進三郎

君津市　委員長
　桑島　周次

香取市　部会長
　篠塚　登志子

袖ヶ浦市
　山田　宏子

浦安市　副会長
　小西　英雄

印西市　理事
　川喜田　英博

習志野市事務局
　斎藤　富男

匝瑳市　事務局
　土屋　沙織

八千代市　理事
　岩井　覚

八千代市　会員
　嶋野　勝美

八千代市　会員
　廣田　敬治

八千代市　理事
　小島　圭二

大多喜町事務局
　南川　規親

鴨川市　事務局
　山口　紀子

南房総市政策課
　松田　浩史

八千代市　会員
　小川　剛毅

八千代市　理事
　谷村　晶子

八千代市　会員
　安福　久子

茂原市　事務局
　鶴岡　隆之

香取市　事務局
　佐伯　治 Ｈ

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

Ｅ Ｆ

Ｇ

八千代市事務局
　野上　良子

千葉市　事務局
　若井　たかみ

船橋市　事務局
　日野　隆

八千代市　会員
　上村　實

白井市　事務局
　江口　泓

富里市　副会長
　阿部　廣之

浦安市　副会長
　越　茂樹
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意見交換の内容 

際交流協会活動について 

 

流報告 

の活動報告 

会の活動報告 

報告 

外国人観光客の対応 (おもてなし）について 

３ 参加者間の質疑（寄せられたアンケートの応答）・事例報告 

大（運営・財政の視点から）について 

） 

・生活） 

 １ 八千代市国

    イ、八千代市国際交流協会のあゆみ

       発表者 周郷紀男 

    ロ、国際姉妹都市部会の交

       発表者 小林公孝 

    ハ、語学ボランテイア部会

       発表者 瀬下和正 

    ニ、日本語ボランティア部

       発表者 斉藤貴美子 

    ホ、国際交流促進部会の活動

       発表者 岩井 覚 

   質疑応答 

  

 ２ 

    発言者 香取市国際交流協会 

 

 

    進行  

    イ、会員拡

    ロ、ホームページの維持（更新）・管理について 

    ハ、イベント（交流）参加者の動向について 

       （青少年・外国人・市民の参加状況など

    ニ、多文化共生事業について 

    ホ、外国人への情報周知（防災

S Iwai
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第５回千葉県国際交流協会連絡協議会

八千代市国際交流協会

紹　介

平成２７年１月２２日

  

八千代市国際交流協会組織図

  

八千代市国際交流協会

運　　営

　・　国際姉妹都市部会

　・　語学ボランティア部会

　・　日本語ボランティア部会

　・　国際交流促進部会

　・　実行委員会（必要に応じて設置）　
　

  

委員会実施事業

イベント委員会
八千代インターナショナルディ

編集委員会
機関紙「clip（くりっピー）」

  

国際姉妹都市部会
　

活動紹介

S Iwai
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語学ボランティ部会

活動紹介
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八千代市国際交流協会
語学ボランティア部会   

　　　　

　　１９８８年（昭和６３年）　
　　　　　　千葉県国際交流協会設立

・
　　１９９１年（平成３年）　　
　　　　　　八千代市語学ボランティアの会発足

・
　　１９９２年（平成４年）　　
　　　　　　米国タイラー市と姉妹都市提携

・
    １９９４年（平成６年）
　　　　　　八千代国際姉妹都市委員会設立　

・　　     
    ２００６年（平成１８年）　
　　　　　　八千代市国際交流協会設立

  

　
　　　◆市役所、教育委員会からの翻訳、通訳派遣

　　　◆各種会議、講習会、研修会での翻訳、通訳

　　　◆八千代医療センターにて案内ボランティア

　　　◆姉妹都市交流に係る通訳ボランティア

　　　◆避難所運営ルールの翻訳

  

災害時外国人サポーター
・養成講座 ２０１４年２月

  

　　　
　　　　　　　◆千葉県国際交流センターの会員として
　　　　　  　 　　 国際会議、イベント、スポーツ大会の通訳
  　　　　　　　２０１４年７月
    　　　　　　　 国際キワニス年次総会
 　　　　　　　 ２０１４年８月
　　　　　　　　　  ベトナム看護研修生日本語研修会

　　　　　　  ◆成田空港案内ボランティアに参加

　　　　　　 ◆教育委員会が主管するＣＴＡに参加

　　　　　　　   　ＣＴＡ＝小学校英語教室講師補佐

  

第１３回語学研修旅行
伊豆高原・２０１３年１０月

S Iwai
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・第１４回語学研修旅行 ２０１４年
１０月

那須高原

第１４回語学研修旅行
那須高原・２０１４年１０月

  

第７回英語語学研修会・２０１４年１１月
講師ジェニファー・シモンズ先生（ＡＬＴ）

  ご清聴ありがとうございました   

日本語ボランティ部会

活動報告
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国際交流促進部会

活動紹介

  

国際交流促進部会

事業内容

　　　　　　　　・　在住外国人交流（ミニ　パーティー）

　　　　　　　　・　多文化体験（ハロウイン　パーティー）

　　　　　　　　・　多文化意見交換（大使夫人懇談）

　　　　　　　　・　講演会

　　　　　　　　・　情報発信（ Web)

  

在住外国人の交流　ミニ　パーティー

目　的

● ネットワークの構築

● 在住外国人同士の連携

● 多文化の融和

● 交流の促進

● その他

  

在住外国人の交流　ミニ　パーティー

現　状

● 年２～ 3 回開催

内　容

● 自国の紹介

● 風習、慣習の紹介 自慢

● 料理教室

● 「困ったこと」の相談

  

在住外国人の交流　ミニ　パーティー

成果　課題

● 実生活における慣習の違いの理解

● 所在と連絡が困難
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多文化体験　ハロウイン パーティー

● 幼児児童に異文化に接する機会の提供

● ＡＬＴの先生方と市民交流

  

多文化体験　ハロウイン パーティー

参加者の声

● 英語の勉強してみたい

● 英語がわからない

● 楽しかった

● 来年も参加したい

・・・（ させたい。）

  

多文化交流　大使夫人との懇談

● 新たな世界の人々との
出会い

● 女性の目線での交流

● フランクな交流

  

多文化交流　大使夫人との懇談

● 女性ならの交流でファッ
ションや料理が話題

● これを機会に大使公邸訪
問、独立記念日に招待さ
れる

  

講演会

日本語指導ボランティア

　初心者講習会 多文化交流について

  

Ｗｅｂ

● 協会の紹介

● 事業の予定、結果

● その他
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　　　　　　　第５回千葉県国際交流協会連絡協議会アンケート

１．貴協会の特色や特に伝えたい事項

市川市国際交流協会

　　・青年交流活動での青年部会会員の活躍　（青少年受入・派遣での準備、在住外国人留学生と交

      流）

　　・公式団・市民団の受入、青少年受入・派遣での市との共催

　　・毎月の委員長会議の際、市担当課長の出席を得ることで、市との連絡・連携をこまめにとり、

      スムーズな開催を図る

　　・情報発信を頻繁に行い、各委員会との情報の共有を図り、連帯感を育てている。

　   （会報発行を隔月にし、ＨＰの更新を毎月行っている。）

　　・子供のための日本語教室の推進

浦安市国際交流協会

　　・市の人口に比べて会員数が多い

　　・在住外国人会 （ＵＦＲＡ） があり、ＵＩＦＡに登録している外国人会員が少ない

　　・市からの人的支援、事務所提供、委託事業がなく、市からの指針のみである

　　・事務所は関係役員が運営しており、事務作業は事務員２人が交替で行っている

　　・外国語講座は9言語 ・16講座と多い

　　・メール便は日本語、やさしい日本語、および英語で実施している

　　・本年度はオ－ランド市姉妹都市提携２５周年を記念して、様々な記念事業を行った

　　　　１：　記念式典・記念調印式

　　　　２：　オーランド市長を囲む市民交流会

　　　　３：　浦安在住・在学の中学生から大学生による英語によるプレゼンテーション大会

香取市国際交流協会

    香取市国際交流協会は、世界に開かれたまちづくりのための国際交流事業を推進し、諸外国と

    の相互理解、友好親善に寄与することを目的として活動しています。設立は平成16年（2004） 

    で、今年度で10周年を迎えました。

　　　当協会には、言語学習部会、交流部会、総務・研修部会、通訳ガイドボランティア部会の４つ

    の部会があります。

　・言語学習部会では、日本語教室 （月3回） や中国語教室 （月3回） を開催。

　・ 交流部会ではお茶を楽しむ会や餅つきなどの日本文化の体験イベント,　日本語スピーチ大会の

     開催、英語でウオーキングなどの市民向けイベントを開催。

　・通訳ガイドボランティア部会では、「小野川沿いの歴史的町並み」 を外国人観光客へ紹介する

    通訳ガイド、市民向けの観光おもてなし英会話研修会　（Living English in Katori） など、

    年間を通じて様々な活動を行っています。　外国人通訳ガイド実績　（H23～25  平均400人/

    年）。

　・このほか、香取市国際化推進ボランティア登録制度があります。　ホームステイ・ホームビジッ

    トの受け入れ、通訳・ガイド・翻訳、日本の伝統文化の紹介・指導、観光案内の分野で登録を行

    い、幅広い活動を展開しています。登録者数100人 （うち通訳70人、翻訳24人、日本文化体
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    験 88人、ホストファミリー26軒。※重複者あり）

　・通訳可能原語　・・・英語、中国語 （広東語を含む）、韓国語、ドイツ語、オランダ語、ポー

    ランド語、アラビア語等。

  ・日本文化体験　・・・書道、剣道、弓道、茶道、華道、箏、折り紙、ちぎり絵、切り絵、日本料

    理、着付け等

鴨川市国際交流協会

　　・姉妹都市交流事業の実施

　　・日本語教室　（勝浦市～館山市間）

　　・子供から大人まで参加できるイベント思考中。

　　　　

公益財団法人　佐倉国際交流基金

　・26年の歴史があります。

  ・2011年に、事業の公益性、ガバナンスを考慮した運営体制が評価され、公益法人として認定さ

    れました。

　・佐倉市国際文化大学のシニア・ボランティアを中心とした運営と受講生のレベルの高さは、担当

     講師から高く評価されており、「文芸春秋」で紹介されました。

白井国際交流協会

    白井市は2001年に市制を施工、現在人口 62,500人、一般会計予算１８０億円で、千葉県の中

  でも小規模な市である。1992年に設立された当協会はボランティアによる任意団体として22年間

  に亘って活動してきたが、市からの補助金などは 低水準であると思われる。会員、役員などの手

  造りで以下の5分野で多岐に亘る活動を推進している。

　・異文化を学ぶ：　　◎各国大使講演会　◎ミニ交流会　◎料理教室

　・外国人との交流：　◎友好都市との交流　◎友好都市の青少年交流　◎国際親善ミニサッカー大

　　会　◎外国人市民交流会

　・地域の人たちとの交流　◎白井ふるさとまつり　◎ダンス＆フード・フェスティバル　◎市民活

　　動まつり

　・外国語講座：　◎英会話教室　◎スペイン語教室　◎中国語講座　◎日本語教室

　・情報の共有：　◎情報誌とホームページ

匝瑳市国際交流協会

　　今年度は、本協会のホームページの立ち上げや、新事業（世界の料理教室）の実施など、協会活

　　動に意欲的に取り組んでいます。

公益財団法人千葉市国際交流協会

　　真の国際都市としての千葉市の発展をめざし、地域の国際交流活動及び国際協力活動を推進し、

　　様々な文化や価値観を持った人々が助け合いながら暮らすことのできる多文化共生社会の実現を

　　図るため、地域における多文化理解の推進、外国人市民の支援、国際交流に係る市民活動支援事

　　業に取り組んでいる。

  ・多文化理解推進事業では、交流サロンや姉妹都市との青少年交流等を通じて多文化共生社会推進

　　の啓発の拡充を図っている。

  ・外国人市民支援事業では、外国人に対して生活相談や日本語学習支援を行うほか、災害時に向け
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　　て、防災関連の事業を実施している。　行政 （千葉市） と災害時に備え　「災害時外国人支援

　　センターの設置・運営に関する協定」　を締結し、災害対策本部が設置された際に、市民への情

　　報をやさしい日本語、英語、中国語で発信している。

　・市民活動支援事業では、ボランティアの登録・コーディネートを行うとともに、ボランティア・

　　行政職員等を対象に　「やさしい日本語ガイダンス」　を実施するほか、国際交流・国際協力活

　　動をするボランティア団体、市民団体を支援している。

　・情報収集・提供事業では、フェイスブック活用に力を入れ、当協会からの情報発信のほか、閲覧

　　者からの書き込みも可能とし、ネットワークを広げ、これまで以上に活発な交流を図っている。

　

富里国際交流協会

    研修事業

　　・日本語教室

　　・小学生英語教室

　　・大人の英語教室

　　交流事業

　　・ジャズフェスティバル（モントレージャズ実行委員会より派遣された全米各地の高校生と富

　　　里高校生とのジャズの交流）

    ・中学生のアメリカホームステイ体験ツアー（ウイスコンシン州メクオン市の中学生宅にホー

　　　ムステイして一緒に学校へ通って交流する）

　　・視察研修旅行 （日本語受講生のために）

    ・ワールドフードコミュニケーション　(いろいろな国の料理を学ぶ)

    ・ニューイヤーパーティ　（市内の人と共に新年を祝う）

船橋市国際交流協会

　以下の８委員会及び協会主催事業で活動している。

   ・総務委員会　協会事務、災害時外国人サポーターの養成他、

　 ・文化交流委員会　姉妹都市交流、外国人との交流イベント他

   ・広報委員会　ＨＰ管理運営、会報発行他

   ・外国人相談窓口委員会　相談室を毎週２回開催（英、中、韓）他

　 ・日本語教室委員会　成人のための教室を毎週市内７会場で開催、短期速習講座他

 　・国際理解セミナー委員会　在日大使を講師に年２回開催他

 　・地球っこ委員会　子供　（小中学校生徒）　のための日本語教室毎週開催他

   ・会員増強委員会　協会活性化、会員サービス他

　 ・協会主催事業　インターナショナルフェスティバルの開催

茂原市国際交流協会

　　　当協会は設立から２年余りではあるが、市内で国際交流活動を積極的に行ってきた団体を中心

    に設立されており、それぞれの団体がこれまでの経験と特色を活かしながら運営を行っている。

　　　協会全体で取り組む事業も増えつつあり、今後も他市町村国際交流協会の活動を参考にしつつ、

    実施事業の充実及び個人会員の増員を図りたい。
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八千代市国際交流協会

　　・姉妹都市（アメリカ・タイラー市）との交流は、20周年を記念して、平成24年市民訪問団と

      10人の高校生を派遣した。

　　・平成26年にタイラー市の市民訪問団を受け入れ、市民交流を行った。

　　・日本語教室を市内１０ヶ所で開催しており、週1回、原則として月4回の講座を実施している。

　    その内、子供たちの為にＡＭＩＧＯ教室を開催している。また、夏休みにも夏休み子供日本語

      教室を特別に開催している。

　　・また、日本語教室の開催場所については、市施設を無償で提供していただいている。特に多文

      化交流センターは、AMIGOのこども日本語教室や、会議等に使用させていただいている。

　　・日本語学習をしている外国人を対象に年１回、日本語スピーチ大会を開催している。

　　・協会と市が共催で, 毎年一回、インターナショナルデイ「八千代で世界と出会おう」を開催し、

      市内在住の外国人との交流を深めている。

　　・協会員のための語学研修や外国人との交流を行っている。

四街道市国際交流協会

　　・市など行政側から人的支援を受けずに、ボランティアだけで運営している。

２．他協会から聞きたい事項

市川市国際交流協会

    ・法人会員の拡大と日頃の連携について

　　・実施事業の刷新について

　　・実施事業への外国人参加者の拡大について

　　・会員の拡大

印西市国際交流協会

　　．市役所の支援、協力の基本姿勢と内容

　　．組織を大きくし活動を活発にするノウハウ。

浦安市国際交流協会

　  ・翻訳・通訳事業、文化交流事業、姉妹都市交流事業として、どのようなことをしているか

　　・在住外国人児童・生徒として、どのような支援を行っているか

　　・フェースブックの活用状況など

　　・やさしい日本語による出版状況

　　・オリンピックに対する準備

大多喜町国際交流協会

　　・主催イベントの内容

　　・協会員の人数の増やし方
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鴨川市国際交流協会

　　・多文化共生事業について

　　・防災教育について

公益財団法人　佐倉国際交流基金

　　・ボランティアによる運営委員会体制をどのように維持しているか、委員の交代をどのようにし

      ているか。（後任をどのように見つけているか）

　　・運営委員会 (ボランティア)と事務局との役割分担

　　・ボランティア弁償費の範囲と金額

白井国際交流協会

　　・他の協会の予算規模、行政からの支援の状況と活動内容など。

匝瑳市国際交流協会

 　・ホームページを持っている協会の方々に、ホームページの維持・管理をどのようにされている

     か伺いたいです。誰が更新作業を行い、維持・管理に関して費用負担はどれくらいなのか具体 

     的にお聞かせ願います。

公益財団法人千葉市国際交流協会

 　・外国人市民からの生活相談について

　    千葉市国際交流協会では、外国人市民の方々から生活に係るあらゆる相談に電話、窓口等で対

 　   応していますが、行政区を越えての相談もあります。外国人市民を地域住民の一人として考え

　　　る場合、市町村により異なる制度もあるため住居のある市町村での対応が好ましいのではない

　　　かと考えております。対応についてご教示頂ければと思います。

船橋市国際交流協会

　　・外国人会員の加入促進への取り組み

　　・青少年会員加入促進への取り組み

　　・留学生派遣事業

　　・理事制度

南房総国際交流協会

　　　南房総市の国際交流協会員のうち、外国人は、英語圏内、中国圏内が多い。

　　　外国人、市民との交流や、イベントその他の活動について事例として教示していただきたいの

      で、今回参加させていただこうと思います。

茂原市国際交流協会

　　・当協会は多文化共生への取り組みが遅れておりますので、今後重点的に取り組んでいこうと考

　　　えておりますが、他協会では 「多文化共生」　推進のため、主にどのようなことに取り組ま

　　　れていますか。優先的に取り組むべき事項があれば教えていただきたい。

　　・会員の確保の為、どのような方法をとられていますか。個人の場合、賛助会員の場合など参考

      になる勧誘方法があれば教えていただきたい。　また、外国人会員の多い協会はどのように
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　　　外国人と接点をもっていらっしゃるのか教えていただきたい。

富里国際交流協会

　　・市民の人達にどのように国際交流事業を理解してもらっているか

　　・交流協会の会員の確保

　　・高齢化が進む中での運営のあり方

八千代市国際交流協会

　　・外国人会員を増やす工夫について教示して欲しい。

　　・受益者負担と無料参加の区別。

　　・協会独自の収入源の企画内容と実施方法。

　　・団体会員と賛助会員の区分　

四街道市国際交流協会

　　・新規会員（特に若年者）の獲得方法

　　・外国人に対する行政、警察、消防など生活上の情報提供をどのようにしているか。

　　　 例えば

        （１）警察から直接坦当者がき来て、外国人に対して話をするような機会を設けているか。

        （２）地元自治会等と連携して、外国人に対して情報提供をするような機会を設けているか。

　　・上記以外で運営上苦労している点とその対応策
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☆:平成２６年度改訂　○:平成２６年度新規　無印:平成２５年度記載内容 原典:浦安市国際交流協会作成・改訂:八千代市国際交流協会

各市の人口（ 新） 40,559 469,445 286,476 93,748 162,885 50,700

　　内外国人総数＊ 509 1.2% 11,426 2.4% 4,689 1.67% 1,100 1.20% 3,185 2% 525

　　１位 中国 159 31.0% 中国 4,947 43% フィリピン 1,504 32% 中国 660 中国 1,196 37.6% 中国 146 27.90%

　　２位 フィリピン 134 26.0% 韓国・朝鮮 1,488 13% 中国 803 17% 韓国 韓国・朝鮮 497 15.6% フィリピン 94 17.90%

　　３位 タイ 75 15.0% フィリピン 1,307 11% 朝鮮・韓国 769 16% タイ フィリピン 338 10.6% タイ 86 16.40%

　　４位 韓国 41 8.0% インド 435 3.8% ブラジル 369 7.90% フィリピン 米国 185 5.8% 韓国 58 11.00%

　　５位 米国 24 5.0% タイ 400 3.5% タイ 308 6.60% ブラジル 台湾 87 2.7% 米国 26 1.90%

ホーム・ページの有無 無 有 有 有 有

外国語版 英語 英語

会員数　　 団体/法人 38法人 ２７法人 9法人　25賛助 2法人 １5団体

個人 277人                     ４６８人　（学生３７名） 　　453人 172人 　６７３人

　　　　　                        （外国人３４名） 日本人199 外国人254 日本人162外国人10 日本人６４５　外国人２８

会費 団体 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

（一口） 個人 3,000円 2,000円 2,000円 2,000円 1,000円

外国人 　1,000円 1,000円 1,000円

学生 　1,000円 　1,000円 1,000円 1,000円

会報発行 頻度 １年毎 隔月 年３回 年1回 ３カ月毎

部数 17,000部 　600部 3,000～3,500部 7,000部 1,100部

外国語版 無 無 無 英語併記

第5回アンケート ・青年部会会員の活躍 　自慢できるような事業、活動が少ない。 ・市の人口に比べ会員数が多い

１．貴協会の特色や 　(姉妹都市からの青少年の受けいれ、在住外国人留 ・在住外国人会（UFRA）がありUIFAに

　　伝えたい事項 　　学生との交流） 　登録している外国人会員が少ない

・市との共催事業の実施 ・市からの人的支援、事務所提供、委託事業がなく、

　(姉妹都市からの市民団の受け入れ、青少年代表団 　市からの指針のみである

　の派遣） ・事務所は関係役員が運営しており事務作業は、

・市との連携強化と協力体制 　事務員2人が交替で行っている

　（会議に担当課長等の出席条件ごとに連絡・連携） ・外国語講座は９言語、１６講座と多い

・頻繁な情報発信による連帯感の育成 ・メール便は日本語、やさしい日本語、および英語で

　（ＨＰの毎月の更新） 　実施している

・「子供ための日本語教室」の開始 ・本年は、姉妹都市提携２５周年記念事業実施

　記念式典・市内中～大学生英語プレゼンテーション

２．他協会から聞き ・法人会員との日頃の連携 　市役所の支援、協力の基本姿勢と内容。 翻訳・通訳・文化交流・姉妹都市どんな事を実施か。

　　たい事項 ・実施事業への外国人参加者の 　組織を大きくし活動を活発にするノウハウ。 ・外国人児童・生徒への支援は。

　拡大 ・フェースブックの活用状況は。

・やさしい日本語による出版状況は。

・オリンピックに対する準備は。

３．収入源（千円） 会費：1,159 市からの助成：233 会費：850, 市からの助成：8,000 会費収入:591 市からの助成金:1,955 会費：220　　市補助：500 会費収入：800　市からの助成：4,000 会費収入:170 市空の助成金:200

事業：60 事業：1,500 その他：0 事業収入:0 その他:100 事業：1,980 事業収入：715　その他：0 事業収入:150 その他:20

合計：1,452 合計：10,350 合計:2,646 合計：2,700 合計：5,515 合計:540

４．姉妹都市交流

　　・対象都市 米ミネソタ州ダルース市 米・ガーデナ市、中国・楽山市 米国アラバマ州モビール市 　無 米国：フロリダ州オーランド市 いいえ

米ウィスコンシン州ウォバン市 インドネシア・メダン市、独・ローゼン 　印西中学校、小林中学校の独自交流を支援

学生交流(訪問・受入)市民交流(訪問・受入) ハイム市、仏・イッシー・レ・ムリノー市

　　・交流分野 市民交流、青少年交流、文化・芸術 ホームステイ(ホストファミリーの提供) 青少年派遣、語学指導補助の招聘、

交流、柔道着３００着寄贈、災害への スポーツ交流、市民派遣「友好の翼」

寄付 など

５．事務局

　　・事務局長の有無 はい（常勤） はい（非常勤） いいえ 　いいえ いいえ いいえ

　　・事務員の有無 はい（常勤１人） はい（非常勤） いいえ 　いいえ はい、（１名　常勤） はい、

　　・選出方法 市役所企画政策課で事務 推薦 一般公募 市役所より派遣

６．市からの援助 はい、資金、人的支援 はい、資金および場所の提供 はい、資金及び場所提供 　はい　資金、場所の提供 はい、資金 はい、資金及び場所の提供並びに人的支援

場所の提供 はい、日本語教室の運営、イベント開催

外国人への援助 いいえ はい、会費半額、参加費減額 学習指導 、 　はい、日本語教室、外国人のための無料相談 いいえ いいえ

項　　　　目

メール便の有無 無 無

事務所の場所 市役所企画政策課内 　　　　　市役所市民談話室

2．市川市国際交流協会☆1．いすみ市国際交流協会 ☆5．浦安市国際交流協会

市役所外

有　　　　　　　　　

○6.大綱白里市国際交流協会

市役所の施設

○3. 市原市国際交流協会

市役所人権/国際課内

無

○4.印西国際交流協会

独立

有

第５回（平成２６年度） 千葉県国際交流協会連絡協議会　アンケート結果（１）
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☆:平成２６年度改訂　○:平成２６年度新規　無印:平成２５年度記載内容 原典:浦安市国際交流協会作成・改訂:八千代市国際交流協会

各市の人口 400,000 82,590 34,236 132,063

　　内外国人総数＊ 5,800 1.45% 750 0.9% 402 1.10% 1,614 1.2%

　　１位 中国 2,100 36.0% 中国 280 37.3% 中国 177 44% フィリピン 395 24.5%

　　２位 韓国 1,500 25.0% タイ 169 22.5% フィリピン 115 28.60% 中国 375 23.2%

　　３位 フィリピン 400 7.0% フィリピン 67 8.9% 韓国・朝鮮 41 10.10% 韓国・朝鮮 293 22.4%

　　４位 台湾 350 6% 韓国 53 7.1% 米国 21 5.20% ブラジル 141 9%

　　５位 インドネシア 200 3.0% 台湾 39 5.2% ベトナム 11 2.70% タイ 69 4.3%

ホーム・ページの有無 無 無 有 無 有 有

外国語版 英語

会員数　　 団体/法人 11法人 62法人 ５法人 50法人 ２７法人

個人 　145人 47人 　942人   １５４人（外国人２０人） 　226人    ４２０人

              日本人734 外国人208家族16 日本人２１８外国人8

会費 団体 16,000円 10,000円 10,000円 20,000円 10,000円 10,000円

（一口） 個人 2,000円 3,000円 2,000円 2,000円 1,000円 1,000円

外国人 2,000円 2,000円

学生 1,000円 1,000円

会報発行 頻度 毎月 半年毎 一年毎 １年毎

部数 無 1,200部 200部 800部

外国語版 無 無 無 　　無

第5回アンケート ・言語学習部会、交流部会 ・姉妹都市交流事業の実施  特になし。

１．貴協会の特色や 　総務・研修部会、通訳ガイドボランティア部会がある ・日本語教室

　　伝えたい事項 ・日本語教室、中国語教室 ・子供から大人まで参加できるイベントを思考

・もちつきなど日本文化の体験イベント 　中

・歴史的町並みを外国人観光客への紹介する

　 　通訳ガイド

２．他協会から聞き ・多文化共生事業について 　特になし。

　　たい事項 ・防災教育について

３．収入源（千円） 会費収入:158 市空の助成金:1,000 会費収入:2,283 市からの助成金:5,967 会費：290 市からの助成：485 会費収入:８７６ 市からの助成金:0 会費：627　市からの助成：800

事業収入:0  その他:134 事業収入:13,960 その他:0 事業：０ その他：0 事業収入:1,244 その他:1,300 事業収入：709　その他：912

合計:1,292 合計:22,210 合計：７７５ 合計:3,420 合計：2,228

４．姉妹都市交流

　　（１）対象都市 メキシコ合衆国アカプルコ市・テカマチァルコ市 米国ガム準州トーランス市 米国ウィスコンシン州マントワック市 米国：カリフォルニア州オーシャン

豪州キャムデン町 サイド市

中国承徳市

　　（2）交流分野 日西墨友好の絆記念式典・学生交流事業の支援 青少年交換派遣 教育交流(青少年海外派遣) ・高校生派遣事業（現在、休止中）

市民親善使節団相互派遣(周年行事) 市民交流 ・グリーテイング・カード、メールの交換

音楽文化交流

５．事務局 はい、常勤

　　事務局長の有無 はい、 はい、非常勤 いいえ はい、常勤 はい、２人　常勤

　　事務員の有無 はい、1人 はい、4人、非常勤 いいえ はい、3人、常勤と非常勤 市より派遣

　　選出方法 市役所より派遣 一般公募 市役所より派遣

６．市からの支援 はい、資金及び場所の提供並びに人的支援 はい、資金及び場所の提供 はい、人的支援 はい、資金及び場所提供並びに人的支援 はい、資金、人的支援、場所の提供

鴨川コミュニケーターの発行毎月１回(英文広報紙)

外国人への援助 いいえ はい、災害ネットワーク作りの支援 いいえ 日本語教室(週2回・午後１回、夜間１回) はい、外国人に日本語講座

メール便の有無

事務所の場所

☆12．木更津市国際交流協会

木更津市役所企画課

有、会員のみ

項　　　　目 ○7. 大多喜町国際交流協会 ○11. 鴨川市国際交流協会○8.御宿町国際交流協会

無

○9.柏市国際交流協会

有料賃貸事務所

会員のみ有

10．香取市国際交流協会

香取市市民環境部市民活動推進課

　　　無

市役所

会員のみ有

無

無

5回（平成２６年度） 千葉県国際交流協会連絡協議会　アンケート結果（２）
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☆:平成２６年度改訂　○:平成２６年度新規　無印:平成２５年度記載内容 原典:浦安市国際交流協会作成・改訂:八千代市国際交流協会

各市の人口 88,154 177,536 62,600 38,857 62,000 962,119

　　内外国人総数＊ 777 0.87% 2,251 1.3% 600 1.00% 385 1% 597 0.9% 20,933 2.1%

　　１位 フィリピン 239 30.80% 中国 458 20.30% 中国 228 38% 中国 59 15.32% 中国 162 27% 中国 9,577 45.8%

　　２位 中国 211 27.2% フィリピン 455 20.21% 韓国 102 17% タイ 36 9.35 フィリピン 138 23% 韓国・朝鮮 3,783 17.9%

　　３位 韓国 144 18.5% 韓国 275 12.21% フィリピン 72 12% 韓国 11 2.86 韓国 75 13% フィリピン 2,383 11.4%

　　４位 ブラジル 59 7.6% アフガニスタン 214 9.50% スリランカ 32 5.30% フィリピン 9 2.34 タイ 38 6% ベトナム 599 2.3%

　　５位 タイ 21 2.7% ペルー 184 8.17% タイ 25 4.20% スリランカ 9 2.34 パキスタン 34 6% タイ 481 2.0%

無 有 有 有 現在準備中 　　　無 有

　　　　　　　英、中、韓、スペイン　

会員数　　 団体 １６法人 ２３法人 25法人 7法人 　　　　　　　　6法人　8団体 　　　　　　　　101法人

個人     ３２６人    ２４１人 　250人 　86人 　　　　　　　　　　　158人 　　　　　　　　524（日本人444.外国人80）

日本人２８６．外国人４０ 日本人２３８．外国人３ 日本人220 外国人30     個人(外国人含)75家族(外国人含)9学生2           　　 平成２６年３月末現在

会費 団体 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円以上

（一口） 個人 1,000円 2,000円 2,000円 2,000円 家族3,000円 　1,000円 　2,000円以上

外国人 1,000円 1,000円 2,000円 　　　　　　　　　　　　外国人の会費も種別で異なる 　1,000円/半年

学生 　　500円 1,000円 1,000円 1,000円    500円   1,000円/半年

会報発行 頻度 半年毎　 半年毎 季刊(年４回) 1年毎 半年毎 四半期毎

部数 3,800部 950部 350部 250部 2,500部 3,000部

外国語版 無 無 無 無

第5回アンケート ・26年の歴史があります。 　　白井市は、2001年に市制を施行、現在人口６２，５００人、 　　　今年度は、本協会のホームページの立ち上げや、 　　真の国際都市としての千葉市の発展を目指し、地域の国際

１．貴協会の特色や 　 ・2011年に、事業の公益性、ガバナンスを考慮した 　一般会計予算１８０億円で、千葉県の中でも小規模な市である。 　　新事業(世界の料理教室)の実施など、協会活動に 　交流活動及び国際協力活動を推進し、様々な文化や価値観を

　　伝えたい事項 　 　運用体制が評価され、公益法人として認定され 　1992年に設立された当協会はボランティアによる任意団体と 　　意欲的に取り組んでいます。 　持った人々が助け合いながら暮らすことのできる多文化共生

　 　ました。 　して22年間に亘って活動してきたが、市からの補助金などは 　　　－ 　社会の実現を図るため、地域における多文化理解の推進、

・佐倉市国際文化大学のシニア・ボランティアを中心と 　 低水準であると思われる。会員、役員などの手造りで以下の 　外国人市民の支援、国際交流に係わる市民活動支援事業に

　　　　　　　　 　した運営と受講生のレベルの高さは、 　５分野で多岐に亘る活動を推進している。 　取り組んでいる。

　 　は、担当講師から高く評価されており、「文芸春秋」で 　1.異文化を学ぶ:◎各国大使講演会◎ミニ交流会 　　多文化理解推進事業では、交流サロンやとの青少年交流等

　紹介されました。 　　◎料理教室 　を通じて多文化共生社会推進の啓発の拡充を図っている。　　

　2.外国人との交流:◎友好都市との交流◎友好都市の 　　外国人市民支援事業では、外国人に対して生活相談や日本語

　　青少年交流◎国際親善ミニサッカー大会◎外国人市 　学習支援を行う他、災害時にむけて、防災関連の事業を実施

　　民交流会 　している。行政(千葉市)と災害時に備え「災害時外国人支援

　3.地域の人たちとの交流：◎白井ふるさとまつり 　センターの設置・運営に関する協定)を締結し、災害対策本部が

２．他協会から聞き ・ボランティアによる運営委員会体制をどの 　　◎ダンス＆フード・フェスティバル◎市民活動まつり 　　　ホームページを持っている協会の方々に、 　設置された際に、市民への情報をやさしい日本語、英語、中国語

　　たい事項 　ように維持しているか。委員の交代をどの 　4.外国語講座:◎英会話教室◎スペイン語教室 　　ホームページの維持・管理をどのようにされているか 　で発信している。

　 　ようにしているか。(後任をどのように見つ　 　　中国語教室◎日本語教室 　　伺いたいです。誰が更新作業を行い、維持管理に関して 　　市民活動支援事業では、ボランティアの登録・コーディネート

　 　けているか。) 　5.情報の共有:◎情報誌とホームページ 　　費用負担はどれくらいなのか、具体的にお聞かせ願い 　　　 　を行うと共に、ボランティア・行政職員等を対象に「やさしい日本語

　 ・運営委員会(ボランティア)と事務局の役割分担 2.他の協会の予算規模、行政からの支援状況と活動 　　します。 　ガイダンス」を実施するほか、国際交流・国際協力活動をする

・ボランティア弁償代の範囲と金額 　市民団体を支援している。

　 　　　　　　　　　　（　以下　 後欄に別掲　）

３．収入源（千円） 会費:465 市からの助成 会費：548 市からの助成：0 会費収入:650 市からの助成金:306 会費収入:325 市からの助成金:100 会費収入：461　市からの助成:873 会費収入：2,550　市からの助成：80,532

2,128　事業収入：2,730 事業収入：4,000 その他：4,868 事業収入:3,500 その他:0 事業収入:338 その他:534 事業収入：448　 事業収入:4,954 その他収入:4,908

その他：０ 　合計：5,323 合計：9,416 合計:4,456 合計:1,297 その他：250　合計：2,032              　合計：92,944

４．姉妹都市交流

　　（１）対象都市 　 豪州ビクトリア州キャンパスピ市 いいえ ブラジル：イタジャイ市 カナダ：ノースバンクーバー

①青少年国際交流事業・派遣・受入(毎年) ここ数年は、市民団体レベルでの文化、 米国：ヒューストン

②友好都市交流事業・一般市民の友好都市 スポーツ交流に留まっている。 スイス：モントレー

　　（２）交流分野 　訪問(派遣:隔年) いいえ 　　　 青少年(中学生・高校生・青少年)交流

 友好都市市民代表団受入(毎年)

５．事務局

　　事務局長の有無 はい（非常勤） はい（非常勤） はい、非常勤 いいえ いいえ はい（常勤）市役所OB

　　事務員の有無 はい（常勤） はい（非常勤） いいえ はい いいえ はい（常勤・非常勤　計14名）

　　選出方法 一般公募 一般公募 理事の中から互選 市役所職員が兼務 一般公募

６．市からの支援 はい、資金および場所の提供 はい場所の提供 はい、資金 はい、資金及び場所の提供並びに人的支援 はい、資金、場所の提供 はい、資金、人的支援、場所の提供

７．外国人への援助 はい、外国人に無償の日本語講座 はい、市委託事業(日本語講座等)・ボランティア事業 はい、生活相談・日本語教室を開講 いいえ 日本語教室などの開催 はい、千葉市外国人留学生交流員の任命

無 無

○15.白井国際交流協会項　　　　目

事務所の場所 市役所

ホーム・ページの有無

☆14．（公財）佐倉国際交流基金

市役所の施設借用 有料賃貸事務所

○16.匝瑳市国際交流協会☆13．君津市国際交流協会

市役所の施設

メール便の有無 　　無

☆18．（公財）千葉市国際交流協会

　　市役所の施設

☆17．袖ケ浦市国際交流協会

袖ケ浦市役所市民活動支援課

無

第5回（平成２６年度） 千葉県国際交流協会連絡協議会　アンケート結果（３）

無無

3／3

S Iwai
タイプライターテキスト
25



☆:平成２６年度改訂　○:平成２６年度新規　無印:平成２５年度記載内容 原典:浦安市国際交流協会作成・改訂:八千代市国際交流協会

各市の人口( 新) 172,388 49,965 163,782 78,269 620,000

　内外国人総数 1,747 1.01% 1,540 3.08% 2,604 1.57% 1839 2.3% 12,000 1.78%

　1位 中国 553 31.70% 中国 329 21.36% 中国 938 36.0% フィリピン 516 28.1% 中国 5,400 45.00%

　2位 フィリピン 313 17.90% フィリピン 313 20.32% 韓国・朝鮮 452 17.3% 中国 439 23.9% 韓国・朝鮮 1,600 13.33%

　3位 韓国 296 16.90% 韓国・朝鮮 229 14.87% フィリピン 330 12.6% 韓国 169 9.2% フィリピン 1,000 8.33%

　4位 ベトナム 72 4.10% タイ 154 10.00% ブラジル 214 8.2% パキスタン 101 5.5% ベトナム 400 3.33%

　5位 米国 53 3.00% ブラジル 116 7.53% ペルー 90 3.4% タイ 100 5.4% ネパール 400 3.33%

　ホームページの有無 有 有 有 有 有 　　　有

　外国語版 有 有 (英語) 無 無 　　　　　　　英、中、韓、スペイン

　会員　　団体/法人 1法人 4法人 29法人 6団体 14法人　7団体 58団体

　　　　　　個人 　240人 160人 　　　　　　　611人（日本人411外国人200人） 218人 94人 639人(外国人10%)

日本人215 外国人25 （個人：513　学生：63　家族：35） 日本人138外国人80 日本人９２外国人2

　会費　　　団体 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

 (一口)　　　個人 2,000円 2,000円 (家族：3,000円) 2,000円 1,000円   1,000円

外国人 外国人枠の会費はありません 2,000円 1,000円

学生 1,000円 1,000円 1,000円　家族3,000円 500円

会報発行 頻度 年１回(3月発行) 半年 四半期毎 不定期『7～8回/年 半年 年３回

部数 1,900部 400部 17,000部 3,000部

外国語版 無 　無 無 無 　　無

　第５回アンケート 　　◎外国人に対し何らかの援助をしていま 　○研修事業:日本語教室・小学生英語教室　  以下の8委員会及び協会主催事業で活動している。

　1.貴協会の特色や 　　　すか。はい。 　　　成人英語教室 ・総務委員会:協会事務、災害時外国人サポーターの

　　伝えたい事項 　　　♢具体的な援助 　○交流事業 　養成他

　　　・外国人向け日本語講座の開設(月３～4回実施、 　・ジャズフェスティバル ・文化交流委員会:姉妹都市交流、外国人との交流。

　　　　午前１０時～１１時４５分) 　　モントレージャズ実行委員会から派遣された全米各地の ・広報委員会:HP管理運営、会報発行他

  　　・市内小中学校へ日本語講師の派遣を行う。 　　高校生と富里高校生とのジャズ公演交流。 ・外国人相談窓口委員会:相談室を毎週２回開催他。　　　　　　　

　　　・生活情報を5ヶ国語に翻訳し、ホームページ上に掲載。 　・中学生のアメリカホームスティ体験ツアー ・日本語教室委員会:成人の為の教室を毎週市内7

　　　　(英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語) 　　ウィスコンシ州メクオン市の中学生宅にホームスティして  会場で開催、短期速習講座他。

  　　・外国出身者対応の電話相談を行っている。 　　一緒に学校に通って交流。 ・国際理解セミナー委員会:在日大使を講師に開催。

　　　　(月、水、金の10時～１６時迄) 　・視察研修旅行(日本語受講生の為に) ・地球っ子委員会:子供の為の日本語教室を開催。

　　　・必要に応じて、外国出身の方に通訳を行う場合もある。 　・ワールドフードコミュニケーション(色々な国の料理体験) ・会員増強委員会:協会活性化、会員サービス他

　・ニューイヤーパーティ(市内の人と共に新年を祝う) ・協会主催事業:インターナショナルフェスティ開催。

　2.他協会から聞き 　○市民の人たちにどのように国際交流事業を ・外国人会員加入促進への取り組み

　　たい事項  　　理解しいもらっているか。 ・青少年会員加入促進への取り組み

　○交流協会の会員確保。 ・留学生派遣事業

　○高齢化が進む中での運営のあり方。 ・理事制度

　

　3.収入源(千円) 会費収入:600 市からの助成金:0 会費収入:290 市からの助成金:1,600 会費：1,337　市からの助成：10,573 　会費：460　市補助350 会費収入：1,100市からの助成：2700

事業収入:1,616 受託事業収入:1,904 事業収入:5,300 その他:0 事業収入：1,422　その他：8,379 　事業収入：1,881　その他：164 2事業収入：800　その他：100

合計:4,120 合計:7,190 合計：21,711 　合計： 合計：4,700

 4.姉妹都市交流 米国：アラバマ州タスカルーサ市

　・対象都市 いいえ いいえ (市立高校生の海外派遣、姉妹都市青少年の受入 　いいえ 米国：ヘイワード市、

並びに市民訪問団派遣) デンマーク：オーデンセ市

・毎年私立習志野高校生の派遣 中国：西安市

　・交流分野 いいえ ・今年度は市内４校(習高生を含む)生徒を派遣 ・留学生の派遣

・隔年でタスカルーサ市の青少年が当市を訪問 ・船橋からの市民団の派遣、姉妹都市

・5年毎に市民訪問団を姉妹都市に派遣 　からの市民団受入等

　5.事務局

　　・事務局長の有無 はい いいえ はい、常勤 　はい はい、ボランテｲア

　　・事務員の有無 いいえ はい、２人　非常勤 いいえ いいえ

　　・選出方法 一般公募 一般募集

会員の中から選出

はい、場所の提供 はい、資金及び場所の提供 はい、資金および場所の提供 はい、資金、人的、場所の提供 資金と場所の提供

日本語指導、相談、情報提供、災害支援

　外国人への援助 はい、外国人支援窓口を月10回開設し相談にのる。 いいえ 　　 はい、日本語指導　他 防災教育、文化交流

　　無有　会員のみ

○23.富津市国際交流協会

市役所企画財政部企画政策課内

項　　　　　　目

　メール便の有無

　事務所の場所

　市からの援助

船橋市市役所国際交流室

無

市役所の施設

○20.富里国際交流協会

市役所企画課

○22.野田市国際交流協会

市役所企画財政部企画調整課内

無

　　流山市国際理解サポートセンター内

有

第五回(平成２６年度)千葉県国際交流協会連絡協議会　アンケート結果(4)

○19.NPO流山市国際交流協会 ☆21．習志野市国際交流協会 ☆24．船橋市国際交流協会
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☆:平成２６年度改訂　○:平成２６年度新規　無印:平成２５年度記載内容 原典:浦安市国際交流協会作成・改訂:八千代市国際交流協会

　各市の人口( 新) 487,443 41,853 91,947 194,104 91,374

　　内外国人総数 11,541 2.37% 1,050 1.14% 3,745 1.9% 1,422 1.5%

　1位 中国 5,116 44.32% フィリピン 255 24.20% 中国 893 23% 中国 329 23%

　2位 フィリピン 1,526 13.22 韓国 224 21.30% ブラジル 607 16% アフガニスタン　 294 21%

　3位 韓国 1,524 13.2 中国 206 19.60% フィリピン 630 17% フィリピン 176 12%

　4位 ベトナム 1,202 10.41 タイ 162 15.40% ペルー 403 11% 韓国 141 10%

　5位 ネパール 295 2.55% 台湾 42 4.00% 韓国 341 9.0% 台湾 121 9%

ホームページの有無 有 有 無 有 有

外国語版 有 (英語・中国語) 無 無 　　　　　　　英、中、韓、スペイン他

会員数　　 団体 26法人35団体 5法人 0法人 17団体 3法人

個人 　　941人 　　108人 　 6人 　195人 　　　　226人（外国人5)

外国人      日本人337外国人５５５学生３４家族15 日本人106外国人2 日本人5外国人1 日本人192外国人3 日本人221外国人5

学生

会費(一口 団体 10,000円 5,000円 10,000円 (賛助5,000円) 10,000円 10,000円

個人 3,000円 1,000円 2,000円 (家族1,000円) 2,000円 （家族：3.000円） 2,000円 （家族：3,000円）

外国人 1,000円 1,000円 2,000円

学生 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

会報発行 頻度 隔月 不定期 無 １年毎 　1年毎

部数 1,000部 2,000部 1,500部

外国語版       有(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語) 無 無 無 無

第５回アンケート 　当協会は、設立から２年余りではあるが、市内 ・姉妹都市交流(アメリカ・タイラー市)との交流は、20周年となり ・市など行政側から人的支援を受けずに、ボラン 　　　　　(千葉市のアンケート1のつづき)

1.貴協会の特色や 国際交流活動を積極的に行ってきた団体を中心 　平成２４年市民訪問団と10人の高校生を派遣した。 　ティアだけで運営している。 　　情報収集・提供事業では、フェイスブック活用に力を入れ、

　伝えたい事項 に設立されており、それぞれの団体がこれまでの 　平成２６年タイラー市の市民訪問団を受け入れ市民交流を 　当協会からの情報発信の他、閲覧者からの書き込みも可能　

経験と特色を生かしながら運営を行っている。 　行った。 　とし、ネットワークを広げ、これまで以上に活発な交流を

　協会全体で取り組む事業も増えつつあり、今後 ・日本語教室を市内１０ヶ所で開催しており、月４０回の講座を実施 　図っている。

も他市町村国際交流協会の活動を参考にしつつ、 　している。その内子供たちの為にAMIGO教室を週1回開設して

実施事業の充実及び個人会員の増員を図りたい。 　いる。　夏休みにも特別教室を開設している。

・日本語学習をしている外国人を対象に年１回、日本語スピーチ

　大会を開催している。

・協会主催・市共催で年１回毎年インターナショナルデイ 　　　　　　　　(千葉市のアンケート2)

・当協会は、多文化共生への取り組みが遅れておりますので、今後 　「八千代で世界と出会おう」を開催している。市内在住の外国人 ・新規会員(特に若年者)の獲得方法  　外国人市民からの生活相談について千葉市国際交流協会

重点的に取り組んでいこうと考えておりますが、他協会では「多文化　の皆さんのバホーマンスを観賞している。 ・外国人に対する行政、警察、消防など生活上の情報提供 　では、外国人市民の方々から生活に係わるあらゆる相談に

2.他協会から聞き   南房総市の国際交流協会員の内、外国人 　共生」推進の為、主にどのようなことに取り組まれていますか。 ・協会員の為の語学研修や外国人との交流を行っている。 　をどのようにしているか。 　電話、窓口等で対応していますが、行政区を越えての

　たい事項  は、英語県内、中国語圏内が多い。 　優先的に取り組むべき事項があれば教えていただきたい。 ・外国人会員を増やす工夫について教示して欲しい。 　(1) 警察から直接担当者が来て、外国人に対 して話を 　窓口等で対応していますが、行政区を越えての相談もあり

  外国人、市民との交流や、イベントその他 ・会員の確保の為、どのような方法をとられていますか。個人の場合、・受益者負担と無料参加の区別。 　    するような機会を設けているか。 　ます。外国人市民を地域住民の一人として考える場合、

 の活動について事例として教示いただきた 賛助会員の場合など参考になる勧誘方法があれば教えていただき ・協会独自の収入源の企画内容と実施方法。 　(2)　地元自治会等と連携して、外国人に対して情報提供を 　市町村により異なる制度もあるため住居のある市町村での

 いので、今回参加させて頂こうと思います。 　たい。また、外国人会員の多い協会はどのように外国人と接点を ・団体会員と賛助会員の区分。 　　　　するような機会を設けているか。 　対応が好ましいのではと考えております。対応等について

 よろしくお願いします。 　持っていらっしゃるのか教示願います。 ・以上以外で運営上苦労している点とその対応策 　ご教示いただければとと思います。

3.収入源(千円) 会費収入:1,707 市からの助成金:5,299 会費収入:130 市からの助成金:500 会費収入:102 市からの助成金:0 会費収入：500　市からの助成:1,600 会費収入：578　市からの助成：0

事業収入:2,680 その他:4,744 事業収入:250 その他:544 事業収入:84 その他:31 事業収入：0　その他：0 事業収入：3,789　　その他：601

合計:14,430 合計:1,424 合計:217 合計：2,100 合計：4,968

4.姉妹都市交流

　・対象都市 豪州ヴィクトリア州ホワイトホース市 米国ワシントン州ファ―ンディル市 豪州サウスオーストラリア州ソルズベリー市 米国：テキサス州タイラー市 米国：カリフォルニア州リバモア市　

相互訪問(５年毎) 互いの地域に居住する高校生のホームス

姉妹都市提携記念植樹式 ティ、市長の表敬訪問などによる交流

　・交流分野 青少年姉妹都市派遣(,年１回)  市長訪問団(派遣受入) 親善訪問団隔年交流実施(双方９回/22年間) 中学生の短期交歓留学生の派遣

 学　　　　 生(派遣・受入) 八千代市少年少女合唱団の訪問演奏会公演 市民訪問団相互派遣

少年野球チーム(派遣・受入) タイラー市ジュニアカレッジ生徒の来日公演

5.事務局

　・事務局長の有無 はい、常勤 はい、非常勤 いいえ いいえ はい（非常勤）

　・事務員の有無 はい、5人常勤 いいえ はい、2人、常勤 はい、１人、常勤 はい（10人　非常勤）

　・選出方法 市役所より派遣 事務局長は理事の互選 市役所より派遣 一般公募 全てボランティア

6.市からの援助 はい、資金及び人的支援 はい、資金及び場所の提供 はい、場所提供及び人的支援 資金と場所の提供 はい、資金および場所の提供

初級日本語教室の開催・日本語ボランティア会と はい、相談業務、日本語教室、学校支援(外国籍小中

外国人への援助 の共催事業(年間３学期、1学期１０回事業) いいえ 日本語学習講座（１０教室）運営 学生に対する校内での日本語支援)

事務所の場所

メールの有無

八千代市役所総合企画部国際推進室

項　　　　　目 　○27. 茂原市国際交流協会

市役所施設借用

無 無

○25.公益財団法人松戸市国際交流協会

有料賃貸事務所

無

☆18．（公財）千葉市国際交流協会☆28．八千代市国際交流協会○26.南房総市国際交流協会

市役所企画部企画政策課内

無

☆29．四街道市国際交流協会

  市役所の施設

あり（会員のみ）

第五回(平成２６年度)千葉県国際交流協会連絡協議会　アンケート結果(5)
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（平成27年1月10日基本情報より抜粋）

（※注意　各市上位１～5位の集計）

在住総数 中国 韓国 フィリッピン ベトナム タイ ブラジル ネパール ペルー アフガニスタン インド 米国 台湾 インドネシアパキスタン スリランカ

いすみ市 509 159 41 134 75 24

市川市 11,426 4,947 1,488 1,307 400 435

市原市 4,689 803 769 1,504 308 369

印西市 1,100 660

浦安市 3,185 1,196 497 338 185 87

大網白里市 525 146 58 94 86 26

大多喜町

御宿町

柏市 5,800 2,100 1,500 400 200

香取市 750 280 53 67 169 39

鴨川市 402 177 41 115 11 21

木更津市 1,614 375 361 395 69 141

君津市 777 211 144 239 21 59

佐倉市 2,251 458 275 455 184 214

白井市 600 228 102 72 25 32

匝瑳市 385 59 11 9 36 9

袖ヶ浦市 597 162 75 138 38 34

千葉市 20,933 9,577 3,783 2,383 599 481

流山市 1,747 553 296 313 72 53

富里市 1,540 329 229 313 154 116

習志野市 2,604 938 452 330 214 90

野田市 1,839 439 169 516 100 101

富津市

船橋市 12,000 5,400 1,600 1,000 400 400

松戸市 11,541 5,116 1,524 1,526 1,202 295

南房総市

茂原市 1,050 206 224 255 162 42

八千代市 3,745 893 341 630 607 403

四街道市 1,422 329 141 176 294 121

合計 93,031 35,741 14,174 12,709 2,284 2,124 1,506 695 677 508 435 309 289 200 135 41

※　網掛　各市の外国人在住1位を示す

千葉県下　在住外国人分布
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第5回千葉県国際l交流協会連絡協議会　　連絡欠席者名簿　　  　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

団体名 役職 氏名 協議会 懇親会

いすみ市国際交流協会 会長 荘司　和嘉子 欠席 欠席

市原市国際交流協会 会長 山中　齊 欠席 欠席

大網白里町国際交流協会 会長 田村　隆文 欠席 欠席

御宿町国際交流協会 会長 土屋　武弥 欠席 欠席

柏市国際交流協会 会長 中山　陸朗 欠席 欠席

鎌ヶ谷市国際交流協会 会長 欠席 欠席

木更津市国際交流協会 会長 天内　くみ子 欠席 欠席

NPO法人流山市国際交流協会 会長 杉浦　武 欠席 欠席

野田市国際交流協会 会長 酒井　幸子 欠席 欠席

富津市国際交流協会 会長 竹之内　とみ子 欠席 欠席

（公財）松戸市国際交流協会 会長 飯沼　誠 欠席 欠席

備考

S Iwai
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　資料作成

八千代市国際交流協会
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