
１　国際化に関する計画の策定状況　

(令和４（2022）年４月１日現在)

市町名 名    称 計　画　期　間 策定年月

宇都宮市 第3次宇都宮市国際化推進計画 令和元（2019）年度～令和５（2023）年度 H31.3

鹿沼市 第3期かぬま多文化共生プラン 令和４（２０２２）年度～令和８（20２６）年度 R４.3

日光市 第２次日光市国際化基本計画 平成30（2018）年度～令和４（2022）年度 H30.3

小山市 小山市多文化共生社会推進計画 令和2（2020）年度～令和6（2024）年度 R2.3

２　令和４（2022）年度市町の国際化関係事業概要

　　　　※新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で事業の中止、延期、見直しを行っている場合があります。

宇都宮市 （単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

宇都宮市

オークランド市（ニュージーランド）への
中高生派遣事業

市内の中学生と引率者、高校生と引率者をオークランド市に派遣する。

オルレアン市（フランス）への青少年派
遣事業

市内の青少年（高校生以上30歳未満）と引率者をオルレアン市に派遣する。

オルレアン市（フランス）からの高校生・
剣道クラブ受入事業

オルレアン市の高校生と剣道クラブ、インターンシップ生を受け入れる。

タルサ市（アメリカ）への中学生派遣事
業

市内の中学生と引率者をタルサ市に派遣する。

タルサ市提携３０周年記念事業 タルサ市との姉妹都市提携３０周年を迎えることを祝うとともに友好関係を確認する
ため、記念事業を行う。 3,798

多文化共生推進事業 国際理解講座や多文化共生フォーラム、企業等への出前講座の実施、日本語学
習支援ボランティア養成事業、多文化共生ソーシャルコーディネーター事業、外国
人転入者支援事業、やさしい日本語普及啓発事業、窓口等への音声翻訳タブレッ
ト配置による通訳支援事業、ICTを活用した生活情報提供事業等

3,142

国際交流プラザ運営 外国人のための総合相談、外国人への情報提供（ニュースレターの発行等）、国
際交流サロン、通訳ボランティアの登録・派遣、国際交流プラザの運営 15,500

宇都宮市国際交流協会補助 特定非営利活動法人宇都宮市国際交流協会の運営と事業実施に要する経費の
一部を補助することにより、当該協会の活動を支援する。 12,134

市民交流活動推進補助 姉妹・文化友好都市との交流や国際理解・国際協力、外国人住民への生活支援
に関する事業を行う団体の事業に対し、費用の一部を補助する。 295

SDGs理解セミナー・ロビーワーク 青少年がSDGsの理解を深め、身近なものにするため、SDGｓ理解を深めるセミナー
やロビーワークを行う。

指定管理料
にて対応

海外派遣研修 職員の国際感覚の育成と視野の拡大を図るとともに、海外先進都市を調査すること
による本市の行政課題解決をねらいとして、職員の海外派遣研修を実施する。 0

エイズ検査相談事業 パンフレットを参考に問診、結果通知時に説明（英語、中国語、スペイン語、ポルト
ガル語、韓国語、タイ語、タガログ語で対応） －

外国人への感染症・精神保健対策事
業

多言語に対応した行政用語や定型文が登録されている音声翻訳アプリ及びテレビ
電話通訳機能を搭載したタブレットを活用し，感染症の発生に伴う入院勧告や精
神障がい者の措置入院など，緊急かつ専門的な指導を要する状況下で外国人住
民に正確な情報を迅速に伝え，適切な対応を行う。

377

新型コロナワクチン接種事業 ・新型コロナワクチン接種コールセンターにおいて，接種の予約申込みや接種実
施医療機関の案内，「接種券（クーポン券）」を紛失した場合の再発行等ワクチン接
種に必要な手続きなどに関する一般的な相談を６か国（英語，中国語，韓国語，ベ
トナム語，タガログ語，タイ語）で対応する。
・新型コロナワクチン集団接種会場において，AI翻訳機や多言語表示シートを活
用した会場内の案内，多言語対応予診票を用いた予診票記入の支援を行い，在
留外国人の安心かつ円滑な接種を図る。

616,852

道路案内標識等設置 道路案内標識等を設置する際に、外国人等に理解しやすいよう目的地地名をロー
マ字で併記する。 -

外国人の誘客促進事業 海外での本市の観光情報発信や旅行エージェント等との商談を実施し，外国人観
光客の誘客を促進する。また，外国人旅行者向けの公衆無線LANの整備などによ
り，外国人へのおもてなしとサービスの向上を図る。

2,362

会計年度任用職員（小規模特認校英
語指導業務）の配置

小規模特認校（清原北小、城山西小）に英語を母語とする会計年度任用職員（小
規模特認校英語指導業務）を配置し、外国語科や外国語活動をはじめとする教科
学習や学校行事など様々な教育活動を通して、英語によるコミュニケーション力を
育成する。

6,912

就学案内 小中学校新入学相当年齢の児童生徒を対象に新入学の案内、また、学齢相当年
齢で不就学となっている児童生徒を対象に就学の案内をそれぞれ母国語 （６カ
国)で周知し、義務教育を受ける機会を確保する。

－

4,792

姉妹・文化友好都市との交流事業
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担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

宇都宮市 就学援助制度案内 小中学校児童生徒を対象に就学援助制度の案内をそれぞれ母国語(４カ国語)で
周知する。 －

外国語指導助手派遣事業 小中学校における英語教育等の充実を図るため、英語を母国語とするＡＬＴ（外国
語指導助手）を各地域学校園に１名から３名を配置する。小学校においては、外国
語及び外国語活動の授業、中学校においては英語の授業を日本人教員とともに
行うとともに、学校行事等にも参加し、児童生徒と日常的にふれ合うことにより、児
童生徒の英語によるコミュニケーション能力及び国際感覚の育成を図る。

166,340

外国人児童生徒日本語指導者派遣事
業

日本語指導が必要な児童生徒が在籍する小・中学校に、47名の日本語指導者
（母国語による指導者、日本語による指導者)を派遣し、日本語及び学校生活適応
指導を実施することによって、当該児童生徒に日本語を習得させ、学校生活への
適応を図るとともに、保護者懇談等に通訳者を派遣し、学校と外国人保護者との連
携・協力の支援を行う。

11,509

子ども国際理解サマースクール
※東生涯学習センター

参加型の活動を通して，「協力・相互理解」などの力を養う。また，外国人と身近に
接し，異文化に触れることにより，外国に目を向けるきっかけや国際理解の推進を
図る。

29

くにもとyou・遊・club
※国本生涯学習センター

国際化社会の進展に向け，将来を担う小学生に外国の文化や食習慣に触れても
らうことにより，国際感覚や多文化共生意識醸成を図る。 21

外国人住民の地域理解促進事業 外国人住民を対象とした，日本の生活習慣などの学習や，地域の人たちとの交流
等により，外国人住民の地域理解を促し，社会参加につなげる講座や啓発事業な
どを推進する。

12

税に関する出前講座 すでに納税義務者となっている外国人労働者や卒業後日本に就職をすることが予
測される外国人留学生を対象に税の理解促進を図るため，市内事業所や大学等
において，税に関する出前講座を実施するもの。

33

販路開拓支援事業補助制度 市内の産業に関する事業者等が新たな販路や取引先、事業提携先等の開拓のた
めに、展示会、見本市、商談会等で、物産展など販売を主目的としない国内で開
催する全国規模の展示会等又は海外で開催される展示会等への自社で製造した
製品等の出展等に要した経費の一部を補助する。

600

※実施主体

足利市
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

市民生活課 足利市国際交流協会補助 民間主導型の国際交流協会の運営を支援する。 9,866

青少年交流訪中団派遣事業 青少年を公募し友好都市済寧市へ派遣、現地での学校訪問、ホームステイなどの
事業を行う。 1,625

済寧市訪日団受入事業 友好都市済寧市から各視察テーマの訪日団を受け入れる。 2,828

スプリングフィールド市訪日団受入事
業
※足利市国際交流協会

姉妹都市スプリングフィールド市から各視察テーマの訪日団を受け入れる。

964

青少年英語スピーチコンテスト優秀者
派遣事業
※足利市国際交流協会

青少年英語スピーチコンテストの優秀者をスプリングフィールド市に派遣する。
1,936

姉妹都市等交流事業奨励金 友好・姉妹都市への自主訪問団や姉妹校交流、また市内高校の新たな姉妹校締
結に対して奨励金を交付する。 1,000

青少年英語スピーチコンテスト事業
※足利市国際交流協会

青少年を対象に英語スピーチコンテストを行い、国際交流・国際理解の意識高揚
を図る。
（新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業の見直しを行っております。）

250

多文化共生推進事業
※足利市国際交流協会

多文化共生を推進するためのイベント･ワークショップ等を開催する。
250

生涯学習課 サマーティーチングプログラム 上智大学の学生有志を講師に迎え、小・中学生に英語を学ぶ楽しさ、英語という言
語のおもしろさを伝える。 345

学校教育課 足利市青少年国際交流事業
※中学生国際交流実行委員会

本市の中学生と姉妹都市スプリングフィールド市の中高生のホームステイや学校
生活等の体験等の交流を通して、本市の中学生の外国語による表現力と理解力を
高めるとともに国際感覚豊かな青少年の育成と国際交流の推進を図る。

6,660

外国語指導助手設置事業 英語を母国語とするＡＬＴを配置し、中学校における英語教育の充実と国際理解
教育を推進する。 46,673

英会話教育推進事業 英語を母国語とするＡＬＴ及び英語活動協力員（ＥＡＡ）を配置し、小学校における
英語教育の充実と国際理解教育を推進する。 50,133

工業製品展示会等出展事業 事業者が自社商品の販促のため、国内外の展示会に出展する際の展示会の小間
代(ブース代)、小間の装飾費等を補助(補助率40％以内、年間30万円) 5,970

産業財産権取得事業補助 事業者が特許権（国際特許を含む）、実用新案権、意匠権、商標権（自社製品を
対象としたもの）の産業財産権を出願した際にかかる対象経費を補助(補助率30％
以内、年間30万円)

900

観光まちづくり課 インバウンド観光誘客促進事業
※一般社団法人足利市観光協会

外国語版パンフレットの作成、海外旅行博や国内商談会への出展、国外旅行事業
者の招請事業（ファムトリップ）等を展開して外国人観光客の誘致を図る。 1,583

※実施主体

産業ものづくり課
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栃木市 （単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

総合政策課 国際交流事業 友好姉妹都市等との交流に向けた協議を行い、行政訪問団を受け入る等交流を
深める。 29

国際交流協会補助金 友好姉妹都市等との交流促進や、在住外国人との共生を推進するため、栃木市
国際交流協会の運営を支援する。 12,402

外国人住民支援事業交付金 外国人住民の就業活動の支援及び外国人住民が安心安全に暮らせる環境の整
備を図る。 3,135

学校教育課 グローバル教育推進事業 グローバル化が進展する社会において、互いの文化や考え方を尊重しつつ、協力
し合いながら課題を解決できる人材を育成するため、その基礎となる英語によるコ
ミュニケーション能力の向上を目指し、グローバル教育の充実を図る。

588

外国人児童生徒指導事業 日本語の習得等が必要な外国人児童生徒に対して、拠点校での集中指導や巡回
指導を実施し、学校生活に適応させるとともに日本人児童生徒や地域との共生を
図る。

3,809

佐野市 （単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

広報ブランド推進
課

佐野市国際交流協会支援事業 佐野市国際交流協会の運営を支援する。
5,632

市民生活課 市民相談事業 外国人相談窓口を設置し、相談を実施する。
42

学校教育課 外国青年英語指導助手事業 小中学校における英語教育の充実を図り、国際理解教育を推進するため、外国青
年をＡＬＴとして招致する。 54,224

産業政策課 販路拡大チャレンジ支援事業 自社製品等の新たな販路や取引先、事業提携先等の開拓のために、展示会、見
本市、商談会等、国内外で開催される販売を主目的としない展示会等へ出展した
市内の製造業を営む事業者等へ補助金を交付する。

1,000

環境政策課 ３R啓発事業 市民に対し、家庭でのごみ分別において３R（リデュ―ス、リユース、リサイクル）を意
識し実践していただくとともに、３Rに関する講座やイベントを通じて、体感・体験の
機会を市民に広く提供する。ごみ分別アプリを多国語表記で提供する。

1,307

鹿沼市 （単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

地域活動支援課 多文化共生推進事業 かぬま多文化共生プランに沿って、「多文化共生」の地域づくりを推進する。 171

国際交流協会への補助 市の国際化と多文化共生の地域づくりを推進するため、鹿沼市国際交流協会の運
営を支援する。 10,596

一元的相談窓口の整備・運営委託 一元的相談窓口の整備・運営を鹿沼市国際交流協会に委託する。 7,788

日本語教室ボランティア養成講座
※鹿沼市･鹿沼市国際交流協会

日本語ボランティアを養成するための講座を開催する。（上記〔国際交流協会への
補助〕に含む） -

産業振興課 地域産業海外展開事業 市の名産品を海外に輸出するための事業を実施する。 400

展示会出展支援事業 市の団体及び中小企業に対し、国内及び国外展示会等への出展を支援する。 1,300

学校教育課 外国語指導助手招致事業 国際化の進展に対応し、小・中学校における英語教育の充実を図るため英語を母
国語とするＡＬＴを招致して配置する。 54,000

鹿沼市学生友好交流事業 友好都市であるアメリカ合衆国グランドフォークス市との間で、中学生等の学生の
派遣、受入れによる交流を行い、国際感覚豊かな青少年等の育成、親善を図る。 959

※実施主体

日光市 （単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

日光市国際交流協会への補助
※日光市国際交流協会

日光市国際交流協会の国際理解講演会や各種講座等の国際交流事業運営を補
助する。 4,000

国際交流員活用事業 国際交流員（CIR）を配置し、国際交流と異文化理解を促進し、国際化を推進す
る。 4,592

国際理解講座開催 市民の国際理解推進のため、市内・近隣市町より外国人講師等を迎え講座等を行
う。 370

インバウンド推進事業 旅行代理店と連携し、欧米豪及びアジアの海外旅行会社や海外メディアへの観光
情報発信の他、海外観光展への出展などを行い、外国人観光客の誘客促進を図
る。

1,768

学校教育課 外国語指導助手招致事業 ＡＬＴを12名配置し、市内全域で開始する小中一貫教育における英語教育を充実
させる。 45,734

※実施主体

観光課
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小山市 （単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

国際政策課 ケアンズ市交流事業 姉妹都市関係にあるケアンズ市から学生等を受け入れ、表敬訪問、市内学校訪
問、ホームステイ等を通して市民との交流を図るとともに、本市中学生をケアンズ市
に派遣する事業を行ってきた。今年度は市内中学生を対象にしてオンラインによる
現地中学生との交流を実施する。加えて現地での自然体験やホームステイ体験等
をオンラインで行えるよう検討する。

566

紹興市・本渓市交流事業 友好交流関係都市である中国紹興市から学生等を受け入れ、表敬訪問、市内学
校訪問、ホームステイ等を通して市民との交流を図るとともに、本市中学生派遣事
業を行ってきたが、前年度に引き続き友好交流提携中学校限定とした手紙交流、
及び城南高校と越秀外国語学院との中国語による手紙・オンライン交流の実施を
予定。友好交流都市である本渓市については、儀礼的な交流のみとなっているこ
とから引き続き交流方法を検討していく。

246

外国人ふれあい子育てサロン事業 ポルトガル･スペイン語の堪能な相談員が子育て相談に応じたり、親子日本語講座
等を開催する等、外国人の子育てを支援する。 3,999

小山市国際交流協会補助 小山市国際交流協会の運営を支援する。日本語教室・語学講座・国際理解教室
支援等を市と協力して実施している。 313

多文化共生社会推進事業 改正入管難民法の施行にあたり、外国人が暮らしやすい多文化共生社会の実現
を推進する。 2,950

外国人相談事業 外国人相談窓口を設置し、ポルトガル語・スペイン語・英語で対応可能な相談員を
配置している他、タブレット通訳を導入し最大14言語に対応している。※人件費含
む

15,019

海外販路拡大事業 おやまブランドや市内企業製品の海外販路拡大を支援する事業。シンガポール派
遣職員との連携や農水省派遣職員等からの情報提供等を受けながら、海外へ販
路拡大を希望する事業者に様々な機会を提供し支援する。

255

インバウンド推進事業 外国人観光客を小山市に誘致するためのインバウンド事業を推進する。
274

一般財団法人自治体国際化協会職員
派遣

当市職員が、自治体国際化協会東京事務所での１年間の勤務期間を経た後、同
協会シンガポール事務所に２年間派遣となり、当該協会の業務の傍ら、小山ブラン
ドの海外販路拡大のための調査活動や小山市の紹介活動等を行う。

5,862

工業振興課 中小企業販路開拓事業助成金交付事
業

海外で開催される展示会やオンライン展示会・商談会等へ出展する際の経費の一
部を助成し、企業の海外展開や本市の農産物・加工品の販路開拓を支援する。 1,400

真岡市
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

学校教育課 教育国際交流事業 多様な価値観を学び、広い視野で物事を見ることができる国際性豊かな人材を育
成することを目的に、６中学校が海外の中学校と姉妹校関係を結び、ICT機器を活
用したオンライン等による相互交流を行っている。二宮地区の３中学校も姉妹校締
結に向けた交流を進めている。

-

イングリッシュサマーキャンプ事業 中学校における教育国際交流と目的を共有し、市内小学校５・６年生を対象に英
語指導助手と交流体験を行っている。同一プログラムを2日間開催し、１日あたり約
３０名の児童が参加する。英語及び文化を学びながら交流できるプログラムを実施
する。

501

英語指導助手（AET）派遣事業 市内小中学生の英語によるコミュニケーション能力及び国際感覚の育成を目指し、
小中学校に１６名の英語指導助手（AET）を派遣している。中学校は各校１名が常
駐し、小学校は４～６年生の授業にＡＥＴを派遣することにより、英語を用いたコミュ
ニケーションを図る資質・能力を養う。

60,192

外国語活動支援員配置事業 市内小学生の英語によるコミュニケーション能力の育成を目指し、小学校１～３年
生の授業にJTEを７名配置する。英語を用いたコミュニケーションを図る資質・能力
の素地を養う。

5,030

日本語指導助手派遣事業 市内児童生徒の学習支援、保護者支援を行うため、市内外国人児童生徒教育拠
点校８校を中心に日本語指導助手２名を巡回派遣する。（ポルトガル語、スペイン
語による対応）

5,703

多言語による進学ガイダンス事業 市内外国人生徒の進路選択に必要な情報を保護者の母語により提供するため、
年１回、開催する。（ポルトガル語、スペイン語、中国語、タガログ語、英語、シンハ
ラ語等の各通訳支援の協力により実施）

60

多言語ＷＥＢ連絡帳システム事業 多言語化する市内在住外国人の実態に対応し、市内外国人児童生徒保護者との
意思疎通を円滑に図るために多言語によるWEB連絡システム事業を行う。 264

くらし安全課 真岡市国際交流協会への助成 外国籍市民との友好交流や市民の国際交流推進のため、協会の運営を支援す
る。 100

外国人支援事業の実施 市単独事業により、ポルトガル語･スペイン語・英語及びタガログ語（月曜日のみ）
の通訳相談員を各１名の合計３名を雇用し、生活相談、日本語学習支援、行政文
書の多言語化、窓口での言語補助等の支援を実施している。

5,970
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大田原市
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

生涯学習課 大田原国際交流団体への支援 大田原国際交流会及び黒羽国際交流会へ補助金による支援を行う。 110

学校教育課 英語教育推進事業 ・小学校における英語（外国語)活動、中学校における英語教育、また、各学校に
おける国際理解教育の充実を図るために、英語を母国語とするＡＬＴを配置し、小
学校や中学校へ派遣する。
・小学校における英語（外国語）活動を充実させるために、教材費を配当するととも
に、7名の英語活動指導員を各小学校に配置する。また、英語教育研究部会を開
催し、年間指導計画等の見直し・修正作業を行う。

3,655

外国人子女相談員配置事業 日本語習得が不充分で学校生活に支障ある外国人児童生徒が在籍する小・中学
校に、4名の外国人子女相談員を派遣し、ポルトガル語及び中国語による相談や
支援等を行うとともに、保護者向け文書等の翻訳をし、当該児童生徒が学校生活
により適応を図るために援助を行う。

70

矢板市
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

教育総務課 外国語指導助手活用事業 小・中学校外国語教育の充実と、国際理解教育の推進を図るため、ＡＬＴを小中学
校に８名配置する。 32,560

英語学習講座及び外国とのオンライン
交流事業

英検講座・英会話講座・英語学習教室を開催し、市内中学生の英語力の向上を図
る。さらに、オンラインでのホームステイ体験を行い、異国との交流により国際的な
見方・考え方を育む。

1,000

小学生対象　イングリッシュイベント ＡＬＴを活用した小学生対象のイベントを開催し、オールイングリッシュの体験から
英語を学ぶことや、異文化理解の発展を行う。 500

商工観光課 海外展開PRホームページサイト構築事
業

外資系企業や外国人観光客へ向けたホームページを構築し、企業の誘致やイ
ンバウンドを推進し、地域経済の活性化を目指す。 1,000

那須塩原市
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

海外姉妹都市交流促進事業 姉妹都市提携5年が経過、オーストリア共和国リンツ市への表敬訪問を実施し、両
市の更なる交流を推進する。（市長・議長・国際交流員・随員） 0

海外姉妹都市交流促進事業 海外姉妹都市大学生1名のインターンシップの受入れ研修事業を行う。
0

海外姉妹都市交流事業補助金 海外姉妹都市との交流事業に要する経費の一部を補助することにより、市民交流
を促進し、海外姉妹都市との友好親善及び本市の国際交流を推進する。 400

那須塩原市国際交流協会補助 国際交流協会の運営及び自主事業に対して補助金を交付する。日本語教室、日
本語指導者の養成講座、異文化交流座談会などを行う。 360

外国人生活相談窓口事業 外国人生活相談窓口を設置し、外国人の生活相談、通訳等の支援を行う。 4,872

国際交流員招致事業 姉妹都市オーストリア共和国出身の国際交流員を任用し、姉妹都市交流を推進す
るとともに、国際化への対応力の強化並びに国際交流の推進を図る。 594

日独修好160周年記念事業 2021年は、日本とドイツ（プロイセン）との修好160年の記念年。日本とドイツとの友
好の架け橋を担った青木周蔵の功績を紹介したパネル展を旧青木家那須別邸に
て開催する。

374

東京オリンピック・パラリンピックレガ
シー事業

東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会に向けて取り組んだ事業を、一過性で終
わらせることなく、スポーツ・音楽・食・環境・共生社会を柱として、次世代につなげ
る取り組みを推進する。

3,993

秘書課 海外都市連携事業 ベトナム社会主義共和国カントー市との連携協定の締結により、市内産業における
人材不足や担い手不足の解消及びインバウンドの強化に努める。 76

学校教育課 中学生海外交流事業
※那須塩原市中学生海外交流事業実
行委員会

・中学生海外派遣研修事業
本市の中学生が、派遣先の歴史や文化に触れることで異文化理解を深めるととも
に、進展する国際社会に必要となる外国語への興味・関心を高め、優れた指導力
を兼ね備えたリーダーとして、21世紀の国際社会に貢献し得る人材の育成を図る。
10月に10日間、市内中学２年生35名をオーストリアに派遣する。
・ホームステイ受入れ事業
海外派遣事業で訪問している現地校の生徒を5月に8日間受け入れ、市内中・義
務教育学校の生徒宅でのホームステイにより、本市の中学生と受入生徒が生活を
共にすることで、異国文化への理解を深め、将来の国際社会で貢献できる人材育
成を目指す（令和４年度は新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大のため中
止）。

9,000

英語教育推進事業 英語によるコミュニケーション力の育成をねらいとした英語教育のより一層の充実を
図るため、市内全小中学校及び義務教育学校に常駐ＡＬＴ（総数34名）を配置す
る。本市独自の小中一貫英語教育カリキュラムと、ALTを活用した授業を通して児
童生徒に国際性と論理的思考力を培う。

155,170

市民協働推進課
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担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 －

商工観光課 訪日旅行者向けＳＮＳ運用プロモーショ
ン事業（那須塩原市観光局）

今後需要の見込まれるＦＩＴの顧客獲得のため、知名度拡大を目的として効果的な
プロモーションをＳＮＳにより情報発信を実施していくものである。 3,888

訪日外国人向けSNSを活用した誘客促
進業務委託Wi-Fi維持管理

塩原温泉街に整備したWi-Fiの維持管理を行うことで、訪日外国人の利便性の向
上を図るものである。 2,024

台湾プロモーション支援事業 本市に来訪するインバウンドの割合が高い台湾に対し、集中的なプロモーションを
実施するものである。 1,580

スポーツ振興課 オーストリアトライアスロンチーム交流会
支援事業

東京2020オリンピック事前キャンプを実施したオーストリアトライアスロンチームを招
き市民交流事業を実施。 3,128

※実施主体

さくら市
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

学校教育課 中学生海外派遣事業 外国の風土、文化、人々との接触を通じた異文化体験学習から、自らのよさを生か
しながら学ぼうとする意欲や実践力を養い、語学力の向上と国際性豊かな感覚を
身につけることを目的に、中学生を海外都市へ派遣する。

12,600

外国語教育推進事業 小学校においては、児童が英語に慣れ親しむことを目的とし、また、中学校におい
ては、ネイティブスピーカーと外国語教諭の連携により英語学習の充実を図るため
に8名のＡＬＴを配置する。

36,877

総合政策課 国際交流協会補助事業 さくら市国際交流協会への補助金を交付する。
4,394

那須烏山市
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

中学生海外派遣事業 国際理解の推進のために、中学生10名をメノモニー市（アメリカ・ウィスコンシン州）
に派遣する。 3,800

英語コミュニケーション推進事業 社会の変化に対応した英語のコミュニケーション能力や、国際感覚の育成を図るた
め、教育課程特例校（英語コミュニケーション科）の認可を受け小学校１年次からＡ
ＬＴを活用した英語授業を実施する。併せて、市立の幼稚園、保育園についてもＡ
ＬＴが訪問し幼少時から英語に親しむ機会を設ける。

27,720

生涯学習課 イングリッシュセミナー事業 外国人の指導で市内小学生が「生きた英語」を使った体験活動をすることで、世界
の文化や習慣を知り、英語コミュニケーション能力や国際感覚の向上を目指す。イ
ングリッシュキャンプとハロウィンデイキャンプの2回開催。

341

商工観光課 販路拡大事業費支援事業 左記事業のうち、県外イベント出展等事業について、市内の商店や事業主が、県
外（国内外を問わず）のイベント等へ出展し商品を販売することや、コンクール・コン
ペなどへ参加する費用を助成する。

500

下野市
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

学校教育課 児童生徒英語教育事業 国際社会で活躍できる子どもたちの育成を目指した英語教育を推進するため、英
語を母国語とするＡＬＴを１１名配置する。 49,399

市民協働推進課 国際交流員配置事業 地域レベルでの国際交流の進展を図り、地域住民の異文化理解への協力、姉妹
都市との連絡調整を行うため、国際交流員を配置する。 4,216

中学生海外相互派遣事業 姉妹都市へ中学生を派遣し、親善を深めるとともに次代を担う青少年の国際的視
野を広めることを目的とする。また、姉妹都市からの中学生を受け入れ交流すること
で、市民の国際意識の向上を図る。

－

上三川町
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

中学生海外派遣事業 中学生の国際理解の向上のため、中学生44名を福島県ブリティッシュ・ヒルズに派
遣する。 2,708

中央公民館 英会話教室 公民館主催講座として町民を対象に英会話講座を実施する。
180

小中学校ＡＬＴ配置事業 小中学校英語教育の充実を図るためＡＬＴを配置する。
27,613

教育総務課

学校教育課
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益子町
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

観光商工課 国際工芸交流事業 平成２６年５月に完成した益子国際工芸交流館に世界の芸術家を招聘する交流事
業。通年で美術館企画展と連携した講演会、ワークショップ、コンサート等を実施す
る。滞在作家の成果等も併せて紹介する。 6,000

NEXT 100YEARS POTS事業 益子町とセントアイヴスとの関係が始まり100周年の記念事業を行った。
令和4年度は、次の100年に向けてさらに関係性を深めるために、両国において、
有名デザイナーを起用し、両地の窯元が記念アイテムを制作し、展示する事業を
行う。

6,000

茂木町
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

生涯学習課 中学生姉妹都市学生交流事業 3,000

中学生海外派遣事業 5,060

英語教育推進事業 小学６年生と、新型コロナウィルスで実施できなかった中学１・２年生を対象に１泊２
日の研修を福島県にあるブリティッシュヒルズで行い、英語に親しむ機会を設ける。 6,900

ＡＬＴ設置事業 幼少期から英語に親しむ機会を設けるため、保育園及び小中学校の英語教育の
充実を図れるようＡＬＴ３名を配置する。 11,545

市貝町
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

こども未来課 英語指導助手配置事業 英語に関する興味・関心を高めるとともにコミュニケーション能力等の育成のために
中学校にＡＬＴを派遣する。
また、小学校においては、児童が英語に慣れ親しむためにALTを派遣している。

9,939

芳賀町
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

学校教育課 英語力向上推進事業 ・ＡＬＴ、ＪＴＥの配置
・イングリッシュデイの実施
・ＧＴＥＣの実施

23,452

生涯学習課 国際理解推進事業 町内ＮＧＯが取り組む国際協力事業を支援する。 －

壬生町
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

学校教育課 中学生国際交流推進事業 自宅からのオンライン海外派遣体験研修により、外国語による表現力と理解力を高
めるとともに、国際感覚豊かな青少年と国際交流の推進を図る。 2,041

外国語指導助手配置事業 英語教育の充実をはかるため、ＡＬＴを小学校に７名、また私立幼稚園及び保育園
にも定期的に派遣 25,987

オンライン英会話業務委託事業 中学生全員が週一回朝の学習時に、約6名に対し外国人講師を1名配置し、オン
ラインでネイティブな英会話を実施することで高い英語力を身に付けた人材育成を
目指す。

8,600

商工観光課 国際観光推進事業 外国人観光客の誘客を推進するために国際観光推進協議会を設置し、世界に向
けた情報発信、各種施設の多言語化、及びツアー商品の掘り起こし等を実施して
いる。

846

ホームステイなどを通して異文化を理解し、国際感覚の醸成と将来を担う人材育成
を図るため、姉妹都市であるスピードウェイタウン（アメリカ・インディアナ州）の中学
生と相互交流を図る。本年は派遣と受入れを実施。
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野木町
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

こども教育課 ＡＬＴ設置事業 語学教育の充実を図るため、ＡＬＴを配置する。
国際化に対応した人材を育てるため、外国語指導助手を活用した英語活動を全部
の小・中学校及び特別支援教室、保育所・幼稚園、公民館などで展開する。

21,560

中学生海外派遣事業 異文化理解と語学の向上のための中学生海外派遣事業 0

生涯学習課 野木町国際交流協会への補助 野木町国際交流協会への補助金交付 340

英会話ラウンジ
※野木町生涯学習課

国際社会に適応できる人材の育成、また趣味等での活用の一助を目的とした、
ALTによる英会話講座。 －

生け花教室
※野木町国際交流協会

外国人を含めて伝統文化を学ぶ。
－

外国語会話教室
※野木町国際交流協会

日常会話を中心とした、初心者向け語学教室の開催
－

国際理解シリーズ
※野木町国際交流協会

国際交流と関連の深いテーマによる各種イベント開催
－

料理教室
※野木町国際交流協会

諸外国の様々な料理を作り食べることを通した交流
－

外国人のための日本語教室
※野木町国際交流協会

主に在住外国人対象。日常生活に必要な日本語を学ぶため場を提供
－

※実施主体

塩谷町
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

学校教育課 外国人英語指導助手委託事業 国際化の進展に対応するため、英語を母国語とする外国語指導助手3名を配置
し、町内小・中学校における英語教育の充実及び国際視野を広める国際理解教
育を推進する。

11,286

高根沢町
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

生涯学習課 海外研修事業
※高根沢町国際交流協会

高根沢町国際交流協会主催にて、会員等を対象とした海外研修を実施する。
1,500

国際交流団体支援事業 高根沢町国際交流協会への支援 700

※実施主体

那須町
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

学校教育課 英語指導助手設置事業 国際化の進展に対応し、小中学校における英語教育の充実を図り、国際理解教
育を推進するため、英語指導助手を配置する。 17,193

中学生海外派遣事業 外国の風土、文化、人々との接触を通じた異文化体験学習から、自らのよさを生か
しながら学ぼうとする意欲や実践力を養い、語学力の向上と国際性豊かな感覚を
身に付けることを目的に、中学生を海外都市へ派遣する。
令和３年度は、感染症対策のため海外都市への派遣は見送り、国内で１泊２日の
宿泊英語研修を行う。

0

小学生英語体験研修事業 町内小学生を対象に、英語教育の充実を図るため1泊2日の宿泊英語研修を行う。 613

中学生英語体験研修事業 町内中学生を対象に、英語教育の充実を図るため1泊2日の宿泊英語研修を行う。 625

英会話力向上事業 町内中学生を対象に、スピーキング能力の育成を図るためオンライン英会話レッス
ンを導入する。 2,963

観光商工課 インバウンド誘客対策事業 外国人旅行者、教育旅行獲得に向けた海外誘客対策を行う。 200

那珂川町
（単位：千円）

担当課等名 事 業 名 事　業　の　概　要 R４予算額

学校教育課 外国語指導助手派遣事業 小・中学校における英語教育の充実を図るため、4名の外国語指導助手（ＡＬＴ）を
配置する。町立の幼稚園・保育園についても、幼少期から英語に親しむ機会を設
ける。

18,375

生涯学習課 ホームステイウィークエンド事業
※国際交流事業企画運営委員会

県内在住外国人留学生、ＡＬＴ、ＣＩＲ等を対象に、ホームステイや農業体験活動、
文化交流などを通じて、町民との交流を通して国際理解を深める。 240

青少年海外体験学習事業 ホースヘッズ村（アメリカ）に中・高校生を派遣し、ホームステイを中心に異文化体
験学習を通して国際性豊かな人材の育成を図る。 5,400

ホースヘッズ村交流事業 姉妹都市であるホースヘッズ村の中・高校生を那珂川町に招待し、ホームステイを
中心に学校訪問、交流会などを通して相互の理解を深める。 1,170

※実施主体
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