
２　市町の外国語による情報提供の状況（令和４（2022）年4月1日現在）

（１）冊子・リーフレット ※使用言語→英:英語、中:中国語、ス:スペイン語、ポ:ポルトガル語、韓:韓国語

市町名 名　　　称 使用言語 主　な　内　容 配　布　場　所

宇 都 宮 市 暮らしの便利帳
英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
ベトナム語
（ルビ付、日本語併記）

宇都宮市の主な業務と生活に関
わる情報

市民課窓口、国際交流プラザ等

多言語版市税のしおり
https://www.city.utsunomiya.to
chigi.jp/kurashi/zeikin/shiryo/1
014683/1021110.html

英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
ベトナム語、ネパール語

外国人住民向けに税に関する情
報を掲載

税制課窓口、各地区市民セン
ター等

宇都宮市の資源とごみの分け
方・出し方（リーフレット）

英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
ベトナム語、ネパール語

資源とごみの分け方・出し方の説
明

市民課窓口、地区市民セン
ター、ごみ減量課等

ごみ分別アプリの配信
英、中、韓、タイ語、ポ、ス、
ベトナム語、ネパール語

資源とごみの分け方・出し方の説
明

アプリ配信

宇都宮市観光パンフレット
（市中心部の案内をパンフレット
内に表記）

英、中(簡体・繁体）、韓
宇都宮市の総合的な観光案内
パンフレット

観光交流課窓口、宇都宮観光コ
ンベンション協会窓口、ＪＲ宇都
宮駅内観光案内所

クリーンパーク茂原
(焼却ごみ処理施設)

英
クリーンパーク茂原(焼却ごみ処
理施設)の説明書が日本語・英語
で書かれている。

クリーンパーク茂原･環境学習セ
ンター

クリーンセンター下田原
（焼却ごみ処理施設)

英
クリーンセンター下田原(焼却ご
み処理施設)の説明書が日本語・
英語で書かれている。

クリーンセンター下田原

条例周知用外国語版リーフレッ
ト

英、中、ベトナム語

「宇都宮市みんなでごみのないき
れいなまちをつくる条例」に基づ
くごみのポイ捨て禁止等につい
ての周知啓発

廃棄物対策課窓口
条例指導員が中心市街地巡回
時に使用

母子健康手帳
英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
ベトナム語、ネパール語
（いずれも日本語併記）

母子保健法に基づく母子健康手
帳の外国語版

子ども家庭課（本庁2階）、各子
育て世代包括支援センター（保
健と福祉の相談窓口[本庁1階]、
平石・姿川・富屋地区市民セン
ター・河内地区市民センター

エイズ対策啓発パンフレット
英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
タガログ語

エイズ予防啓発 保健予防課

エイズ検査相談事業
英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
タガログ語

パンフレットを参考に問診、結果
通知時に説明

保健予防課

就学案内 英、中、ス、ポ、韓、タイ語 就学手続の案内 郵送

新型インフルエンザ等啓発
パンフレット

英、中、ポ、タイ語、韓 新型インフルエンザ等予防啓発 保健予防課

宇都宮市の小・中学校ガイド
ブック

英、中、ス、ポ、タイ語 、ベ
トナム語

小・中学校の学習・生活に関する
情報

学校教育課、学校管理課、国際
交流プラザ

就学援助制度案内 英、中、ス、ポ 就学援助制度 学校及び学校管理課窓口

図書館利用案内 英、中、ス、韓 図書館の利用方法
中央･東･南･上河内･河内図書
館

国指定史跡　飛山城跡
飛山城史跡公園パンフレット

英
飛山城史跡公園、とびやま歴史
体験館等の解説

とびやま歴史体験館

国指定史跡　根古谷台遺跡
うつのみや遺跡の広場パンフ
レット

英 うつのみや遺跡の広場の解説 うつのみや遺跡の広場

国指定重要文化財
旧篠原家住宅案内

英
旧篠原家住宅の解説
※各部屋の説明看板に英語と中
国語の翻訳文を載せた。

旧篠原家住宅

国指定重要文化財
旧篠原家住宅案内パンフレット

英、中 旧篠原家住宅の解説 旧篠原家住宅

宇都宮城解説パンフレット 英、中 宇都宮城の解説 宇都宮城址公園

宇都宮美術館案内 英 宇都宮美術館の案内 宇都宮美術館

宇都宮妖精ミュージアム
パンフレット

英 宇都宮妖精ミュージアムの案内 宇都宮妖精ミュージアム

宇都宮国際交流プラザ
パンフレット

日（ふりがな付）、英、中、
ス、ポ、タイ語

宇都宮国際交流プラザの案内 宇都宮国際交流プラザ

国際交流プラザ情報紙
「おーい！」

やさしい日本語(ふりがな
付)、英、中、ポ、タイ語、ベ
トナム語

宇都宮市からのお知らせ、イベン
ト情報等

国際交流プラザ、市民課、各地
区市民センター、ハローワーク宇
都宮駅前プラザ等
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市町名 名　　　称 使用言語 主　な　内　容 配　布　場　所

宇 都 宮 市

宇都宮市生活マップ

英、中（簡体・繁体）、ス、
ポ、韓、タイ語、ベトナム
語、タガログ語、ネパール
語、ヒンディー語、インドネ
シア語（全て日本語併記）

公共施設や病気など生活に必要
な施設と災害時の避難場所を記
載

国際交流プラザ、市民課窓口等

困ったときの指差し会話表
英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
ベトナム語（全てふりがな付
日本語併記）

病気や災害時などの緊急時に使
う基本的な言葉や表現を指さす
ことで日本人に助けを求める内
容を伝えるほか、災害時の情報
収集や備える物等に関する案内

国際交流プラザ、市民課窓口等

Ｌｉｆｅ　ｉｎ　Ｕｔｓｕｎｏｍｉｙａ
英、中（簡体・繁体）、ス、
ポ、韓、タイ語、ベトナム語
（英語のみ日本語併記）

外国人住民向け生活情報（相談
窓口，日本語教室，災害情報，コ
ロナ情報などが掲載されている
ウェブサイトやアプリの紹介）

国際交流プラザ、市民課窓口等

足 利 市 ごみの出し方
英、中（簡体）、ス、ポ、韓、ベト
ナム語、タミル語、シンハラ
語、タガログ語

ごみの分別の仕方の案内 クリーン推進課

多言語版あしかがみ 英、中（簡体）、ス、ポ 市広報紙の抜粋 市民課、足利市国際交流協会等

栃 木 市 ごみと資源の出し方・分け方
英、中、ス、ポ、韓、ネパー
ル語

市民生活課、クリーン推進課、各
総合支所地域づくり推進課、栃
木市国際交流協会

外国人用転入・転居等異動申
告書

英、中、ス 住民異動申告書
市民生活課、各総合支所地域づ
くり推進課

印鑑登録証の使い方 ス 印鑑登録証の使い方説明 市民生活課

臨時運行許可番号標(仮ナン
バー)の使用について

英、ス
仮ナンバー使用にあたっての注意事
項

市民生活課

外国人用住民票交付申請書 英、中、ス 住民票交付申請書
市民生活課、各総合支所地域づ
くり推進課

国民健康保険のご案内 英、中、ス、ネパール語 制度案内 保険年金課

妊婦医療費 英、ス 制度案内 保険年金課

こども医療費 英、ス 制度案内 保険年金課

予防接種予診票（定期接種） 英、中、ス、ポ、フィリピン語 予防接種予診票（定期接種）
健康増進課窓口、各総合支所市
民生活課窓口

母子健康手帳

英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
フィリピン語、インドネシア
語、ベトナム語、ネパール
語

母子健康手帳
健康増進課窓口、各総合支所地
域包括支援センター窓口

乳幼児健康診査 英、中、ス 健診通知　問診票 健康増進課

新型コロナウイルスワクチン接種
に関する説明文及び予防接種
予診票

英、中、ス、ポ、韓、インドネ
シア語、タイ語、モンゴル
語、タガログ語（フィリピ
ン）、ベトナム語、ミャンマー
語、ネパール語、クメール
語（カンボジア）、フランス
語、ロシア語、アラビア語

新型コロナウイルスワクチン接種
に関する説明文及び予防接種予
診票

健康増進課

人権教育啓発資料 中、ス、英
子どもが学校で幸せに生活する
ためのアドバイスを記したもの

学校を通して配布

就学援助制度のお知らせ
英、ネパール語、フィリピン
語、中、ス

制度案内 教育総務課窓口

適応指導教室で勉強しよう 英、ス、中 日本語教室の紹介 市民生活課、学校教育課窓口

栃木市内の小学校に入学を予
定される児童の保護者の皆様
へ

英、ス、中
就学時健康診断、一日入学の案
内
入学通知書の送付について

郵送、学校教育課窓口

蔵の街観光パンフレット
英、中（繁体・簡体）、韓、
ス、タイ語、フランス語

とちぎ蔵の街の観光情報
観光振興課、市役所受付、栃木
市観光協会、栃木駅観光案内所

とちぎ江戸料理ガイドブック 英
栃木市の郷土料理や江戸料理
の紹介

観光振興課

ふれあいバス時刻表
英、中、ス、韓、ネパール
語、フィリピン語

ふれあいバス全路線の時刻表
交通防犯課、国際交流協会、観
光協会、駅観光案内所、ふれあ
いバス運行事業者

高齢者向けサービスのご案内
やさしい日本語、英、中、
ス、ネパール語

介護保険、介護保険以外の高齢者
向けサービス、老人福祉センター等
の紹介

高齢介護課、栃木市国際交流協
会
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市町名 名　　　称 使用言語 主　な　内　容 配　布　場　所

栃 木 市 歌麿の夢散策マップ 英、中 歌麿ゆかりの地の紹介 蔵の街課

栃木市散策ガイドアプリ「蔵ミュ
ゼ」

英、中（繁体） 市内の観光スポットの紹介 市内登録スポット

上下水道案内文
英、中、ス、ベトナム語、
フィリピン語、ネパール語

水道の利用に関する案内 上下水道局庁舎

自治会加入案内チラシ
英、中、ス、ネパール語、
フィリピン語

自治会への加入案内 地域政策課

救命処置の手順
英、中、ベトナム語、ネパー
ル語、ス

心肺蘇生とＡＥＤの使用手順
救命処置フローチャート

警防課

日本語が話せない外国人に対
する通訳センターを介した多言
語対応について

英、中、ス、ベトナム語、ネ
パール語、フィリピン語

通信センターを介すことで日本
語以外の119通報が対応可能

市内各小中学校、管財課庁舎管
理係、市民生活課、観光振興
課、いすゞ自動車、協働組合キャ
リアステーション、ＧＫＮドライブ
ジャパン、行廣国際アカデミー、
フキタアカデミー、ヤマトファッ
ションビジネス専門学校、好学院
国際学校、日立グローバルライフ
ソリューションズ

上下水道局へようこそ
英、中、ス、ベトナム語、ネ
パール語、フィリピン語

上下水道の使用開始、中止
料金の支払い、水道庁舎案内図

上下水道総務課
（上下水道料金お客様センター）

給水停止について
英、中、ス、ベトナム語、ネ
パール語、フィリピン語

給水停止について
給水停止の理由

上下水道総務課
（上下水道料金お客様センター）

ごみ分別アプリ「さんあ～る」チ
ラシ

英、中、ス、ネパール語、ベ
トナム語

スマートフォンアプリ「さんあ～る」
について案内したチラシ

市民生活課、クリーン推進課、各
総合支所地域づくり推進課

固定資産税都市計画税のあら
まし

英、中、ネパール語、フィリ
ピン語

税のあらましと新築住宅の特例 税務課資産税係

佐 野 市 ごみ収集カレンダー 英、中、ス、ポ

総合案内、市民課、田沼行政セ
ンター、葛生行政センター、みか
もクリーンセンター、葛生清掃セ
ンター

ごみ分別アプリ「さんあ～る」チ
ラシ

英、中、ベトナム語
スマートフォンアプリ「さんあ～る」
について案内したチラシ

市役所１階ホール、みかもクリー
ンセンター

予防接種予診票
英、中、ス、アラビア語、タ
ガログ語等

予防接種予診票の外国語版 健康増進課

母子健康手帳交付
英、中、ス、ポ、タイ語、タガ
ログ語、インドネシア語、
韓、ベトナム語

母子保健法に基づき母子健康手
帳の外国語版を交付する

健康増進課、田沼行政セン
ター、葛生行政センター

新型コロナウイルスワクチン接種
に関する説明文及び予防接種
予診票

英、中、ス、ポ、韓、インドネ
シア語、タイ語、モンゴル
語、タガログ語（フィリピ
ン）、ベトナム語、ミャンマー
語、ネパール語、クメール
語（カンボジア）、フランス
語、ロシア語、アラビア語

新型コロナウイルスワクチン接種
に関する説明文及び予防接種予
診票

新型コロナワクチン接種接種会
場

鹿 沼 市

外国人のためのくらしのガイド
（地図入り)
※H28.3より映像版暮らしのガイ
ド作成中

英、中、ス、ポ、ベトナム語
外国人登録、税金、ごみの出し
方、地図ほか

市民課窓口、
鹿沼市多文化共生コミュニティセ
ンター

多言語版広報かぬま 英、中、ス、ポ、ベトナム語 広報紙の一部抜粋
外国人世帯に郵送配布
市民課窓口、鹿沼市多文化共生
コミュニティセンター

資源とゴミの分け方・出し方
英、中、ス、ベトナム語、ク
メール語

ごみの出し方
市民課窓口、鹿沼市多文化共生
コミュニティセンター、建築課住
宅係窓口、廃棄物対策課窓口

鹿沼市勢要覧 日、英 市の概要
鹿沼営業戦略課シティプロモー
ション係

防災マップ 英、中、ス、ポ、ベトナム語 防災マップ
市民課窓口、鹿沼市多文化共生
コミュニティセンター

市営住宅のしおり 英、中、ス、ポ、ベトナム語 市営住宅の利用案内
建築課住宅係窓口、市営住宅入
居時

図書館の利用 英、中、ス、ポ、ベトナム語 図書館の利用方法 図書館窓口

- 118 -



市町名 名　　　称 使用言語 主　な　内　容 配　布　場　所

母子手帳
英、中、ス、ポ、韓、ベトナ
ム語、インドネシア語、タガ
ログ語、タイ語

母子手帳 健康課窓口

鹿 沼 市 各種観光パンフレット 英、中、韓 観光情報
各観光関係窓口、鹿沼市多文化
共生コミュニティセンター

自治会加入案内チラシ 英、中、ス、ポ、ベトナム語 自治会加入案内 市民課窓口

こども医療費助成のご案内パン
フレット

英、中、ス、ポ、ベトナム語 こども医療助成に関する案内 子育て支援課窓口

新型コロナウイルスワクチン接種
に関する説明文及び予防接種
案内

英、中、ス、ポ、ベトナム語
新型コロナウイルスワクチン接種
に関する説明文及び予防接種案
内

各世帯へ配布

小学校入学の手引き 英、中、ス、ポ、ベトナム語 就学案内 教育委員会、各学校

日 光 市 ごみの分け方と出し方 英、中(繁体・簡体）、韓、ポ ごみの分別方法、処理の仕方 環境課窓口

各種観光パンフレット

英、中(繁体・簡体)、韓、仏
語、独語、伊語、タイ語、イ
ンドネシア語、ベトナム語、
ス

各観光関係窓口

外国人のための「生活便利マッ
プ」

日（やさしい日本語）、一部
英

地図、生活情報
市民課外国人登録窓口、日光市
国際交流協会

小 山 市
家庭ごみと資源物の分け方・出
し方

英、中、ス、ポ、韓 ごみの分別方法、処理の仕方 環境課窓口

ごみ分別看板
ネパール語・ウルドゥ語・ベ
トナム語

ごみの分別方法、処理の仕方、
回収する頻度・曜日

環境課窓口

本場結城紬パンフレット 日、英 本場結城紬について
桑・蚕・繭・真綿かけ・糸つむぎの
さと、おやま本場結城紬クラフト
館

広報小山
多言語配信アプリ「カタログポ
ケット」にてデータ配信

英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
インドネシア語、ベトナム語

イベント、福祉、健康、その他 データ配信

ヘルスケアカレンダー（保健事
業年間予定表(外国語版)）

英、ポ
市主催保健事業の日程、予防接
種事業等の案内等

市民課、出張所、健康増進課等

市内医療機関一覧及び救急医
療体制について

英、ス、ポ

市内医療機関の住所、診療時
間、診療科等
夜間、休日の急な病気やけがの
受診の仕方等について

市民課、出張所、市民課窓口、
（多文化共生センター）、国保年
金課

就学ガイドブック（小学校）、就
学説明会チラシ、小山市外国人
児童生徒適応指導教室パンフ
レット

日、英、ス、ポ、中(簡体)、
タイ語

就学案内 教育委員会学校教育課窓口

自治会加入の案内チラシ 英、ス、ポ 自治会加入案内
市民生活安心課窓口、市民課窓
口、出張所、自治会連合会事務
所

母子健康手帳
英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
タガログ語、インドネシア語

母子健康手帳の内容
健康増進課窓口（４月末まで）、
母子健康包括支援センター（５月
６日から）

小山市防災ガイドブック
日、英、韓、タイ語、ス、中
（繁体・簡体）、ポ、インドネ
シア語、ベトナム語

防災啓発 アプリ配信

市税等納期カレンダー
英、ポ、中、インド語、韓、
ネパール語、ス、アラビア
語、ベトナム語

市税等の納期限 納税課

国民年金加入について
英、中、ス、ポ、韓、タガロ
グ語、ベトナム語、ミャン
マー語、タイ語

国民年金制度 国保年金課

国民健康保険からのお知らせ 英、ス、ポ 国民健康保険制度 国保年金課

Oyama City Info
（外国人向け多言語Facebook
ページ）

やさしい日本語、英、ス、ポ
※ベトナム語、ネパール語
調整中

小山市の生活情報等 国際政策課
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市町名 名　　　称 使用言語 主　な　内　容 配　布　場　所

栃木県小山市への旅 日、英 小山の観光ガイド 国際政策課

真 岡 市 真岡市のごみの分け方・出し方 英、中、ス、ポ ごみの出し方、資源ごみの分別 環境課

自治会加入のお知らせ 英、ス、ポ 自治会加入案内 市民協働推進室

就学援助制度のお知らせ 英、ス、ポ 就学援助制度について 学校及び学校教育課

母子手帳
英、中、ス、ポ、韓、タイ語、ベ
トナム語、インドネシア語、タガ
ログ語、ネパール語

母子手帳 こども家庭課

真岡市防災マップ 英、中、ス、ポ
避難場所一覧、避難時の心得、
非常持ち出し品、緊急時通報先
棟

くらし安全課

真岡みどころガイド 英、中、韓 真岡市の観光案内 商工観光課・各公共施設

大 田 原 市 外国人のための生活案内書 英、中、韓、ス、ポ

外国人のための相談窓口、住民
登録等、税金、健康保険、介護
保険、保育園、学校、ごみの出し
方、犬を飼うとき、火事救急救
助、防災、主な公共施設

各関係課窓口

予防接種と子どもの健康 英、中、ス、ポ
予防接種の時期、対象となる病
気、副反応、種類

健康政策課

母子健康手帳

英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
タガログ語、インドネシア
語、ベトナム語、ネパール
語

母子健康手帳 子ども幸福課

矢 板 市 母子手帳
英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
タガログ語、ベトナム語、イ
ンドネシア語、ネパール語

子ども課

予防接種問診票 英、ス、ポ 子ども課

那 須 塩 原 市 外国人生活ガイドブック
日(ふりがな付)、英、中（簡
体）、ス、ポ

健康保険、福祉、教育、税金、ご
み、公共サービス等

市民協働推進課、住民登録窓
口、外国人生活相談窓口、ホー
ムページ外国人支援サイト

外国人向け便利マップ
日(ふりがな付、やさしい日
本語)、英、一部中（簡体）・
ポ標記

市内のマップ、防災情報、外国
人生活相談窓口、日本語教室

市民協働推進課、住民登録窓
口、外国人生活相談窓口、ホー
ムページ外国人支援サイト

那須塩原市　市勢要覧 日、一部英表記 市の概要・紹介 秘書課

ごみの分別区分 英、中、ス、ポ ごみの分別区分 廃棄物対策課

外国人向け観光パンフレット
英、中（繁体・簡体）、韓、ド
イツ語

観光情報
ホームページ観光サイト
商工観光課

外国人向け観光ガイドブック 英、中（繁体・簡体）、韓 観光情報 商工観光課

さ　 く 　ら 　市 母子手帳

英、中、ス、ポ、韓、タイ語､
タガログ語、インドネシア
語、ベトナム語、ネパール
語

健康増進課

SAKURA Utility Booklet　みん
なのさくら

英、中、韓、タガログ語、ベ
トナム語、タイ語

困ったときの連絡先、市の概要、
行政区案内、ごみ収集の日程
表、ごみの分け方・出し方、市内
医療機関、歯科一覧、防災情報
等

総合政策課、市民課、健康増進
課、さくら市国際交流協会

るるぶ特別編集　さくら市 英、中
さくら市の魅力、みどころ、イベン
トカレンダー

総合政策課（2017年発行）

那 須 烏 山 市観光リーフレット 英、韓、中（繁体・簡体） 市内の観光情報
商工観光課、那須烏山市観光協
会ほか

下 野 市 母子健康手帳
英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
タガログ語、ネパール語、
ベトナム語、インドネシア語

妊産婦・乳幼児の健康管理記録
などが記入できる手帳

健康増進課

新型コロナウイルス感染症予防
接種証明書交付申請書

英
新型コロナワクチン接種証明交
付申請書

健康増進課

外国人用証明書等交付申請書 英 証明書等交付申請書 市民課
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市町名 名　　　称 使用言語 主　な　内　容 配　布　場　所

外国人用住所等変更届出書 英 住所等変更届出書 市民課

上 三 川 町 母子健康手帳
英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
タガログ語、ベトナム語、イ
ンドネシア語、ネパール語

母子健康手帳外国語版 子ども家庭課

益 子 町 町勢要覧 一部に英併記 企画課

益子町観光パンフレット 英 益子町観光協会

茂 木 町 観光パンフレット 英、中、韓 茂木町の観光情報 商工観光課

市 貝 町 芝ざくらまつりパンフレット 中（繁体）
芝ざくら公園、まつりの案内
（4月中旬～5月中旬限定）

企画振興課、観光協会
芝ざくら公園

壬 生 町 壬生町町勢要覧 英 総合政策課

野 木 町 ごみの正しい出し方 日、英、中、ポ、韓 生活環境課

野木町煉瓦窯解説リーフレット 日、英
野木ホフマン館（野木町交流セン
ター）

母子健康手帳 英、ポ、タガログ語 母子健康手帳 健康福祉課（保健センター）

高 根 沢 町 母子健康手帳
英、中、ス、ポ、韓、タイ語、
タガログ語、ベトナム語、イ
ンドネシア語

母子健康手帳外国語版 高根沢町保健センター

那 須 町 観光パンフレット
英、中（繁体・簡体）、タイ
語、ベトナム語、韓

那須町の観光情報 観光商工課

那 珂 川 町 観光パンフレット 英
那珂川町紹介、那珂川町の観光
情報

商工観光課、生涯学習課、観光
協会
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（２）ホームページ

市町名 使用言語 掲載内容

英、中（簡体・繁
体）、ス、ポ、韓、タ
イ語、ベトナム語

市政・生活・観光情報

英、中、ス、ポ、韓、
ベトナム語

図書館の利用方法、
蔵書検索（英語のみ）

足 利 市
英、中（簡体）、ス、ポ、シ
ンハラ語、タガログ語、タ
ミル語、ベトナム語

（掲載内容を各言語に変換可能）

栃 木 市 https://www.city.tochigi.lg.jp/

英、中、ス、ポ、韓、フ
ランス語、ネパール
語、ベトナム語、ビル
マ語、タガログ語、シ
ンハラ語、タミル語、タ
イ語、ベンガル語

（掲載内容を各言語に変換可能）

佐 野 市
英、中、ス、ポ、
韓

市概要、観光情報

鹿 沼 市
英、中、ス、ポ、
韓、ベトナム語

（掲載内容を各言語に変換可能）

日 光 市 英、中、韓、ポ 市勢情報、観光情報

小 山 市
やさしい日本語、
英、中、ス、ポ、韓

（掲載内容を各言語に変換可能）

真 岡 市
英、中(繁・簡)、ス、
ポ、韓

（掲載内容を各言語に変換可能）

大 田 原 市
英、中(繁・簡)、ス、
ポ、韓

（掲載内容を各言語に変換可能）

矢 板 市 英、中、ス、ポ （掲載内容を各言語に変換可能）

那須塩原市
英、中（繁体・簡体）、
韓、ポ、ス、ドイツ語、
べトナム語

市勢情報、観光情報等
（掲載内容を各言語に変換可能）

さ く ら 市 英、中(簡体)、韓
市概要
（掲載内容を各言語に変換可能）

那須烏山市
英、中、韓、ポ、ス、
タイ語

（掲載内容を各言語に変換可能）

下 野 市
英、中、ス、ポ、韓、
仏語、ドイツ語

（掲載内容を各言語に変換可能）

上 三 川 町 英、中、ス、ポ、韓 （掲載内容を各言語に変換可能）

益 子 町
英、中（繁体・簡
体）、ス、ポ、韓、タ
イ語

（掲載内容を各言語に変換可能）

茂 木 町 英、中、ス、ポ、韓 （掲載内容を各言語に変換可能）

市 貝 町 英、中、韓 （掲載内容を各言語に変換可能）

芳 賀 町
英、中（繁体・簡
体）、ポ

（掲載内容を各言語に変換可能）

壬 生 町
英、中、ス、ポ、韓、
ベトナム語

（掲載内容を各言語に変換可能）

野 木 町
英、中（繁体・簡体）、
ス、ポ、韓、タイ語

（掲載内容を各言語に変換可能）

塩 谷 町 英、中、韓 （掲載内容を各言語に変換可能）

高 根 沢 町
英、中（簡体・繁
体）、韓

（掲載内容を各言語に変換可能）

那 須 町 英、中、韓 くらしの情報、防災ウェブサイト

那 珂 川 町 英、中、韓 （掲載内容を各言語に変換可能）

http://www.town.mibu.tochigi.jp/

http://www.city.nikko.lg.jp/

http://www.city.kanuma.tochigi.jp/

https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/

http://www.city.yaita.tochigi.jp/

http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/

http://www.city.nasushiobara.lg.jp

http://www.city.oyama.tochigi.jp/site/user
guide/200961.html

※使用言語→英:英語、中:中国語、ス:スペイン語、ポ:ポルトガル語、韓:韓国語

http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/

http://www.city.sano.lg.jp/

http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/

http://www.town.ichikai.tochigi.jp/
forms/tops/top.aspx

http://www.city.shimotsuke.lg.jp

http://www.town.kaminokawa.lg.jp/

https://www.city.moka.lg.jp/

http://www.town.tochigi-haga.lg.jp/

名　　　称

https://www.town.nasu.lg.jp

宇  都  宮  市

＜外国人向け生活情報＞
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/about/1007962
.html

＜Ｗｅｌｃｏｍｅ　to　Utsunomiya＞
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/foreigin_langua
ge/english/index.html

＜Translation service＞
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/about/foreignla
nguage.html

http://www.lib-utsunomiya.jp/

https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/

http://www.town.motegi.tochigi.jp/

http://www.town.nogi.lg.jp/

https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/

http://www.town.mashiko.tochigi.jp/

https://www.town.shioya.tochigi.jp/
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