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１はじめに

(１)計画策定の背景と趣旨

近年，グローバル化※１やボーダレス化※２の進展により，経済・教育・文化・スポーツ等，様々な分

野で国際化※３が進み，地域と世界との関わりは身近なものになっています。

神栖市においても，２千人以上の外国人が地域社会の一員として，働き，学び，暮らしています。

こうした国際化の流れに的確に対応していくため，市が取り組むべき国際化推進施策の考え方や方

向性を示す「神栖市国際化推進計画」(以下，「第一次計画」という。)を 2014年 (平成 26年)３月

に策定し，各種施策を進めてまいりました。2017年度(平成 29年度)に計画期間の終了を向かえる

にあたり，達成状況の把握と現在の課題に対応するため，「第二次神栖市国際化推進計画」(以下，「第

二次計画」という。)を策定するものです。

※１グローバル化：政治・経済・文化など様々な側面において，従来の国家・地域の垣根を越え，

地球規模で資本や情報のやり取りが行われること。

※２ボーダレス化：企業の事業展開等が国境を越えて世界規模に広がり，国籍が意味をなさない

ほど活動の場が国際的に広がること。

※３ 国際化：多様な価値観の存在を許容し，共存する社会になること。一般的に「国際交流」と

同義で使われることもあるが，「国際交流」は，物と人と企業活動などの相互交流

であるとして，国際化とは区別する考え方もある。

(２) 計画の位置づけと期間

本計画は，神栖市総合計画の部門計画であることから，計画期間を2018年度(平成 30年度)から

2023年度(平成 35年度)までの６年間としました。

なお，総務省が推進する地域における多文化共生※４推進に係る指針・計画としても位置づけていま

す。

※４ 多文化共生：国籍や民族などの異なる人々が，互いの文化的違いを認め合い，対等な関係を

築こうとしながら，地域社会の構成員として共に生きていくこと。
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２ 神栖市の国際化の現状と課題

(１) 神栖市の現状

① 外国人数

本市在住の外国人は2017年(平成 29年)12 月末時点で2,342 人であり，総人口95,354 人に

占める割合は約2.5％となっています。日本の総人口に占める外国人の割合(約 1.9％)と比較すると，

本市は全国平均を上回っています。

男女別では，男性が1,043人，女性が1,299人となっています。

(出典：本市在住の外国人数は市民課，日本の総人口に占める外国人の割合は

総務省統計局・法務省入国管理局)

国籍別では中国(27.3%)が最も多く，次いでタイ(18.4％)，フィリピン(17.6％)，ベトナム(7.7％)，

ブラジル(7.4％)と続いており，これら上位５カ国で全体の約78％を占めています。(表１-１)

在留資格別では，「永住者」(37.7％)が最も多く，次いで「技能実習」(33.8％)，「定住者」(11.9％)，

「日本人の配偶者等」(9.8％)の順となっており，あわせて全体の約89％を占めています(表２－１，

２－２)。

なお，過去 5 年間の経過を見ると，外国人の数は年々増加傾向にあります。 国籍別では，ベトナ

ム国籍の方がここ数年で大きく増加し， 2013年(平成 25年)の 20 人と比較すると，2017年(平

成 29年)は 9倍の180人となっています(表１－１，１－2)。

在留資格別では，「永住者」・「技能実習」では増加傾向にありますが，「定住者」・「日本人の配偶者

等」で減少傾向が見られます(表２－１)。
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表１－1国籍別市内外国人数 (各年 12月末現在，単位：人)

(出典：市民課・法務省入国管理局)

※1：順位は2017年基準

※２：2017年の茨城県の外国人住民数および順位は6月末データ

表１－2市内外国人数(上位 5カ国)の推移

(出典：市民課)
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順位※1 国籍・地域 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

１ 中国 723 668 644 625 639

２ タイ 393 398 400 420 431

３ フィリピン 366 385 386 391 412

４ ベトナム 20 56 118 157 180

５ ブラジル 223 204 190 169 173

６ 台湾 109 124 139 136 144

７ 韓国 111 103 110 104 99

８ インドネシア 32 32 50 64 90

９ ペルー 41 44 43 43 40

10 スリランカ 3 6 14 20 24

その他 84 67 81 81 110

全 体 2,105 2,087 2,175 2,210 2,342

茨城県の外国人住民数 51,107 52,009 54,095 58,182 60,163※２

県内における本市の順位 ６ ６ ６ ６ ７※２
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表2－１在留資格別市内外国人数 (各年 12月末現在，単位:人)

(出典：市民課・法務省入国管理局)

※1 順位は2017年基準

※2 永 住 者 ：法務大臣より永住の許可を受けた者(原則10年以上在留している等)

※3 技能実習：2010年7月 1日の入管法改正により新たに創設され，さらに1号･2号の区分がある。

※4 定 住 者 ：法務大臣が特別な理由を考慮し，一定の在留期間を指定して居住を認める者(例：日系３世，インドシナ難民等)

※5 特定活動：法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動(経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等)

※6 特別永住者：「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた平和条

約関連国籍離脱者及びその子孫

※7 そ の 他 ：「その他」に含まれる在留資格及び保持者数は，20ページ(資料編)資料1を参照

※8 茨城県2017年は6月末データ

順位※1 在留資格 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
(参考：茨城県)

2017年※8

１ 永住者※2 765 795 811 827 846 18,671

２ 技能実習※3 634 610 671 682 758 12,385

３ 定住者※4 298 295 276 266 266 6,370

４ 日本人の配偶者等 258 242 239 227 220 4,068

５ 特定活動※5 1 6 7 18 54 2,334

６ 特別永住者※6 56 50 51 47 47 834

７ 家族滞在 17 20 26 43 40 374

８ 永住者の配偶者等 24 23 21 25 29 3,438

９ 技術・人文知識・国際業務 21 23 34 37 45 2,366

10 教育 16 12 16 16 13 887

11 その他※7 15 11 23 22 24 8,436

全 体 2,105 2,087 2,175 2,210 2,342 60,163

表２－２

市内在留資格別外国人の

割合(上位5位)

(2017年12月末現在)

(出典：市民課)
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② 旅券(パスポート)申請件数

本市の2016年(平成 28年)における一般旅券申請件数は2,003 件であり，過去５年間の推移を

みると， 2013年から減少傾向にありましたが，2016年には回復傾向がみられます。

表３ 旅券申請件数の過去5年間の推移

(出典：茨城県旅券統計)

③ 学校教育

2017年(平成 29年)12 月末現在，市内の小中学校には73 名の外国人児童生徒が在籍していま

す。市立軽野東小学校には日本語指導教室が設置されており，日常生活や，学校生活に必要な日本語

能力が身につけられるよう支援を行っているほか，外国人児童生徒の保護者に対しても，面談や家庭

訪問等の際に通訳者を派遣するなど，学校生活の不安解消に努めています。

外国語教育については，市内中学校に８名，小学校に６名の外国語指導助手(ALT)を配置し，児童・

生徒の英会話への関心や意欲の向上に努めているとともに，学校教諭への研修として，外国語指導助

手(ALT)の活用説明会を実施しています。また，新学習指導要領の施行に先立ち，小学校１，２年生

から年間10時間の外国語活動の時間を設け，外国語への興味，関心を高めています。

④ 労働・雇用

本市では，「技能実習」の在留資格取得者が市内外国人全体に占める割合は 33.8%で，県平均の

20.6%を大きく上回っており，水産業や農業などの分野で技能研修生として働く外国人が多いことが

伺えます。
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⑤ 民間団体による活動状況

本市では，様々な民間団体が外国人市民との交流支援などの国際交流活動を行っており，その活動

内容も多岐に渡っています。

＜活動事例：市民活動支援センターに登録している市内国際交流・協力関連団体＞

⑥ 姉妹・友好都市

本市は1991年(平成３年)11月 17日にアメリカ合衆国カリフォルニア州ユーリカ市と姉妹都市

協定を，2009年(平成21年)２月16日に中華人民共和国浙江省紹興市上虞区(2013年(平成25年)

に区制移行したため，当時は上虞市。)と友好都市協定を締結しています。

団体名 主な活動内容

神栖市国際交流協会(KIFA)
きぃ～ふぁ

・外国人のための日本語教室

・外国語教室

・各種交流イベントの開催

・広報誌及び市内在住外国人による文集の発行

・翻訳／通訳事業

神栖市日中友好協会
・中国文化の紹介

・神栖市在住中国人との交流

国際交流フェスティバル

国際交流フェスティバル
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ア)姉妹都市・アメリカ合衆国カリフォルニア州ユーリカ市

本市とユーリカ市は，港があることや自然と産業が調和していることなどの共通性から1991年(平

成３年)11 月 17 日に姉妹都市協定を結び，交流を行ってきました。

◇ユーリカ市の概要

位置：サンフランシスコの北約４５０km，カリフォルニア州北部に位置

面積：２４km2

人口：約２７,０００人

自然：ハンボルト湾と壮大なレッドウッドの森林を有しています。

文化：芸術家の住人や美術館などが多く，市も芸術家を支援しています。

観光：19 世紀後半のビクトリア調建築物が並ぶオールドタウンと，レッドウッド国立公園

産業：林業，漁業，観光業が中心

◇これまでの交流実績

・本市からは1990年(平成２年)～2008年(平成 20年)に市長をはじめとする訪問団等を11回

派遣(延べ175名参加)

・ユーリカ市からは姉妹都市委員会のメンバーである市長，教育関係者らが1991年(平成３年)～

2000年(平成 12年)までに４回来訪(延べ46名参加)

・中学生相互派遣交流を，1992年(平成４年)～2008年(平成20年)までほぼ継続して実施

・スポーツ・文化団体による交流を実施(例：柔道スポーツ少年団，キルト等)

・神栖市市制施行10周年記念式典へユーリカ市長の使節２名を招待し，各種交流事業を実施

ユーリカ市

サンフランシスコ

カリフォルニア州ロサンゼルス

レッドウッドの森 漁師の記念碑 ミルトン・カーソン邸宅
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イ)友好都市・中華人民共和国浙江省紹興市上虞区

神栖市日中友好協会の仲介により，2007年(平成 19年)４月に(社)日中友好協会から，港があるな

ど本市と共通点がある上虞市(当時。以下同じ)の紹介を受けました。

2007年(平成 19年)11 月に本市から同市を訪問し，その後，相互に交流を重ね，2009年(平成

21年)２月に友好都市協定の締結に至りました。

◇紹興市上虞区の概要

位置：中国浙江省東北部，杭州湾を隔てて上海市の対岸に位置

面積：1,403km2

人口：約7７ 万人

気候：亜熱帯モンスーン気候。四季の変化がはっきりし，年間を通して温暖多湿。

産業：機械設備製造，化学工業，紡績など

◇これまでの交流実績

・神栖市からは，2007年(平成 19年)と 2009年(平成 21年)に市長をはじめとする訪問団を計

２回実施(延べ 20名参加)

・上虞市からは，市長をはじめ，行政や教育，企業関係者等のメンバーが2008年(平成 20年)５ 月，

2010年(平成 22年)４月及び７月に来訪。なお，2010年(平成 22年)７月の訪問は，本市の市

制施行5 周年の記念式典に合わせて招待したもので，訪問団の代表による記念講演を実施。

・上記の後，日中関係の国際情勢，東日本大震災の影響により，交流が一時途絶えるも，2017年(平

成29年)9月に上虞区代表団4名が来訪

浙江省

上海市

上虞区

上虞区の景色 上虞区の棚田 歴史的建造物
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(２) 第一次計画における施策の実施状況

第一次計画における施策の実施状況については，ほぼ全ての施策について着手し，継続性のある事

業については，継続して実施しています。

基本方針１．多文化共生のまちづくり

(１)外国人にわかりやすい情報提供等

■公共施設・交通案内等の多言語表記 【一部実施しました】

・津波避難誘導看板や津波避難ビル看板は日本語，英語，中国語，タイ語で表示されています。

・公共施設案内看板等(公共サイン)の統一に向け「神栖市公共サインガイドライン」及び「神栖市公共サイ

ンデザインマニュアル」を策定し，2018年度(平成 30年度)より運用していきます。

■外国人に関連の高い生活情報をやさしい日本語や英語等で提供 【実施しました】

・市ホームページは，英語，ポルトガル語，中国語，タイ語，韓国語の5か国語自動翻訳に対応していま

す。

■無線 LANスポットなどの情報通信環境整備 【実施しました】

21か所の公共施設において無線LANスポットを整備しました。

(２)生活支援

■外国人が身近なところで相談が受けられる環境づくり 【実施しました】

市が実施している「法律相談」「女性総合相談」において，神栖市国際交流協会の通訳事業と連携し，通訳

者を介した相談が可能になっています。

■茨城県国際交流協会の外国人相談センター等の周知 【実施しました】

神栖市国際交流協会の各種イベント時や，市ホームページにおいて周知を行いました。

■多言語生活便利帳の作成 【実施しました】

英語，中国語，タイ語表記の多言語生活便利帳と防災ガイドブックを作成し，配布しています。

■神栖市国際交流協会が実施している日本語教室の周知 【実施しました】

外国人が参加する各種イベント時に周知を行いました。

■学校への日本語指導員の派遣 【実施しました】

市立軽野東小学校に日本語指導教室を設置し，所属する日本語指導員7名(非常勤嘱託員)を外国人児童生徒

のいる市内各小中学校に派遣し，日本語能力向上の支援を行いました。

■外国人児童生徒の保護者に対する，面談や家庭訪問時の通訳派遣 【実施しました】

上記の日本語指導員を通訳として派遣し，学校生活や進路に関する保護者の不安解消に努めました。

■多言語進路ガイダンス(県事業)の啓発 【実施しました】

当市や近隣市町村で行われる際は，事前に小中学校にチラシ配布等の協力を依頼し，神栖市国際交流協会の

日本語教室でもチラシ配布による周知を行いました。

■多言語対応の医療機関検索サイト・「医療指差し便利帳」の周知 【実施しました】

市や神栖市国際交流協会のホームページなどの広報媒体により周知を行いました。

■英語版津波避難マップの作成・配布の検討 【実施しました】

津波ハザードマップを含む「外国人のための防災ガイドブック」を英語・中国語・タイ語で作成し，配布し

ました。

■外国人を含めた防災訓練の実施 【実施しました】

市内で実施されている避難訓練について，市ホームページへ掲載し，市内外国人にも周知しました。
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■多言語の災害時マニュアル(県国際交流協会)の配布などの情報提供 【実施しました】

県国際交流協会が作成した「災害時マニュアル」を閲覧できるよう，市ホームページで周知を図りました。

(３)外国人の地域参画の推進

■外国人が地域活動へ参加しやすい環境づくり 【実施しました】

地域コミュニティ協議会等における活動では，地域市民のコミュニティ形成事業を行っており，当該事業等

を通し，外国人も含めた地域住民のネットワーク形成を図っています。

■国際交流事業などを通じた，外国人の地域ネットワークづくり 【実施しました】

市や神栖市国際交流協会の広報媒体等を利用し，神栖市国際交流協会への加入及び日本語教室や各種交流事

業等への参加を呼びかけました。

基本方針２．国際感覚豊かな人材の育成

(１)国際理解の推進

■児童生徒が異文化に触れる機会の提供 【一部実施しました】

・外国語指導助手(ALT)が，外国語(英語)の授業や学校行事等を通じて自国の生活や文化を紹介するなどし

ました。

・姉妹都市・ユーリカ市への中学生海外派遣事業については，ユーリカ市との協議ができず，未実施となっ

ています。

■生涯学習講座等で，外国の生活・文化・習慣を理解する機会の提供 【実施しました】

神栖市国際交流協会において市内外国人宅へ伺う「ホームビジット」，外国人を講師に招き文化を紹介して

もらう「多文化ふれあいの集い」を実施しました。

■国際交流団体と連携した交流イベントの実施 【実施しました】

神栖市国際交流協会は例年「国際交流フェスティバル」を実施しています。

■2020年東京オリンピック事前キャンプ誘致に向けた国際理解等の推進 【未実施】

2020年東京オリンピックの事前キャンプ地に決まり次第，検討します。

(２)コミュニケーション能力の向上

■学校における英語教育の一層の充実 【実施しました】

中学校に8名，小学校に6名の外国語指導助手を配置し，ティームティーチングによる英語教育を実施し

ています。

■社会人が外国語を学ぶ機会の提供 【実施しました】

公民館等や神栖市国際交流協会において，各種外国語を学ぶ講座を実施しました。

■教育活動を通じた，日本語によるコミュニケーション能力の向上 【実施しました】

児童生徒が小グループに分かれて自分たちの意見を交わしながら議論するなど，目的に向けて話し合う形式

の授業を実践しました。

(３)国際交流リーダー・ボランティアの育成

■市民の国際理解の促進や，ボランティア意識の啓発 【実施しました】

・市民活動支援センターを通じて市民団体の支援を行いました。

・神栖市国際交流協会において，市民が参加可能なさまざまな事業を行いました。

■日本語ボランティア講師等の人材の発掘・育成 【実施しました】

神栖市国際交流協会において，新規の会員が増え，積極的な事業への参加が見受けられています。

■国際交流リーダーの育成 【実施しました】

神栖市国際交流協会では，自発的に多文化共生につながる事業や国際交流事業を行っており，リーダーの育

成につながっています。
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基本方針３．国際交流活動の推進

(１)姉妹・友好都市との交流

■ユーリカ市との交流事業の検討 【実施しました】

2015年(平成 27年)に今後の交流について，ユーリカ市長への親書において提案しました。

■上虞区との交流事業の検討 【実施しました】

上虞区との調整を行い，2018年度(平成 30年度)の交流事業について検討しました。

■新たな地域との交流に関する情報収集 【未実施】

新たな地域との交流については，現在の姉妹都市・友好都市との交流促進を優先に考えるため，一時保留と

しています。

(２)市民による国際交流活動

■市民が行う国際交流活動の支援 【実施しました】

神栖市国際交流協会の活動を支援している他，波崎ロータリークラブが受け入れた外国人高校生の市内視察

の支援を行うなど，様々な支援をしました。

(３)国際協力の推進

■JICAの青年海外協力隊派遣の活動紹介など 【未実施】

青年海外協力隊の募集案内を行うにとどまり，実際の経験者からの活動紹介などは行っていません。

基本方針４．国際交流団体の支援等

(１)国際交流団体の支援

■神栖市国際交流協会に対する運営・組織体制面での支援 【実施しました】

神栖市国際交流協会へ補助金を支出し，各種イベント時の運営を補助しました。

■市内国際交流団体との連携による国際交流推進 【一部実施しました】

茨城県日中友好協会および神栖市日中友好協会の協力を得て，友好都市・上虞区の連絡先が判明しました。

(２)関係機関との連携・協働の推進

■国・県・近隣自治体や県国際交流協会など，関係団体との連携 【実施しました】

国や県からの情報収集を行いました。県国際交流協会が主催するネットワーク会議に出席しました。
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(３)神栖市の課題

■ 外国人への防災対策

本市には，約2,000 人の外国人が暮らし，また茨城県立カシマサッカースタジアムが東京2020

オリンピック・パラリンピック競技大会のサッカー競技会場に選出されたことから，外国人旅行者も

増加することが想定されます。災害時において外国人は要配慮者となるため，在住外国人に限らず，

訪日外国人を含め，日本語によるコミュニケーション能力を十分有しない方々に対する防災対策が必

要です。

第一次計画においても，防災について施策を挙げておりましたが，防災訓練への参加のよびかけや

避難所における外国人対応などのより一層の強化が必要です。

■ 皆が暮らしやすい多文化共生のまちづくり・相互理解のための国際理解

本市には，様々な国の外国人が居住しており，国籍を問わず共に暮らしやすい環境を創造すること

は継続して必要です。そのために，相互理解のための交流機会を確保することや，外国人にもわかり

やすい情報提供を行うことなどは引き続き課題となっています。

■ 姉妹都市・友好都市との交流

姉妹都市であるユーリカ市や，友好都市である紹興市上虞区との交流は，グローバルな人材を育成

するための一役を担うものです。

一度途絶えた姉妹都市・友好都市交流ですが， 2017年度(平成 29年度)に再開の兆しが見えたこ

とを機に，今後の交流事業について協議調整していくことが課題となっています。

■ 関連団体との連携

国際化に関する様々な課題へ取り組むにあたっては，国・県のほか，神栖市国際交流協会など国際

交流に取り組んでいる団体等と連携し，多様な施策を推進していくことが引き続き求められています。
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３ 国際化推進の理念・基本方針

(１)国際化推進の理念

多文化が共生し，グローバルな人材が育つ国際都市を目指して

(英題)Living side by side, thriving worldwide

グローバル化が進む中，県内でも比較的外国人の多い自治体と言える本市では，多様な文化や習慣

を持つ外国人が生活しており，外国人への防災対策や相互理解のための国際理解などの課題を解決し

ながら，多文化共生を推進していくことが重要です。

また，今後ますます発展するであろうグローバル社会において，積極的に活躍できる人材の育成も

必要です。

この二つの視点は，第一次計画策定時から大きな変化はなく，引き続き「多文化が共生し，グロー

バルな人材が育つ国際都市」を理念とし，現状の課題に合わせた，次の新たな四つの基本方針により

国際化に関する施策に取り組んでいきます。

(２)理念の実現に向けた新たな基本方針

基本方針１．多文化共生のまちづくり

国籍や民族などの異なる人々が，互いの文化的違いを認め合い，対等な関係を築き，地域社会の構

成員として共に住みよい，多文化共生のまちづくりを推進します。特に外国人に対する防災対策や災

害時支援について強化します。

基本方針２．グローバルな人材の育成

姉妹都市・友好都市との交流事業などの各種事業を通じて，外国の文化や習慣等の理解を促進する

とともに，外国語教育などによりコミュニケーション能力の向上を図り，今後のグローバル社会で活

躍できる人材の育成に努めます。

基本方針３．国際交流団体への支援等

国・県などの関係機関と連携を図るとともに，神栖市国際交流協会をはじめとした各種国際交流団

体等への支援を通じ，国際交流を推進します。

基本方針４．東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会及びインバウンドを見据えた訪日外

国人への支援

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のサッカー競技会場として茨城県立カシマサッ

カースタジアムが指定され，またアントラーズホームタウンDMO※５が行うインバウンド※６施策の展

開により，今後増加が予想される訪日外国人の方々が，安心して神栖市を訪問できるよう支援します。

※５ アントラーズホームタウンDMO：地域の稼ぐ力を引き出す観光地経営の視点に立った地域観光事業やプロモーション等を行うた

め，鹿行地域の5市で立ち上げた法人。

※６ インバウンド：外国人が訪れてくる旅行のこと。「インバウンドツーリズム」の略。
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４ 基本方針ごとのおもな施策

基本方針１． 多文化共生のまちづくり

(１)外国人が利用しやすい情報提供

■市役所から提供する情報等について，やさしい日本語表現やピクトグラム※7表示，多言語によ

る案内表示・情報発信に努めます。

■本庁舎の耐震化工事完了後に，「2014年版多言語生活便利張」の内容を更新し，周知を図りま

す。

■(一財)自治体国際化協会が提供している多言語生活情報アプリの周知を図ります。(新)

■外国人技能実習生への情報提供方法について検討します。(新)

※７ ピクトグラム：ピクトグラフ。絵文字。絵を用いた図表。

(２)生活支援

①防災

■災害時に効果的な支援ができるよう，要配慮者である在住外国人の住所を把握します。(新)

■平常時からの防災への行動認識を高めるため，外国人等を含めた防災訓練を実施し，参加を呼

びかけます。

■市や(公財)茨城県国際交流協会が作成する多言語防災ガイドを配布し，周知を図ります。

■災害時における情報発信について、やさしい日本語表現等、外国人にもわかりやすい方法を検

討します。(新)

■避難者登録カード，災害時用ピクトグラム等をあらかじめ避難所へ設置し、実際に訓練で利用

するなど、利用方法の周知を図ります。(新)

■訪日外国人への防災対策について，アントラーズホームタウンDMOが推進するインバウンド

事業と合わせて検討します。(新)

②医療

■(公財)茨城県国際交流協会が提供している多言語対応医療機関リストの周知を図ります。

■(公財)茨城県国際交流協会が作成しているメディカルハンドブックの周知と利用促進を図りま

す。

③相談体制

■(公財)茨城県国際交流協会で行っている外国人相談センターの業務内容を広く周知し，利用促進

を図ります。

■市が行う法律相談において，外国人が利用しやすくなるよう神栖市国際交流協会が実施してい

る通訳・翻訳事業の周知を図ります。

■外国人児童生徒及びその保護者への支援として市内や近隣地域で実施される進路ガイダンスの

周知を図ると共に，各種面談や家庭訪問時等に通訳者を派遣します。

④日本語教育

■神栖市国際交流協会が運営する「外国人のための日本語教室」など、日本語習得の機会の周知

を図ります。
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■市立軽野東小学校にある日本語指導教室を中心に，外国人児童生徒の日本語教育を推進します。

(新)

(３)外国人の地域参画の推進

■各種行事の情報提供等により，外国人が身近な地域活動へ参加しやすい環境づくりを進めます。

基本方針２．グローバルな人材の育成

(１)国際理解の推進

■児童生徒に異文化に触れる機会を提供することにより，国際理解教育の充実を図ります。

■国際交流団体をはじめとした市内の各種団体と連携し，異文化を体験できる機会を提供します。

(２)外国人とのコミュニケーション力の向上

■英語の授業(小・中学校)において，外国語指導助手(ALT)とのティームティーチングの機会を確

保し，児童生徒が生きた英語に触れることができるようにするなど，充実した英語教育を継続

します。

■生涯学習講座における外国語講座など，市民が外国語を学ぶ機会を提供します。

■外国語の習得が難しいと感じる方へ，やさしい日本語表現等によるコミュニケーションができ

るよう，講座等の実施について検討します。(新)

(３)姉妹・友好都市との交流

■児童生徒の海外派遣を含め，グローバルな人材の育成のため，姉妹・友好都市との具体的な交

流事業について調整を進めます。

基本方針３．国際交流団体への支援等

(１)国際交流団体への支援

■市内の国際交流をおこなっている団体と情報共有を図り，各種活動を支援します。

(２)関係機関との連携

■国，県，(公財)茨城県国際交流協会等との連携を図ります。

■独立行政法人国際協力機構(ＪＩＣＡ)の行う青年海外協力隊派遣の活動を紹介するなど，国際協

力活動の啓発に努めます。

基本方針４．東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会およびインバウンドを見据えた訪日

外国人への支援

■多種多様な文化や信仰のあるの方々が訪れることを想定し，宿泊施設関係者への研修等を行い

ます。(新)

■神栖市観光ガイドについて多言語化を図ります。(新)

■アントラーズホームタウンDMOと連携し，各種事業を実施します。(新)
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■資料編
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資料１：神栖市における在留資格別(詳細)外国人数

(各年12月末現在，単位：人)

(出典：市民課)

・順位は2017年基準

＜在留資格等に関する特記事項＞

「永住者」・「技能実習」・「定住者」・「特定活動」・「特別永住者」の特記事項については，７ページ表２－１を参照

※１：2015年（平成27年）4月1日より，「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化され「技術・人文知識・国際業務」となった。

※２：2015年（平成27年）4月1日より，「投資・経営」が「経営・管理」へ変わった。

※３：出生あるいは日本国籍の喪失のいずれかの事由によって外国人として日本に在留することとなり，在留資格申請の猶予期間（60日間）内において，留

資格を持たないまま住民登録（法改正前は外国人登録）を行った外国人を指す。

在留資格 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年

永住者 765 795 811 827 846

技能実習 634 610 671 682 758

定住者 298 295 276 266 266

日本人の配偶者等 258 242 239 227 220

特定活動 1 6 7 18 54

特別永住者 56 50 51 47 47

家族滞在 17 20 26 43 40

永住者の配偶者等 24 23 21 25 29

技術・人文知識・国際業務※1 13 19 27

技能※1 9 12 14 16 17

人文知識・国際業務※1 12 11 7 2 1

教育 16 12 16 16 13

経営・管理※2 7 11 10

投資・経営※2 8 9 5 2 0

企業内転勤 1 0 4 2 5

留学 2 0 4 3 4

医療 0 0 0 1 2

技術 2 2 2 1 1

宗教 1 0 1 0 0

在留資格なし※3 1 0 0 2 2

合計 2,105 2087 2,175 2,210 2,342

前年度比増減 -122 -18 88 35 132
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資料２：神栖市多言語生活便利帳 2014年度版(英語・中国語・タイ語)

資料３：(一財)自治体国際化協会 多言語生活情報アプリ

(一財)自治体国際化協会はインターネット上で「多

言語生活情報」を提供しており，スマートフォン等で

簡単に利用できるようアプリも提供しています。

「多言語生活情報」は，外国人の方々が日本で生活

するために必要な「医療」，「教育」，「緊急・災害時」

などの生活情報を 17項目にわたり，15言語で説明

しています。(ミャンマー語についてはアプリの提供

はありません。)

URL http://www.clair.or.jp/tagengo/

市が外国人の方々向けに作成した，「神栖市多言語生活便利帳（2014 年度版）」は日常生活やルールなど、

神栖市での生活に役立つ情報をまとめたものです。英語，中国語，タイ語の 3か国語で作成しました。
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資料４：外国人のための防災ガイドブック(英語・中国語・タイ語)

資料５：(公財)茨城県国際交流協会 多言語災害時マニュアル

市が外国人の方々向けに作成した，「外国人のための防災ガイドブック」は地震や津波など防災に関する情報

をまとめたものです。英語，中国語，タイ語の3か国語で作成しました。

例）タガログ語版

(表) (裏)

茨城県に住む外国人の方々向けに，(公財)茨城県国際交流協会が作成しているものです。ふりがな付き日本

語版を含め10言語で提供されています。(英語・中国語・ポルトガル語・韓国語・タガログ語・タイ語・スペ

イン語・インドネシア語・ベトナム語)

URL https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/disaster/index.html
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資料６：(一財)自治体国際化協会 多言語避難者登録カード・食材の絵文字

資料７：(一財)自治体国際化協会 災害時用ピクトグラム

(一財)自治体国際化協会が行う災害時外国人支援の一つで，インターネット上に公開されています。上

図は日本語版ですが，この他に 13言語で提供されています。(英語・ロシア語・スペイン語・タガログ語・

中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語・ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・ポルトガ

ル語・ミャンマー語)
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資料８：(公財)茨城県国際交流協会 外国人相談センター
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