
①取組状況や活動・イベント ②他団体との連携 ③課題 ④AIAへの要望

1 秋田市
企画財政部　企画調整課

国際交流担当

018-866-2033
018-866-2278

ro-plmn@city.akita.akita.jp

（教育委員会）
・ALTの招へい
・日本語が不自由な児童・生徒への日本語
指導サポーター派遣
・中央図書館明徳館のインターネット利用注
意書きを英語表記
（広報広聴課）
・「市民１００人会」制度（市民の意見聴取）
に外国人住民も含めた抽出
（その他）
・市HP多言語対応（英・中・韓・独・露）
・庁内の通訳対応
・観光ガイドブック多言語対応（英・中・韓）

「秋田市姉妹都市フォーラム」に対する活動
支援
日独協会、露州会、秋田アラスカキーナイ会
等と協力し、姉妹都市等との節目の年の事
業を実施している

市民主体の国際交流を促進したいと考えて
いるが、地域団体の活動内容も多岐に渡っ
ており、なかなか難しい状況にある。

災害時要援護者としての外国人の支援体制
を整える必要があると感じているため、AIAと
連携を取っていきたい。
実際の生活に関する行政ではできないきめ
細かな情報の提供を期待している。

2 能代市役所
企画部　市民活力推進課

共同参画交流係

0185-89-2148
0185-89-1770

katsuryoku@city.nosiro.akita.jp

「日本語ふれあい交流支援事業」
・在住外国人のための日本語講座の開催
・日本語指導ボランティア養成講座の開催

のしろ日本語学習会（日本語講座及び日本
語指導ボランティア養成講座の講師依頼）

国際交流・協力については、現在日本語講
座しか実施していないこと（予算等）。災害時
の在住外国人への対応（通訳・翻訳・わかり
やすい日本語、防災訓練等への参加等）

-

3 横手市役所
横手市　総務企画部男女共
同参画・市民協働推進室

0182-35-2158
0182-32-4056

danjo@city.yokote.lg.jp

横手市日本語教室の開催
千葉県明海大学からの留学生のホームス
ティ事業
送り盆まつりへの留学生の参加、地元の中
学生との交流
留学生が農業を体験するグリーンツーリズ
ム事業

日本語教室の運営団体「横手日本語学習
会」及び託児委託をしている団体との連携
ホストファミリー友の会と協力し、スムーズに
受入・体験ができるよう準備等を行う。

災害が起こった時の言語対応
若い世代（学生等）の在住外国人が少ない
ため、市内中学生と気軽に交流する機会が
少ない。

-

4 大館市役所
大館市

総務部 企画調整課
0186-43-7027
0186-49-1198

・日本語教室 （講師5名）　週2回実施　参加
者 約30名
・生活相談業務 （外国人市民くらしのサポー
ター 3名）　電話等による相談
・中学生の海外研修　年1回（3月）　市内中
学生15名　行先：ニュージーランド

-

市役所に訪れる方への対応としては、どれ
だけ外国語での対応ができるかが課題
【基本的には日本語が話せる方の方が多い
と思われる】
日本語がわからない方への対応は難しい。
（実際話せる職員が少ないと思われる）

-

5 男鹿市役所
男鹿市

総務企画部 総務企画課
0185-24-9122
0185-23-2424

kikaku@city.oga.akita.jp
日本語教室、国際教養大学との交流事業。

ハバロフスク青少年受入にあたり、男鹿市
国際交流協会に対して補助金の交付と中学
生との交流等を実施。

2012年7月の制度移行について在住外国人
の理解を得られているか分からず、対処法
が手探りの状態。

情報提供。

6 湯沢市役所
湯沢市

総務企画部企画課

0183-73-2111（内線436）
0183-72-8515

kikaku@city-yuzawa.jp

日本語教室の開催、国際交流に関する講演
会、ドイツに関する講演会。

湯沢日独協会、サンパギータの会、湯沢市
国際友好協力会。

市職員の英語能力が低いこと。国際交流や
国際協力について、全体的な盛り上がりに
欠ける。国際交流に関しては、民間が活動し
行政がバックアップする体制が望ましいが、
現状では困難。

国際交流協会が仲介役となって、県内留学
生と県内の小中学生との交流事業をより活
発に展開できるようにしてほしい。

7 鹿角市役所
鹿角市

総務部 政策企画課 企画調
整班

0186-30-0201
0186-30-1122

kikaku@city.kazuno.lg.jp

在住外国人向けの日本語教室（生涯学習課
主催）、国際交流企画展の開催。

鹿角市国際交流協会。
在住外国人の諸情報を確認しておらず、
ニーズの把握ができていない。

AIAで在住外国人向けのメールマガジン配
信をしてほしい。

8 由利本荘市役所
由利本荘市

企画調整部　総合政策課

0184-84-6226
0184-23-1322

kikaku@city.yurihonjo.akita.jp

友好交流都市：ハンガリーヴァーツ市、中国
無錫市、韓国梁山市（受入・訪問）
市内在住外国人向け：学校生活サポ―ト事
業、日本語学習教室・日本語漢字学習教室
国際児童絵画交流展

市が実施している国際関連事業において現
在具体的な連携はしていないが、今後必要
に応じて連携する場面は出てくると思われ
る。

- -

アンケート調査の回答（市町村）

自治体名 担当部署 連絡先
アンケート回答
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9 潟上市役所 潟上市　総務部企画政策課
018-878-9802
018-878-6086

kikaku@city.katagami.lg.jp

日本語教室へ年間２０万円の助成
潟上市国際交流協会のイベント告知及び活
動補助金（８万）の協力

潟上市国際交流協会

潟上市国際交流協会の前身が旧天王町の
国際交流協会のため、昭和・飯田川地区へ
のより一層の活動の広がりが求められる。
国際交流・協力関係の事業を行っている組
織同士の連携が必要。

-

10 大仙市役所
大仙市

企画部男女共同参画・
交流推進課

0187-63-1111(内線297)
0187-63-1119

kyodo@city.daisen.akita.jp

・「唐津市」との交流事業
・韓国国際交流員招致事業
・国際教養大学交流事業
・大仙仙北地域外国籍住民等サポート事業
・災害時語学ボランティア研修

・大曲青年会議所（協会役員）
・バニヤンツリー、JCF同路人、秋田商業高
校ユネスコスクール班、青年海外協力隊秋
田県OB会、秋田県青年海外協力隊を支援
する会、国際ソロプチミスト大曲、RASICA
（大仙国際フェスティバル参加団体）

・在住外国人の表に出てこない人への支援
・住民基本台帳法改正の対応
・東日本大震災の影響による韓国人参加者
の減少

・住民へのAIA事業周知（HPの他、facebook
やツイッターの活用）
・国際交流事業のほか、多文化共生事業に
対する助成の新設

11 北秋田市役所
北秋田市

教育委員会生涯学習課

0186-62-6618
0186-62-1669

be-bunka@city.kitaakita.akita.jp

日本語教室
韓国語教室
ＡＬＴによる英会話教室

- - -

12 にかほ市役所
にかほ市

総務企画情報課交流推進
班

0184-49-7510
0184-62-9013

info@city.nikaho.lg.jp

にかほ市：国際交流協会補助金、国際交流
事業補助金、外国人交流ネットワーク事業
補助金（日本語教室）
国際交流協会：国際交流事業（姉妹都市受
入・派遣事業・米国ショウニー市、アナコーテ
ス市、友好都市中国浙江省、姉妹間提携Ｎ
Ｚクライストチャーチ市）国際交流展（文化
祭）、国際交流講演会、西施まつり、春の
ティーパーティ、中国語講座、会報の発行
（４回）
日本語教室：週一回日本語教室開催、探訪
研修

白瀬南極探検１００周年記念事業協力
在住外国人（英会話教室開催）の交流事業
への協力（国際理解教育事業～教育委員
会）

国際交流協会の望ましい組織体制の在り方
を検討中。
国際交流協会の後継者育成と活動の活発
化を図りつつ、市としての関わり方、具体的
な支援方法をどうしていくか。

-

13 仙北市役所
仙北市

総務部企画政策課

0187-43-1112
0187-43-1300

semboku@city.semboku.akita.jp

現在仙北市においては、総合計画等におい
て多文化共生について明確なビジョンは定
めていないが、国際化関連事業として、外国
青年招致事業（外国語指導）や、大仙仙北
広域圏による日本語講座や外国籍住民等
サポート事業が行われている。

平成22年に発足した仙北市国際交流協会
の事務局を仙北市企画政策課におき、事務
業務を主とし、イベントや国際交流活動を支
援している。（それまでは市町村合併以前の
旧地区に、それぞれ国際交流協会が存在し
ていた）

大半をいずれは帰国する出稼ぎ労働者が
占め、特別永住権や配偶者など長期滞在が
多く新規外国人の登録が少ないため、市民
の関心が薄い。観光産業が盛んな市なの
で、外国人観光客への対応を充実させた
い。

-

14 小坂町役場
小坂町

観光産業課 観光商工班
0186-29-3908
0186-29-3728

外国人向けの英字広報を、小坂町と関わり
を持った外国人に送っている。外国語版パ
ンフレットの作成。

小坂町国際交流協会。 - 県内国際交流団体の交流機会。

15 上小阿仁村役場
上小阿仁村

総務課 総務企画班

0186-77-2221
0186-77-2227

kikaku@vill.kamikoani.lg.jp
－ - - -

16 三種町役場
三種町

商工観光交流課　観光交流
係

0185-85-4830
0185-85-2178

新しく国際交流担当部署になったため、現在
検討中。

-
中学の修学旅行を韓国にし、異文化体験の
機会を提供したいと考え、教育委員会に問
い合わせている。

-
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17 八峰町役場
八峰町

企画財政課　企画係
0185-76-4603
0185-76-2113

2007年に国際教養大学と八峰町が結んだ
「国際交流に関する連携プログラム協定」に
基づき、町内小中学校・こども園・地域住民
と国際教養大学留学生との交流や町内家
庭におけるホームステイ等の取組を行って
いる。※国際教養大学留学生受入れ状況：1
回あたり10名程度（年間１０回程度）

-

在住外国人（H24.6.30現在49人）との交流機
会の確保が難しい。国際教養大学の留学生
は町内子ども園、小中学校を訪問し、各行
事に参加している。

外国人を受け入れる体制が整っておらず、
国際交流という分野に対する住民関心も低
い。今後、国際化が進む中で、町としても積
極的に取り組んでいく必要がある重要施策
であるが、担当課のスキル不足もあり、主
だった事業は展開できていないでいる。参考
となる他の市町村の取り組み事例があれば
紹介していただきたい。

18 藤里町役場 藤里町　総務課
0185-79-2111
0185-79-2293

soumu@town.fujisato.akita.jp
－ -

町内のいろいろな案内看板などが日本語表
示のみのものが多い。新規に作成する場合
は英語等表示が必要か。

日本語教室の実施については教育委員会
が行っている。

19 美郷町役場 美郷町　商工観光交流課
0187-84-4909
0187-85-2107

以前は国際交流として、台湾花蓮県瑞穂郷
と友好交流提携を結び相互訪問、中学生同
士のメール交換を行っていたが、中心となる
方の体調不良よりＨ１８年以降、交流がな
い。

-

大仙仙北地域外国籍住民サポート事業運
営員会として、在住外国人の生活不安解消
などの支援を行っている。日本語によるコ
ミュニケーション能力の向上や日常生活に
おける素養を身に付けてもらうことが課題に
あがっている。

-

20 五城目町役場
五城目町

生涯学習課

018-852-4411
018-852-4414

shogai@town.gojome.akita.jp
実施していない。 実施していない。

主体的な意義をもって国際交流事業をス
タートさせていきたい。

どのような事項から取り掛かるべきかアドバ
イスがほしい。

21 八郎潟町役場 八郎潟町　総務課
018-815-5801
018-875-3096

soumu@town.hachirogata.lg.jp
行政としては特に行っていない

八郎潟日本語支援サークル「おむすび」が
あるが特に連携はない

なし なし

22 井川町役場 井川町教育委員会
018-874-4424
018-874-2924

kyouiku@town.ikawa.akita.jp

毎年ではないが、町の中学生と海外の学生
との交流を行い、国際交流への理解を深め
ている。

地域活動団体がない。
専門部署がない為、在住外国人、国際交
流・協力の面においてきめ細かい対応がで
きない。

外国語を使った防災研修会や日常会話レベ
ルの語学教室（戸籍窓口の対応や在留手
続きに関するものを含む）など、土日を活用
した研修会を増やして欲しい。

23 大潟村役場 大潟村総務企画課
0185-45-2111
0185-45-2162

g-kikaku@ogata.or.jp

国際交流協会：料理交流会（２月）、ソーラー
カー米村外国人交流会
村の事業：南米ブラジル・パラグアイへの農
業研修生派遣、韓国インピ中学校との交流
（派遣、受入）、姉妹都市オランダ・ドロンテン
市とのグリーティングカードのやりとり

- 姉妹都市との交流が滞っている -

24 羽後町役場
羽後町

企画商工課

0183-62-2111
0183-62-2120

kanko@ugomachi.com

羽後町国際交流協会主催で年1回の国際文
化交流会。町民課では嫁がれた方とその家
族との交流会を毎年開催。

- - -

25 東成瀬村役場 東成瀬村　教育委員会
0182-47-3415
0182-47-2119

kyouiku@vill.higashinaruse.akita.jp
ＡＬＴによる英会話教室を実施。

以前は米国コロラド州デンバー市の非営利
団体「日本館」と高校生や村職員の海外研
修や国際交流員の招聘、会員の交流等が
行われていたが、現在は特に活動はない。

新規在住者もなく、とくに課題となることはな
い。

-


