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Ｉ 国際化推進の取組 

 

１  「ひろしま未来チャレンジビジョン」に基づく国際化の推進 

 

  （はじめに） 

広島県では，平成２２年１０月に「ひろしま未来チャレンジビジョン」を策定しました。

その後，５年間の様々な情勢変化を踏まえ，これまでの取組の成果や変化の兆しをより確か

なものとし，成長への好循環に道筋をつけ，本県の目指す姿（将来像）を実現するため，平

成２７年１０月に改定しました。 

本県の国際化推進施策についても，このビジョンを拠りどころとし，さまざまな国際化推

進のための取組を進めています。 

（本資料は，令和２年度における情報を取りまとめており，令和２年１０月策定の新たなビジ

ョン「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」によるものではありません。） 

 

  （国際課の重点施策） 

現在，世界における市場の中心は欧米から新興国へとシフトしつつあります。 

アジアの経済成長に伴って海外市場の拡大による競争の激化，外国人観光客の大幅な増加

など，グローバル化に対応できる人材の必要性が高まっています。 

国際課では，海外の優秀な人材を活かした本県の活性化を目指して，優秀な留学生の受入

と県内での活躍環境づくりに取り組み，グローバル人材の育成と確保を行うため，「広島県

留学生活躍支援センター」に継続して参画するとともに，留学生の受入促進や就職による県

内定着の支援のため，海外に向けた広島の留学環境のＰＲ，留学生採用企業の掘り起こし，

留学生と企業とのマッチングの場の提供など実施することとしています。 

平成２４年４月に設置された平和推進プロジェクト・チームでは，核兵器廃絶に向

けた取組として，非政府レベルでの東アジアの核軍縮に焦点を当てた多国間協議の広

島開催，各国の核軍縮・核不拡散の取組状況の評価，海外の研究機関との共同研究な

どを行うとともに，平和構築に向けた取組として，平和構築人材の育成，広島市と協

力した被爆地広島の復興のプロセスの調査・研究・発信などを進めています。また，

持続可能な平和支援メカニズムに向けた取組として，企業・ＮＧＯ等と連携した国際

平和のための世界経済人会議の開催や，核兵器廃絶や平和構築への取組を一元的に発

信するウェブサイドの開設など，平成２３年に策定された「国際平和拠点ひろしま構

想」の具体化に向けた取組を進めています。 
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ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（全文掲載） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/challenge/miraichallengevision-kaitei.html 
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１ 人づくり 

人の集まりと定着 

教 育 

グローバルな感覚を持った人材が育ち，企業や地域

社会などで活躍しています。 

広島県の魅力にひかれ国内外から人が集まるととも

に，広島県で育った人が県内に定着する環境が整っ

ています。 

２ 新たな経済成長

観 光 

交流・連携基盤 

産業イノベーション 

新たな挑戦や意欲ある取組が活発に行われ，アジア

を中心とする成長市場を獲得しています。 

「ひろしまブランド」や「瀬戸内ブランド」が確立

され，国内外から訪れる多くの人々に感動と癒しを

与えるとともに，県民にとっても世界に誇れる観光

地となっています。 

を与えるとともに，県民にとっても世界に誇れる観

光地となっています。 
人やモノが集まり，国内外との交流が盛んに行われ

ています。 

４ 豊かな地域づくり 

魅力ある地域環境，平和貢献 

国内外から魅力ある個性豊かな地域になっています。

国際平和の拠点化が進んでいます。 

 

３ 安心な暮らしづくり 

医療介護，福祉，防災・減災，治安 

安全・安心なまちづくりの推進。 

互いに支え合う地域づくりが整っています。 



(単位：千円)

事　業　名 関係局部 事　業　内　容
予算額

（うち県費）

54,000
(42,210)

県立広島大学における学術交流協定による相互交流促進

・四川大学　　・四川農業大学

・キングモンクット工科大学トンブリ校

・ノルトライン＝ヴェストファーレン州カトリック大学

・ソウル市立大学校　　・西安交通大学

・ミドルセックス大学　　・ハワイ大学ヒロ校

・アンダラス大学　　・シェフィールド大学　　・カセサート大学

・西南交通大学　　・東フィンランド大学　・コンケーン大学

・上海対外経貿大学（旧：上海対外貿易学院）・世新大学

・ハワイ大学マノア校　・成都大学

・ジュンブル大学　　・ランガラ大学

・インドネシア教育大学　　・アルスター大学

・ノンラム大学　・ジェッソール科学技術大学　・マレーシアイスラム科学大学

・長安大学　・キャンベラ大学

・大連民族大学　・馬偕醫学院　・州立イスラム大学マラン校

・ラージシャーヒ大学　・シリージア工科大学　・ボゴール農科大学

・ブラパー大学　・オースティン・ピー州立大学・ヒューストン大学ビクトリア校

-

（配分項目）

57,463
(46,470)

18,539
(17,734)

 帰国・外国人児童生徒等の受入体制
 整備

教育委員会
帰国・外国人児童生徒等の受入体制整備
・帰国・外国人児童生徒への日本語指導　　20人（常勤），19人役（非常勤）
・日本人学校派遣　　９人（常勤）

（定数措置）

79,108
(79,108)

5,328
(5,328)

214,438
(190,850)

19,346
(0)

8,254
(4,384)

33,714
(30,531)

16,681
(16,681)

19,000
(0)

1,721
(1,187)

98,716
(52,783)

313,154
(243,633)

２　広島県の国際関係事業（令和２年度）

 Ⅰ　人づくり

　１　教育

 外国青年語学指導者招致事業 教育委員会
・英語教育の充実を図るため外国青年を招致し，外国語指導助手として県立学校に配置
・高等学校におけるリスニング，スピーキングの指導充実
（ALT　43人）

 私立学校の姉妹校提携及び
 留学支援

環境県民局 姉妹校提携に要する経費や留学に係る生徒渡航費を対象とした経常費補助

 異文化間協働活動推進事業 教育委員会
全ての小・中・高等学校において異文化間協働活動が活発に行われるとともに，高校段階で毎
年1,000人以上の生徒が海外に留学するようになることを目指して必要な教育環境を整備

 ひろしまジュニア国際フォーラム
 開催事業

地域政策局
海外から高校生を招へいし，県内の高校生等と国際平和についての討議や交流等を行い，平和
のメッセージを世界に発信するとともに，国際的な相互理解を深め，次代の人材育成と国際平
和拠点性の向上を図る。

 学生交流事業 環境県民局
経費は
県立広島大学
が負担

 外国人学校への支援 環境県民局

小　　　　　計

　２　人の集まりと定着

 外国青年招致事業 地域政策局
JETプログラムを通じて外国青年を招致し，国際交流員として配置
(英語圏，韓国，メキシコ　各1名)

学校運営事業における経常費補助他

「学びの変革」牽引プロジェクト 教育委員会
「学びの変革」を先導的に実践する全寮制中高一貫校（広島叡智学園中・高等学校）を設置す
るとともに，そのノウハウを全県的に共有することにより，広島県全体の「学びの変革」を早
期に実現

 留学生定着促進事業 地域政策局
県内の大学，経済・国際交流団体，行政等で構成する「広島県留学生活躍支援センター」に対
する参画・支援を行い，留学生の受入から定着までの総合的な支援等を実施。また，留学生の
積極的な獲得のため，留学生を核とした大学グローバル化推進事業を実施。

 (一財)自治体国際化協会との連携 地域政策局 (一財)自治体国際化協会への負担金拠出等

 国際関係機関派遣 総務局
(一財)自治体国際化協会シンガポール事務所派遣　１名
国連訓練調査研究所(ユニタール)広島事務所派遣　１名

（公財）ひろしま国際センター
 支援事業

地域政策局
(公財)ひろしま国際センターの運営事務所賃借等経費に助成し，県民の国際化及び外国籍県民
との共生の進展を図る。

 警察職員の語学研修 警察本部
中国語研修 （18名，15回），
※英語委託教養については事業見直しにより削除

小　　　　　計

合　　　　　計
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(単位：千円)

事　業　名 関係局部 事　業　内　容
予算額

（うち県費）

81,435
(79,653)

30,209
(30,209)

11,308
(11,308)

58,219
(57,625)

181,171
(178,795)

重点誘客市場ごとに，旅行の手配や情報の入手方法等の特性に応じた情報発信を実施

【欧米豪】・主に個人旅行者向けに，世界最大級の口コミサイトやオンライン旅行会社，
　　　　　　航空会社等と連携した情報発信 147,027

【アジア】・個人旅行者向けに，オンライン旅行会社やインフルエンサーのSNS等を
　　　　　　活用した広島の旅行体験を発信
　　　　　・旅行会社手配による旅行者向けに，宿泊を伴う誘客を促進するため，
　　　　　　現地旅行会社等と連携し，広島宿泊商品の造成促進，広告宣伝

(146,275)

【共　通】・無料Wi-Fiの利用拡大及びWi-Fiアプリを活用した情報発信
　　　　　・海外におけるデータ収集及び情報発信のため，現地旅行情報に精通した
　　　　　　人材の配置・活用

147,027
(146,275)

0
(0)

50,825
(50,825)

156,958
(156,958)

17,086
(17,086)

100,000
(100,000)

1,470
(1,470)

3,538
(3,538)

4,158
(4,158)

1,306
(1,306)

地域政策局 21,082

商工労働局 (20,082)

2,408
(2,408)

358,831
(357,831)

687,029
(682,901)

　１　産業イノベーション

 海外ビジネス展開支援事業 商工労働局
県内企業の海外展開ニーズが高く，ビジネスチャンスがあると見込まれる地域・業種におい
て，販路拡大・ビジネスマッチングなどの支援を通じて，県内企業の海外展開を支援するとと
もに，外国企業との連携を通じて，新しい価値を生み出すビジネス展開を支援する。

 Ⅱ　新たな経済成長

 環境浄化産業クラスター形成事業 商工労働局
急速な経済成長により環境問題が顕在化するインドネシア，ベトナム等のアジア地域や，環境
意識が高く有望市場である欧州でのビジネス機会の創出などの支援を行うことで，環境浄化産
業の集積，生産規模の拡大を促進する。

小　　　　　計

　２　観光

 観光地ひろしま推進事業 商工労働局

 国際経済交流推進事業 商工労働局
県内企業の海外ビジネス展開等に対して支援を行う(公財)ひろしま産業振興機構国際ビジネス
支援センター及び(独)日本貿易振興機構広島貿易情報センターに対して，事業実施及び運営を
支援する。

 広島県ものづくりグローバル人材
 育成事業

商工労働局
産学官が連携して，アジアをはじめとする理工学生を受入れ，ものづくり企業のノウハウを活
かしたカリキュラムによる人材育成を実施。

小　　　　　計

　３　交流・連携基盤

 国際関係機関誘致支援事業 地域政策局 中国総領事館等の国際関係機関の誘致活動及び既存の国際関係機関の活動支援

 ポートセールス強化事業 土木建築局 国際定期航路網の拡充，集荷活動の推進

 福山港荷捌施設整備費 土木建築局 福山港における外貿貨物取扱いのための埠頭用地の整備等

 広島空港拠点性強化事業 土木建築局
①エアポートセールスの実施
②国際線定期路線利用促進
③グランドハンドリング体制整備への支援

 新規国際定期路線支援事業 土木建築局
広島空港発着の国際定期路線を開設又は既存路線を増便する航空会社に対し，立ち上り支援と
して，運航・就航経費の一部を助成（シルクエアー，ノックエア，中国東方航空，香港エクス
プレス航空）

小　　　　　計

合　　　　　計

 在外県人会交流事業 地域政策局 在南米広島県人会（ブラジル・アルゼンチン・ペルー・パラグアイ）の活動を支援する。

 在外県人会後継者育成支援事業 地域政策局 在外県人会の基盤の維持・強化を図るため，県人会の次世代の担い手を育成する。

 韓国・四川省交流事業 地域政策局 広島県日中親善協会，広島県日韓親善協会への支援等

 四川省青少年交流事業 地域政策局
本県と四川省の高校生を相互に派遣し，学校訪問やホームステイ等による交流により，相互の
理解と友情を深め，将来に向けた交流人材の育成を図る。

友好提携関係にある本県とグアナファト州の県民の間に友好交流の機運を醸成し，さらなる交
流促進を図るため，関係機関・団体と連携・協力して，交流事業を実施する。引き続き，両県
州の次代の交流を担う青少年の相互派遣等を行い，交流の促進を図る。

 グアナファト州交流事業

 接遇・渉外事務 地域政策局 本県を訪問する外国人賓客に対する接遇及び渉外知事会等
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(単位：千円)

事　業　名 関係局部 事　業　内　容
予算額

（うち県費）

50,759
(30,935)

19,057
(15,716)

0
(0)

0
(0)

243,438
(0)

313,254
(46,651)

22,300
(0)

22,300
(0)

252,689
(184,736)

109,740
(109,740)

295,906
(205,617)

18,697
(5,108)

地域政策局 ・モンゴル塵肺症診断能力向上支援事業

商工労働局
・南東欧地域「中小企業振興政策(C)」
・中南米地域「中小企業振興政策(D)」
・その他「官民連携による地域観光マーケティング」

教育委員会

・JICA課題別研修「教育政策策定及び効果の分析に係る能力開発」
・カンボジア復興支援プロジェクト
・JICA研修 アフリカ地域（英語圏）INSET運営管理，アフリカ地域　教師教育（基礎教育分
野）（仏語圏）

 環境国際協力推進事業 2,267

（四川省環境保護合作事業） (2,267)

679,299
(507,468)

701,599
(507,468)

2,015,036
(1,480,653)

 Ⅲ　安心な暮らしづくり

　１　医療介護，福祉，防災・減災，治安

 多文化共生の地域づくり支援事業 地域政策局
多文化共生連絡協議会の開催，行政情報等の多言語サイト運営，外国人相談窓口の運営，市町
担当職員・相談員等を対象とする研修の実施，地域日本語教室の拡充，外国人共生推進，異文
化理解プログラム，成果指標検証等

 減らそう犯罪推進事業 警察本部

 在留外国人の安全の確保に向けた
 総合対策の推進

警察本部

安全・安心なまちづくり
・意識づくり～県民の犯罪抵抗力の向上～
・地域づくり～地域の犯罪抑止力の向上～
・環境づくり～生活環境の犯罪予防力の向上～

・在留外国人に係る犯罪被害の防止
・外国人コミュニティへの犯罪組織等の浸透の防止等

　２　平和貢献

①国際人材の養成，県民の国際化支援
  日本語高等研修，海外日本語教師養成研修，海外大学日本語・日本文化体験等
②施設管理等
　広島国際協力センターの管理運営

地域政策局 広島国際協力センター事業

 国際犯罪対策の推進 警察本部
・国際犯罪組織及びそれらを支援する犯罪インフラの実態解明及び取締り強化
・国際的な捜査協力の推進
・不法滞在及び不法就労防止のための啓発活動の推進

合　　　　　計

 Ⅳ　豊かな地域づくり

　１　魅力ある地域環境

 在外被爆者支援事業 健康福祉局

在外被爆者への被爆者健康手帳の交付を進めるとともに，渡日治療の受入，健診団の派遣，現
地健康診断の実施，韓国を除く国と地域に居住する被爆者の医療費又は保険料（南米のみ）の
助成及び被爆者援護法に基づく医療費の支給等を行い，被爆に伴う健康上の不安を抱える在外
被爆者に対する援護施策の充実を図る。

合　　　　　計

総　　　　　計

JICAが実施するグループ型研修の実施機関等として積極的に協力

環境県民局 四川省との協定に基づく環境保全対策に係る研修員の受入，技術協力員の派遣等

小　　　　　計

 放射線被曝者医療国際協力
 推進事業（HICARE)

健康福祉局
広島が蓄積している原爆被爆者治療の実績と放射線障害に関する調査研究の成果を活かし，国
内外の被ばく地支援を行う放射線被曝者医療国際協力推進協議会（HICARE）の活動を支援する
とともに，国際原子力機関（IAEA）と連携し，一層の国際協力を推進する。

 独立行政法人国際協力機構
 (JICA)との連携

経費はJICA負担

 国連訓練調査研究所（UNITAR）
 広島事務所支援事業

地域政策局
平成15年7月に開設したユニタール広島事務所の活動を支援することにより，広島が有する世界
的な知名度やノウハウを活用し，人材育成を通じた国際平和への貢献を推進する。

 国際平和拠点ひろしま構想
 推進事業

地域政策局

非政府レベルでの東アジアの核軍縮に焦点を当てた多国間協議の広島開催，各国の核軍縮・核
不拡散の取組状況の評価などを行うとともに，平和構築人材の育成，海外の研究機関との共同
研究や広島市と協力した広島の復興のプロセスに係る調査・研究・発信などに取り組む。ま
た，被爆・終戦75周年となる2020年は，平和の取組への賛同者の拡大を図るための重要な機会
と考えており，広島で開催される国際会議の開催支援，広島－ＩＣＡＮアカデミーの開催，企
業・ＮＧＯ等と連携した「2020世界平和経済人会議ひろしま」の開催を進めることで，「国際
平和拠点ひろしま構想」の推進の加速化を図る。※新型コロナウイルス感染対策防止のため，
延期・中止・縮小等の対応をした。

 美術館生涯学習活動費 環境県民局 海外芸術・文化に触れる機会として，県立美術館特別展を開催する。

小　　　　　計
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３　県内市町の取組

（１）国際化指針等策定状況

市　　町 計　画　名 策定時期 概　　　要

広 島 市 第６次広島市基本計画 令和2(2020)年6月

広島市は，都市像に「国際平和文化都市」を掲げ，姉妹・友好都市や交流・連携
宣言都市を始めヒロシマの知名度を生かした海外諸都市との交流の推進や、市民
主体の国際交流の促進に取り組むとともに、国連機関・国際機関や二国間交流団
体などとの連携を強化し、幅広い分野での国際交流・国際協力の推進を図る。

呉 市
第４次呉市長期総合計画
後期基本計画

令和2年(2020)年6月
(改正）

国際感覚豊かな人材の育成や姉妹都市・友好港との交流を始め，国際交流・国際
協力に取り組むとともに，外国人住民が暮らしやすく，外国人観光客が訪問しや
すい環境を整えるなど，国際化を推進する。

竹 原 市 第６次竹原市総合計画 平成31(2019)年3月
多文化共生社会の推進
〇国籍や民族などの異なる人々が，互いに文化的違いを認め合い，地域社会の構
成員として共に暮らしやすいまちづくりを推進する。

三 原 市
みはら元気創造プラン
（三原市長期総合計画後期基
本計画）

令和2(2020)年3月

国際化の推進
○海外都市との交流や連携とともに，市民への新たな交流機会の創出を通じて，
市民の国際感覚や多文化理解の意識向上などに取り組む。
○外国人住民が地域社会で安全・安心に生活できる地域を創出するため，市民や
住民組織などに働きかけるとともに，日本語学習や多言語での情報提供の充実を
図るなど,誰もが暮らしやすい共生のまちづくりを推進する。

尾 道 市 尾道市総合計画第1次実施計画 平成29(2017)年8月

○国際交流推進事業（留学生の受入支援）（外国人との交流イベント，ホームス
テイ受入等を実施する尾道市国際交流推進協議会への助成）
○外国人旅行者誘致事業（①国のビジット・ジャパン事業や県の事業と連携した
海外エージェント・マスコミなどを対象とした招聘事業　②海外マスコミを活用
したＰＲ事業　③広報ツール，案内表示，観光パンフレット等の多言語化）
○国際交流推進事業（尾道教育みらいプラン２）（異文化理解・多文化共生能力
の育成）

福 山 市 福山市国際化推進プラン 平成21(2009)年4月

様々な交流ができる環境づくりや人材の育成を進め，市民レベルでの国際交流を
推進する。また，外国人が生活しやすいよう，多言語での情報提供及び日本語教
室の開催など，生活全般にわたって外国人住民の支援に努めるとともに，市民の
多文化共生の意識づくりを推進する。

府 中 市 第５次府中市総合計画 令和2(2020)年6月

地域の人と外国人が共に生活し、お互いが地域で活躍できる、住みよい環境づく
りを行います。
（国際交流・地域間交流の推進）
○市内表示の多言語化ややさしい日本語使用、ピクトグラム表示等ユニバーサル
デザイン
　の推進
○地域と外国人の相互理解を深めるための恒常的な取組（交流機会の創出・日本
語教室）

三 次 市 第２次三次市総合計画 平成26(2014)年3月

◎まちづくりの主役である「ひとづくり」
海外の姉妹都市・友好都市を中心に，様々な国際交流を進め，国際感覚豊かなひ
とづくりを進めます。
１.教育
グローバル化，情報化などの社会変化に対応できる人材の育成
２.スポーツ・文化
国際交流の推進
〇市民や地域が主体となった国際交流活動の推進
〇国際交流活動を通じた幅広い視野をもつ人材の育成
〇在住外国人が暮らしやすい環境づくりの推進（コミュニケーション支援，地域
活動への参加など）

庄 原 市 第２期庄原市長期総合計画 平成28(2016)年3月

多文化交流の促進（国際交流関係抜粋）
（施策の方向性）
　少子高齢化が進行する中、活力ある地域を維持していくためには、国籍・民族
を越えた多様な人々が地域社会へ参画することが重要であり、本市に居住する外
国人も増加傾向にある実態を踏まえ、相互の生活習慣や文化を認め合うことがで
きるよう多文化交流を促進します。
　また、本市は、旧庄原市が平成２（1990）年９ 月に締結した経済技術友好協
力協定に基づき、国際友好都市として中国四川省綿陽市と国際交流を継続し、行
政・議会関係者や青少年などによる相互訪問を行っています。近年、国際情勢が
影響し、安定的な交流事業に至っていない面があるものの、特に青少年交流は、
国際化に対応できる人材育成・相互理解の重要性を認識する点で有意義であるこ
とから、継続実施に努めます。
（各種交流の推進）
①国際交流・多文化共生の推進
　国際交流協会や日中親善協会に参画する中で、広く交流機会や情報を提供する
ことで交流活動の促進に努め、多文化共生を推進します。
②友好都市交流の推進
　国際友好都市（中国四川省綿陽市）との交流は、青少年・行政関係者の相互訪
問を継続するとともに、多様な形態での市民交流を促進し、国際化社会に対応で
きる人材の育成に努めます。
（関係団体との連携）
　国際交流協会や日中親善協会、市民団体、学校や企業など、多様な団体と連携
し、国際化への対応と交流事業を推進します。
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市　　町 計　画　名 策定時期 概　　　要

大 竹 市
第五次大竹市総合計画
後期基本計画

平成28(2016)年3月

多文化共生の推進
○多文化共生社会に対応できる人づくりを促進する。
○国際交流・国際理解などの機会を拡大し，国際感覚の豊かな人づくりを促進す
る。

東 広 島 市
第3次東広島市
国際化推進プラン

令和2（2020）年7月

「世界とつながり未来を創り出す多文化共生のまち」を基本理念に、3つの基本
目標と目標を達成するための支えとなる共通基盤を設定し、多様な人々が安心し
て暮らし、相互に理解し合い、同じ市民として共に個性や能力を生かして活躍で
きるまちづくりを目指す。

廿 日 市 市 廿日市市国際化推進指針 平成25(2013)年1月

廿日市市の国際化施策を総合的，計画的に推進するための理念，目標，施策の方
向性を明らかにし，市と関係機関とが連携していくための役割分担を定めた。基
本理念を『多様な市民がつながり，自分らしく暮らせる交流・共生のまちづく
り』と定め，重点目標を「人づくり」「まちづくり」「観光・交流」とし，国の
国際交流，国際協力，多文化共生推進の考えを取り入れ，これまでの市民を中心
とした国際交流活動を基礎とし関係機関との連携を考慮し策定。

安 芸 高 田 市
第2次安芸高田市多文化共生推
進プラン

平成30(2018)年3月

「多様な市民による持続可能なまちづくり」を基本理念に掲げ、理念達成のため
二つの「基本目標」を設定した。ひとつは従来の外国人支援の取り組みを進める
とともに、外国人市民が、支えられる側から支える側に立ち、地域の発展を支援
し、活躍する場をつくるという「誰もが安心・安全に暮らし、活躍できる地域づ
くり」。もう一つは、各種施策を通じ本市の魅力を市外へ積極的に情報発信し、
アピールすることで、移住・定住を促進する「誰もが移住・定住したくなる魅力
的な地域づくり」。また、本プランでは、国連で定めた「持続可能な開発目標」
と、政府の実施指針に連動し、第2次プランの各種施策をSDGsの関連目標に位置
付けた。今後、5年間において本市が抱える課題解決に向けて、これまでの事業
を継続し「安心」「安全」なまちづくりを行うとともに、次のステップとして、
「移住・定住したくなる魅力的な地域づくり」のために、各種施策に掲げた事業
を着実に行う。

江 田 島 市 第２次江田島市総合計画 平成27(2015)年3月

すべての市民が，国，地域，民族など，言語や文化の違いによらず，互いが尊重
され，対等の関係を保ちながら，地域の一員としてともに暮らせる多文化共生社
会の実現に向け，外国人市民との交流や相互理解，江田島市における暮らしやす
さの確保などを図ります。

海 田 町 第４次海田町総合計画 平成22(2010)年12月

海田町の特色を生かした多文化共生社会を形成していくため，住民意識の啓発や
交流促進を図るとともに，外国から訪れた人や在住外国人が安心して快適に過ご
せるよう，情報提供，相談窓口体制の充実など暮らしやすい環境づくりに取り組
む。外国人のまちづくりへの参画を促すとともに，多文化共生のための人づくり
を行う。
また，学校教育において，関係機関と連携し，外国語活動や外国語(英語)科の充
実を図り，国際化社会へ対応できる力を育成する。

熊 野 町 第５次熊野町総合計画 平成28(2016)年3月

○グローバリゼーションによる影響を的確に把握し，まちづくりの背景として意
識するとともに，本町の特性に応じた対応を図っていく。
○英語指導助手の小中学校への派遣など，情報化，国際化などに対応した教育の
充実を図る。

坂 町 坂町第４次長期総合計画 平成22(2010)年3月

海外研修や語学講座，国際理解講座の開催など，各事業を引き続き行い，町民レ
ベルでの国際交流をいっそう充実させ，また，アメリカ・カリフォルニア州ロサ
ンゼルスの南加坂郷友会との交流を継続的に行う。在住外国人が安心して生活で
きるように生活情報，案内標識等の外国語標記を進めるとともに，町民とのふれ
あいを高めるような交流イベント，懇談会等の事業を推進する。

安 芸 太 田 町 第二次安芸太田町長期総合計画 平成27(2015)年４月

社会・文化・経済の急速なグローバル化を背景として、国を超えて活躍できるグ
ローバル人材の育成が地域活力の向上を図る上でも重要な取組みになっている。
そのため国内外の多様な交流機会を拡充し、相互理解を深めることで人材育成と
広域連携を推進する。

北 広 島 町 北広島町長期総合計画 平成19年(2007)3月

○国際交流の推進
学校教育や生涯学習などを通じて，様々な文化や人種，民族などへの理解を深
め，豊かな国際感覚の醸成に努めるとともに，国際交流の場と機会の確保などに
努める。
具体的施策：住民の国際感覚の醸成，外国人との交流の推進，外国人に配慮した
まちづくり

大 崎 上 島 町
大崎上島町
第2次長期総合計画

平成27(2015)年3月 町内の世代間交流活動，地域間交流活動，国際交流活動を促進

世 羅 町 世羅町国際交流推進計画 平成14(2002)年11月
旧世羅町の「国際交流推進計画（H14～16）」を引き継ぎ，外国人講師や留学生
を招聘するなどの国際交流を推進し，世羅台地の活性化を図るため，継続して事
業を実施している。

神 石 高 原 町
神石高原町教育振興計画
（第2次教育行政施策）

平成29(2017)年3月

異文化に対する理解と寛容性を持つことにより，改めて自国の文化を振り返るこ
とを意識した教育活動の展開，幼児及び小中高連携による外国語教育の充実や
ALTを活用した授業の充実及び拡充，小学生対象の英語イベントの開催，中学生
対象の海外短期研修の実施の推進等により，国際理解教育を推進する。

（広島県地域政策局国際課調べ）
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（２）　県内市町の国際関係事業（令和２年度）

市　　町 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市
広島市特別名誉市民称号の
贈呈

本市の賓客として来広した外国人で，国際親善その他の目的
で特に関わりの深い人及び姉妹・友好都市の市長で初めて来
広した市長に対し，当該人が来広した際に，広島市特別名誉
市民の称号を贈呈する。

245
企画総務局秘書課

令和2年度広島市スポーツ少
年団国際・国内スポーツ交
流事業

日独スポーツ少年団同時交流としてドイツ連邦共和国へ広島
市スポーツ少年団の指導者及び団員を派遣し，国際感覚を深
めるとともに，スポーツの先進的な取り組みや文化を体感す
る。

69
東京までの往
復交通費相当

額を助成

(公財)広島市スポーツ協
会
広島市スポーツ少年団

外国人学校文化・スポーツ
交流等事業

外国人学校の児童生徒の社会参加促進や，市立学校における
国際理解教育の推進に資する外国人学校の主催事業に対し，
事業費の1/2を補助する（1校300千円上限）。

600

第９回シェイクファハド広
島・アジアスポーツ交流事
業（受入れ）

アジア地域の青少年及び指導者が、広島とスポーツを通じて
の交流を行い、お互いのスポーツ事情、文化などについて意
見を交換し、相互理解に資するとともにアジア地域のスポー
ツ界の更なる発展に寄与することを目的とする。

6,541

広島国際アニメーション
フェスティバル

世界各国・地域から応募されるアニメーション作品からグラ
ンプリなどの優秀作品を選考するコンペティション

※新型コロナウイルスの影響により、開催方式を変更・縮小

114,671

広島市多文化共生市民会議
の運営

指針に基づく施策の取組み状況等の報告・意見聴取のための
市民会議（2回）を開催する。

317

外国人市民向け生活情報提
供事業

外国人市民の暮らしの利便性向上を図るため、日常生活に必
要な行政サービスや生活関連情報をまとめ、多言語（7言
語・日本語併記）に翻訳したガイドブックを作成・配布す
る。印刷部数：3,000冊〔英語・中国語・ハングル・ポルト
ガル語・スペイン語・フィリピノ語・ベトナム語〕

今後本市へ転入予定の外国人へ本市の概要や生活に必要な手
続等を事前に知らせるための資料「広島市くらしガイド（仮
称）」を作成する。

2,476

災害時における外国人市民
支援体制整備事業

外国人市民を対象に防災センターでの研修を行い、外国人市
民に災害とはどのようなものか認識してもらい、適切な避難
行動につなげてもらうよう防災意識を身に付けた市民の裾野
を広げる。（年２回）
また、災害通訳ボランティアの登録者を対象に、災害時にお
ける対応を身に付け、通訳・翻訳のスキルをアップするため
の災害通訳ボランティア研修を行う。（１回）

280

外国人市民の総合相談窓口
事業

日本語に不慣れな外国人市民のために多言語で対応できる相
談窓口を開設し、面接や電話による生活支援相談、生活関連
情報の提供、行政機関等への通訳派遣などを行う。

場所：広島国際会議場１階（国際交流ラウンジ内）
時間：月曜～金曜　9時～16時
言語：中国語、スペイン語、ポルトガル語
　　　ベトナム語、英語
出張相談：安芸区役所区政調整課内
　　　　　　ポルトガル語(第2水)
　　　　　　スペイン語(第3木)
　　　　　基町管理事務所
　　　　　　中国語（第２火）
専門相談：広島出入国在留管理局職員による在留資格に関す
る相談（生活相談コーナー）
　　　　　　　第2金 13時半～16時（事前予約制）

外国人市民のためのポータルサイトにおける多言語での情報
発信

23,784

外国人市民の日本語能力向
上支援事業

令和元年度に作成した本市日本語教育推進計画の今後の展開
を視野に入れ、外国人市民が生活に必要な日本語能力を身に
付けるための学習機会を提供できるよう、下記の具体的施策
の実施に取り組むことにより、本市の外国人市民向け日本語
教育の充実を図る。

・広島市日本語教育総合調整会議の設置等（年3回）
・日本語教育コーディネーターの配置
・日本語講座等の実施（全24回）
・日本語教育関連事業
・日本語ボランティア養成講座（10回）
・日本語ボランティアスキルアップ講座（1回）
・日本語教室ネットワーク会議等（会議2回、勉強会1回）

5,940
市民局人権啓発部
人権啓発課
(多文化共生担当)

市民局人権啓発部
人権啓発課
(多文化共生担当)
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市　　町 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市
多文化共生ネットワーク会
議（仮称）

市、大学、日本語教育機関、技能実習監理団体、外国人雇用
企業、国の機関など15人程度で構成される会議を設置し、外
国人受入れに係る諸課題についての情報交換等をはじめ、そ
れを踏まえた対応などについて検討する。

99
市民局人権啓発部
人権啓発課
(多文化共生担当)

国際青年会館主催事業

　本市青年が国際相互理解と国際友好親善を深める活動を行
うことを目的とする「国際青年ボランティア」を募集し，ボ
ランティア養成講座やボランティア活動に必要な知識などを
学ぶ研修会の実施により自主性や資質の向上を図る。
　また，交流会，外国語のおはなし会，情報・意見交換会な
どを実施することでボランティア活動の機会を提供し，国際
相互理解を深める。

1,760
教育委員会育成課
（公益財団法人広島市文
化財団に委託）

 広島市に住む外国人のために，母国に関する資料や日本で
生活するための情報や資料の収集，提供を行う。また，多文
化理解につながるよう，外国語の読み聞かせ等を開催する。

－

＜中央図書館＞
・多言語の利用案内や館内掲示を作成
・継続的に，中国語，韓国・朝鮮語の資料を収集し，提供

図書費:200

＜こども図書館＞
・外国語絵本の収集・展示・提供
・英語版のホームページを提供

図書費:267

＜こども図書館＞
・多文化理解おはなし会の実施
　外国人講師等による，絵本の読み聞かせ・遊び・うたなど

講座実施等:31

＜中区図書館＞
・外国語絵本の収集・展示・提供

30

＜中区図書館＞
・外国語のおはなし会
　　講師：国際青年会館の登録ボランティア

－

＜西区図書館＞
・英語のおはなし会
　ボランティアによる英語の絵本の読み聞かせ・
　手あそび・歌・ゲームなど

－

＜安芸区図書館＞
・ポルトガル語圏市民向けに図書等の資料を提供

－

＜まんが図書館＞
・英語版のホームページを提供
・外国語（英独仏中韓）のパンフレット提供
・外国語に訳された漫画の提供

－

外国映画鑑賞会 異文化理解を深めるための外国映画の鑑賞会 4,406
(公財)広島市文化財団映
像文化ライブラリー

公民館学習会開催「国際理
解・国際交流事業」

各公民館で「国際理解・国際交流事業」を実施する。(43施
設50事業)

(公民館学習会
予算の中で実
施)

市民局生涯学習課
((公財)広島市文化財団
に委託)

英語で伝えようヒロシマセ
ミナー

被爆の実相を正しく英語で伝えるため，原爆被害の概要およ
び英語での表現方法について学ぶ場を提供する。 119

平和宣言の発信

核兵器廃絶に向けた国際世論を醸成し、核兵器保有国の政策
変更につなげるため、平和宣言の内容を国内外に発信する。
(内容）
①平和宣言文パネル（和文・英文）の作成、掲示
②平和宣言読み上げ動画の作成及び広島市ホームページでの
発信（日本語・英語）
③平和宣言文の８か国語（ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾌﾗﾝｽ語、ﾛｼｱ語、中国
語、ｱﾗﾋﾞｱ語、ﾄﾞｲﾂ語、ﾊﾝｸﾞﾙ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語）への翻訳及び広
島市ホームページでの発信
④平和宣言文の印刷、配布及び送付（和文：23,000部、英
文:13,000部、日英2,600部、点字:250部）

1,761

広島平和記念資料館ホーム
ページ及びデータベースの
管理・運営

核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を世界に訴え，国際世論を
醸成していくため，広島平和記念資料館のホームページ等に
より，原爆・平和に関する情報を発信する。

16,677

国際平和シンポジウムの開
催

市民の平和意識の高揚と国内外への平和のメッセージの発信
を目的に、広島市及び朝日新聞社との共催によりシンポジウ
ムを開催する。（広島市と長崎市で交互に開催）　※令和2
年度は長崎市で開催

90

今日的課題への学習支援
（多文化共生サービスの充
実）

(公財)広島市文化財団

市民局平和推進課
（(公財)広島平和文化セ
ンターに委託）
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市　　町 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市
国連軍縮フェローズの受入
れ

国連が軍縮専門家の育成を目的に主催する「国連軍縮フェ
ローシップ・プログラム」の支援として、各国外交官等の研
修生(フェローズ）を広島で受け入れ、被爆の実相等につい
て理解を深めてもらう研修を行う。

381

ユースピースボランティア

次代を担う広島の青少年自らが、平和の大切さを学ぶととも
に、海外からの訪問者にヒロシマの心を伝える機会を創出す
るため、平和記念公園を訪れる外国人に対して被爆の実相を
英語で伝えるボランティアガイドを育成し、その活動を支援
する。

757

中国人民平和軍縮協会との
交流

中国の平和・軍縮分野のＮＧＯである中国人民平和軍縮協会
との交流を深めるため，代表団を派遣し，被爆の実相ととも
に，核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を願う「ヒロシマの
心」を伝える。

1,152

国外原爆写真展示用資料の
提供

被爆の実相を伝え，平和意識の高揚を図るため，原爆展の開
催や平和学習の実施に取り組む世界各地の自治体，ＮＧＯ，
学校，個人等に対し，ヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスター
及び映像資料等の貸出・提供を行う。

472

ヒロシマ・ナガサキ原爆展
の開催

被爆の実相を伝え，核兵器廃絶に向けての国際世論を醸成す
るため，海外の主要都市において原爆展を開催する。

12,984

第10回平和首長会議総会の
開催

※新型コロナウイルスの影
響により、中止

平和首長会議では、加盟都市が集う総会を原則として4年に1
回広島・長崎両市で交互に開催し、重要な事項を議決・承認
することとしている。
第10回総会は、令和2年（2020年）8月に広島市で開催し、加
盟都市やその市民、NGO等と連携しながら、核兵器のない世
界の実現に向けて何をすべきか審議するとともに、それを踏
まえて様々な活動を展開していくための指針となる次期ビ
ジョン及び行動計画を策定する。

41,875

「広島・長崎講座」設置協
力プログラム

被爆の実相や被爆者の核兵器廃絶への願いを若い世代に伝え
ていくため、国内外の大学及び大学院の講座で、広島及び長
崎における被爆体験の持つ意味を学術的に考察・検証し、伝
えるものを、「広島・長崎講座」として認定するとともに、
その普及を図る。
また、同講座に新たに認定した大学に対しては、学識経験者
や被爆体験証言者等の派遣及び教材の提供を行う。

193

平和首長会議の体制の強化

海外の各地域グループを管轄するリーダー都市が主催する会
合等に出席するとともに、近隣のリーダー都市を訪問し、意
見交換等を行うことにより、連携を一層強化し、平和首長会
議の体制強化を図る。
また、平和記念式典の機会を捉え、海外加盟都市関係者が広
島を訪問する際に、被爆の実相と平和首長会議の取組につい
て更に理解を深めてもらい、連携強化につなげる。
（内容）
①第88回全米市長会議年次総会への出席
②平和首長会議地域会議への出席等（３か国程度）
③海外加盟都市関係者の受入れ　等

9,600

ＮＰＴ再検討会議等への高
校生派遣事業

核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けた平和活動を担う次
代のリーダーの育成を図るため、2020年NPT再検討会議に高
校生を派遣し、核兵器を巡る国際情勢を学ぶとともに、ヒロ
シマのメッセージを発信してもらう。

6,615

平和首長会議の運営

加盟要請や加盟都市間の情報共有等の平和首長会議の運営を
通じて、核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に向けた国際世
論の醸成を図る。
（内容）
①未加盟都市への加盟要請
②加盟都市の活動情報の収集及びホームページやフェイス
ブックでの公表
③加盟都市への広島市・長崎市の平和宣言等の送付
④月刊メールマガジンの発行
⑤平和首長会議情報システムの運用保守　等

8,574

2020ビジョンキャンペーン
の展開

平和首長会議の加盟都市の市民、NGO等と連携して、2020年
までの核兵器廃絶を目指す行動指針「2020ビジョン（核兵器
廃絶のための緊急行動）」及びその具体的な取組を定めた
「平和首長会議行動計画（2017年－2020年）」に基づき、同
ビジョンキャンペーンの世界的な展開を図る。
（内容）
①2020年NPT再検討会議への出席
②核兵器禁止条約締約国会議への出席
③「核兵器禁止条約」の早期締結を求める署名活動の展開
④平和首長会議加盟都市等への被爆樹木の種・苗木の配付
等

総額60,007

(公財)広島平和文化セン
ター
（平和首長会議・2020ビ
ジョン推進課）

市民局平和推進課
((公財)広島平和文化セ
ンターに委託)
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市　　町 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市
平和首長会議インターン
シップ

平和首長会議の海外加盟都市の若手職員等をインターンとし
て広島に招へいし、平和首長会議事務局の業務に従事しても
らうことにより、国際的な業務の充実及び各加盟都市との連
携強化を図る。

2,102

青少年「平和と交流」支援
事業

平和首長会議の国内外の加盟都市の青少年を招へいし、広島
市等が主催する事業に参加してもらうとともに、平和首長会
議の概要説明、被爆体験証言の聴講や広島平和記念資料館の
見学、各事業の参加者と事務局を交えた意見交換会などのプ
ログラムを実施する。

10,623

国際交流・協力事業への助
成

市民レベルの国際交流・協力の推進を図るため，広島市内で
活動している国際交流・協力活動団体が，自主的に企画・実
施する国外又は市内での国際交流・協力事業に対して助成を
行う。

669

国際交流ネットワークひろ
しまの運営

広島市内の国際交流・協力活動団体等で構成する国際交流
ネットワークひろしまを運営し，加入団体が活動しやすい環
境づくりに努める。また，国際交流・協力課のホームページ
を活用し，国際交流ネットワークひろしま加入団体の活動情
報等を発信する。

1,554

国際フェスタの開催
広島市内の国際交流・協力活動団体の交流を推進するととも
に、市民の関心を高めるため、文化体験コーナーや、セミ
ナー、展示、バザー等を開催する。

3,255

「姉妹・友好都市の日」の
開催及び「ヒロシマ・メッ
センジャー」の運営

広島市が海外の６つの姉妹・友好都市ごとに創設した「姉
妹・友好都市の日」に市民参加型の記念イベントを開催し、
市民交流の一層の拡大と国際意識の高揚を図る。また、「姉
妹・友好都市」記念イベントの企画・立案及び進行や国際理
解学習の講師として学校等に派遣する「ヒロシマ･メッセン
ジャー」を募集する。

2,432

国際交流員による国際交流
事業の実施

地域レベルでの国際交流及び国際理解を促進するため、学校
等広島市関係機関が実施する国際理解・交流事業に派遣する
とともに、国際交流員が、市民からの質問や相談に応じる国
際交流員の個別相談日及び参加者と自由意見交換をする
「Have a Natter!（ハブ ア ナター）」を国際交流ラウンジ
で実施する。

58

情報誌の発行
外国人市民のための生活・文化情報誌「HIRO CLUB NEWS」を
月2回作成・配布し，広島での生活に役立ててもらう。ま
た，これらの情報をインターネットでも提供する。

98

国際交流・協力団体との連
携

広島地域の国際交流・協力事業の連携・調整を図るため，公
益財団法人ひろしま国際センター等関係機関との連絡会議に
参加するとともに二国間団体の運営の助言や地域国際化協会
の研修会等に参加する。

403

通訳ボランティアの研修・
派遣事業

日本語での会話が困難な外国人市民の生活を支援するため，
ボランティアを登録し，通訳者として必要な研修を行うとと
もに，要請に応じて区役所や学校，国際的会合などに派遣す
る。

374

ひろしま奨学金支給事業
広島市内に居住し、市内の大学・大学院に在籍する私費留学
生に対し、経済的な問題に影響されることなく、安心して学
業に専念できるよう奨学金を支給する。

23,507

放射線被爆被曝者医療国際
協力推進協議会（HICARE)

広島が蓄積している原爆被爆者治療の実績、放射線障害に関
する調査研究の成果を世界各地で発生している放射線被爆に
よる被災者の医療に有効に活かすことにより世界貢献と国際
協力の推進に資することを目的として、本市、広島県並びに
関係機関がHICAREを発足し、研修医師等の受入・派遣事業な
ど各種事業を実施する。また、在外被爆者支援事業の一環と
しても、HICAREの研修医師等の受入・派遣を実施する。

21,452
（広島市分

10,726)

健康福祉局原爆被害対策
部調査課

在外被爆者支援事業
(受入医師研修事業)

在外被爆者支援事業の一環として実施される韓国原爆養護
ホーム職員等の受入研修を実施する。

882
健康福祉局
原爆被害対策部調査課・
援護課

おもてなし市民交流プログ
ラム

広島ならではのおもてなしとして、小学校内に平和資料館の
ある本川小学校、袋町小学校において、国際会議の主に外国
人参加者、児童及び地域住民が平和資料館の見学や日本文化
などの体験を通じて交流し、平和の発信、国際理解の促進な
どを図る「おもてなし市民交流プログラム」を実施する。

45

経済観光局観光政策部Ｍ
ＩＣＥ戦略担当，中区市
民部地域起こし推進課，
（公財）広島観光コンベ
ンションビューローが連
携し実施

インバウンド推進事業
広島県と連携して、タイでのプロモーションや営業活動を通
して、新規ツアーの造成依頼等を行うことで、広島への誘客
を図ることとする。

413
経済観光局
観光政策部
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ担当

米国ポートランドにおける
特産品プロモーション事業

米国オレゴン州ポートランドのポートランド日本庭園の協力
を得ながら、現地で広島広域都市特産品のプロモーション活
動を行う。

2,140
経済観光局
商業振興課

市民局平和推進課
((公財)広島平和文化セ
ンターに委託)

公益財団法人広島平和文
化センター（国際交流・
協力課）

市民局国際交流課（公益
財団法人広島平和文化セ
ンターに委託）

公益財団法人広島平和文
化センター（国際交流・
協力課）

公益財団法人広島平和文
化センター（国際交流・
協力課）
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市　　町 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市
地域の観光資源を活用した
プロモーション事業

外国人旅行者の来訪促進のため。中国運輸局、広島県、他県
等との広域連携のもと、台湾・中国・香港・フランス等を対
象として、メディアを通じた広島観光情報の発信や、魅力的
な旅行商品造成等の促進のため、旅行会社の招請ツアーなど
を実施する。

5,025
経済観光局
観光政策部
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ担当

ポートセールス事業
広島港を国際貿易港として躍進させるとともに、利用の促進
を図るため、広島県及び広島港振興協会が主催する大韓民国
へのポートセールスに参加する。

113
都市整備局
みなと振興課

姉妹動物園との交流
ホノルル動物園と種の保存を目的とした技術交流等を行い、
飼育や繁殖技術の向上を図る。

＿

ホノルル動物園からの寄付
による調査研究の充実

ホノルル動物園から寄付を受け、オオサンショウウオの調
査・研究の充実を図る。

＿

種子・種苗の交換
国内外の植物園などと種子の交換を行い，多くの植物を収集
して，貴重な種の保存を行うとともに，育苗して植栽・展示
し，植物に関する知識の普及を図る。

10

グリーン・レガシー・ヒロ
シマへの協力

被爆樹木の種子を国内外の都市へ送付する活動に対し，種子
の保存や送付の協力を行う。

20

キク展
重慶市から送られ、植物公園で保存している菊（約60品種70
鉢）を展示する。

0

再生自転車海外等譲与事業
（自転車等駐車対策費）

　「広島市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき撤
去した自転車で、保管期間が満了し、本市が所有権を取得し
たものについて、大部分の自転車は不用物品として処分して
いる。
　このため、資源の再利用を積極的に図り、また国際協力に
寄与するため、再生自転車を開発途上国に継続的に譲与して
いる。平成31（令和元）年度からは、（公財）自転車駐車場
整備センターと協力して事業を行う。
 令和２年度は合計150台の自転車を譲与する予定である。

1,236
道路交通局
自転車都市づくり推進課

重慶人民医院との医学交流
事業

未定 1,250
地方独立行政法人広島市
立病院機構本部事務局経
営管理課

重慶市との環境保全交流事
業

※新型コロナウイルスの影
響により、中止

重慶市職員２人を研修員として受け入れ、環境保全等に関す
る研修を実施する。

845
環境局
環境政策課

大邱広域市との交流推進事
業（代表団の受入れ）

※新型コロナウイルスの影
響により、中止

本市と大邱広域市は、平成9年の姉妹都市提携以来、幅広い
分野で交流を積み重ねており、平成11年度からは隔年で代表
団と芸術団を相互に派遣してきた（令和元年度は、広島市か
ら代表団、芸術団が大邱広域市を訪問）。
令和２年度は、大邱広域市からの訪問団を受け入れる年であ
るため、フラワーフェスティバルに大邱広域市代表団及び芸
術団を受け入れることにより、大邱広域市との人的交流を促
進するとともに、両市間の相互理解、国際意識の醸成を目指
す。

2,131

市民局国際交流課

議会事務局
総務課

大邱広域市との交流推進事
業（芸術団の受入）

※新型コロナウイルスの影
響により、中止

「フラワーフェスティバル」の時期に大邱広域市から合唱団
を受け入れ、大邱広域市との文化交流を促進するとともに、
両市間の相互理解、国際意識の醸成を図る。

1,614
市民局
文化スポーツ部
文化振興課

大邱広域市との交流推進事
業（広島交響楽団の派遣）

大邱広域市への広島交響楽団（少人数編成）派遣によるオー
ケストラ交流を実施し、大邱広域市との文化交流を促進する
とともに、両市間の相互理解、国際意識の醸成を図る。
※新型コロナウイルスの影響を鑑み、実施の可否を検討中。

1,466
市民局
文化スポーツ部
文化振興課

姉妹・友好都市等青少年国
際交流事業

広島市の青少年が姉妹都市である韓国大邱広域市の青少年と
の交流を行うことにより、本市と大邱広域市の青少年の相互
の友情を深めるとともに、世界平和への意識を高める。（新
型コロナウイルス感染症の影響による両国間の渡航制限の解
除が見込めない状況であるため、広島市を紹介するビデオレ
ターの作成、送付及び両市の青少年によるオンライン会議の
実施という形で交流を行う。）

2,320 教育委員会育成課

(公財)広島市みどり生き
もの協会
(植物公園)

（公財）広島市みどり生
きもの協会（安佐動物公
園）
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市　　町 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市

青少年国際平和未来会議２
０２０ヒロシマ

各都市青少年と共に「平和」や「世界が直面している課題」
について、啓発ビデオの制作やオンライン会議を通して世界
各都市の青少年と交流する。その活動をＳＮＳ等を介して共
有し、より多くの世界の若者たちの賛同を得、お互いを思い
やる気持ちや世界平和を希求する心を育てる。

1,894 教育委員会育成課

帰国・外国人児童生徒
教育支援事業

市立学校に在籍する帰国・外国人児童生徒等に対して，日本
語指導協力者を派遣し，日本語指導を主とした基礎的な学力
補充を行うと共に，教育相談員を設置し，市立学校・園の帰
国・外国人幼児児童生徒に関する教育について教職員や保護
者への相談活動や助言を行う。

25,694
教育委員会
指導第一課

英語指導助手配置

中・高等学校、中等教育学校において，生徒のコミュニケー
ションを図ろうとする態度を育成するとともに，聞くことや
話すことを中心とする高度なコミュニケーション能力を養う
ため，英語指導助手を配置する。

156,687
教育委員会
指導第二課

高校生の国外留学推進事業

①～④：
次代を担う高校生が、海外留学を通じて、コミュニケーショ
ン能力を高めるとともに、幅広い視野を持ち、国際的感覚を
磨き、グローバル社会の中で主体的に生き抜く力を身につけ
ることを目的とし、長期留学生の派遣及び受入を行う。

⑤～⑥：
次代を担う高校生が、海外留学を通じて、コミュニケーショ
ン能力を高めるとともに、幅広い視野を持ち、国際的感覚を
磨き、グローバル社会の中で主体的に生き抜く力を身に付け
ることを目的とする。

6,854
教育委員会
指導第二課

区の魅力と活力向上推進事
業
安佐南区海外援助米生産事
業

市民ボランティア（募集定員150人）とともに水稲を生産
し、マリ共和国（アフリカ）へ海外援助米として送る。
主催：安佐南区海外援助米生産事業運営委員会（構成　上吉
山町内会、農事組合法人よしやま、ライオンズクラブ（広島
城北・広島佐東・広島西北）、広島市農業協同組合、広島市
安佐南区役所）
会場：安佐南区沼田町吉山　上吉山地区圃場（約4,000㎡）
目標生産量：２ｔ
輸送委託先：マザーランド・アカデミー・インターナショナ
ル

738

企画総務局地域活性化調
整部コミュニティ再生
課，安佐南区役所市民部
地域起こし推進課，
同農林建設部農林課

呉 市

全国市町村国際文化研修所
等派遣研修事業

国際化対応能力の向上を図るため，国際交流，国際理解など
に必要な知識や外国語を学ぶ機会提供する。(人員4人)
(消防職員コース～非常時における外国人とのコミュニケー
ション～，インバウンドによる地域経済の活性化，多文化共
生の地域づくりコース，広島県市町職員海外派遣研修)

205 人事課

外国人講師英語指導事業

呉市立小・中学校及び呉高等学校のネイティブスピーカーを
用いた英語教育の充実を図るとともに，国際理解教育を推進
する。
(人員16人(JET15人，姉妹都市1人))

83,398
教育委員会
学校教育課

呉市人権教育相談員
小学校，中学校へ語学指導員を派遣し，ブラジル籍等の児童
生徒に通訳や学校印刷物の翻訳等を行う。

2,631
呉市教育委員会
学校教育課
連絡先：(0823)25-3457

日本語教室≪呉≫
在住外国人のために日本語学習の機会を提供する。
期間：4月～3月の毎週土曜日18時～19時30分
場所：広まちづくりセンター

880

せかいの花
在住外国人のために日本語学習の機会を提供する。
期間：4月～3月の毎週水曜日9時30分～11時
場所：広まちづくりセンター

36

日本語ボランティア養成講
座

日本語教室等で在住外国人に日本語を指導するボランティア
を養成する。

216

ボランティアスタッフ研修
会

日本語を指導するボランティアの研修会。 29

地域協働課
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市　　町 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

呉 市
安浦日本語教室

在住の外国人を対象とした，生活に密着した日本語教室
日本語指導ボランティアグループによる運営。
毎週木曜日　10時～12時
毎週土曜日　18時～19時30分

0 安浦まちづくりセンター

「国際交流センター」管理
運営事業

○国際交流に関する情報を提供。

（メッセージボード・図書等の配架）
　国際交流イベントの紹介，姉妹都市の情報等を紹介

95

外国人相談事業

○在住外国人相談窓口
在住外国人がスムースに安心して生活するための支援として
生活相談に対応。
①国際交流センター：英語，中国語，ベトナム語
②広市民センター：ポルトガル語

13,537

国際交流員による国際交流
事業の実施

市民レベルでの国際理解を促進するため、市民向けセミナー
の開講や学校交流等を実施。

4,807

多文化共生社会の実現に向けて、市民を主体とした国際交流
事業及び外国人住民支援事業等を推進する。

-

○異文化交流事業
　国際交流フェスタ・異文化理講座などの交流事業の実施

294

○教室等開催事業
　英語，韓国語など語学教室の実施

555

○外国人住民支援事業
　① にほんごサロン
　② にほんごサロンフォローアップ講座
　③ ワンペア日本語レッスンのマッチング
　④ 情報紙の発行
　(英語版475部，ポルトガル語版420部，
   中国語版445部，ベトナム語版475部　年6回)

204

○ブレマトン市との交換学生事業→中止
　① 高校生3名の派遣
　② 高校生3名の受入

986

○ブレマトン市姉妹都市提携５０周年記念訪問団派遣事業→
中止

1,265

○昌原市との交流事業→中止
　① 高校生5名の派遣
　② スポーツ交流事業（受入）

281

○基隆市訪問団受入事業→中止 346

○広報・研究活動
　呉市国際交流協会機関紙｢とらいあんぐる｣の発行

217

竹 原 市
外国語指導助手配置事業

児童・生徒の英語力向上と国際理解の深化及び教職員の英語
指導における資質向上を図るため，外国語指導助手の学校訪
問によるティーム・ティーチング方式の英語指導を行う。

16,937
教育委員会
総務学事課

未来の人材育成グローバル
化促進事業

竹原市の生徒の，外国語によるコミュニケーション能
力及び外国語の学習意欲の向上のため次の事業を行う。
インターネット回線を利用し，海外の学校との授業交流を行
う。
学校図書館に洋書を整備し，日常的に英文に触れる環境を整
える。
外国人と英語でコミュニケーションを図る活動を行う。
・代表生徒を海外の学校に派遣し，生徒同士の交流を行う。
・英語ディベート大会を実施する。
・外国人とのコミュニケーションの場を設け交流を図るイン
グリッシュキャンプを実施する。

6,088
教育委員会
総務学事課

三 原 市

少年少女海外研修・交流事
業

選考会で決定した市内の中学2年生18名をシンガポールに派
遣し，国際化時代に対応する資質を育成する。事前研修を10
回開催。
シンガポールからの訪日研修中学生を受け入れ，市内の中学
生及び市民との国際交流・異文化理解の機会を提供する。
(令和２年度は事業中止）

3,966 生涯学習課

国際交流団体補助事業
異文化理解や国際交流，国際貢献などに関する取組を行う国
際交流団体に対して補助する。

260 生涯学習課

地域協働課

地域協働課
(呉市国際交流協会)

呉市国際交流協会事業補助
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市　　町 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

三 原 市
国際交流ボランティア養成
講座

語学学習を通じて異文化を理解し，国際化時代に対応する知
識と能力を習得する。
語学講座:英語･韓国語・仏語・スペイン語 (人数:151名 時
期:通年)

939 生涯学習課

○ＡＬＴ配置
外国語指導助手(ALT)を10名配置して定期的に市内の幼稚
園，小学校及び中学校を訪問し，児童・生徒の外国語を通じ
てのコミュニケーション能力の素地・基礎の育成と国際理解
の深化を図る。(人数:10名 時期:通年)

41,010

○英語検定取得促進
3年生に英語検定検定料の一部を補助し，英検取得を促進し
英語の基礎力を高めるとともに，異文化理解してグルーバル
社会をたくましく生きる力を育成する。

675

国際交流推進事業
国際交流や多文化共生を推進する三原市国際化推進協議会へ
の補助を通じて，官民連携による本市国際化を実現する。

2,000 経営企画課

尾 道 市 尾道市国際交流推進協議会
支援事業

尾道市国際交流推進協議会への支援を行い，市民レベルでの
国際交流を推進する。

1,350 秘書広報課

外国青年招致事業

児童生徒が国際社会の中で生きていく資質や能力を高めるた
めに，外国語指導助手を小・中学校等に計画的に派遣し，英
語能力の基礎や表現力等のコミュニケーション能力の育成を
図る。

46,585
教育委員会
教育指導課

尾道市青少年海外派遣事業
青少年の海外派遣研修を促進し，国際理解を一層深めるた
め，研修に要する経費の一部を助成する。

60
尾道市国際交流推進協議
会

福 山 市

国際化推進事業

国際化推進にかかわる施策を企画し，ふくやま国際交流協会
等関係団体との連携により国際交流・異文化理解を深める事
業を実施する。

○親善友好都市受入事業
○浦項市派遣職員受入事業
○外国視察団等受入事業
○親善友好都市派遣事業
○福山多文化共生大学
○ボランティアのための外国語会話サロン
○インターナショナル・ホリデー・パーティ
○日本語学習支援ボランティア講座
○夏休み・冬休みこども日本語チャレンジ教室
○日本語ワンペアレッスン事業
○各種広報誌の発行
○ホームページ，フェイスブックの運営
○外国人留学生国民健康保険税補助

12,286
市民生活課
ふくやま国際交流協会

国際理解教育推進事業 学校教育課

在住外国人対策事業

市内に居住する外国人市民に対し，ポルトガル語，英語及び
中国語で日常生活上の相談に対応している。また，中国語，
ポルトガル語，やさしい日本語（英語併記）による情報誌を
発行している。

市役所本庁
 【対応言語】英語・中国語
 【相談日】
  英語
   月～金　9：00～13：00，14：00～16：00
  中国語
   月～金　8：30～12：00，13：00～15：30（予約制）

松永支所
　【対応言語】ポルトガル語・英語
　【相談日】
   ポルトガル語
　　 月～金　9：00～12：00，13：00～16：00
   英語
　　 月～金　10：15～13：00，14：00～17：15

行政書士による休日相談
　【対応言語（通訳）】英語・中国語・ベトナム語
　【相談日】
　　英語・中国語
　　  毎月第１日曜日 10:00～12:00
　　ベトナム語
　　　毎月第３日曜日 10:00～12:00

※いずれも，その他言語は自動翻訳機で対応

【情報誌の発行】
　・ポルトガル語「O INFORMATIVO」
　　毎月1回発行　350部(A4判6ページ)
　・中国語「福山彩虹」
　　毎月1回発行　390部(A4判6ページ)
　・やさしい日本語と英語「ふくやまニュース」
　　毎月1回発行　460部(A4判4ページ)

11,174 市民生活課
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市　　町 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

福 山 市
中国帰国者自立指導事業

福山市に居住する中国帰国者等およびその家族に対し，日常
生活における助言，指導，相談等を行う。
(「福山市中国帰国者とふれあう会」に委託　人数：自立指
導員5名　時期：通年)

1,127 福祉総務課

中国帰国者教室開設事業

福山市に居住する中国帰国者およびその家族に対し，日本語
及び生活習慣等について習得する機会を与え，自立意欲を助
長するため，中国帰国者教室を開設する。
(「福山市中国帰国者の会」に委託
人数:日本語講師 2名　時期：通年

370 福祉総務課

防火研修会
外国人の方を対象とした通報，初期消火，避難方法，火災予
防の留意事項等の研修及び救急講習を実施している。

－ 消防局予防課

英語教育推進事業

小・中・高等学校において，英語を第1言語とする外国語指
導助手（ALT）との授業及びワークショップ等を通して，児
童生徒の英語への学習意欲・コミュニケーション能力（素
地・基礎を含む）の向上を目指す。また，多様性に対する理
解を促進し，グローバル社会に必要な資質・能力を養う。
(人数：外国語指導助手　22名　時期：通年)

113,262 学びづくり課

外国籍児童支援事業
・保護者懇談会（保護者の子育て支援）
　通訳者を依頼して取り組む。保護者の状況に応じて開催
(ポルトガル語・中国語・ベトナム語)

40 保育指導課

3,684 秘書課

3,177 市民生活課

国際交流（教育交流）推進
事業

2007年(平成19年)10月12日北京市教育委員会と教育委員会同
士で，教育交流等に関する覚書を締結
2017年（平成29年）12月27日教育委員会と中国教育国際交流
協会及び渋谷育英会との教育交流等に関する協定書に調印
・北京教育交流訪問団の派遣
・報告会の実施
・北京教育交流訪問報告書

2,937 学びづくり課

ばらのまち福山国際音楽祭
事業

海外からオーケストラや演奏家を招聘し，本市の個性豊かな
歴史文化の特色を活かしつつ，市民協働で海外の優れた音楽
文化と共生する事業。
令和2年度事業は新型コロナウイルスの影響により中止。

（開催時期：2020年（令和2年）5月7日～10日）

56,900
（内，国庫補助

金15,963
（内示額））

文化振興課

世界バラ会議福山大会事業

国内2例目となる，第20回世界バラ会議福山大会を2025年
（令和7年）5月に開催する。
世界40カ国が加盟する世界バラ会連合が開催する３年に１度
の世界大会であり，世界各国からばらの愛好家や研究者が集
い交流し，ばらに関する研究成果の発表や，情報交換を行う
国際会議。

17,819
(内訳，市負担

金16,400千円，
繰越金等1,419

千円)

世界バラ会議推進室

府 中 市 外国語指導助手招致事業
外国から外国語指導教員の招致をして，教育内容の充実を図
る。(人数：4名　時期：通年）（コロナウイルスの影響によ
り１名派遣未定）

21,274 教育委員会学校教育課

留学生支援事業
市内の高校に中国からの留学生を受け入れ支援するため補助
金を交付する。(コロナウイルスの影響により実施時期未
定）

30 地域振興課

三 次 市 三次市インド・ハイデラ
バード市国際交流事業

友好都市（ハイデラバード市）と学生の受入事業（三次イン
ド交流協会主催）
（人数：14名，訪問時期：11月）

250

こうぬジミー・カーターシ
ビックセンター国際交流事
業

友好都市（アメリカス市）との市内学生の相互派遣事業（こ
うぬジミー・カーターシビックセンター国際交流協会主催）
（派遣人数：25名　訪問時期：8月21日～28日）

5,140

雅安市雨城区子ども友好訪
問団受入事業

友好都市（雅安市雨城区）の学生受入事業（三次市日中友好
協会主催）
実施時期：未定
訪問団：小・中学生及び引率計12名
内容：ホームステイ,学校間交流等

450

日本・カナダ教育国際交流
事業

カナダ・メイプルリッジ市との市内学生相互派遣事業（日加
教育国際交流協会主催）
派遣時期：10月頃
受入時期：3月頃
内容：表敬訪問，ホームステイ，学校間交流等

322

在住外国人のための日本語
教室事業

市内及び近隣に在住する外国人を対象に，日本語教室を実
施。(時期：通年)

600

親善友好都市等交流推進事
業

親善友好都市との交流事業
・訪問団受入（浦項市・マウイ郡）
・訪問団派遣（浦項市）
・レセプション等
・親善友好都市からの派遣職員受入

地域振興部定住対策・暮
らし支援課
((一財)三次国際交流協
会)

地域振興部定住対策・暮
らし支援課
((一財)三次国際交流協
会)
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市　　町 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

三 次 市 第44回三次きんさい祭国際
村事業

三次市，近隣に在住の外国人や国際交流団体の参加による各
国のＰＲや物販，ステージで音楽舞踏など各種イベントの開
催
（三次きんさい祭実行委員会主催）(7月18日)

－

スピーチ交流会
三次市内の市内中高生を対象とした，英語で発表するスピー
チ交流会を実施。(時期：1月予定)

－

庄 原 市 国際友好都市との相互交流
事業

中国四川省綿陽市との相互交流
・国際友好都市交流事業
・綿陽市青少年相互派遣事業

13,423
1,160

企画課
教育指導課

・青少年海外研修、国内英語研修事業
　市内小中学生，高校生を対象に助成

726

・日本語スピーチコンテスト
　令和２年2月中旬予定

93

・広島大学留学生ホームステイ2回（対象：IDEC及び全留学
生）

266

・日本語教室
　毎週月・火・木・金及び不定期（土・日）※学習者に合わ
せて開催

404

大 竹 市 大竹国際交流協会運営補助
事業

大竹国際交流協会が行う国際交流事業（国際理解講演会・国
際料理教室・国際交流の夕べ・会報紙発行）に対して補助。

250

やさしい日本語普及事業 「やさしい日本語」講座の開催。 0

英語教育指導補助事業
市内中学生の英語力向上と教員の指導力強化，また市内小学
生への国際理解教育の一環として，民間会社へ業務委託し，
英語指導助手を各学校に派遣。

10,125
教育委員会
総務学事課

東 広 島 市 外国人生活オリエンテー
ション事業

入国・転入する外国人市民に対して，本市で生活する上で必
要な情報や行政サービス情報等についてのオリエンテーショ
ンを行うことにより，安心して生活できる環境を整える。

2,870 政策推進監

東広島市国際化推進協議会
事業補助

13,685

政策推進監
東広島市国際化推進協議
会

＊は(公財)東広島市教育
文化振興事業団に委託

コミュニケーションコー
ナーの運営

東広島市市民文化センター(サンスクエア東広島内)1階にあ
るコミュニケーションコーナーにおいて，在住外国人への情
報提供及び生活相談窓口設置（常設），外国人法律相談実施
（月1回），多言語による情報提供の実施

13,106
政策推進監
(公財)東広島市教育文化
振興事業団に委託

ひろしま国際プラザ多文化
共生事業委託

中国地方の国際協力活動の拠点であるひろしま国際プラザを
中心に開催する多文化共生に資する事業を実施する。

2,000
政策推進監
(公財)ひろしま国際セン
ターに委託

市立小中学校通訳・支援員
派遣事業

市立小中学校に通訳・支援員を派遣し、外国人児童生徒が編
入した際の学校生活適応支援や、個人懇談等での通訳を行
う。

372
教育委員会
指導課

JICA中国国際センターの研
修コースの実施

独立行政法人国際協力機構の研修を実施する。
・排水処理技術コース

85 政策推進監

友好都市との教育交流
友好都市(中国四川省徳陽市)から小中学生を受け入れる。
（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

799
教育委員会
教育総務課

友好都市からの定期訪問団
の受入れ

友好都市(中国四川省徳陽市)から定期訪問団を受け入れる。
（新型コロナウイルス感染症の影響により延期）

1,255 政策推進監

親善都市提携40周年記念親
善訪問団の派遣

親善都市提携40周年を記念して、親善都市（ブラジルサンパ
ウロ州マリリア市）へ親善訪問団を派遣する。（新型コロナ
ウイルス感染症の影響により延期）

5,774 政策推進監

外国語指導助手（ALT)派遣
事業

市内小中学校へ外国語指導助手(ALT)を派遣し，小学校にお
ける外国語活動や国際理解教育の推進と中学校における実践
的な英語指導を展開する。また，円滑な運営を図るため，
コーディネータを配置する。

103,263
教育委員会
指導課

廿 日 市 市 廿日市市国際交流協会支援
事業

廿日市市国際交流協会を支援し，市民レベルでの国際交流を
推進する。

6,187 国際交流・多文化共生室

国際理解教育事業
市内幼稚園，小･中学校に英語指導助手(ALT)を配置し，子ど
もたちの国際感覚の高揚及びコミュニケーション能力の育成
に努める。

52,030 学校教育課

日本語教室・日本語指導者
養成事業

日本語教室の開催
日本語指導者養成講座の実施

420
国際交流・多文化共生室
(廿日市市国際交流協会)

しょうばら国際交流協会事
業

市民生活課（しょうばら
国際交流協会）

企画財政課

地域振興部定住対策・暮
らし支援課
((一財)三次国際交流協
会)
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市　　町 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

廿 日 市 市 外国人生活サポート・多文
化共生の地域づくり事業

生活情報及び行政文書の多言語化等
在住外国人とボランティア，地域住民との市民同士の交流の
場や機会を提供する

63
国際交流・多文化共生室
(廿日市市国際交流協会)

定住外国人コミュニケー
ション・生活支援事業

多文化共生相談員(中国語・タガログ語・英語・ベトナム語
で相談対応のできる相談員)を配置し，在住外国人のコミュ
ニケーションの支援をおこなう。

2,286 国際交流・多文化共生室

多言語版サイトの随時更新（翻訳）を行うことで，海外への
情報発信を強化する。

455

外国人旅行客増加の活動組織である訪日旅行促進事業県協議
会へ事業負担金を支出する。

1,800

台湾向けインバウンド情報発信やＰＲコンテンツ（動画・写
真）を作成し、誘客強化を図る。

5,349

フランス・モン・サン＝ミシェル市との観光友好都市提携事
業として、現地に観光団体や市の代表者等を派遣し、観光Ｐ
Ｒを実施する。

9,500

Hiroshima free Wi-Fiを整備し、通信環境の向上、観光周遊
を図る。（ロープウエー下トイレ、宮島桟橋内）

2,145

多言語版（日・英・中・韓）４カ国語の弥山登山マップを作
成しインバウンド登山客を誘客する。

3,000

安芸高田市
平和メッセージ交換

世界の恒久平和を願い，原爆記念日に，姉妹都市セルウィン
町の首長と平和のメッセージの交換を行う。
(時期：8月6日)

0 生涯学習課

国際理解協力推進事業

英語指導助手(ALT)を招致し，中学校における語学指導を行
い，生徒の語学力の向上を図る。
また，幼稚園，小学校に派遣し，幼児・児童が外国人に触れ
合う機会を提供し，国際感覚の向上を図る。
(時期：通年)

21,543 学校教育課

ニュージーランド連絡事務
所開設事業

姉妹都市セルウィン町との交流を推進するため，連絡調整を
目的とした連絡事務所をセルウィン町内に開設。
(時期：通年)

480 生涯学習課

青少年海外派遣事業

姉妹校との友好親善，青少年の国際理解教育推進のため，市
内の中学生を派遣し，ホームステイ等により交流を深める。
○青少年ニュージーランド派遣事業
※派遣時期：8月→新型コロナウイルス感染症の影響により
中止

3,590 生涯学習課

ニュージーランド訪問団受
入事業

姉妹都市や姉妹校との友好親善・国際理解教育推進のため、
訪問団を受け入れ、ホームステイ等により交流を深める。
〇姉妹校ニュージーランド・ダーフィールドハイスクール訪
問団受入事業
〇姉妹都市ニュージーランド・セルウィン町訪問団受入事業
※受入時期：9月→新型コロナウイルス感染症の影響により
中止

669 生涯学習課

江 田 島 市
○多文化共生相談員の設置
○国際交流協会補助金

9,819 人権推進課

○交流事業（食文化，スポーツ，多文化共生社会構築への理
解に関する啓発等）
○コミュニケーション事業（日本語教室運営，ボランティア
育成）
○情報発信事業（会報誌の作成）
○地域づくり（日本人市民と外国人市民の交流に関して，調
整等を行う）

6,000
江田島市国際交流協会
（人権推進課）

国際教育事業
○外国語指導業務委託料
○英語検定費用助成

14,639 学校教育課

府 中 町
府中町国際交流協会補助事
業

府中町国際交流協会に対して補助金を交付する。 1,200 自治振興課

○外国人英語指導助手派遣委託
町内小中学校へ英語指導助手（ALT）を派遣し，児童生徒の
英語力の向上を図る。

9,809

○町費非常勤講師
町内小学校へ英語の専門知識を持った指導員を派遣し，５・
６年生の外国語活動の授業において，担任とティームティー
チングで授業を行う。

1,693

○英語検定受験手数料負担
中学校1年生（5級以上）2年生(4級以上)及び3年生(3級以上)
に対して、年1回の受験料を府中町が負担することによっ
て、英語力向上の目標設定につなげ、学習意欲の向上を図
る。

2,065

グローバル教育事業 教育委員会
学校教育課

外国人観光客誘致事業 観光課

外国人市民交流事業
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市　　町 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

海 田 町
国際交流事業補助

海田町国際交流協会の事業に対し補助を行う。
(主な事業：グローバルイングリッシュサマーキャンプ，日
本語教室・英語サロンの開催，国際理解フォーラムの開催，
国際交流パーティーの開催，会報の発行など)

2,000 魅力づくり推進課

○小学校外国語活動指導補助
町内小学校へ英語の専門知識を持った指導員を配置し，5･6
年生の外国語活動の授業において，担任とティーム・ティー
チングで授業を行う。

7,806
教育委員会
学校教育課

○英語指導補助
町内小中学校へ外国語指導助手（ALT）を派遣し，児童生徒
の英語力の向上を図る。

3,245
教育委員会
学校教育課

外国籍児童対応事業
外国籍児童生徒や保護者に対し，通訳や翻訳を実施し，学校
生活の早期対応を図る。

350
教育委員会
学校教育課

外国人向け生活情報提供事
業

外国人ニーズを踏まえ行政情報，生活情報など様々な情報を
発信するため，やさしい日本語広報を月1回発行したり，多
言語翻訳アプリ（Catalog Pocket）を活用して，多言語での
情報発信を行う。

550 企画課

熊 野 町 英語指導助手派遣業務委託
町内小中学校へ英語指導助手を派遣し，英語教育の充実と異
文化理解の促進を図る。

15,933
教育委員会
教育総務課

グローバルキャンプ

実践的な外国語でのコミュニケーションや異文化体験を通し
て外国語学習への興味・関心を高めるとともに，国際感覚を
磨き，グローバルな視点で考え，異文化や相手を理解しよう
とする意欲を育成する。

117
教育委員会
教育総務課

筆文化・書道交流体験事業
日本への外国人留学生を対象に、熊野町内の名所散策や筆づくり現
場の見学、書道交流体験などを通じて、熊野町及び日本文化への理
解と親交を図る。

406 産業観光課

坂 町
南加坂郷友会広報郵送事業

アメリカ・カルフォル二ア州の坂町出身者で結成されている
南加坂郷友会との交流事業の一つとして，町広報を毎月20部
郵送し，郷里の情報提供を行っている。(アメリカ・カリ
フォルニア州　時期：通年)

36 企画財政課

国際交流推進事業

アメリカ・カルフォル二ア州の坂町出身者で結成されている
南加坂郷友会との交流事業の一つとして、南加坂郷友会の若
い世代に来町していただき、ホームステイ等を実施し次世代
の交流を推進する。

808 生涯学習課

外国語活動事業
外国語指導助手を派遣し，小学校1年生から4年生まで英語に
慣れ親しむ学習を行う。また，非常勤講師を派遣し，小学校
5･6年生は外国語活動を行い，国際理解を深める。

5,935 学校教育課

安芸太田町

外国青年招致事業

外国語指導助手(ALT)を招致し，中学校における語学指導，小
学校訪問を通じて，児童生徒の国際理解の向上を図る。
(人数：2，コーディネータ:1　時期：通年)
町広報誌への「国際交流だより」掲載

8,975
教育委員会
学校教育課

大崎上島町 外国青年招致事業
英語指導助手の招致。中学校では，英語教師とともに語学指
導を行う。小学校では，英語に親しみながら国際理解を深め
る。(人数：1名　時期：通年)

19,235 教育委員会

世 羅 町
外国青年招致事業

外国語指導助手(ALT)を招致して，中学校における語学指
導，小学校訪問を通じて，児童生徒の国際理解の向上を図
る。
(人数：2名　時期：通年)

8,821

世羅町中学生海外研修事業

町内の中学生が、姉妹校との交流やホームステイ等を通じ、
国際感覚を身に付け、これからの国際社会をたくましく生き
抜く人材を育成する。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、今年度は
中止。

4,572

国際理解講座
～英会話と異文化交流～

外国語指導助手の協力を得て，町民に日常英会話の学習機会
を提供し，英会話の語学力を身に付けるとともに，国際交流
を深める。
(定員：40名  月2回の火曜日)

31 社会教育課

神石高原町
外国語指導助手派遣事業

英語指導助手を招致し，保小中学校における英語教育の充実
を図るとともに，国際的な知識や理解を深める。
 (人数：3名　時期：通年)

14,177 教育委員会

神石高原町中学生海外交流
事業

町内の中学生を対象に姉妹校締結したオーストラリアバンダ
バーグクリスチャンカレッジへ派遣し, 国際性豊かなひとづ
くりの育成を推進する。
（人数：4名　時期：令和2年7月30日～8月8日）

2,500 教育委員会

（広島県地域政策局国際課調べ）

学校教育課

グローバル人材育成事業

19 


