
資料２

主な取組 課等名 事業名 事業内容 予算額 実施予定

1(1)
2(4)

企画政策課 異文化理解講座

市民への異文化理解を推進す
るため、外国人市民などを講
師に、母国紹介を通して異文
化交流をする。

60,000円

千葉県国際交流センターから派遣
された講師から、出身国の文化・
習慣などについて学ぶ。今年度
は、海外での仕事・ボランティア
や、外国ルーツの子ども支援を
テーマとする講座も企画。
開催数：年６回、６月から１２月
の間で実施。

1(1) 企画政策課
幼稚園・小中学校
異文化理解推進事
業

市立幼稚園及び小中学校に外
国人講師を派遣し、母国紹介
を通して異文化交流をする。

80,000円
希望する園や学校に対し、外国人
市民や留学生等を講師として派遣
する。

1(1) 企画政策課
多文化共生意識啓
発講座

市職員を対象に多文化共生意
識啓発のため研修会を実施す
る。

50,000円

印西市内に居住する外国人の増加
と定住化に伴い、多文化共生の社
会づくりが急務になっており、異
文化を職員にも理解してもらうた
め研修会を実施する。

1(1)・(2)
2(1)・(2)

企画政策課
印西市国際交流協
会事業支援

市の国際化推進に係る施策の
一翼を担う市国際交流協会の
事業を支援するため、補助金
を交付する。

800,000円
市国際交流協会の事業支援とし
て、予算の範囲内で補助金を交付
する。

1(1) 保育園 ハローフレンズ

市立保育園児が外国人講師と
その講師の母国語を使って触
れ合うことにより、他の国の
言語や文化に親しむ。

87,500円

【木刈保育園】５回８０人
（１回につき１６人）
【内野保育園】５回８０人
（１回につき１６人）
【高花保育園】５回１１５人
（１回につき２３人）
【西の原保育園】５回８０人
（１回につき１６人）
【もとの保育園】５回１１５人
（１回につき２３人）

1(1) 指導課

イングリッシュア
カデミー　ジャン
プ(中学生海外派遣
研修)

市内在住の中学生を海外に派
遣する。

9,605,745円

市内在住の中学生20名をオース
トラリア（メルボルン近郊）に派
遣し、ホームステイや現地校で交
流する。また、文化遺産をめぐり
異文化理解を図るとともに、現地
校での英語研修を行い実践的な英
語コミュニケーション能力の向上
を図る。引率は４名を予定。

1(1) 指導課
国際理解教育推進
事業

外国語活動等英語教育におい
て実践的コミュニケーション
能力を育成するため、英語を
話す外国語指導助手を市立小
中学校に配置する。また，年
間１０日程度、市立幼稚園に
も派遣する。

59,774,000円

外国語指導助手１３名を配置し、
小学校・中学校における英語教育
の充実及び実践的コミュニケー
ション能力の育成を図る。また幼
稚園に年１０日程度配置し、異文
化を体験するとともに、英語への
興味・関心を高める。

令和４年度国際化推進関連事業　実施予定事業一覧

【参考】国際化推進方針における主な取組
１　方針１「多文化共生のまちを育む環境づくり」
（１）多文化共生意識の醸成　（２）外国人市民の活躍する場づくり
２　方針２「外国人市民も安心して暮らせるまちづくり」
（１）コミュニケーション支援　（２）生活支援　（３）防災・安全対策支援　（４）子どもの教育支援



1(1) 指導課 小学校英語教育

外国語科・外国語活動におけ
る学習の充実のため、全小学
校に日本人の英語教育コー
ディネーターを配置する。

10,845,000円

全小学校（１８校）に９名の英語
教育コーディネーターを配置し、
外国語科・外国語活動における学
習の充実を図る。

1(1) 指導課
イングリッシュア
カデミー　ホッ
プ・ステップ

夏季休業中に小学３・４年生
及び５・６年生を対象に英語
でコミュニケーションを図る
楽しさを体験し、英語運用能
力の育成を図る。

40,939円

７月の夏季休業中に、小学3・4
年生対象の「イングリッシュアカ
デミー　ホップ」を半日（計２
回）と、5・6年生対象の「イン
グリッシュアカデミー　ステッ
プ」を半日（計２回）を松山下公
園体育館にて実施する。派遣会社
ハートコーポレイションからALT
を派遣する。印西市国際交流協会
へボランティアの依頼をする予
定。

1(1) 市国際交流協会
語学（英語・中国
語・韓国語）講座

階級別けしたクラスで、各語
学の習得の場として実施。

―

市内３カ所で６クラスを運営する
予定。
英語
・月曜入門クラス（協会事務所）
・水曜中級クラス（中央駅前地域
交流館）
・金曜初級クラス（中央駅前地域
交流館）
中国語
・月曜入門クラス（協会事務所）
韓国語
・月曜入門クラス（協会事務所）
・木曜初中級クラス（中央公民
館）

1(1)・(2) 市国際交流協会
外国人市民との交
流事業

外国人市民を対象にイベント
を実施し、外国人同士の交流
や日本人との交流を促進す
る。
※一部、企画政策課との共催
事業

―

フレンドシップカフェ、外国料理
教室、ワールドフェスト、社会見
学バスツアー、国際サロン、外国
人サロン等のイベント等、木下骨
董市への出店を実施予定。

1(2)
2(3)

防災課
防災訓練等防災意
識啓発事業

・引き続き、地域住民の災害
に対する防災意識の高揚と防
災力の育成、関係機関との連
携強化等、有事に備えた各種
訓練を実施する。
また、自治会・自主防災組織
に呼びかけ、外国人市民の積
極的な訓練参加を推進する。
・スマホアプリと連携し、多
言語による災害情報等の配信
を実施する。

2,309,400円

新型コロナウイルスの影響によ
り、例年のような各種訓練は中止
し、避難所設置、資機材使用訓
練、備蓄品展示等規模を縮小して
行う。多言語で読み上げ対応でき
る機能を搭載した総合防災ガイド
ブックを活用し、防災意識啓発に
努める。
スマホアプリを活用し、多言語に
よる災害情報等の配信を実施す
る。

1(2) 企画政策課
印西市国際化推進
懇談会

市の国際化推進について、国
際交流関係者、学識経験者、
公募市民、外国人市民を委員
とした会議を設置し意見交換
する。

210,000円
国際化推進について様々な立場の
市民と幅広く意見交換を行う。
会議開催予定数：2回

2(1) 秘書広報課
印西市公式ホーム
ページ運用管理委
託

速報性に優れたインターネッ
トの特性を活かし、市政に関
するさまざまな情報を迅速か
つ確実にホームページを活用
して提供する。
※契約期間：令和４年4月1日
～令和５年3月31日

2,895,000円

ホームページの翻訳機能を活用し
た市政情報の提供に努める。ま
た、多言語（英語、中国語（中文
簡体・中文繁体）、韓国語の翻訳
精度の向上を図るため、職員研修
を通じ、ホームページ作成の際に
やさしい日本語に配慮したり、逆
翻訳を行うよう周知する。



2(1) 企画政策課
広報いんざい１日
号（抜粋）英語版
作成

外国人市民への情報提供を充
実させるため、広報紙の抜粋
を英訳し、市役所や公民館等
への設置や、市ホームページ
に掲載する。

324,000円

外国人市民への行政情報提供の充
実として、毎月１回、INZAI
NEWS LETTER（広報いんざい
１日号（抜粋）英語版）を発行す
る予定。
設置場所：市役所ロビー、市民
課、支所、出張所、公民館、図書
館、コミュニティセンター、市
ホームページ

2(1) 企画政策課
広報いんざい１５
日号「外国人のみ
なさんへ」掲載

外国人市民への情報提供とし
て、広報いんざい１５日号に
「外国人のみなさんへ」を掲
載する。

　―

広報いんざい１５日号「外国人の
みなさんへ」のコーナーで、日本
語（ルビ付き）、翻訳文を掲載
し、外国人市民へ情報提供する。

2(1) 企画政策課
行政資料多言語化
推進事業

庁内の行政資料の多言語化の
ため、翻訳を希望する文書を
募り、仲介を行う。

25,000円
市国際交流協会等に、文書の翻訳
（英・中・韓・露）を依頼する。

2(1)(2) 市国際交流協会 日本語教室

外国人市民を対象に日本語習
得を支援するとともに、他の
外国人や日本人との交流機会
を提供する。

―

市内６箇所で６クラスを運営する
予定。
・火曜日クラス（ふれあいセン
ターいんば）
・水曜日クラス（中央駅前地域交
流館）
・木曜日クラス（中央公民館）
・土曜日昼クラス（そうふけ公民
館）
・土曜日夜クラス（そうふけ公民
館）
・日曜日クラス（小林公民館,１０
月からは同公民館改修工事のため
中央公民館）

2(2) 市国際交流協会
外国人のための無
料相談

外国人市民を対象に、行政書
士による法律や生活に関する
相談窓口を設置する。
※企画政策課と共催

―
年12回開催予定（毎月第２金曜
日の午前10時～午後4時）。

2(２) 納税課
英語版保証人届の
作成

仮ナンバーの保証人届英語版
を配布する。

―
仮ナンバーの保証人届英語版を周
知・配布する。

2(2) クリーン推進課
ごみの減量化・再
資源化事業

家庭ごみのごみ出しルールを
まとめた「資源物とごみの分
け方・出し方」のやさしい日
本語版（平成３０年度作
成）、外国語版（英語・中国
語・韓国語：平成27年度作
成）を引き続き配布する。

620,100円

「資源物とごみの分け方・出し
方」のやさしい日本語版（平成３
０年度作成）を引き続き配布す
る。外国語版（英語・中国語・韓
国語：平成27年度作成）は、令
和３年度に日本語版を修正したた
め、外国語版についても修正を行
う。なお、翻訳については印西市
国際交流協会を活用する。ごみ分
別アプリ「さんあーる」の外国語
対応を実施する。

2(2) 経済振興課 観光振興事業
「まっぷる印西市」英語版の
配布

―

令和２年度に「まっぷる印西市」
英訳版２，０００部を増刷し、市
役所、支所、観光イベントなどで
配布する。



2(2) 健康増進課
外国語版母子健康
手帳の発行

言語の差異なく母子保健に関
する知識普及を図り、必要な
保健サービスが受けられるよ
うにするため、日本語が分か
らない家庭の妊娠届出の際
に、母子健康手帳を外国語版
（10言語対応：英語・中国
語・韓国語・タガログ語・タ
イ語・ポルトガル語・インド
ネシア語・スペイン語・ベト
ナム語、ネパール語）で発行
する。

22,000円
妊娠届出の際、届出者の申し出に
より外国語版の母子健康手帳を発
行する。

2(2) 生涯学習課

（新規）
多言語による平岡
鳥見神社説明板の
作成

行政資料多言語化推進事業を
活用し、平岡鳥見神社説明板
にＱＲコードを活用した多言
語版を作成する。

524,700円
行政資料多言語化推進事業を活用
し、英語・中国語（簡体字・繁体
字）・韓国語版を作成する。

2(3) 企画政策課
（新規）
災害時外国人サ
ポーター養成講座

災害時における外国人支援に
ついての講義や、災害多言語
支援センターの開設・運営な
どの訓練を通じて、災害時に
外国人住民を支援するボラン
ティアを養成するとともに、
関係者とのネットワークづく
りを進め、災害時への備えの
充実を図る。

―

千葉県、白井市と共催。中央駅前
地域交流館を会場とし、国際交流
協会等の協力を得て実施する予
定。日程未定、定員は40名程
度。

2(4) 学務課
日本語指導員の配
置

日本語の分からない児童生徒
に基礎的な日本語指導や学校
生活を含めた日常生活のルー
ルを教える。

1,512,000円
小学校4校、中学校1校に5名配
置。


