
12.市町村の国際交流関係事業(2020年度予算措置事業計画)

市町村 事　業　名 事　　業　　内　　容 担　当　課

（一財）自治体国際化
協会への職員派遣

（一財）自治体国際化協会に職員を派遣し、CLAIRの持つ既存インフラ（海外事務所、海外
自治体とのネットワーク）を活用した効率的な職員の育成を行う。
（３年間）
・Ｒ２年度は東京本部勤務
・Ｒ３～４年度はシンガポール勤務

（一財）自治体国際化
協会分担金

地方公共団体の国際化推進を目的として設立された（一財）自治体国際化協会に対して、
分担金を負担するもの。

国際交流員（ＣＩＲ）
の配置

本市の国際化を推進するために、本市における国際交流関係事務の補助等を行う外国青年
を招致する。

留学生等受入定着促進
事業

留学生等を地域で支える体制を構築し、留学誘致、生活支援、就職支援の各施策を一体的
に実施し、定着促進を図る。

多文化共生ワンストッ
プインフォメーション
センター運営事業

外国人市民が安心して生活できるための情報提供や相談に多言語で一元的に対応する「北
九州市多文化共生ワンストップインフォメーションセンター」の運営を行う。

災害時外国人支援事業
外国人が安全安心に本市に滞在することができるように、災害時に日本語に不安がある外
国人を支援するための「北九州市災害多言語支援センター」の設置や通訳サポーターの養
成などを行う。

外国人との共生社会の
実現に向けた環境整備
事業

外国人市民が増加する中、地域における外国人と日本人が共生するための環境づくりを進
める。

多文化共生推進事業
「多文化共生推進都市を目指したまちづくり」のため、外国人市民懇話会や意識啓発事業
を実施する。

（公財）アジア成長研
究所事業

本市の知的基盤の強化のため、（公財）アジア成長研究所に補助金を交付する。

（公財）北九州国際交
流協会補助金

多文化共生社会の推進のため、（公財）北九州国際交流協会に補助金を交付する。

東アジア（環黄海）経
済交流推進機構推進事
業

１　東アジア都市会議事務局事業
2004年11月に設立した「東アジア経済交流推進機構（以下「機構」）」の共同事務局（北
九州市と下関が共同で事務局を務めている）として、会員都市との連絡調整、各会議の窓
口調整や開催支援を行うとともに、機構活動の管理運営にあたる。
２　会議等活動事業費
機構を構成する４つの部会（「国際ビジネス」「環境」「観光」「ロジスティクス」）の
活動を支援するほか機構運営等に関する検討などを行う。

東アジア都市会議事業
※「東アジア経済交流推進機構推進事業」に「東アジア都市会議事業」を統合し「東アジ
ア（環黄海）経済交流推進機構推進事業」とした。

中国ビジネスサポート
拠点整備事業

駐大連北九州市経済事務所を設置・運営し、地元企業のビジネスサポートや進出支援を行
うとともに、本市と中国の都市とのネットワークを形成・強化する。

国際交流事業
姉妹・友好都市を中心とした海外諸都市との様々な分野での交流推進を図るため、訪問団
の受入れや本市からの訪問団派遣等の交流事業を行う。

アジアゲートウェイ推
進事業

アセアン諸国などアジアの新興国との経済交流やシティプロモーションを進める。

企画調整局
国際政策課

企画調整局
アジア交流課
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市町村 事　業　名 事　　業　　内　　容 担　当　課

ASEAN新都市間連携促
進事業

発展著しいアセアン地域において、都市間連携、経済交流の推進・強化のため、カンボジ
ア・プノンペン都との都市間連携強化を行うとともに、その他の都市との新規交流可能性
を検討する。

企画調整局
アジア交流課

大連外国語大学との交
換教員制度

大学間協定に基づき、相互に１年間の教員派遣を行うもの

インテンシヴプログラ
ム留学生受入

大学間協定に基づき、協定校学生を受け入れ、本学主催のインテンシヴプログラム(２週
間)を実地するもの

周年記念事業 大学間協定に基づき、海外協定校との周年事業をとり行うもの

留学生支援 北九州市立大学ひびきのキャンパスの生活支援

大連理工大学との交流
プログラム

本学の学生が大連理工大学を訪問。
調査研究成果発表及び交流プログラムを実施。
環境問題に対する視野を広げるとともに、異文化・異分野交流の促進をはかる

JICA「行政官のための
ジェンダー主流化政策
2020」A

開発途上国の中央政府及び地方政府の行政官が、政策の計画、実施、評価の各段階でジェ
ンダー主流化と女性のエンパワーメントを促進できるようトレーニングする国際研修を
JICA九州からの委託により実施する。

JICA「行政官のための
ジェンダー主流化政策
2020」B

開発途上国の中央政府及び地方政府の行政官が、政策の計画、実施、評価の各段階でジェ
ンダー主流化と女性のエンパワーメントを促進できるようトレーニングする国際研修を
JICA九州からの委託により実施する。

第３０期海外通信員事
業

(1)内容
　アジア太平洋諸国をはじめとする海外在住者を対象に海外通信員を任命。
　定期的に海外のジェンダーに関するレポートを提出していただき、広報誌やホームペー
ジを通じて国内外に情報発信するもの。
（２）人数
　4名（予定）

情報誌『Asian
Breeze』の発行

(1)内容
　アジア・太平洋諸国の女性の地位向上に係る情報やフォーラムの活動を広く国内外に情
報提供するもの。（日本語・英語）
発行部数：　日本語　1500部　英語　500部

国際理解促進事業
アジアの女性の地位向上と、アジア地域の相互理解を深めるための市民向けセミナーの開
催
・国際理解セミナー  他

第3１回アジア女性会
議―北九州

アジア諸国・地域の女性たちが抱える問題を共に考え、これら諸国・地域との相互理解及
び国際交流を通じて、アジアの女性の地位向上を図るため、国際会議を行う。

KFAW研究報告会
KFAW客員研究員が行った、アジア太平洋地域を中心とする世界各国のジェンダーや男女共
同参画に関する研究を報告するもの。

KFAWアジアジェンダー
研究者ネットワークセ
ミナー

北九州市および近隣のジェンダー研究者や実務家等を招へいし、市民向けセミナーを開催
する。ジェンダー研究者とのネットワークの拡大を図り、調査・研究基盤の強化を図ると
ともに、市民に対してアジアや日本のジェンダーに関する最新の状況を提供する。

海外作品等誘致・支援
事業

本市の魅力を海外に発信し、インバウンドの増加につながえるため、海外の映画、テレビ
ドラマの撮影誘致に積極的に取り組むとともに、撮影支援、完成後のＰＲまで、切れ目の
ない支援に取り組む。

市民文化スポーツ
局文化企画課

北九州市立大学
国際化推進課

北九州市立大学
学務第二課

総務局
男女共同参画推進

課
（(公財)アジア女

性交流・研究
フォーラム）
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市町村 事　業　名 事　　業　　内　　容 担　当　課

関門連携による国内外
映画・テレビドラマ誘
致・支援事業

関門海峡を中心としたロケ地としての北九州市・下関市の魅力を活用して国内外の映画・
テレビドラマの誘致を行うとともに、インバウンドの増加につなげるための調査を実施す
る。

市民文化スポーツ
局文化企画課

東アジア文化都市2020
北九州の開催

本市、中国・揚州市、韓国・順天市の3都市で東アジア文化都市を1年を通じて開催し、多
彩な文化事業や交流事業を行う。

市民文化スポーツ
局　東アジア文化

都市推進室

北九州マラソン2021
１万人規模で実施する北九州マラソンにおいて、諸外国から選手を招聘するなど連携・交
流を促進する。

市民文化スポーツ
局スポーツ振興課

大規模国際スポーツ大
会等誘致事業

スポーツによるまちの活性化を目的に、国際スポーツ大会等の誘致・開催や東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技大会の事前キャンプ等を誘致する。

東京オリンピック・パ
ラリンピック事前キャ
ンプ等実施事業

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の事前キャンプ受入れを行う。

新・ウェールズレガ
シープログラム推進事
業

ラグビーワールドカップ2019を通じて深まった本市とウェールズとの友好のさらなる進展
を図るため、ラグビー教室や市民交流イベントを実施する。

北九州国際漫画大賞
漫画の持つ魅力・ポテンシャルを国内外に向けて広く発信し、漫画文化の普及を図るた
め、北九州国際漫画大賞（漫画のコンテスト）を実施

日中韓新人MANGA選手
権の開催

漫画文化の普及・振興を図るため、漫画家を志す新人クリエーターの発掘、国際的な活躍
への支援を行う日中韓新人MANGA選手権（3か国持ち回り）を開催

外国語版母子健康手帳
の配布

在住外国人向けに、母子健康手帳配布時に、北九州市母子健康手帳と英語・中国語・ハン
グルなどの外国語版母子健康手帳を必要にあわせて配布。

子ども家庭局
子育て支援課

ＯＥＣＤ（経済協力開
発機構）「ＳＤＧｓモ
デル都市」プロジェク
ト推進事業

本市のＳＤＧｓ達成に向けた取組みの先進性を広く国内外へアピールする（OECDレポート
の和訳、OECDレポートを市民にわかりやすくした簡易版の制作、国内外各種会議での発信
など）

環境局
総務課

環境ビジネスに係る国
内外企業との連携等

環境ビジネスの活性化を図るため、国内外の企業との連携等により、更なる技術やノウハ
ウの導入を推進する。

環境局
環境産業推進課

環境ビジネス推進のた
めの現地協議等

アジア低炭素化センターの事業を推進し、環境に関する多様な技術等を海外に輸出するこ
とで、地域経済の活性化を推進する。
※事業化推進活動事業、案件発掘・ビジネスミッション、センターPR事業などを実施。

北九州市中小企業アジ
ア環境ビジネス展開支
援事業助成金制度実施

市内中小企業が所有する既存の技術・製品に関して、海外でのニーズに合わせた現地での
事業可能性調査（FS）や実証試験を行うための費用の一部を助成し、市内企業の海外への
技術輸出の推進を図る。

北九州市中小企業アジ
ア環境ビジネス展開支
援事業助成金制度実施
（特別枠）

世界的に話題性の高い「SDGｓの推進」及び「海洋プラスチック対策」に資する事業につい
て、既存の助成金に特別枠を設置することにより、さらなる本市の環境ブランド力向上に
つながる新規案件を創出する。

市民文化スポーツ
局国際スポーツ大

会推進室

環境局
環境国際戦略課

（アジア低炭素化
センター）
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市町村 事　業　名 事　　業　　内　　容 担　当　課

都市環境インフラビジ
ネス推進事業

国連環境計画（UNEP）と連携し、東南アジアを中心に廃プラスチック対策プロジェクトの
新規発掘を行い、環境モデル都市としてのブランド力を向上させる。

K-MRV
コミッティー運営

アジア地域へ低炭素化技術を輸出することで削減された温室効果ガスの量の定量化（見え
る化）する手法を構築し、環境モデル都市に掲げた温室効果ガス削減目標の達成を図る。

韓国スタディツアー 海外RCE間の文化交流のため、協議会会員が参加。活動紹介等を実施。
環境局

環境学習課

北九州市外国人材就業
サポートセンター運営
事業

市内企業の人材不足が深刻化する中、専門相談窓口の設置やセミナーの開催、市内留学生
とのマッチング支援など、あらゆる在留資格に応じた外国人材の就業を一元的にサポート
することで、市内企業の外国人材の活用を促進する。

産業経済局
雇用政策課

海外展開支援事業
地域企業のニーズを踏まえた国際ビジネスの機会提供を行い、製造・IoT関連・食品事業、
その他事業の販路開拓等の支援を行い、企業の国際競争力の向上を図る。

ASEAN諸国経済交流事
業

工場設備の製造、部品製造、製品販売、整備保全及びその応用製品の販売などの分野にお
いて、新興国における市場開拓を実施する。

対日投資促進事業
海外企業の本市進出や、地元企業との事業連携等を促進するため、ジェトロ北九州や県な
どの関係機関と連携して、本市のビジネス環境などのＰＲを積極的に行うとともに、ＰＲ
に必要なツールの作成・整備を行う。

北九州市中小企業海外
展開支援助成金

北九州市内の中小企業者が海外展開に取り組みやすい環境を整えるため、海外での見本市
出展などに必要な経費の一部を助成する。

地元企業のインターン
シップ実施支援（タ
イ）

地元企業による、タイ・パンヤピワット経営大学学生のインターンシップ実施を支援。

留学生宿舎
維持補修業務

学研都市の留学生宿舎の維持補修に係る経費（共用部の維持に係る経費、退去後の修繕の
伴う点検補修等）

留学生宿舎
管理運営業務

学研都市の留学生宿舎の管理運営費（入退居、契約補助、運営調整等）

国際ほたるシンポジウ
ム

北九州市のホタル愛護団体、韓国ホタル研究会、香港の愛好家がホタルと人間が共生する
自然環境の保全を目指して交流しており、各地域での活動事例や研究成果等について報告
するシンポジウムを開催予定。

「ホタルで結ぶ韓日交
流」シンポジウム

韓国のホタル保護活動家が集い、「ホタルで結ぶ韓日交流シンポジウム」を開催してい
る。本市からは北九州ほたるの会及び香月・黒川ほたるを守る会が招待され、「北九州市
のホタル情報」について発表する予定。

レムチャバン港の研修
生受入

北九州港の姉妹港であるレムチャバン港からの研修生受入

大連港の研修生受入 北九州港の友好港である大連港からの研修生受入

海外クルーズ船社等へ
の訪問

海外のクルーズ船社や旅行社等を個別に訪問して、北九州港に関する情報を提供など積極
的なセールス活動を行うことで、本港へのクルーズ船寄港につなげる。

港湾空港局
クルーズ・交流課

環境局
環境国際戦略課

（アジア低炭素化
センター）
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産業イノベーショ
ン推進室

建設局
水環境課

産業経済局
スタートアップ推

進課
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市町村 事　業　名 事　　業　　内　　容 担　当　課

海外でのセミナー開催
及びクルーズコンベン
ションへの出展

クルーズ船社や旅行社等が拠点を置く地域（中国、欧米等）で、北九州港に関する情報提
供（セミナー等）を行うことで、本港へのクルーズ船寄港につなげる。【地方創生交付金
対象事業（関門連携事業）】

海外でのセミナー開催
及びクルーズコンベン
ションへの出展

欧米クルーズ船の日本寄港誘致を推進するため、日本海・瀬戸内の6港（青森港、金沢港、
境港、広島港、神戸港、北九州港）が連携し、クルーズ船社が多く拠点を置くアメリカに
おいて、セミナーを開催することで6港への寄港機会の創出を図る。

クルーズ船寄港対応
クルーズ船寄港時に受け入れに必要な安全対策を講じるとともに、おもてなしイベント等
を実施する。

海外洋上ウインド
ファームとの事業連携
及び風車メーカーとの
協議

現在、洋上ウインドファームを建設している台湾への調査、協議及びサプライチェーン構
築のため、欧州の風車メーカー、部品メーカーとの協議

港湾空港局
エネルギー産業拠

点化推進課

北九州空港アクセス推
進事業

空港アクセス利便性の維持・向上を目指し、北九州空港への公共アクセス手段であるエア
ポートバスの安定した運行を確保するため、運行経費の一部助成を行う。

北九州空港整備事業地
元負担金

北九州空港の整備事情について。空港法に基づき地元負担を行う。

JICA中小企業海外展開
支援事業
普及・実証事業

環境配慮型石けん系泡消火剤に関する普及・実証事業として、消火性能、環境性能、社
会・経済性に関する評価等を行い、インドネシア共和国における森林・泥炭地火災の消火
と森林減少防止へ貢献する。
消防局は、現地での消火実験に関する安全管理や消火技術指導等の支援を行うもの。

消防局
総務課

カンボジア国水道総局
支援プロジェクト

カンボジア王国工業手工芸省水道総局における人材育成、民営水道の規制・監督強化を行
う。

JICA草の根事業・マン
ダレー市急速ろ過技術
向上事業

マンダレー市の急速ろ過方式浄水場において、運転維持管理能力向上のための技術協力を
実施する。

シェムリアップ円借款
拡張事業

業務契約に基づきカンボジア・シェムリアップ上水道拡張事業に係る施工監理を実施す
る。

スバイリエン・プル
サット無償拡張事業

カンボジア・スバイリエン及びプルサットの浄水施設能力向上に係るコンサルティング業
務を行う。

コンポントム事業権無
償

カンボジア・コンポントム水道拡張事業に係る調達代理機関及びコンサルタントに対する
アドバイザー業務を実施する。

アンズオン浄水場改善
計画

業務契約に基づきベトナム・ハイフォン市アンズオン浄水場改善計画に係るアドバイザ
リー業務を実施する。

JICA草の根事業（ハイ
フォン：技術指導・受
入研修・啓発活動）

ハイフォン市において、下水処理場の効率的な運転管理能力の向上に向けた取り組みや市
民と協働で浸水被害の軽減を図るソフト対策を実施する。

港湾空港局
クルーズ・交流課

上下水道局
海外事業課

港湾空港局
空港企画課

北
　
　
　
九
　
　
　
州
　
　
　
市
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市町村 事　業　名 事　　業　　内　　容 担　当　課

帰国・外国人児童生徒
教育(日本語指導)

本市在籍の帰国・外国人児童生徒の初期日本語指導を実施。
教育委員会
指導第一課

図書館における多文化
サービス

日本語を母語としない外国人市民の生活支援のため、図書館における多文化サービスの充
実を図る。
・多言語リーフレットの作成
・外国人市民の読書活動支援（講座）
・母語資料、日本語学習資料等の購入　　等

教育委員会
中央図書館

奉仕課

姉妹都市交流推進事業
青少年交流，行政間交流，民間交流の支援のほか，相手都市の特性に応じ，これまでの交
流を通じて築いた関係を活かして，市民・企業への相互の魅力PRを図りながら，企業のビ
ジネス創出に繋がる事業を実施。

広州市・釜山広域市職
員派遣

中国・広州市及び韓国・釜山広域市との職員の派遣や受入を実施。

国際貢献・国際協力の
推進

国際視察・研修受入事業，国際貢献を通じたビジネス展開等を実施する。

国連ハビタット福岡本
部支援

国連ハビタットへの支援を継続し、国連ハビタットの情報やネットワークを活かし、アジ
ア太平洋地域の居住環境の改善に貢献する。

アジア太平洋都市サ
ミット

都市問題の解決に向けた都市間連携とネットワーク構築を目指すことで，アジア太平洋地
域の発展に貢献する。

在住外国人の生活環境
整備事業

多言語による生活情報等の提供，生活ルール・マナーの紹介，日本語習得の促進，地域に
おける国際交流の促進，相談窓口の設置，災害時の対応等

留学生支援・ネット
ワーク構築事業

留学生の育成・定着・活用を促進する産学官連携のプラットフォームの運営，留学生を対
象としたインターンシップ事業等の実施により，グローバル人材の育成と定着を促進す
る。

福岡国際学園事業
外国人児童生徒の教育環境の向上を図るため，福岡インターナショナル・スクールの運営
を支援する。

外国青年招致事業
地域レベルでの国際化を推進するため、外国青年を招致し、国際交流の充実と促進を図
る。

福岡アジア文化賞
アジアの固有かつ多様な文化の保存と創造に顕著な業績をあげた個人又は団体を顕彰する
ことにより、アジアの文化の価値を認識し、その文化を守り育てるとともに、アジアの
人々が相互に学び合いながら、幅広く交流する基盤をつくることに貢献する。

「アジア太平洋こども
会議・イン福岡」助成

アジア太平洋各地のこどもたちとの異文化交流による国際理解を推進するため，助成を行
う。

国際交流活動助成 福岡都市圏の国際化に資する団体に対し，活動費及び人材育成費の助成を行う。

ボランティア交流推進
国際交流ボランティア活動を促進し，市民の国際理解や国際感覚を涵養する。[(ア)ホーム
ステイ・ホームビジット　(イ)語学ボランティアの紹介(ウ)国際交流ボランティア研修
(エ)語学ボランティアによる行政サービス等支援]

留学生から学ぶ外国語
教室

留学生を講師とする外国語教室を開催し，様々な言語で日常会話ができる語学力を持つ人
材を育てると共に，言語の学習を通じて国際理解・国際交流を深める機会を提供する。

フランス語講座
福岡市の姉妹都市であるフランス・ボルドー市との交流を促進するため，アンスティ
チュ・フランセ九州と共催でフランス語講座を行う。

日本語ボランティア養
成講座

市民センターや民間ボランティア団体で開催される日本語教室において，在住外国人の日
本語学習を支援するボランティアを養成する講座を実施する。

外国人による日本語ス
ピーチコンテスト

外国人の日本語能力の向上を図るとともに，市民が多文化および国際化の現状に触れ，外
国人と日本人が相互に交流・理解する場となることを目的として，日本語スピーチコンテ
スト実行委員会と共催で，コンテストを実施する。

（公財）福岡よか
トピア国際交流

財団

総務企画局
国際部
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市町村 事　業　名 事　　業　　内　　容 担　当　課

国際理解教育講師派遣
青少年の国際理解の推進・国際力の育成を目的として、小・中学校等へ留学生等を講師と
して派遣する。

福岡国際関係団体連絡
会(FUKU-NET)運営

福岡都市圏の国際交流・協力を行う様々な団体間の連携を図り，情報交換を活発化するた
めに総会・連絡会を開催する。

国際交流推進

（ア）姉妹都市等との連携・交流
　姉妹財団である釜山国際交流財団と連携し，同財団が主催するイベント事業等への参加
及び財団の新たな公益事業を展開するために，アジア太平洋の都市との交流事業の研究や
諸外国，姉妹・友好都市等の情報収集などを行う。
（イ）福岡市国際会館まつり
　地域住民と在住外国人の相互交流・理解を深めるきっかけづくりの交流イベントとして
「国際会館まつり」を開催する。

一般相談・情報提供

福岡市国際会館において，国際交流・国際理解・国際協力に関する資料収集・情報提供な
らびに外国人への生活情報の提供・相談などを実施。[(ア)英語，中国語，韓国語，日本語
による窓口相談及び電話通訳を加えた18言語による相談　(イ)無料Wi-Fiの提供　(ウ)図
書，新聞，パンフレット等の資料収集・提供　(エ)外国語情報紙（英・中・韓）の発行
(オ)チラシによる語学学習に関する情報交換　(カ)ホームページ，Facebook及びメールマ
ガジンによる情報提供　　(キ)リビングイン福岡及びにほんごClass Mapの発行]また，
ホームページ上においても積極的に情報を発信していく。

外国人専門相談
福岡市国際会館において，在住外国人の生活上の諸問題について，専門家による無料相談
を実施する。[（ア）外国人法律相談　（イ）外国人のための入国・在留・国籍に関する相
談　（ウ）外国人心理カウンセリング]

外国人向け広報ラジオ
番組

外国人に対して，財団が行う事業や福岡市国際会館のＰＲを，福岡の外国語放送ラジオ局
であるＬＯＶＥ ＦＭを通じて，英語・中国語・韓国語・ネパール語・ベトナム語の５か国
語で広報する。

在住外国人のための日
常生活アドバイス

新たに福岡に来た外国人を対象とした自転車と交通ルール，ごみ出しルール，防犯に関す
る出前講座等を行う。また，在住外国人市民を対象としたＤＶＤ，インターネット動画に
よる日本での生活に必要なマナーやルール，暮らしのヒントや防災知識の普及を行う。

国際交流フロア及び留
学生宿舎管理運営

福岡都市圏に所在する大学に在籍する外国人学生向けに比較的安価で良質な住居を提供す
るとともに，留学生及びその他の外国人と市民との交流並びにその他の国際交流の促進に
資する事業を行う場を提供する。

「あったか福岡」外国
人学生支援

「福岡外国人学生支援の会」と共催し，外国人学生の生活の安心感を向上させるために、
市民ボランティアの協力を得て交流事業や情報普及事業を実施する。

地域の国際交流
地域住民と在住外国人が共生するための相互理解を図るため，区役所や日本語学校等と連
携し，公民館等で日本人と外国人が出会うきっかけづくりなど，地域の国際交流を促進す
るための支援を行う。

福岡市国際財団奨学金
海外から新たに福岡へ留学し，福岡での就職・創業を希望する外国人留学生に奨学金を支
給（5万円／月，29名，学部４年間または修士２年間）

よかトピア留学生奨学
金

地場企業で就業体験を行う留学生に奨学金を支給　(6万円／月，７ 名程度， １年間)

留学生育英奨学金
寄付団体・企業等からの寄付金を留学生に奨学金として支給　(大学院生　50万円以上/年
学部生　30万円以上/年　奨学金数8，支給人数15名，期間　寄付者の希望により決定)

日本人大学生留学奨学
金(スタートアップ奨
学金）

海外留学の促進とグローバル人材の福岡定着のため，大学卒業後に福岡で創業・就職を希
望する日本人大学生に奨学金を貸付　(15～120万円，5～10名程度，留学期間　４週間～1
年程度)

留学生と企業との交流
サロン

福岡で就職を希望する留学生と、グローバル人材としての留学生に興味を持つ地場企業が
相互理解を深めるために交流会を開催する。

産業の国際競争力強化
国家戦略特区制度の活用や福岡市独自の取組みにより，産業の国際競争力の強化及び国際
的な経済活動の拠点形成等の促進を図る。

産学官民連携による国
際競争力強化事業

福岡都市圏の国際競争力を強化し，持続的な成長を図るため，産学官民が一体となって設
立された福岡地域戦略推進協議会（ＦＤＣ）の活動を支援し，地域戦略を推進する。

市税広報紙の外国版の
作成

市内在住の外国人への市税の制度の説明のため、英語・中国語・韓国語の市税広報紙を作
成し、市ホームページに掲載する 。

財政局税制課

福
　
　
　
岡
　
　
　
市

（公財）福岡よか
トピア国際交流

財団

総務企画局
企画調整部
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国際スポーツ大会等の
誘致・開催

市民が一流のスポーツに触れ，交流できる機会を創出するとともに，「観光・集客」のた
めの資源として活かすため，国際スポーツ大会や全国レベルの大会の開催地，合宿地とし
ての誘致・支援を行う。
・大規模スポーツ大会誘致・開催支援，・スポーツコミッション事業

市民局
スポーツ推進課

国際スポーツ補助金助
成事業

本市における体育・スポーツの普及、振興を図るとともに、国際親善を深めるため、アマ
チュアスポーツ団体等が行う国際交流事業に対して、補助金を交付する。

市民局
スポーツ推進課

福岡市・釜山広域市
中・高校生スポーツ交
流事業

福岡市スポーツ協会と釜山広域市体育会との間で、中・高校生のトップレベルの総合大会
（複合種目）を交互に開催する。

市民局スポーツ推
進課、（公財）福
岡市スポーツ協会

アミカス日本語クラス
市民グループとの共催。福岡市に住む外国人を対象に、日本語クラスを開講し、学習支援
を行う。

市民局
事業推進課

アジア太平洋こども会
議・イン福岡支援事業

国際感覚あふれる青少年の育成を図る目的で、ＮＰＯ法人「アジア太平洋こども会議・イ
ン福岡」が実施する、アジア太平洋諸国・地域の子どもたちの招へい事業等を支援する。

こども未来局
青少年健全育成課

中国清華大学技術協力
福岡市と福岡大学は、中国清華大学と協力して、中国に廃棄物埋立技術「福岡方式」を導
入し、中国の廃棄物処分場の改善並びに環境分野での実用研究等について協力を行う。
（平成15年11月協定締結～令和3年12月）

環境局
施設課

ＭＩＣＥ誘致推進事業
ＭＩＣＥ先進都市福岡をめざし，経済波及効果や情報発信効果が高く，都市の知名度を向
上させる国際会議や大規模大会などの誘致を推進する。

経済観光文化局
ＭＩＣＥ推進課

美術作家，研究者・学
芸員等招聘事業

アジアから美術作家と研究者(学芸員)を福岡に一定期間招聘し、滞在制作や滞在研究をは
じめ、様々な交流活動を行い、市民のアジアの美術と文化に対する理解を促進する。

経済観光文化局
アジア美術館

航空ネットワーク強化
事業

国内線、国際線ともに豊富な路線と充実した便数を有する福岡空港のポテンシャルを活か
すため、国内外航空路線のネットワーク機能強化及び利用促進を図る。

港湾空港局
空港企画課

重点分野の企業誘致推
進事業

本市が集積対象としている情報関連産業，デジタルコンテンツなどの産業分野を中心に国
内外において，戦略的な誘致活動を行い，本市への支社や本社等の拠点設置を推進する。

経済観光文化局
企業誘致課

福岡空港の滑走路増
設，平行誘導路二重化
の促進

現在の福岡空港の混雑状況や将来の航空需要を踏まえ，空港の機能強化を図るため，滑走
路増設や平行誘導路の二重化の整備促進について国や福岡県と共に取り組む。

港湾空港局
港湾計画部，

アイランドシティ
事業部

クリエイティブ・エン
ターテインメント都市
づくり

若い人材が活躍する活気のある街「クリエイティブ･エンターテインメント都市･ふくお
か」の実現に向け，アジアンパーティにおいて，「The Creators」等を開催し，国内外に
向けたブランド化を図るとともに，クリエイティブ関連産業の集積を目指す。

アジアフォーカス・福
岡国際映画祭

日本未公開作品を中心にアジアの優れた映画を紹介するとともに，監督・プロデューサー
や俳優などの関係者を招いてシンポジウム等の市民交流事業を行うことで文化・芸術の振
興，国際的な市民交流や人材育成を図り映像関連産業の振興につなげる。

福岡フィルムコミッ
ション

映像を通じて、福岡都市圏及び九州の魅力を国内外へ発信する。

国内外観光プロモー
ション事業（アジア・
欧州等）

国内では三大都市圏，海外では直行便が就航しているアジアの主要都市やヨーロッパの市
場に対して，他自治体，民間団体との連携等により，福岡の認知度向上や旅行需要の開拓
のためのプロモーションを展開する。

経済観光文化局
観光ブランド・ク

ルーズ課

アジアビジネス促進・
支援事業

地場中小企業の海外販路拡大や，外国企業とのビジネス連携を支援する。特に，食産業に
加え，サービス産業，ヘルスケア関連産業等，福岡市に強みのある産業分野に注力した支
援を実施する。

福岡・釜山経済交流事
業

国境を越えた地域連携モデルとして，姉妹都市である釜山広域市と「超広域経済圏」形成
に向けた協力事業を実施し，国際競争力の向上や地域活性化を図る。

アジア経済交流セン
ター等事業

（公社）福岡貿易会において，地場中小企業の貿易実務やグローバル人材育成等を支援す
る。

釜山広域市との文化財
交流

福岡市と釜山広域市において文化財行政を担当している事務職員及び文化財専門職員の人
的交流を通じて、発掘調査や史跡整備、出土遺物の保存科学等に係るレベル向上を目指す
とともに、両市の歴史的、文化的関係を将来に向けて一層深め、連携を図る

経済観光文化局
埋蔵文化財課

福
　
　
　
岡
　
　
　
市

経済観光文化局
国際経済課

経済観光文化局
コンテンツ振興課
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福岡産花き海外プロ
モーション事業

福岡市内産の花きの販路拡大，ブランド化の方策として安定的・継続的な輸出促進に向
け，県花卉農協と連携して香港においてプロモーション活動を行う。

農林水産局
農業振興課

水産業ブランド創出事
業

福岡市水産物，加工品等の広域展開を進めるため，海外シェフやバイヤーとの商談，国内
外市場へのＰＲ，販路拡大などブランド強化のための取組を推進する。

農林水産局
水産振興課

鮮魚市場活性化事業
（アジア流通促進事
業）

鮮魚市場関係者が韓国などのアジアにおける水産物の輸出入を促進することによって鮮魚
市場の活性化を図る。

農林水産局
鮮魚市場

福岡市・釜山広域市住
宅行政交流会議

平成２年度から本市と釜山広域市が隔年毎に訪問交流し、双方の住宅・都市行政について
の意見交換等を行うもの。

住宅都市局
総務課

動植物園園内マップ
（外国語版）

外国語版（4か国語）の園内マップを制作することで、外国人への情報提供機能を充実させ
る。

住宅都市局
動物園

ＪＩＣＡ研修員受入事
業等

道路下水道局が有する技術・ノウハウを生かし、国際貢献・国際協力を推進するため、
JICA草の根技術協力事業等による専門家派遣やJICA等からの海外研修員受入れ等の技術協
力を行うもの。

道路下水道局下水
道経営企画課

①中国戦略事業
博多港における国際海上コンテナ取扱量のシェアが第1位である中国において、各主要港と
の相互交流やセミナーの開催，現地船社・荷主訪問等の実施により、貿易の促進及び取扱
量の拡大を図る。

②東南アジア戦略事業
近年、国際海上コンテナ取扱量の増加が著しいASEAN地域において、セミナーの開催や現地
船社・荷主訪問等の実施により取扱量の拡大を図る。

③海外船社・荷主等訪
問

国際コンテナ定期航路の維持拡充及び貨物集荷のため，各国の船社や荷主等を訪問しポー
トセールス活動を行う。

④姉妹港等交流事業
姉妹港等との相互交流により、港湾技術・情報の共有や、貿易の促進、友好関係の更なる
促進等を図る。

クルーズ客船誘致活動
の推進，受入体制の充
実強化

観光関係機関や行政等の連携により，クルーズ船の誘致，受入体制の充実・強化を行う。

経済観光文化局
観光ブランド・ク

ルーズ課
港湾空港局

クルーズ支援課

中央ふ頭の整備推進
クルーズ船の大型化や寄港回数は今後も増勢状況にあり，クルーズ船２隻同時着岸に対応
するクルーズ受入機能強化に取り組む。

港湾空港局
再整備計画課

アイランドシティ港湾
機能強化

国際海上コンテナ取扱個数の増加やコンテナ船の大型化に対応し，市民生活や経済活動を
支える国際競争力の高い港づくりを進めるため，コンテナターミナルの機能強化を進め
る。また，物流施設の集積により，コンテナターミナルと一体となった国際物流拠点の形
成を図るため，臨港道路などの基盤整備を進める。

港湾空港局
空港整備推進課

ＪＩＣＡ研修「消防・
防災コース」受入

総務省消防庁、独立行政法人国際協力機構及び北九州市消防局が連携し、海外の消防職員
を対象に日本の消火技術を伝達し、研修員自国の消防技術向上に役立たせるとともに、諸
外国との消防に関する国際交流を行う。

消防局
総務課

福岡市釜山広域市上水
道行政交流会議

上水道に係る各施設、技術、経営等について情報の共有を図り、本市の水道事業の参考と
する。

JICA専門家派遣等
水道局が有する技術的ノウハウを活用して、アジア太平洋地域の水道整備に関する技術力
向上を図るため、JICA草の根技術協力事業やJICA等からの要請による専門家派遣・研修生
受入等の技術協力を行うもの。

外国語サポートサービ
ス

・地下鉄全４１駅窓口及びお客様サービスセンター７箇所で，英語，中国語，韓国語，タ
イ語など全１４カ国語の電話通訳システムによるサービスを行い，外国人観光客が便利に
ご利用いただける地下鉄を目指す。
・地下鉄駅構内において，外国語による通訳サービスのＰＲ放送や案内ポスターを掲出。

交通局
乗客サービス課

小学校外国語活動支援
事業

留学生や地域在住の英語が堪能なゲストティーチャーを小学校３・４年生に配置し，外国
の言語や文化に対する体験的な理解などを促進するとともに，コミュニケーション能力の
素地の育成を進める。

小学校外国語科支援事
業

小学校５・６年生にネイティブスピーカー（外国人英語指導講師）を配置し，ネイティブ
の発音に触れる機会を増やし，「聞く，話す」等の実践的コミュニケーション能力の基礎
を育成する。

ネイティブスピーカー
（外国人英語指導教
師）委託事業

中・高・特別支援学校に，ネイティブスピーカー（外国人英語指導講師）を配置し，生き
た英語を学ぶ機会を充実することで，コミュニケーション能力の基礎を育成する。

福
　
　
　
岡
　
　
　
市

港湾空港局
物流推進課

教育委員会
学校指導課

水道局
経営企画課

港湾空港局
物流推進課
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特色ある教育推進事業
各教科や総合的な学習の時間の中で、校区在住の留学生等との交流活動を通し、国際理解
教育や今日的課題に対応した教育などを行う。

教育委員会
学校指導課

福岡・釜山教育交流事
業

平成21年9月に福岡市と釜山市の間で締結された「教育交流に関する覚書」に基づき、両市
間の人材交流を実施する。

教育委員会
教育支援課

英語教育海外派遣研修
英語教育を推進する中核的教員の育成のため、独立行政法人教職員支援機構が実施する海
外研修に派遣する。

教育委員会
教育センター
研修・研究課

姉妹校等交流
国際教育推進のため、市立学校が行う外国の姉妹校等との人的、物的交流に対して、その
費用の全部又は一部を助成する。

日本語指導員派遣事業
福岡市立小・中学校，特別支援学校（小・中学部）に在籍する日本語指導が必要な児童生
徒に対して，教育委員会に登録のある日本語指導員を学校からの申請に基づき派遣する。

アジア・ユース・教育
フォーラム派遣事業

釜山広域市で開催されるアジア・ユース・教育フォーラムに市立高校生と引率教員等を派
遣する。

教育委員会
学校教育企画担当

国連寄託図書館の運営
（国連情報の収集保存
と情報提供）

国際連合（国連）の活動状況について市民の理解を得るため，国連の文書や刊行物を収
受，所蔵し，閲覧に供するとともに，レファレンス業務を行う。

教育委員会
図書サービス課

広州市・釜山広域市議
会交流事業

広州市（友好都市・中華人民共和国）と釜山広域市（姉妹都市・大韓民国）の議会と相互
に訪問団を派遣し，両都市が抱える課題等に対して意見交換を行うほか，施設の視察など
を行い，各議会との友好を促進することで親善に寄与する。

姉妹都市締結友好訪問
事業

周年事業を迎える本市の姉妹都市（広州市・釜山広域市を除く）に，市議会議員で編成す
る訪問団を派遣し，議会及び行政機関と交流を行い，その実績や先進的な事例の視察を行
う。（平成24年度より実施）

福岡ダンスフリンジ
フェスティバル

国内外の多様で新しい身体表現に触れる機会を市民等に提供するとともに，アジアを中心
とした海外のダンスフェスティバルとネットワークを築く。

（公財）福岡市文
化芸術振興財団

外国語版地下鉄ガイド
（英語・中国語・韓国
語・タイ語）

４カ国語対応の路線図や利用案内を掲載したガイドブックを作成し，外国人の利便性向上
を図る。

（一財）福岡市交
通事業振興会

（公財）福岡市スポー
ツ協会国際交流事業

競技団体レベルでスポーツ交流を推進し、国際友好親善を深めるとともに、相互の競技力
向上を図る事業に対し、助成する。

（公財）福岡市ス
ポーツ協会

市営住宅リビングノー
ト外国語版(４カ国語)
の作成と配布

市営住宅入居の際のルールやマナーを周知することで快適な共同生活の実現を図る。
福岡市住宅供給

公社

日韓共同研究 日韓海峡圏の共通課題に対する共同研究、学術・情報交換等を行う。

アジア都市景観賞
アジアの良好な都市景観形成に資するため，アジアの各都市・地域の優れた景観を表彰す
る。

国際視察・研修受入れ アジアの諸都市・地域から福岡市の公的施設を中心に，視察・研修の受入に対応する。

都市セミナー
アジアを対象とした研究テーマに関連した内容や時宜に応じたテーマを設定し、内外から
講師を招聘しセミナーを開催する。

公民館を拠点とした外
国人との交流促進事業

地域の一員としての外国人と日本人住民との交流を深め，良好なコミュニティ形成を図る
ため，平成２８年度から毎年度１校区を選定し，公民館を中心に，自治協議会や（公財）
福岡よかトピア国際交流財団とも連携して交流事業を展開している。（28年度・馬出、29
年度・箱崎、30年度・香椎浜）

東区地域支援課

公民館de国際交流
東区箱崎の町の歴史など町歩きのガイドをするボランティアを養成する講座の開催と，校
区在住の外国人と住民との異文化交流餅つき大会を開催する。

東区地域支援課

議会事務局
総務秘書課

福
　
　
　
岡
　
　
　
市

教育委員会
教育支援課

（公財）福岡アジ
ア都市研究所
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外国語教育推進事業
英語教育の充実のため、外国語指導助手として、中学校における外国語科および小学校に
おける外国語科・外国語活動・英語活動の授業において活用する。

教育委員会
指導室

姉妹友好提携校事業

中国大同市第三中学校と大牟田市立宅峰中学校及び第十八小学校と大牟田市立平原小学校
が、昭和63年より姉妹友好提携校としての交流を続けている。本年度は、双方の学校より
児童生徒の作品の交流を行うとともに、姉妹友好学校へ本市教員を派遣し環境教育の交流
を実施し，相互理解と友好を深める。

教育委員会
指導室

外国語指導助手配置
小学校外国語活動及び中学校・高校・特別支援学校の英語教育充実のため、外国語指導助
手を市内全66校に配置している。

学校教育課

農業後継者海外派遣研
修

国際的視野を持ち、フロンティアスピリット旺盛な農業後継者を育成するため、農業後継
者が行う海外研修に対し、助成する。(R1年度実績：１名)

農政課

久留米産農産物の販売
促進

福岡県と連携し、シンガポールの量販店でPR活動等を行い、久留米産農産物の販路拡大を
支援する。また農業者や農業法人等の意欲ある人材を育成するため、農業団体の生産部会
に向けた研修会を行う。

農業の魅力促進課

久留米市ユー・エス・
イーカップ国際女子テ
ニス大会

国際女子テニス連盟公認の世界女子テニス大会の開催

東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック関
連事業

ケニア共和国、カザフスタン共和国のホストタウンとして、市内で両国の事前キャンプを
行う予定であり、2020年（令和2年）の大会開催に向けた機運醸成、両国関係者との各種交
流を実施

外国人のための生活ガ
イドウェブ公開

やさしい日本語、英語、韓国語、中国語（簡体）、タガログ語で、防災や行政手続き等、
生活に必要な情報を掲載したウェブサイトを公開。PC、スマートフォン表示に対応。

交流団体助成事業 公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会補助金(民間交流団体助成金含む)

国際交流関係機関への
支援

領事館、国内姉妹都市等との交流、オイスカ、両筑海外移住者協会等への負担金支出等に
よる支援を実施。

合肥市友好都市締結40
周年記念事業

合肥市との友好都市締結40周年を記念した、祭典やイベント等の事業の実施。

中国合肥市と韓国・大
邱広域市小学生サッ
カー代表団受入事業

中国合肥市からの中学
生受入事業

中国合肥市への中学生
派遣事業（合肥友好大
使）

米国モデスト市からの
高校生受入事業

米国への高校生派遣事
業
(モデスト親善大使)

外国人のための無料相
談会

毎月第3土曜日、行政書士会と英語、中国語、韓国語の通訳ボランティアの協力を得て、相
談会を実施。4-5月は中止、6月～開催

留学生支援事業 留学生への奨学金・奨励金支給、国民健康保険料助成、日本語学校生表彰を実施

外国人のためのやさし
い日本語教室

日本語を習得したい外国人を対象とした日本語教室(初級)を開催
（前期：4月～７月は中止、後期：9月～12月　全15回毎週火曜日）

国際交流活動事業への
助成金交付

市内の民間国際交流団体へ事業支援や運営費の一部助成を実施

公益財団法人久留
米観光コンベン

ション国際交流協
会

体育スポーツ課

観光・国際課

久
留
米
市

見送り

大
牟
田
市
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国際理解事業への一部
助成金交付

市内で行なわれるイベントや事業に対し、支援や事業費の一部助成を実施

東亜フラワーウォーキ
ングリーグ交流

見送り

多文化交流事業
国際交流団体が協働で開催する「KurumeこくさいDay」の開催や、その他各種イベントへの
出展、学校等が行う国際理解授業を支援

国際交流団体ネット
ワーク会議

久留米市内の国際交流団体とのネットワーク会議を開催し、情報交換を通して相互理解を
図り、連携を強化し、協力活動を促進（年2回）。第1回は中止、書面での情報共有。

直
方
市

外国語指導業務委託

市内小中学校の国際理解及び外国語活動・外国語科学習指導を行うために、民間企業のALT
を配置・活用する。
例年、「小学生英語ひろば」や「小中学校英語発表会」等の事業を行っているが、本年度
については新型コロナウイルスの影響に伴い実施未定。

学校教育課

留学生等住宅の整備
市内の大学に在籍する留学生及び関係機関の外国人研究者に対し、専用住宅を提供する
（16戸）

住宅課

国際交流イベント事業

｢お国料理バザー｣の開催
外国人によるお国紹介、お国料理の提供で市民との交流を図る。
｢スピーチコンテスト｣の開催
中学生、高校生による英語スピーチ、外国人による日本語スピーチのコンテストを実施す
る。

ホームビジット 外国人と受入家庭を募集、1年間のホームビジット事業を行い相互理解と友好を深める。

外国語講座
外国語講座を実施。また、語学だけでなく、講師のお国紹介などを行い、異文化交流を図
る。

市民交流プラザ

市民交流プラザで国際交流に関する市民の自主的かつ公益的活動を支援。
ボランティア団体による下記講座の実施予定
①英語話し方勉強会
②韓国語講座

地域振興課

小学校外国語活動講師
派遣事業

市内全小学校に外国人講師を派遣し、ALTの役を担い指導を行うことにより、積極的にコ
ミュニケーションを図る機会を持たせ、その喜びを味わわせる。

学校教育課

中学校外国語指導助手
派遣事業

市立全中学校に外国人講師を派遣し、生徒の英語によるコミュニケーション能力を養う。 学校教育課

外国人児童生徒支援事
業

外国人児童生徒に対し、拠点校における日本語指導、補充学習を実施予定 学校教育課

姉妹都市交流事業
姉妹都市であるサニーベール市から中学生及び高校生を受け入れ、ホームステイや市内各
中学校、高等学校等での交流活動を実施。

国際政策課

グローバル人材育成研
修事業

飯塚市の明日を担う人づくりを目的に人材育成基金の運用により事業費の70％を補助し、
市内在住の中学生及び高等学校１年生を対象として、姉妹都市であるアメリカ合衆国・サ
ニーベール市での研修を実施。

国際政策課

BRIDGE KIDS
PROGRAMS・イン福岡
こども大使受け入れ事
業

毎年７月に、アジア太平洋地区の国や地域から11歳のこどもを大使として迎え入れ学校登
校やホームステイを通して国際交流を図る。

地球っ子ネット
ワーク

（国際政策課・
生涯学習課）

公益財団法人久留
米観光コンベン

ション国際交流協
会

飯塚国際交流推進
協議会

（国際政策課）

久
留
米
市

飯
塚
市
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飯
塚
市

飯塚国際車いすテニス
大会

昭和60年から毎年開催されている本大会は、現在、国際テニス連盟公認車いすテニスツ
アーのスーパーシリーズに格付けされている。国内外より多くの選手が参加し、筑豊ハイ
ツテニスコートをメイン会場に開催されており、その運営には延2,000人以上のボランティ
アが参加している。
　市は、補助金交付、職員派遣等の支援を実施

NPO法人九州車い
すテニス協会（健
幸・スポーツ課）

語学指導員招致事業
外国語指導助手(ALT)による幼稚園、小・中学校(17校)の外国語教育の充実と国際交流の発
展を目的とする。

海外児童等との交流事
業

地域在住の保護者等の外国出身者や諸外国の児童・生徒との交流等、国際交流教育のため
に学校が実施する事業に対し補助金を交付する。

さわやかまちづくり提
案事業

国際交流活動を含む市民公益活動を行う団体に対し、事業費の一部を助成する。
安全安心まちづく

り課

オリンピック・パラリ
ンピックキャンプ地誘
致推進事業

田川市が国からドイツを相手国としたホストタウンに登録されている関係で、ドイツ人国
際交流員を1名雇用し、市の国際交流関係事務の補助（外国語刊行物等の編集・翻訳・監
修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言・外国からの訪問客の接
遇、イベント等の際の通訳等）を行うことで、地域住民との交流を通じた地域レベルでの
国際化の促進に資することを目的としている。

経営企画課

国際交流推進事業
小中学生を対象に、JICAが実施する青年海外協力隊員等による出前講座及びJICA外国人研
修員との交流を図る交流プログラムを活用し、国際協力の必要性の認識や国際交流への関
心を高める。

国際交流推進事業
田川市にある大学の留学生と参加者で、留学生の母国料理を一緒に作り、食事をしながら
留学体験談や外国人からみた田川についての話を聞く等して交流を図る。

炭坑文化交流事業

田川市と同じ炭坑の歴史をもつ台湾・平渓区にある新平溪煤礦博物園区と平成28年10月に
友好館の協定を締結している。平成29年度には、台湾での日台石炭交流史の調査や田川市
での日台交流シンポジウム、平成30年度には、調査や台湾での世界記憶遺産関連の展示会
及び国際シンポジウム、令和元年度には、日台相互の学芸員等と地元の子どもたちの交流
等を図った。今後も引き続き調査活動及び台湾との異文化交流を行っていく。

文化生涯学習課

柳川市青少年海外研修
助成事業

福岡県青年の翼等海外研修への柳川市からの参加者に対し、個人負担額の一部を助成す
る。

生涯学習課

柳川・みやまオリパラ
事前キャンプ連絡協議
会

みやま市と共同でオセアニア諸国オリンピック団の事前キャンプを受け入れ、国際交流を
図る。

生涯学習課

外国語指導助手（ALT)
派遣事業

市内小・中学校での外国語指導助手（ALT)を活用した英語教育を実施 学校教育課

外国語指導助手派遣事
業

英語教育の充実と国際感覚の醸成を図るための市立学校での外国語指導助手(ALT)の派遣 学校教育課

青少年文化交流事業
2泊3日(７月～８月)で姉妹都市である韓国巨済市の中学生１５名を受け入れ、市立中学校
２・３年生（義務教育学校８・９年生含む）を対象に、国際感覚の醸成を目的として交流
事業を行う。計３０名が参加予定。

観光振興課

国際ワークキャンプ
in 星野

国際ワークキャンプ「NICE」の事業支援。
森林保全、環境保全、地域住民との交流
　期間　　８月中（２週間程度）

国際ワークキャン
プ in 星野実行委
員会　(星野支所)

外国語指導助手(ＡＬ
Ｔ)配置事業

英語教育の充実のため、市内小・中学校の外国語活動及び外国語授業において、外国語指
導助手（ALT)を配置し、活用している。

学校教育課

外国人居住に関する相
談事務

外国人住民に対する情報発信や行政サービスの充実を図るため、庁内窓口に多言語に対応
したAI翻訳機を設置するほか、多文化共生の推進体制の整備を図る。

協働推進課

経営企画課

柳
川
市

学校教育課

八
女
市

筑
後
市

田
川
市
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姉妹都市交流事業
市内小中学生がイタリアの食文化や習慣などに触れ、姉妹都市交流や異文化への理解を深
めるため、イタリアン給食を実施。

企画課

外国人留学生支援補助
金交付

大学へ通学する外国人留学生の生活の安定・学業への専念を支援するため補助金を交付。 企画課

外国語指導助手(ＡＬ
Ｔ)派遣事業

市内小・中学校児童生徒の英語指導助手 学校教育課

小学校英語指導 小学校英語専科講師１名を小学校に配置し英語指導を実施する。 学校教育課

外国青年招致事業
（ALT）

JETプログラムによりアメリカからALT1名を招致し市立中学校（1校）の英語科授業に参加

小学校英語指導員 日本人英語指導員2名、外国人指導員4名を小学校に派遣し、英語指導を実施する

英語指導助手 市単独雇用により外国人指導員2名を市立中学校の英語科授業に参加する

小学生夏休み英語教室
小学校段階から英語に関心を持ち、積極的に英語を話そうとする子どもの育成のために、
総合的な学習活動を実施しているが、さらに興味関心が高い子どもたちのために、夏休み
を利用して実施している

中学生夏休み英語宿泊
体験

国際化の中、英語を話せる日本人の育成が求められる現代、宿泊体験を通して英語に対す
る関心や意欲を育てる

中学生国際交流事業 ニューヨーク市のグレース・チャーチ・スクールとの交流事業を実施する。

国際交流員 インドネシア人1名を市単独で雇用し、異文化セミナーや外国人向け安心安全教室を実施

外国語会話教室 国際交流員を講師に、市民向けインドネシア会話教室を開催

日本語教室
地域で生活する外国人支援を目的として、コミュニケーション支援や日本語の学習支援を
ボランティア団体「日本語教ｉｎゆくはし・ＫＩＺＵＮＡ」と共催で行う。

多文化共生セミナー
公財）福岡県国際交流センターの国際理解教育推進事業を活用して、外国人の講師を招
き、出身国の生活習慣や文化、海外での経験や日本文化との違いについて紹介してもらう
セミナー。市で雇用している国際交流員も同セミナーを行う。

世界の食文化講座
インドネシア人国際交流員が市民向けインドネシア料理教室等を行う。また市内在住外国
人を招き、外国の食文化の紹介・料理教室を行う。

海外ホームステイ事業

目的：海外での生活体験や学校での交流学習によって、異文化や日常生活を体験すること
によって、英語学習への意欲向上を図るとともに、コミュニケーション能力を高め、次代
を担う国際的視野をもった青少年の育成に資することを目的とする。
研修場所（ホームステイ先）：ハワイ島ヒロ
参加者：市内在住の中学生15人

総合政策課

外国語指導助手(ＡＬ
Ｔ)招致事業

ＪＥＴプログラム利用により、外国語指導助手を招致し、市内中学校の英語授業におい
て、日本人教諭とともに授業を行う。ALTの空き時間を活用し、小学校においても授業を行
う。夏休みには保育園等の訪問をしている。外国人とのコミュニケーション意欲を高め、
国際理解を深めることを目的とする。

学校教育課

英会話教室 豊前市ヤルディぶぜん主催講座「楽しく学ぶ英会話」 生涯学習課

教育委員会
教育総務課

指導室

豊
前
市

市民部
総合窓口課
市民相談室

行
橋
市

大
川
市
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外国語指導助手(ＡＬ
Ｔ)招致事業

JETプログラム利用により外国語指導助手として招致し、中学生の外国語の学力向上を図る
とともに小学生の国際理解教育の充実を図る。

小学校英語活動アドバ
イザー事業

本市小学校６校に、英語教育の専門家（英語活動アドバイザー）を派遣し、小学校教員及
び外国語指導助手への指導助言や支援を行うことで、小学校英語活動の充実を図る。

九州青年の船・福岡県
青年の翼参加者助成事
業

九州青年の船(派遣先：中国、韓国)・福岡県青年の翼(派遣先：北米、ヨーロッパ)事業に
参加する青年に対して参加費の一部を助成する。

少年団体交流助成事業 スポーツや文化を通じて海外との交流を行う任意団体に対して費用の一部を助成する。

ホームステイ・ホーム
ビジット助成事業

ホームステイやホームビジットの受け入れ家庭に、費用の一部を助成する。

国際交流事業
特定の個人ではなく、市内に在住する外国人全員を対象に支援を行っている団体に対して
助成を行う。

地域間交流助成事業 青年海外協力隊・シニア海外ボランティアの参加者に費用の一部を助成する。

外国語指導助手業務委
託

市内小中学校の国際理解及び外国語授業を行うために、民間企業のALTを配置・活用する。 教務課

外国人のための日本語
教室

在住外国人にも住みやすい環境づくりのための日本語教室を開催する。

国際理解講座
市民の国際理解推進と人づくりのため講座を開催する。
・世界の家庭料理体験教室
・国際理解講演会

英語暗誦大会 市内の全中学校から生徒が参加し、英文の暗誦を披露する。 教務課

アジア太平洋こども会
議・イン福岡、こども
大使招聘事業

毎年７月に、アジア太平洋地区の国や地域から11歳のこどもを大使として迎え入れて歓迎
式典（対面式･交流会）を行い、体験登校やホームステイを通して国際交流を図る。

生涯学習課

ＡＬＴ（外国語指導助
手）活用

外国語指導助手として３名を市で直接雇用し、市内小中学校の国際理解及び外国語授業を
行うために派遣し活用している。

学校教育課

筑紫野市日本語教室
「ワイワイ日本語ちく
しの」

市内および近郊の外国人を対象に、生活するうえで必要な日本語の習得を目指し、毎週火
曜に実施

生涯学習課

ＡＬＴ（外国語指導助
手）活用

市内小中学校の国際理解及び外国語授業を行うために、ALTを配置・活用する。 学校教育課

市民活動活性化事業補
助金制度

国際交流活動を含む市民公益活動を行う団体に対し、事業の費用の一部を補助する。（対
象事業は要綱による。）

定住外国人生活支援業
務

市内在住の外国籍市民のための生活支援として月３～４回程度、日本語教室を実施。また
教室内で生活相談にも対応。その他、日本文化の体験イベントなども実施

春日市文化祭
市文化祭において、市民の国際理解を促進するため、市内の国際交流団体の活動をパネル
展示及び輸入雑貨等のバザーを実施

総務広報課

地域づくり課

教育委員会
学校指導課

教育委員会
生涯学習課

産業振興課

小
郡
市

春
日
市

筑
紫
野
市

中
間
市
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ＡＬＴ（外国語指導助
手）活用

市内小中学校の国際理解教育の充実やコミュニケーション能力の向上、及び外国語授業の
充実を図るため、ALTを配置・活用する。

教育指導室

大野城市中学生･高校
生交流の翼事業

国際的視野を持つ青少年育成を図るため、オーストラリアへ、市内居住の中学生および高
校生14名を派遣。

こども未来課

アジア太平洋こども会
議・イン福岡招聘事業
（ホームステイ受け入
れ事業）

海外のこども大使6名と引率者1名の受け入れを実施。
・5泊6日のホームステイ受け入れ

ふるさとにぎわい
課

文化講座
市民と協会員及び来日外国人が一緒に世界の文化や生活習慣を学び、異文化理解を促進す
る講座。

ことばの交流ひろば
（日本語教室）

来日外国人の日本語学習支援と日本での生活習慣の習得支援及び、異文化相互理解を目的
とした日本語教室。国際交流協会員との交流の時間を設け、日本語を実際に話す機会や日
本人との交流を深める場、日本文化を学び体験する場を提供。
・開催日　土曜日（月に3回程度）全28回
・日本語レベル　初級、中級
・開催時間　9：30～12：00（日本語学習1.5時間、交流1時間）

ＴＯＭＯＲＲＯＷ
（青少年育成事業）

青少年会員の自主的な企画・運営で図る国際協力・国際交流活動。
・オイスカ西日本研修センター訪問（農業体験を通じた外国人研修生との交流）
・バーベキュー交流会
・スポーツ交流会
・クリスマスキャンプ

国際交流フェスティバ
ル

「まどかフェスティバル」の「まちづくり産業展」内で開催し、外国屋台や国際ステージ
などで市民に世界を身近に感じてもらう場の提供。
・「まちづくり産業展」において、外国料理屋台を開く。
・「まちづくり産業展」メインステージにおいて、外国の文化を紹介する。

国際交流パーティー
来日外国人や各活動でお世話になった人々を招待し、協会員や市民との交流を深め、相互
の親睦を図ることを目的としたパーティーを開催。

協会通信作成事業 協会の年間活動や国際交流に関する情報を提供する会報の編集と発行。

姉妹都市交流事業
姉妹都市締結をしている大韓民国金海市と交流事業を実施。
金海市伽耶文化祝祭代表団・公演団派遣、職員派遣研修、博物館交流、スポーツ交流を実
施。

秘書政策課

ＡＬＴ活用
市立学校において、文化の多様性を尊重するとともに、英語を通して積極的に関わろうと
する姿勢やコミュニケーション能力を身につけるために、ＡＬＴを配置・活用。

教育政策課

外国人団体の学校訪問
外国への興味や多文化理解を深めることを目的に、宗像市を訪れる外国人団体の学校訪問
を支援。文化交流会や授業見学などを実施

宮若市・宗像市・トヨ
タ自動車九州地域連携
事業　グローバル人材
育成プログラム

宮若市、宗像市及びトヨタ自動車九州㈱の3者で締結している連携協力に関する協定に基づ
き、地域の高校生を海外に派遣し、次代を担うグローバルな人材の育成を支援するプログ
ラムを実施

イングリッシュキャン
プ

外国人スタッフと英語だけでコミュニケーションを図りながら、英語への興味・関心を高
めることを目的とした、小学生（4年生）対象のキャンプを実施

ニュージーランド使節
団受け入れ

ニュージーランド国マウント・ロスキル校の学生を受け入れ、市内中学校への学校訪問を
通した交流やホームステイを実施

大野城市国際交流
協会

大
野
城
市

子ども育成課

宗
像
市
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市町村 事　業　名 事　　業　　内　　容 担　当　課

青少年国際交流事業補
助金

国際化の進む社会の各分野で活躍できる青少年の育成を目的に、青少年の国際交流を推進
する事業を実施する宗像市の市民活動団体に補助金を交付

宗像国際育成プログラ
ム

市内の中学生を対象とした、世界の第一線で活躍する様々な分野の講師陣による特別塾

むなかたガイド
郷土の知識やコミュニケーション能力の向上を目的に、宗像市の高校生や大学生が、外国
人に宗像を英語でガイドする交流プログラムを実施

福岡日本語交流プログ
ラム

海外の日本語学習者を福岡県へ招へいし、大学、企業訪問、ホームステイなどを通して、
日本や福岡の文化への理解を深める機会を提供するプログラムを実施

国際交流デイキャンプ
海外福岡県人会の後継者育成を目的に、県人会子弟を招へいし、日本文化体験や市内の小
学生（高学年）との交流などを通して、福岡県に対する理解を深める事業を実施

「アジア太平洋こども
会議・イン福岡」招へ
い事業（ホームステイ
受け入れ）

同世代の外国の子どもとの生活や交流を通して、異文化理解やグローバルな視野を育むこ
とを目的に、こども大使６人と引率者１人のホームステイ受け入れを実施

人づくりでまちづくり
事業補助金

姉妹都市･金海市をはじめ、外国の都市と宗像市との民間レベルの交流を促進するため、国
際交流推進事業を実施する宗像市の市民活動団体の申請を受付

コミュニティ
協働推進課

宗像市・金海市スポー
ツ交流交流会

各競技団体の向上支援のため、2競技ずつ毎年交互に訪問しあい、親善交流のための試合を
行う。同時にレセプションやホームステイを行う。

宗像市体育協会

ワールドフェスティバ
ル

「世界の味横丁」と題し、留学生が中心となって、世界10カ国程度の料理を屋台形式で提
供

宗像地域国際交流
連絡協議会

国際交流員の配置
姉妹都市、韓国扶餘邑(忠清南道)との交流における通訳、翻訳。小中学校の国際理解授業
の講師、その他国際交流事業に関する業務を実施。

国際・交流課

ALT活用事業 外国語指導助手（ＡＬＴ4名）を小中学校に派遣し、英語教育指導を実施。 学校教育課

外国語講座 英語、韓国語、中国語、イタリア語の市民対象講座を開催。
（公財）太宰府市
文化スポーツ振興

財団

生活支援ガイドブック
作成事業

国際交流協会と共同で「外国人のための太宰府市生活情報ガイドブック」を作成。 国際・交流課

外国人のためのにほん
ご教室

市内及び近隣在住の外国人を対象に、太宰府にほんご教室ことだまの会に委託して、毎週
月曜日に日本語教室を実施。

太宰府市民政庁まつり
出展

年1回開催される太宰府市民政庁まつりにブース出展し、来場者への国際交流の普及啓発を
図る。

国際理解講座 主に日本人を対象に、外国や外国人の文化や価値観を理解してもらうことを目的に開催。

日本文化体験講座 市内在住の外国人や留学生に日本独自の文化を体験してもらうための講座を開催。

世界文化体験講座 市民の国際理解推進のための講座を開催。

子ども育成課

(公財)太宰府市国
際交流協会

宗
像
市

太
宰
府
市
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市町村 事　業　名 事　　業　　内　　容 担　当　課

フレンズベル倶楽部メ
ンバーのつどい

協会賛助会員、留学生、在住外国人、市民が共に語らいながら様々な情報を交換しあう交
流会を開催。

留学生フォーラム
外国人学生支援のため、外部から講師を招き、日本での就職活動をテーマとした学習会を
開催。

生活支援ガイドブック
作成事業

市と共同で「外国人のための太宰府市生活情報ガイドブック」の情報更新を実施。

ゲストティーチャー事
業

市内学校、団体等からの依頼を受け、市内大学に在学中の留学生等をゲストティーチャー
として派遣。

ホストファミリー事業
外部からの要請に基づき、日本の家庭にホームステイ、ホームビジットのあっせんを行
い、日本人との交流を促進する。

国際交流団体活動助成
金

市内の団体が実施する国際交流事業に対する助成金制度

外国籍住民向け生活情
報冊子作成

外国籍生活者が必要とする生活情報等をまとめた冊子を作製する。（中国語、韓国語、英
語、ベトナム語、やさしい日本語を予定）

まちづくり推進課

日本語講師配置事業
日本に入国して間がないなどの理由で、日本語を話せない児童・生徒を対象に、その在籍
校に日本語を教える講師を派遣し、日本語の指導を行う。

ＡＬＴ（外国語指導助
手）派遣

外国語指導助手（Assistant Language Teacher）3名を、市立の小中学校に派遣。(内２名
は、外国青年招致事業にて招致）
各学校を巡回訪問して担任教員と協力しながら指導を行う。

ALT（外国語指導助
手）による夏休み英会
話教室

古賀市内小学校に在籍する児童を対象に、外国語指導助手（Assistant Language
Teacher）3名による夏休み英会話教室を開催
（令和２年度においては新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

東京オリンピックキャ
ンプ支援事業

オリンピック・パラリンピックの開催に向け、古賀市・福津市合同でルーマニア柔道選手
団を誘致し、キャンプ滞在中の練習環境の調整や宿泊等に関する支援を行うとともに、ス
ポーツを通じて様々な交流を行い、友好関係を深める。

東京オリンピック・パ
ラリンピック機運醸成
事業

パラリンピックの採火式を古賀市で実施し、障がい者スポーツに対する市民の理解と機運
醸成を高める。また、オリンピックに出場する古賀市出身選手などを応援し、地域活性化
を図る。
（※新型コロナウィルスの影響により中止）

異文化講座
古賀市在住もしくは、古賀市に通勤通学をされている高校生以上の方対象。外国の方を講
師として招き、その国の文化や歴史を学び、異文化に対する人権意識を高めることを目的
に実施。

ひだまりパスポート
古賀市内の全小学生を対象に、外国出身または海外滞在経験がある講師の話を聴き、異国
文化に触れることで「みんな違ってあたりまえ」、互いを理解しあうことの大切さを知る
中で、人権感覚を育む。

英語指導助手（ＡＬ
Ｔ）派遣事業

外国人英語指導助手（ＡＬＴ）を市内小学校、中学校の英語授業、外国語活動授業の助手
として配置

基礎学力定着事業 市内小中学校に通学している外国人児童・生徒を対象に日本語指導を実施

オリンピックキャンプ
地誘致事業

東京オリンピックの開催に向け、福津市・古賀市合同でルーマニア柔道選手団を誘致し、
キャンプ滞在中の練習環境の調整や宿泊等に関する支援を行うとともに、スポーツを通じ
て様々な交流を行う

アジア太平洋こども会
議パートナー窓口事業

アジア太平洋こども会議・イン福岡がアジア太平洋の国と地域から11歳のこども大使を招
聘する『ブリッジサマーキャンプ　ホームステイプログラム』において、市内の家庭で一
団のホームステイ受入れを行う。同世代の海外のこどもと生活を共にすることでの異文化
理解促進、国際交流を図る

隣保館

学校教育課

(公財)太宰府市国
際交流協会

生涯学習推進課

古
賀
市

福
津
市

太
宰
府
市

学校教育課

郷育推進課

－46－
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外国人青年招致事業 市内7小学校・2中学校で、外国語指導助手として指導 学校教育課

うきは市民大学
英会話講座（初級）

場所：るり色ふるさと館
日時：第１・２・３水曜日 １９：００～２０：００
参加費：５，０００円（テキスト代）／年
講師：ＡＬＴの方

うきは市民大学
英会話講座（中級）

場所:るり色ふるさと館
日時:第１・２・３水曜日 ２０：３０～２１：３０
参加費:５，０００円（テキスト代）／年
講師：ＡＬＴの方

うきは市民大学
韓国語講座（初級）

場所:るり色ふるさと館
日時:第１・２・３水曜日 １８：３０～１９：３０
参加費:５，０００円（テキスト代）／年
講師：韓国出身の大学講師

うきは市民大学
韓国語講座（中級）

場所:るり色ふるさと館
日時:第１・２・３水曜日 １９：４０～２０：４０
参加費:５，０００円（テキスト代）／年
講師：韓国出身の大学講師

英語教育推進事業 保育所、幼稚園及び小中学校にALT（民間委託）を派遣し、英語教育の充実を図る。 学校教育課

宮若市・宗像市・トヨ
タ自動車九州地域連携
事業　グローバル人材
育成プログラム

宮若市、宗像市及びトヨタ自動車九州㈱の３者で締結している連携協力に関する協定に基
づき、地域の若者を海外に派遣し、次代を担うグローバルな人材の育成を支援するプログ
ラム。

秘書政策課

嘉
麻
市

嘉麻市立小中学校英語
教育語学指導員派遣業
務

市内小中学校の国際理解及び英語授業を行うために、民間企業のALTを配置・活用する。 学校教育課

外国語指導助手業務委
託事業

市内の中学校の英語教育の充実を図るため外国語指導助手(ALT)3名を活用する。

小学校英語活動事業
市内の小学校の児童を対象として、英語の講師を招き、コミュニケーション能力の向上と
英語活動の推進を図る。

外国人とのふれあい保
育（英会話保育）業務

市内の公立保育所の年長児クラスを対象に、英語を母国語とする英会話講師による英会話
保育を行う。

子ども未来課

外国語指導助手派遣事
業

市内の小中学校にネイティブスピーカーの外国語指導助手（ＡＬＴ：巡回型２名）配置
し、国際理解教育の向上及び英語教育の推進を図る。

学校教育課

アジア太平洋こども会
議イン福岡こども大使
ホームステイ事業

募集チラシの配布、広報掲載、補助金等、ホストファミリーへのサポートを実施
海外１か国からこども大使４人とシャペロン１名受入。
ホームステイ期間中に花火大会の鑑賞
受入期間：令和２年７月15日～21日（予定）

教育総務課

国際交流事業
エネルギー地産地消の取り組みで交流のあるドイツのラインフンスリュック郡へ地元高校
生を派遣し、国際交流を図る。

エネルギー政策課

柳川・みやまオリパラ
事前キャンプ連絡協議
会

柳川市と共同により、オセアニア諸国オリンピック団の事前キャンプ受け入れ及び国際交
流を図る。

社会教育課

う
き
は
市 生涯学習課

朝
倉
市

教育課

宮
若
市

み
や
ま
市
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「アジア太平洋こども
会議・イン福岡」こど
も大使受入事業

７月にこども大使４人とシャペロン１人受入 地域振興課

外国語指導助手(ALT)
派遣事業

業務委託により、市内小・中学校へ３名の英語指導助手を派遣 学校教育課

国際交流サロン
カレービュッフェ

５月に留学生や市内在住外国人と市民が気軽に語り合い、互いの文化を学び交流する「カ
レービュッフェ」を開催

糸島市国際交流協
会

国際交流サロン
そうめん流し

８月に在住外国人や留学生が、そうめん流しを体験する

国際交流サロン
世界の料理教室

世界の料理を一カ国取り上げ、在住外国人もしくは滞在外国人を講師として料理教室を実
施

世界の郷土紹介 糸島市民まつり会場において、外国小物の販売や民族衣装の体験試着を予定

会報誌発行 会報誌「Window」年３回発行

国際協力事業 書き損じはがき、使用済切手並びに外国貨幣コインを収集し国際協力機関に送付

糸島青少年国際化
NEXT50事業

糸島ライオンズクラブとの共同事業で、小学校及び県立高校へ留学生を派遣

外国人のための日本語
講座

・日本語を母語としない町内在住・在勤の方対象の日本語講座
・毎週木曜日

イングリッシュプログ
ラム

町内小学生（5～6年生／計30名）を西南学院大学に引率し、大学の外国人留学生と日本人
学生の一部と一緒にアクティビティ（活動）を通して、楽しく英語体験をさせる

ＡＬＴ活用事業
・小学校３、４年生における外国語活動の支援
・小学校５、６年生ならびに中学校における外国語授業の支援
・外国語活動、外国語授業の充実を目的とした教材の提供、教職員研修

学校教育課

須
恵
町

英会話講座
須恵町生涯学習講座(まなビック）「子ども英会話教室」
募集15組　年間12回

社会教育課

国際交流パーティー 外国人（留学生等）を招待し、会員や町民との国際交流を促進する。（10月24日予定）

文化交流事業
（料理教室）

本格的な外国料理を作り、本場の料理を味わう。（1月予定）

糸
島
市

糸島市国際交流協
会

芦屋町国際交流
協会

糸島市国際交流協
会

文化振興課

まちの魅力
推進課

芦
屋
町

那
珂
川
市

志
免
町

国際文化交流サークル
支援事業

那珂川市の国際文化交流サークル主催で、九州大学をはじめとする留学生を招いて観劇交
流・地域文化交流、キャンプなどを実施
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市町村 事　業　名 事　　業　　内　　容 担　当　課

文化交流事業
（バスハイク）

外国人を招待し、文化交流を通して会員との国際交流を推進する。（11月予定）

広報誌の発行
会員及び町民に広報誌「かけはし」を配布し、事業内容等を知らせ、芦屋町国際交流協会
をPRする。（8月予定）

国際理解教育ホームス
テイ派遣事業

中学生を対象に海外ホームステイを隔年で実施し、国際的感覚を学びグローバルな視野を
持ち行動できる人材を育成するもの。

学校教育課

語学指導を行う外国青
年招致事業

国際化への対応力向上と、小中学校の英語教育充実のため、ALT（青年外国語指導助手）を
配置し、本物の英語に触れさせるとともに、国際理解教育を推進するもの。また、幼児教
育への派遣や教員への指導も行う、

学校教育課

オランダ慰霊団受入事
業

戦争犠牲者グループ
時期・人数は未定です。
※戦争犠牲者グループ：戦時中、収容所で拘留されたり、捕虜となった人たちや
拘留生活はないものの、戦時中に辛い体験をした人たち。

十字架の墓標・平
和と文化を育む会

生涯学習課

イチョウフェスタ
本協会が地域の国際化の発信基地として、会員及び町民の国際理解の向上目的とた講演会
や各種イベントを開催する。

おしゃべりカフェ
英語のネイティブ講師とのフリートーキングレッスン
毎週金曜日　11：45～12：15・12：20～12：50

英会話講座 入門（昼・夜）・初級・中級の講座を開設

中国語講座 入門・会話講座を開設

ハングル講座 入門（昼・夜）・初級（昼・夜）・中級の講座を開設

国際交流教室の開設
町内の小学校を対象に各学校より要望があったモンゴルの講師を協会が派遣して、生徒と
の交流を通して外国文化への理解を深める。

コスモスまつりへの参
加

町のまつりである「コスモスまつり」開催日に参加。

イングリッシュサマー
スクール

小学生30人を対象に外国人講師と3日間、英語で過ごし、外国文化とふれあい、国際感覚を
養う。

ウィンタースクール
小学生20名を対象にアフリカ、アジア、オセアニア、アメリカからの講師と一緒にアク
ティヴィティ等をし、国際感覚を養い、海外への興味を喚起する。

インターナショナル
キッズクラブ開講

小学生15名を対象に1年間を通して月1回の国際イベントを通して、
国際感覚を育て、海外への興味を喚起する。

芦屋町国際交流
協会

水巻町国際交流協
会

水
　
巻
　
町

芦
屋
町
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外国青年招致事業 国際交流員(CIR)の配置

国際交流員企画事業

・オーストラリアスポーツ大会
（小学生を対象にしたオーストラリアのスポーツを紹介）
・Englishワールドキャンプ
（小学3年～6年生を対象。ワークショップを通じて、英語を学ぶ。他任用団体のJET参加者
等に運営協力をしてもらい、様々な国の文化に触れる機会を提供。）
・オーストラリア料理教室
（大人を対象にしたオーストラリアの料理を作る）
・クリスマスポットラックパーティ
（ポットラック形式のパーティ。岡垣国際交流協会の協力を得ながらゲームや歌を通して
参加者と交流。他任用団体のJET参加者に運営協力を依頼してもらい、国際色豊かなイベン
ト。※参加者数：約100名）
・海外遊びやゲーム会
（小学生対象。海外の遊びやゲームをしながら様々な国の文化に触れる機会を提供）

国際交流員派遣事業

・まつり岡垣
（町のまつりである「まつり岡垣」のワールドレストランストリート
　[岡垣国際交流協会主催]にCIRを派遣し、出店の手伝いを通して自国の文化を紹介するな
ど、国際交流を広く住民に理解してもらう。
・保育所訪問
（CIRが町立保育所を訪問し子どもたちとゲーム等を通して触れ合い、幼い頃から外国の文
化などに触れ外国に興味を持たせる。3保育園で年14回）
・小学校訪問
（小学校からの要請でCIRを派遣し、外国紹介やゲームで交流する。）
・地域との交流（出前講座）
（町内各自治区や団体からの申請により、イベントにCIRを派遣し、自国の文化・歴史等、
そのイベントに合わせたものを紹介。)

広報記事掲載
町の広報紙にCIRの記事欄を設け、町民に国際理解・国際感覚の醸成を図る（毎月１回）。
また、国際交流事業のお知らせの掲載。

翻訳業務 英語の文章など必要に応じて翻訳を行う。

国際交流協会への支援
等

国際感覚・国際理解を養うことを目的に、国際交流事業や国際協力事業に対して、CIRの派
遣や事業の周知などにおける広報の協力、財政的な支援などを行う。

外国語指導助手活用事
業

外国語指導助手を町内２校の中学校に配置し活用するとともに、それぞれの中学校区の小
学校へ定期的な派遣を行っている。

教育総務課

臨時英語講師派遣事業
国際理解教育の一環として、児童が外国語に触れ、外国の生活や文化などに慣れ親しむな
ど、体験的な学習活動を英語授業として実施するため臨時英語講師を雇用。

教育総務課

保健体育推進事業
スポーツを通じて小・中学生の国際交流を行う団体に対して、財政的な支援を行う。（現
在は1団体が2年おきに訪問と受け入れをしながら韓国城南市と交流している事業に財政支
援をしている。）

生涯学習課

英語講座 英会話（入門、準中級、中級、上級、子ども（小学生））

中国語講座 中国語（入門、中級）

岡垣国際交流
協会

岡
垣
町

地域づくり課
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韓国語講座 ハングル（中級）

ワールド・レストラ
ン・ストリート

「まつり岡垣」開催日に「ワールド・レストランストリート」を出店。各国の家庭料理を
近隣のCIR、ALT、日本人ｽﾀｯﾌなどと共に調理販売し、町民との交流を実施。

日韓友好囲碁大会 在日韓国人と岡垣町の囲碁愛好者との囲碁対局。

国際交流フェスティバ
ル

外国文化と日本文化の交流を目的として、外国人の芸術家を招へいし、会員や町民も参加
して日本文化の紹介を行い、岡垣町や近隣の人々との交流の輪を広げる。

教室の窓から世界をの
ぞく

国際理解教育の一環として、岡垣町内の全小学校を対象に各学年、学級から依頼を受け、
外国人講師を派遣。講義や歌、踊り、遊び等を紹介。

えびつかぐや灯篭まつ
り（協力）

「えびつかぐや灯篭まつり」（実行委員会主催）で、竹灯篭制作展示。ミニレストランの
出店。お茶会。民族衣装パレード、音楽会などを実施。

機関紙発行 協会報随時発行

広報記事掲載 「広報おかがき」に国際交流事業のお知らせや事業報告を随時掲載

韓国慶尚南道固城郡訪
問及び受け入れ

固城郡との文化交流のため、訪問と受け入れを隔年で実施。

その他の交流事業 中国との青少年交流や、台湾の医療研修生の受け入れ等各国との交流事業を実施。

遠
賀
町

英語指導助手派遣事業
・英語指導助手(ALT)による小・中学校(5校)の英語教育の充実。
・国際理解等に関する啓発記事を月１回程度掲載。

学校教育課

小
竹
町

国際理解教育
・小学校１年生から４年生における国際理解教育授業の補助
・小学校５・６年生における外国語活動の支援

教育課

英語教育支援事業 中学生の英語教育力向上のための英語検定試験及び教職員研修の実施 教育課

外国青年招致事業 英語指導助手の招致による小中学校(7校)の英語教育の充実 教育課

桂
川
町

英語指導助手派遣事業
・英語指導助手（ALT）による小・中学校（３校）及び幼稚園（１園）の英語教育の充実
・外国語活動、国際理解教育における指導及び園児、児童生徒との交流活動の実施

学校教育課

筑
前
町

ＡＬＴ活用事業
英語指導助手（ＡＬＴ）による小・中学校（６校）の英語授業の指導や、
「ALTと遊ぼう」や「English　Work　Shop」など英語を使った交流事業を実施している。

教育課

岡垣国際交流
協会

岡
垣
町

鞍
手
町
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東
峰
村

外国語指導助手派遣事
業

外国語指導助手を小・中学校に派遣し、英語教育の指導を行う。
また、保育所（園）にも派遣し、月1回の授業を行う。

教育課

国際交流事業
地域の国際化と国際理解の向上のための事業
英会話教室／ハングル講座

(一財)ひしのみ国
際交流センター

外国人技能実習生受入
事業

外国人技能実習制度に則ったベトナム人実習生の受入事業 大木町商工会

外国語指導助手
（ALT）派遣事業

外国語指導助手（ALT1名）を小中学校に派遣し、小中学校での英語教育の指導を行ってい
る。

学校教育課

国際理解教育出前講座
海外実情や日本との関係など参加者の視野が広がるような話や世界のことを考えるワーク
ショップなどを行う。

アジア太平洋こども会
議イン福岡こども大使
ホームステイ受入れ事
業

アジア太平洋子ども会議事務局と連携し、ホストファミリーの募集、事前研修、歓迎会
等、事前準備からホームステイ中のサポートを実施。

グローバルお作法キャ
ンプ

国際社会で通用する作法を身に着け、将来的に世界の舞台で活躍できる人材を育成する。

国際理解教育事業の担
い手づくり

国際理解教育推進のために必要なスキルを身に着ける研修を実施。研修後は、国際理解教
育出前講座の講師として活動を行う。

国際交流フェスティバ
ル

一つの国や地域を取り上げ、所縁のあるゲストを招き、その国で行われる一般的なパー
ティーを忠実に再現する。

広川まつりに国際交流
ブース出展

広川まつりで国際交流ブースを出展し、世界の文化に触れるワークショップを実施。 協働推進課

英語教育充実事業
小学校：外国人指導者（ALT）を派遣。英語力向上を図る。
中学校：外部英語指導者により英語部等の活動で英語を学ぶ意欲向上を図る。

幼稚園異文化交流事業 幼稚園へ外国人指導者を1名派遣し、国際理解の基礎を培う。

保育所文化交流事業
毎月１回各町立保育所で外国人講師による英会話講座の実施
(4月・8月・12月を除く）

福祉課

糸
田
町

農業研修生交流事業 オイスカ西日本研修センターの研修生との交流事業を実施する。
糸田町国際交流振

興会

赤
村

ＡＬＴ活用事業
英語指導助手(ALT)による小・中学校(2校)の英語授業の補助や、
リスニング指導を行う。

教務課

大
木
町

協働推進課

広
川
町

香
春
町

教育課
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アジア太平洋こども会
議ホームステイ受入

当事業では子供たちが言葉や習慣の違いを体験し、お互いを分かり合い、思いやる気持ち
を育むことを目的としています。(令和2年度は中止）

教育総務課

にほんごひろばKANDA
地域コミュニティの場である「公民館」機能を活かし、外国人と日本人が出会え、お互い
の生活、文化、習慣などを知るための場所の提供をしています。

生涯学習課

多文化共生推進事業
地域の方がお互いの文化を知り、認め合える関係を作り多様な文化をもった人々が共生で
きる地域づくりを進めるため、多文化交流イベントを開催し、地域の人々の交流を図りま
す。

防災・地域振興課

外国語講座
外部語学講師による外国語講座の実施
※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症のため検討中

生涯学習課

英語指導者派遣事業 外部英語指導者による小学校の英語教育の充実 学校教育課

外国青年招致事業 英語指導助手(ALT)による中学校の英語教育の充実 学校教育課

海外ホームステイ事業

町内在住の中学生を対象に、ハワイ島で短期ホームステイ事業を実施します。
ハワイ島福岡県人会及びハワイグローバル教育財団等の協力により、ホームステイ及び現
地学校訪問等を通じ、異文化に接することにより英語学習に対する意欲と実践的なコミュ
ニケーション能力の向上を図ることを目的として海外ホームステイ事業を実施します。

参加中学生20名　派遣期間8月22日から8月27日まで（令和2年度）

※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため中止

観光
まちづくり課

吉
富
町

英会話ふれあい事業
乳幼児（子育て支援センター、公私立保育園・幼稚園）から小学生までの児童を対象に外
国人講師を派遣しゲームや歌を交えた英語活動を実施

教務課
子育て健康課
地域振興課

外国青年招致事業
（ＡＬＴ）

小中学校の外国語指導助手として1名招致
※小中学校へ派遣し､授業の支援を行っている。

教務課

・保育所：毎月２回程度訪問。ゲームや英会話を行う。
・小中学校：５校（小学校4校・中学校１校）を訪問
・各種行事にも参加
・住民を対象にALTが講師となり英会話教室を実施

国際交流活動の活性化などを目的に、地域住民に対する学習講座を実施する。
　・学習講座対象 地域住民２０人程度
　・講座回数　１回当たり２時間で全５回
　・学習内容　タイ・バンコクの文化・生活習慣・母国語の学習
              タイ料理体験

苅
田
町

上
毛
町

み
や
こ
町

国際理解教育 教務課
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築上町日中友好相互交
流事業

平成20年4月に築上町立椎田小学校と中国 南京市の竹鎮中日友好希望小学校が、平成23年2
月に築上町立築城小学校と中国 金壇市の薜埠中心小学校が、友好提携協定書を調印。以
後、互いの国を訪問し、交流を行いながら、文化を学び、国際感覚を養っている。なお、
訪中は上記2校のみならず、築上町立小学校全8校の6年生代表者約20名で訪問団を結団し
行っており、訪中前に中国語の勉強や訪中の際に披露する歌や踊りなどの事前研修を行っ
ている。

学校教育課

国際交流員（CIR）事
業

・国際交流員企画イベント
外国への関心などを高めるために、国際交流員がイベントを企画し、外国文化に触れる機
会を創出。
（料理教室、ポットラックパーティーなど）

・国際交流員派遣
国際交流活動や各種イベントなどに、実施団体等からの申請に基づき国際交流員を派遣
し、外国文化の紹介や一緒に活動することで町民の国際感覚などの醸成を図る。
（学校・保育所、学童保育、地域イベント、サークル活動など）

・国際交流啓発
町民の国際理解などのため、町のSNSや町広報誌などで、外国文化や築上町での体験などを
掲載。
（インスタグラム（国際交流担当アカウント）、町広報誌、ラジオ出演（町コミュニティ
放送局）　　　など）

企画振興課

オリンピック・パラリ
ンピックキャンプ地推
進事業

オセアニアオリンピック委員会（ONOC）・オセアニアパラリンピック委員会（OPC）と福岡
県及び築上町を含めた４市町で行ったオリンピックに向けた調印に基づき、オリンピッ
ク・パラリンピックの事前キャンプの受入を実施し、東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックへ向けたトレーニング支援と町民の関心を高め、併せてオセアニア地域との国際
交流を図る。

生涯学習課

※2020年度に予算措置された事業を掲載しており、実施の有無については、各市町村にお問い合わせ
ください。

築
上
町
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