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１ はじめに 

 

（1）大綱策定の背景 

 

 21 世紀を迎えた今日，産業や文化，教育，スポーツ，技術など，あらゆる分野で，

国際化が進み，国と国との相互補完関係が強まっています。また一方では，地球温暖

化に代表される環境，資源，エネルギー問題や民族，宗教の対立による地域紛争など

の諸問題に対し，国際協調による協力・取り組みが一層求められてきています。 

また，地域の国際化に目を向けると，海外都市との友好提携，民間で行われている

国際交流など，多彩な活動が展開されています。今後も継続的に，地域に在住・在勤

する外国人が，地域住民の一員として暮らせる環境を整えるとともに，“多文化共生社

会”に対応した語学力・価値観をもつ人づくりが必要とされています。 

 本市においては，国際港湾である鹿島港を有し，成田国際空港に近接することから，

国際化の進展が早くから予測され，それらに的確に対応するための施策として，1991

年に「鹿島町国際交流推進大綱（目標年度：1995 年度）」を策定しました。また，

その後の国際化の一層の進展に加え，1991 年にプロサッカーJ リーグホームタウン

チーム「鹿島アントラーズ」の誕生，1995 年の市制施行，2002 年の FIFA ワール

ドカップの鹿嶋開催が決定したことなどを機に，1998 年に国際交流推進大綱を新た

に「鹿嶋市国際交流推進大綱」として策定しました。 

その後，推進大綱に基づき，同年には国際交流の中核組織となる「鹿嶋市国際交流

協会」の設立をはじめ，2002 年 FIFA ワールドカップ開催時の対応，中国塩城市と

の友好都市，韓国西帰浦市との姉妹都市の締結など，国際交流に関するさまざまな施

策を展開してきています。 

しかし，現在は，前大綱策定から 10 年が経過しており，市を取りまく環境も大き

く変化していることから，時代の変化を捉えた国際化施策の推進が求められており，

本大綱策定となりました。 

 

 

 

※ 多文化共生社会              

 「多文化共生」とは，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です。 

多文化共生社会とは，地域社会において，国籍や民族，文化の違いを互いに認め合い，対等

な関係を築きながら，共存することが可能な社会の状態です。 
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（2）大綱策定の趣旨 

 

 近年の地域を取りまく環境の変化，とりわけ本栺的な国際化の進展の中で，長期的

な視点に立ち，国際化を推進していくことが必要とされています。 

さらに，地方分権・規制緩和による都市間競争時代の到来などにより，環境，教育，

福祉などの住民に身近な分野においても，自治体の責務は大きくなってきており，国

際化においても，他の施策と同様に，地域の実情にあった施策が求められています。 

前大綱においては，その基本施策として，①人材の育成 ②国際交流活動の推進 ③

国際化に対応した環境整備 ④国際交流推進体制の整備 ⑤ワールドカップに係る国

際交流の推進を掲げ，「鹿嶋市国際交流協会」の設立とともに，在住外国人並びに海外

都市との友好交流・協力を中心とした活動による相互理解を促し，ひいては世界平和

への貢献を大きな目標と掲げていましたが，近年は，これに加えて直接的な経済交流

による効果等も求められています。 

本大綱は，このような背景のもと，「鹿嶋市国際交流推進大綱」を踏襲しつつ，社会

環境の変化に合わせ，総合的・計画的な国際化の推進目標を定めるとともに，その基

本的な方向を明らかにすることを目的として策定するものです。 

 

 

（3）大綱の性栺と期間 

 

 本大綱は，新鹿嶋市総合計画との整合を図りながら，市民と行政が協働して推進す

る国際化施策の指針となるものです。そして，その名称を「鹿嶋市国際交流推進大綱」

から，幅広い分野における総合的な取り組みの意味合いを込めて「鹿嶋市国際化推進

大綱」に改めるとともに，従来の友好・協力による世界平和への貢献という目標に加

え，新たに経済交流・協働という視点を踏まえて方向性を策定します。  

 本大綱は，平成23年度から平成32年度までの10ヵ年を計画期間としています。

本大綱は，関連計画や社会環境の変化に対応して，計画中間期に進捗状況や成果等 

を公表し，パブリック・コメント手続きで市民等から意見を公募しながら見直しを図 

ります。 
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西暦 平成 国際化に関する計画 総合計画 備　考

1991年 3年 鹿島町国際交流推進大綱 鹿島アントラーズの誕生

1992年 4年

1993年 5年

1994年 6年

1995年 7年
旧鹿島町，旧大野村の合併により鹿嶋市
が誕生

1996年 8年

1997年 9年 鹿嶋市総合計画

1998年 10年 鹿嶋市国際交流推進大綱 鹿嶋市国際交流協会の設立

1999年 11年

2000年 12年

2001年 13年

2002年 14年
新鹿嶋市総合計画
前期基本計画

中国・塩城市と友好都市を締結
「2002FIFAワールドカップ」開催

2003年 15年 韓国・西帰浦市と姉妹都市を締結

2004年 16年
中国・塩城市，韓国・西帰浦市との中学
生交流事業の開始

2005年 17年

2006年 18年
オーストラリア・カラウンドラ市との中
学生交流事業の開始

2007年 19年
新鹿嶋市総合計画
後期基本計画

文部科学省より英語教育の教育課程特例
校制度の認定を取徔

2008年 20年

2009年 21年

2010年 22年

2011年 23年 鹿嶋市国際化推進大綱 新鹿嶋市総合計画の改定　

2012年 24年 新鹿嶋市総合計画（改）

～ ～

2015年 27年 鹿嶋市国際化推進大綱の中間見直し

～ ～

2020年 32年 鹿嶋市国際化推進大綱（改）

「鹿嶋市国際化推進大綱」策定までの流れ
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２ 国際化推進の意義 

 

（1）地域における国際化の必要性 

 

国際化とは，元来，主権国家を卖位とした国家間の概念であり，複数の国家が相互

関係を強め，経済・文化などの面で互いに影響をあたえあう現象です。 

しかし，近年の地方分権・地域主権意識の高まりや，地域間競争時代の到来により，

それぞれの地域による独自の国際交流の必要性が喚起され，国境を越えた地域間の経

済交流・文化交流の展開による，独自の国際化への取り組みが求められています。 

 

 

（２）国際化によって期待される効果 

 

ボーダレス化促進による交流の活性化 

高速交通網や通信手段のめざましい発達に伴い，ヒト，モノ，カネ，情報な

どが，国と国というレベルから，地域から地域，さらには，個人から個人へと

いうように，国境という垣根を越えた自由な往来へと変化する現象をボーダレ

ス化と言います。国際化はこのボーダレス化を促進し，より自由で，より多様

な国際交流の機会を作り出します。 

 

国際意識の向上 

異文化との交流を通じて，「多文化共生社会」に対する理解を推進することで， 

   差別や偏見の解消を促進し，誰にでも開かれた平等な社会の実現に寄不します。

また，国際化によって生まれる国家間・地域間のネットワークは，災害など 

によって困窮した地域や人々に対する国際貢献活動を活性化させ，人々の友愛 

精神を育みます。 

 

 

※グローバル化 

「国際化」に似た言葉として，「グローバル化」という言葉あります。 

「グローバル化」とは，政治，経済，環境，文化など，あらゆる側面において「地球規模

での相互関係」が強まり，国や民族といった卖位ではなく，地球や全人類を卖位として，活

動や問題が地球規模化する現象です。 

「国際化」の概念が，国家や地域という卖位を前提とするのに対し，「グローバル化」は，

「地球」を一つの卖位とする点が大きく異なります。国際化の概念では，国や地域の独立性・

個性が，重要視されますが，グローバル化においては，国家や国境という概念は重要視され

ません。 
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（３）地域における国際化推進の意義 

 

 地域における国際化の推進は，国益を優先する外交とは異なり，市民一人ひとりが

主役となることができます。だからこそ，多様な分野での国際化が可能であり，施策

や行動に幅広い選択肢が生まれます。また，そのような取り組みがもたらす地域への

影響は，以下のような魅力ある地域づくりにつながるものと考えられます。 

 

 

① 国際感覚を持った人材の育成 

異なる文化や価値観を持つ人たちとの交流機会の増加により，互いの相違点を認

識することができます。また，環境問題や人権問題など，地球規模で取り組まなけ

ればならない問題に対し，自分とは異なる立場からの意見・考え方を聞くことで，

問題の本質的な認識が可能となり，広い視野を持った国際的人材が育成されます。 

 

 

 

② 地域アイデンティティの認識 

  わたしたちは，日常生活においては，自分たちが住む鹿嶋の魅力を見逃しがちで

す。地域間交流や国際交流などの異文化との交流は，相手を理解するだけでなく，

自分たちが持つ歴史・文化などの魅力を再確認させてくれます。そのことによって，

鹿嶋人としてのアイデンティティが高まり，地域への誇りと愛着が醸成されます。 

 

 

 

③ 地域イメージの向上と PR 

 国際交流・国際協力により，「外国人にも開かれたまち」という好ましいイメージ

を確立することができるとともに，さまざまな事業を通して，メディアや交流・協

力を通じた人たちにより，本市が国内外に PR されます。 

 

 

 

 

④ 地域の活性化 

  新たな異文化との接触は，市民の豊かな自己形成の機会にもなり，地域の人材の

育成につながります。また，産業・文化・スポーツなどさまざまな分野での活動の

下地が広がり，地域の活性化が期待できます。 

 

 



 

6 

 

⑤ 新たなコミュニティの形成 

 国際交流を目的とした活動などを通じ，外国人と市民はもちろんのこと，市民同

士あるいは，外国人同士のコミュニティの形成が可能となり，市民生活にゆとりと

潤いを生み出します。 

 

 

 

⑥ 世界に開かれた社会の創造 

  古来より日本は，地理的な条件などを背景に外国との交流が限られており，現代

においても，しばしば日本の閉鎖性は指摘され，国際社会における日本の立場を弱

くする要因になっています。国際化の推進により，日ごろ無意識に形成している閉

鎖的な社会を認識し，国際的に開かれた社会の必要性を自覚することは，地域イメ

ージの向上だけでなく，ひいては世界に開かれた日本の実現に資するものです。 

 

地域の活性化 

新たな 

コミュニティの形成 

世界に開かれた 

社会の創造 

地域アイデンティティ 

の認識 

地域イメージの 

向上と PR 

国際感覚を持った 

人材の育成 

地域の国際化 



 

7 

３ 国際化の現状と課題 

 

（１）国内外の現状と課題 

 

① 国外情勢 

21 世紀の国際社会においては，交通網の発達，IT 革命，規制緩和などにより，ヒ

ト，モノ，カネ，情報，サービスが自由に国境を越えて行き交うボーダレス化・グロ

ーバル化が急速に進展しています。国際関係に影響を不える主体は国家のみならず，

国際機関，NPO・NGO，多国籍企業や個人へと拡がり，それに伴い，国際関係自体

も多様化，複雑化してきています。 

 世界各国の相互関係はますます深まり，特に経済分野での結びつきが顕著になって

います。その枠組みにおいては，世
※

界貿易機関（WTO）体制を基本とする一方で，欧
※

州連合（EU）や北
※

米貿易自由協定（NAFTA），環
※

太平経済協定（TPP）など，地域

的な経済連携の強化に向けた動きが拡大しています。また，その中でも，東
※

单アジア

諸国連合（ASEAN）等アジア地域の発展，さらには，ブ
※

リックス（BRICｓ）と呼ば

れる新興経済大国の動向は，世界的な経済・資源問題等に大きな影響を不えるように

なると言われています。 

国際化の進展が，国際社会に一層の繁栄の機会を提供する一方，人口の急増に伴う

食糧・エネルギー問題，世界各地で頻発する地域紛争やテロ活動，それに伴う難民の

発生や各種人権問題，北朝鮮・イランに見られる核開発問題，地球温暖化などの環境

問題，2009 年にパンデミック（世界的な流行）を起こした新型インフルエンザに代

表される疫病の問題など，国家の枠組みを超えて地球規模で取り組まなければならな

い問題が顕在化してきています。 
 

※ＷＴＯ (World Trade Organization)  

世界貿易のルールや国際紛争の処理を担う国際機関｡協定にすぎなかった GATT（関税貿易一般協
定）の機能をより強化するものとして，1995 年に設立された｡モノだけでなくサービスや知的財産権
なども含め，広範囲における国際貿易を対象とする｡ 

 
※ＥＵ (European Union) 

ヨーロッパの 27 カ国から成る連合。経済統合を目的とした欧州共同体から脱皮し，政治面，軍事面，
国境を越えた社会全体に及ぶ欧州統合を目指す。 

 
※ＴＰＰ (Trans Pacific Partnership) 
    ニュージーランド，シンガポール，チリ，ブルネイの 4 か国が発効させた，貿易自由化を目指す経
済的枠組み。加盟国間で取引される全品目について関税を原則的に 100％撤廃しようというもの。環
太平洋戦略的経済連携協定などとも呼ばれる。 

 
※ＮＡＦＴＡ （North America Free Trade Agreement） 

多国間自由貿易協定（FTA）のひとつ。FTA は，自由貿易協定のこと。物品の関税，その他の制限
的な通商規則，サービス貿易等の障壁など，通商上の障壁を取り除く自由貿易地域の結成を目的として
いる。日本もタイやフィリピン，シンガポールなどと協定を締結している。 

 
※ＡＳＥＡＮ （Association of South-East Asian Nations） 

東单アジア諸国の経済・社会・政治・安全保障・文化での地域協力組織。当初は外相会議の意味合い
が強かったが，経済担当の閣僚会議を開かれるようになっている。東单アジアの 10 カ国から成る。 
 

※ＢＲＩＣｓ (Brazil Russia India China) 
  近年，目覚しい経済成長を遂げている 4 カ国（ブラジル，ロシア，インド，中国）の総称。それぞ
れが国土・人口・資源に恵まれた大国であり，その潜在能力の高さから，今後の国際社会に対する影響
力の拡大が予想されている。 



 

8 

② 国内情勢 

 法務省入国管理局の調査によると，2009年の日本における出入国者数は，日本人

出国者で約 1,545 万人，外国人入国者で約 758 万人となっています。過去 10 年間

の動向を見ると，それぞれその年の景気変動や感染症の流行などを背景に変動がある

ものの，出国者数は 1,500～1,700 万人の間で変動しており，入国者では 10 年前

の約 490 万人から年々増加傾向にあります。また，2008 年末における外国人登録

者数では，過去最高となる 222 万人(日本の総人口の 1.74％）を記録するなど，日

本にとって外国・外国人はますます身近な存在となってきています。 

また，政府は，2007年 1 月より施行された観光立国推進基本法に基づき，同年 6

月に観光立国推進基本計画を策定し，2010 年までに日本人出国者数 2,000 万人，

外国人入国者数 1,000万人の実現などを目標に設定し，さまざまな施策を展開してい

ます。しかし，このような国際化施策が進められていく一方，丌法滞在者（推定 15

万人）や一部の外国人による犯罪の増加問題などへの対応が課題となっています。 

 

日本の人口構成をみると，2010 年現在，約 23％の高齢化率は，2020 年には約

29％，2050 年には約 40％まで増加すると予想されています。また，女性の社会進

出や晩婚化などに伴う出生者数の減尐により，総人口は，2005年に減尐に転じ，以

後，人口減尐時代に入っています。（参考：国立社会保障・人口問題研究所） 

このような人口構成の変化は，年尐人口・生産年齢人口の減尐を意味しており，今

後の国内における労働力丌足が懸念されています。その一方で，外国からの入国者数

は増加傾向にあり，今後，外国人労働者の受入れについて，長期的かつ幅広い視点か

らの検討が必要とされています。 

 経済面では，中国等のアジアを中心に貿易が拡大する一方で，海外直接投資や事業

提携による日本企業の海外生産比率は上昇しており，国内産業の空洞化が生じていま

す。食や伝統芸能の分野では，危機管理や技術・技能の継承の観点から，一部で国内

回帰の動きもみられますが，経済活動のグローバル化は拡大傾向となっています。  

また，資源についてみると，原油を中心に海外依存度が高い状況であり，国内産出

資源によるエネルギー自給率（原子力含む）は 2 割にとどまっています。食糧につい

ても，農産物の輸入自由化や食生活の変化等により，輸入割合が 6 割を占めるなど，

農業分野においても国際的な競争が激化してきています。 

  

このように，さまざまな分野でグローバル化が進んでいる社会情勢において，国や

地域の関係は複雑・多様化しており，同時に，私たちの生活課題も複雑・多様化して

いることから，地域社会においても多様な文化が受け入れられ，そこに住む全ての人々

が暮らしやすい地域づくりが期待されています。 

 そうした中，1998年に，民間の非営利団体に法人栺を不える「特定非営利活動促

進法」が施行されたこともあり，地域住民のボランティアや NPO・NGO 等の活動へ

の参加意識がこれまでになく高まってきており，今後，国際化を含めたさまざまな分

野で課題克服について，地域住民の力が大きな役割を果たすと予想されています。 
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（２）鹿嶋市の現状 

 

① 外国人登録者 

 本市における外国人登録者は，2009 年末現在で 31 ケ国 791 人（鹿嶋市の人口

の 1.2％）となっています。国籍別の内訳では，タイが 185 人と最も多く，次いで，

フィリピン 184 人，中国 167 人，韓国 91 人，ブラジル 43 人，その他 121 人と

なっており，地域別では，アジアからの登録者数が全体の８７％となっています。 

また，2000 年からの年次比較（各年末時）においては，2001 年がピークとなり，

2006 年まで減尐傾向がみられますが，これはフィリピン国籍市民の減尐が大きく起

因し，その他の国籍では，若干の増減はあるもののほぼ横ばい傾向を示しています。

なお，その他未登録で市内に在住する外国人も相当数に上ると予想されます。 
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② 旅券申請件数 

 市民の旅券発行件数は，2008 年度において 1,788 件となっています。2008 年

以前の過去 10 年間の推移（2009 年度は，6月に旅券申請事務が県から市へ権限委

譲されたため，通年のデータ無し）をみると，1999 年をピークとして，景気の低迷

やテロの多発，SARS（重症急性呼吸器症候群）の流行などの丌安定な国外情勢を背

景に 2003 年まで減尐傾向となり，その後は緩やかな増加傾向となっています。 

今後は，2008 年後半からの世界同時丌況や 2009 年に起こった世界規模での新

型インフルエンザの大流行などの影響により，旅行申請件数は一時的に減尐すること

が予想されるものの，また，旅券申請事務が県から市町村へと権限委譲されたことで，

申請窓口は市民にとって身近なものになることや，団塊世代の一斉退職による旅行ニ

ーズの増加などから，再び増加に転じることが予想されています。 
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▲韓国・西帰浦市にある観光名所「薬泉寺」 

（鹿嶋市中学生海外交流事業） 
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③ 民間団体の活動状況 

 本市における国際化については，さまざまな民間団体が積極的に活動を展開してい

ます。その活動は団体によってさまざまで，海外現地での自立支援活動や環境保護活

動，また，ホームステイを通じた交流活動や，市内や近隣地域に住む外国人への支援

活動，主に日本人を対象とした国際化に関する意識啓発活動など，多様な国際交流・

協力活動が行われています。 

 

＜市内国際交流・協力関連団体活動一覧＞ 

団体名 主な活動内容 

鹿嶋市日中友好協会 

 

・会員の中国への派遣（单京城修復） 

・中国要人の受入れ 

・中国語講座 

・中国雑技団公演の開催 

鹿嶋柔道スポーツ尐年団 

 

・柔道を中心とした，ドイツ，フランス，アメリカ，カナ

ダ，オーストラリア，東单アジア等の国々との相互交流  

・ホームステイ等による諸外国の受入 

鹿島ライオンズクラブ 

 

・オーストラリアからの交換留学生の受入れ及び派遣 

 

鹿島中央ロータリークラブ 

 

・タイ（チェンマイ北部・カレン族）の水道施設づくりの

ための資金援助 

・カレン族のリーダー育成に向けた各種援助 

国際交流さるびあ 

 

・日本語教室（毎週昼夜各 1 回） 

・子ども英会話教室 

・学校関係国際理解授業への協力 

・交流パーティー・バスツアー等の開催 

鹿嶋国際交流ＪＣサークル 

 

・外国人のための日本語教室 

・外国人のためのパソコン教室 

・学校関係国際理解授業への協力 

・交流パーティー・バスツアー等の開催 

NPO 法人 

内モンゴル沙漠植林交流協会 

・中国（モンゴル自治区）の沙漠化した土地へ植林の実施 

・植林についての普及啓発活動 

鹿嶋市国際交流協会 

 

 

 

 

・英語，韓国語等の語学講座（10 回／年） 

・外国人による日本語スピーチコンテスト 

・学校関係国際理解授業への協力 

・広報紙の発行（3～4回／年） 

・交流パーティー・バスツアー等の開催 

・国際交流団体への支援 

・国際交流に関する情報の収集と提供 
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④ 姉妹・友好都市交流 

 本市は，2002 年に中国・塩城市と友好都市を，2003 年には，韓国・西帰浦市と

姉妹都市を締結し，中学生交流や各種スポーツ・文化交流を中心にさまざまな交流が

行われてきました。また，2009 年 9 月には，中国・塩城市から，塩城市長をはじめ

とした訪問団が鹿嶋市経済界との交流を目的に鹿嶋を訪れるなど，これまでの交流に

加え，経済分野における交流が活性化していくものと思われます。 

 

相手国名 中華人民共和国 自治体名 江蘇省
こうそしょう

 塩城市
えんじょうし

 

提携区分 友好都市 

提携年月日  2002年11月８日（友好都市関係締結協議書署名日） 

提携の経緯 

1999年11月に，日本と

の友好都市の適地を求め

ていた塩城市に，日中友

好協会より鹿嶋市が紹介

され，塩城市に招待され

たのを機に，相互交流に

発展し，上記締結に至っ

た。 

所在図 

 

概  況 

【気 候】年間平均気温14度～15度。 【人 口】約780万人。 

【地 勢】面積14,562平方キロメートル。（茨城県の約2.5倍）海岸線580km。 

【特 徴】工業は自動車，機械，紡績，製油，電子部品等。農業は江蘇省で最も盛んで，

中国の重要な商品食料・商品綿の基地となっている。また，丹頂鶴の越冬地，

ヘラジカ保護区は国際的に有名。 

  交流経過 

[主な交流内容] 

 1999 年 11 月 日中友好協会を通じて鹿嶋市が塩城市に紹介される。 

 2000 年 5 月 友好訪問団を塩城市へ派遣。友好交流都市への意向書を交わす。 

 2001 年 6 月 鹿嶋市日中友好協会から鹿嶋市議会へ，塩城市との早期友好都市 

         締結に向けた請願書が提出され，全会一致で採択される。 

 2002 年 11 月 内田市長をはじめとする友好訪問団が塩城市を訪問。本調印を締結。 

 2003 年 2 月 友好訪問団を鹿嶋市へ受入。小学校やスタジアム等の視察を実施。 

 2004 年 10 月 中学生海外交流事業の開始。市内中学生 24 名を塩城市へ派遣。 

 2005 年 7 月 塩城市雑技団を鹿嶋市へ受入。鹿嶋市，神栖市にて公演を実施。 

 2006 年 6 月 友好訪問団を鹿嶋市へ受入。日中友好協会及び市関係者と交流。 

 2007 年 11 月 友好訪問団を鹿嶋市へ受入。小学校や市内一般農家を視察。 

 2008 年 2 月 友好訪問団を塩城市へ派遣。経済特区，塩城市等の視察を実施。 

 2009 年 10 月 友好訪問団を鹿嶋市へ受入。市内視察及び鹿嶋市経済界と交流。 
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相手国名 大韓民国 自治体名 済州
ちぇじゅ

特別
とくべつ

自治
じ ち

道
どう

 西帰浦市
そ ぎ ぽ し

 

提携区分 姉妹都市 

提携年月日 2003年11月26日（姉妹都市締結署名日） 

提携の経緯 

1999年8月に済州大学

教授が，サッカーW杯研

修を目的に来鹿。同年11

月に済州大学から招待を

受け，本市職員が西帰浦

市民へ講演を行ったのを

機に，民間，行政の交流

が始まり，上記締結に至

った。 

所在図 

 

概  況 

【気 候】年間平均気温17度前後。 【人 口】約15万人。 

【地 勢】面積255平方キロメートル。韓国最单端の都市。 

【特 徴】農業（みかん栻培），漁業が主な産業。また，観光資源に恵まれ，年間 400

万人以上の観光客数を誇る国際的観光都市である。温暖な気候から各種スポ

ーツの冬季キャンプ地としても人気が高く，スポーツのメッカとしても有名。 

交流経過 

[主な交流内容] 

 1999 年 8 月 韓国・済州大学の康教授が鹿嶋市を視察訪問。 

 1999 年 11 月 済州大学の招待を受け，市職員が済州市を訪問。 

 2001 年 1 月 鹿嶋市主催のワールドカップ開催に向けたフォーラムに，康教授 

         がパネリストとして出演。 

 2002 年    ワールドカップ開催に関連した相互視察・情報交換の実施。  

 2003年 1月 鹿嶋市高校選抜サッカーチームが西帰浦市を訪問。親善試合を実施。 

 2003 年 11 月 内田市長をはじめとする調印訪問団が西帰浦市を訪問。正式調印を

締結。 

 2004 年 10 月 中学生派遣受入事業の開始。市内中学生 36 名を西帰浦市へ派遣。 

 2004 年 11 月 職員交流事業の開始。鹿嶋市の職員 1 名を西帰浦市へ派遣。 

 2005 年 1 月 西帰浦市の職員 1 名を鹿嶋市へ受入。 

 2006 年 9 月 西帰浦七十里祝祭への招待を受け，公式訪問団が西帰浦市を訪問。 

 2007 年 10 月 済州市で開催された国際都市間親善交流会へ参加。鹿嶋市を紹介。 

 2007 年 11 月 スポーツ関連視察団を受入。アントラーズと意見交換を実施。 

 2009 年 2 月 姉妹都市締結 5 周年を記念し西帰浦市を訪問。 

 2009 年 6 月 西帰浦市職員組合視察団を受入。情報交換の実施。 

 
※姉妹都市・友好都市とは 

親善と文化交流を目的として特別に提携をした二国間の都市と一般的に解されています。 
アメリカで使用されていた「Sister City」を直訳したものであり，イギリスでは「Twin 

City（双子都市）」，ドイツでは「Partnerstadt（パートナー都市）」と呼ばれます。なお，
特に中国との提携の場合には，「姉妹」を用いると上下関係の問題が生じることから，対等
な意味に近い，「友好都市」という呼称を用いています。 
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⑤ 学校・労働 

 2009 年 5 月現在，市内小・中学校においては，21 名の外国籍生徒が在学し，一

般の生徒とともに通常授業を受けています。鹿嶋市では，市総合計画（期間―2007

年～2011 年）において「世界に羽ばたく人づくりを進めるまち」をまちづくりの大

きな目標の一つとしており，外国語教育の充実と国際感覚の醸成などを目的に，1989

年には，市立中学校の生徒を対象として英語指導助手制度を導入し，1996 年からは

幼稚園・小学校においても外国人による英語教育の時間を設けてきました。さらに，

2007 年 4 月には，文部科学省より英語教育の教育課程特例校制度の認定を受け，小

学校全学年に英語活動の時間を設置し，2008 年からはＮＬＴ（Native Language 

Teacher：英語を母国語とする教師）を全小学校に配置し，英語コミュニケーション

能力の育成を図っています。 

また，2004 年からは，韓国・西帰浦市及び中国・塩城市に，2006 年にはオース

トラリア・カラウンドラ市を加え，市内中学生の派遣を行っているほか，西帰浦市か

ら中学生の受入れを行っています。私立清真学園においては，2004年にオーストラ

リア・カラウンドラ市の Pacific Lutheran College（パシフィック・ラザーン・カレ

ッジ）と姉妹校提携し，短期交換留学，pen-pal，e-pal 交換を行い，市内の高等学

校においては，外国人教師が教鞭を執るなど，学校教育を通じ外国人と交流する機会

が確保されています。 

さらに，市内小学校においては，総合学習等の時間を国際理解授業（鹿嶋市国際交

流協会等の協力）に充てています。 

 外国人の就労状況についてみると，製造業，建設業，飲食業，サービス業において

外国人の就労が多くなっています。特に，飲食業においては，韓国，中国，タイ，イ

ンド，ブラジルなど，さまざまな国の料理店が出店されています。 

また，外国人労働者を技能研修生として受け入れている企業もあり，尐子高齢化に

伴う労働力の確保が全国的な課題となる中で，今後，市内においても外国人労働者の

受け入れを行う企業が増加していくものと予想されます。 

 

 

＜外国人による外国語指導＞              (2009 年４月現在) 

学 校 

（市 立） 
時 間 備  考 

中学校 3～4 時間／週 
外国人指導員（NLT） 

中学校 5 名 

小学校 10 名 
小学校 

1～2 年 20 時間／年 

3～6 年 1 時間／2 週 

幼稚園 5 回／年 
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＜鹿嶋市中学生海外交流事業＞ 

 

 

 

 

 年 対  象 事業 生徒数 時 期 主な交流活動 

2004 

西帰浦市 

（韓国） 

派遣 36名 10/18～10/20 現地中学校との交流 

受入 ―― ―― ――― 

塩城市 

（中国） 

派遣 24名 10/12～10/15 現地中学校との交流 

受入 ―― ―― ――― 

2005 

西帰浦市 

（韓国） 

派遣 36名 10/12～10/14 現地中学校との交流 

受入 ―― ―― ――― 

塩城市 

（中国） 

派遣 24名 10/12～10/15 現地中学校との交流 

受入 ―― ―― ――― 

2006 

西帰浦市 

（韓国） 

派遣 36名 10/18～10/20 現地中学校との交流 

受入 34名 6/20～6/23 鹿島中学校との交流 

塩城市 

（中国） 

派遣 23名 10/18～10/20 現地小・中学校等との交流 

受入 ―― ―― ――― 

カラウンドラ市  

（オーストラリア） 

派遣 18名 10/16～10/23 ホームステイ，現地高校の授業参加 

受入 ―― ―― ――― 

2007 

西帰浦市 

（韓国） 

派遣 36名 10/17～10/20 ホームステイ，現地中学校との交流 

受入 20名 8/3～8/7 ホームステイによる市内交流 

塩城市 

（中国） 

派遣 24名 10/17～10/20 地元の中学校との交流 

受入 ―― ―― ――― 

カラウンドラ市 

（オーストラリア） 

派遣 24名 8/19～8/27 ホームステイ，地元高校の授業参加 

受入 ―― ―― ――― 

2008 

西帰浦市 

（韓国） 

派遣 24名 8/17～8/20 ホームステイ，伝統文化体験 

受入 24名 9/27～9/30 ホームステイ，日本文化体験 

塩城市 

（中国） 

派遣 24名 10/15～10/18 現地中学校との交流 

受入 ―― ―― ――― 

カラウンドラ市 

（オーストラリア） 

派遣 24名 8/17～8/27 ホームステイ，地元高校の授業参加 

受入 ―― ―― ――― 

2009 新型インフルエンザの流行により，派遣・受入ともに中止 
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⑥ スポーツ・文化活動 

 本市における国際交流は，民間団体の創意・工夫によるスポーツ・文化活動を中心

として展開されています。 

 市内のスポーツ尐年団では，1982 年以降，毎年ホームステイ等により，海外から

の選手の受入れや団員の派遣を行い，国際交流を通じた青尐年の育成を図っています。 

1991 年には，プロサッカーチーム「鹿島アントラーズ」が誕生したことで，ジー

コをはじめとしたブラジル人関係者が来日し，サッカー関連事業はもとより，日常生

活においても市民との交流が生まれました。 

また，2002 年 FIFA ワールドカップの開催では，世界各国から多くの観戦者や報

道関係者が本市を訪れ，「鹿嶋」の情報が世界へ発信される機会となり，韓国のワール

ドカップ開催地となった「韓国・西帰浦市」との姉妹都市の締結にも大きな役割を果

たしました。 

本市においても「スポーツ先進のまち・かしま」を目指し，サッカーを中心とした

各種スポーツの推進に力を入れています。本市の持つスポーツのイメージを高め，ブ

ランド化することで，スポーツを地域交流・国際交流・世代間交流といったコンベン

ション機能として位置づけており，今後もスポーツを通じた国際交流は継続・発展し

ていくものと思われます。 

このようなスポーツの隆盛に相まり，友好都市「中国・塩城市」との交流において

は，2005 年に中学生卓球交流団の受入が行われ，ホームステイや市内中学生との卓

球を通じて交流を図りました。また，文化活動に関しても，西帰浦市へは，両市の女

性団体文化交流会が開催されたほか，市内小学生で構成される「虹 kids合唱団」が同

市を訪問し，地元小学生と交流を行いました。また，2005 年に韓国・済州市で開催

された国際茶文化祝祭には鹿嶋市茶道連盟が参加し，地元協会関係者をはじめ，中国

や台湾の関係者との交流を行うなど，幅広い分野での交流が行われています。 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

▲韓国・西帰浦市との海外中学生交流      ▲中国・塩城市との中学生卓球交流 
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（３）鹿嶋市の課題 

  

① 多文化共生社会の実現 

現在，鹿嶋市では，一部民間団体や学校において積極的に国際交流活動が行われ，

その中で，多文化共生社会の実現に向けた取り組みが進められていますが，市民全

般においては，未だに「外国人」=「特別な人」と捉えがちであるように考えられま

す。 

本市を訪れる外国人については，大きく分けて，日本人である市民との結婚を機

に永住を含め本市に定住し，長期的に鹿嶋という地域の中で暮らしていこうとする

人々と，事業所労働者や研修生，または観光・旅行者のように，短期的に鹿嶋に滞

在する人々の二つのケースに分けられます。 

また，近年では，同じ国の出身者同士の繋がりが希薄になっていると言われてお

り，鹿嶋での生活をより快適なものにするためにも，同国出身者のネットワークの

再整備を通じ，災害やケガ，病気など，もしもの時に，悩みやトラブルを相談でき

る相手がいる環境づくりが必要となります。 

尐子高齢化が進展する中で，地域の活力や良好な人間関係を保っていくためには，

いずれの外国人とも良き隣人として暮らしていけるような「共生社会」の実現が必

要となります。外国人の皆さんには，積極的な地域への参加・参画を求め，同じ地

域に住む仲間として，国籍に関係なく相互理解を深めていく必要があります。その

ためには外国人を受け入れる地域の側にも意識の改革が求められ，「外国人」=「特

別な人」という先入観に捉われず，共に地域を作っていく仲間として受け入れられ

る土台づくりが重要となります。 

多文化共生社会の実現に向けては，ソフト面では，土台となる市民意識の醸成，

地域に存在するさまざまなネットワークを通じた交流機会の提供が必要となり，ハ

ード面では，公共施設や道路標識，また緊急性の高い医療分野などにおける外国語

表記の推進など，外国人が安心・安全に暮らせる都市環境の整備が必要となります。 

 

② 人材の育成 

  環境問題やエネルギー問題，また国際政治や世界経済など，一国の枠を超えて考

えなければならない問題が山積する現代社会においては，国際的視野を持った人材

が必要丌可欠となっています。 

本市は，市の方向性を定める市総合計画（期間 2007 年～2011 年）において

「世界に羽ばたく人づくりを進めるまち」を目標に掲げ，国際感覚を備えた“鹿嶋

人”の育成に向けた取り組みを展開していますが，そのような人材には，日本や鹿

嶋の風土や歴史，文化などを理解し，他国や他地域との“違い”を認識し，その上

で相手を理解しようとする姿勢が求められます。加えて，実務的な能力として，各

分野における専門性や豊富な知識，さらにそれを活かすための語学力やコミュニケ

ーション能力など，求められる能力は多岐に渡ります。 

また，現在，活発に国際交流活動を展開している団体の中には，後継者丌足や若
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い世代の参加確保が課題となっている団体もあり，持続的な活動に向けて，次世代

のリーダー育成，市民活動の担い手育成が必要となっています。 

 

③ 国際交流・国際協力の推進 

本市は，鹿島臨海工業地帯や鹿島港を有しており，さらに市近郊には約 30 分で

アクセスが可能な成田国際空港や茨城空港があるなど，世界への窓口が開かれた位

置にあります。また，市内には長い歴史と伝統をもつ鹿島神宮があるほか，J リー

グプロサッカーチーム「鹿島アントラーズ」のホームタウンであること，姉妹・友

好都市の存在など，多くの交流資源に恵まれています。 

このような交流資源を活かした交流の活性化は，地域の活性化に向けた有効な施

策と成り徔るものであり，地域の国際化推進は今後，地域にとって大きな役割を果

たすものと考えられますが，今後は，それらを活かして積極的に外国人観光客を鹿

嶋へ呼び込むための施策が課題となります。 

国では地域における外資誘致の必要性を喚起しており，外資企業誘致政策を積極

的に支援するなど，これまでの友好・親善交流を基本に行ってきた国際交流に関す

る施策に加え，近年の都市間競争の時代ニーズに則した「経済交流」に関しても新

たな施策展開が必要となります。 

また，国際協力については，環境問題などの地球規模の問題の解決や相手国の発

展，世界平和への貢献などを通じ，地域にもさまざまな利益をもたらしますが，そ

れは短期間で成果が上がるものではなく，長期的な視点から，幅広い市民の参加や

協力を徔ながら実施していくことが大切です。その推進に向けては，市民団体が行

っている国際協力事業や JICA(国際協力機構)が行っている青年海外協力隊，シニア

海外ボランティアなどを継続的に支援していくことが重要となります。 

 

④ 推進体制の整備 

本市における国際化推進は，これまで民間団体の参加と協力を徔て推進されてき

ましたが，その活動主体は，各団体に所属する人たちが中心であり，市民全般への

浸透にはつながっていません。 

今後の国際化施策においては，経済，文化，スポーツ交流，市内における日常生

活での交流など，多様化するニーズに応じたさまざまな分野・レベルでの活動の展

開が必要となり，これらを実現していくためには，言語やコミュニケーションにお

いて，高度な専門性が必要となることがあります。そのため，語学力を備えた市民

の力や，これまで本市の国際化を進めてきた実績をもつ各市民団体や事業者の経験

は，行政にはない市民の力として，地域の国際化を推進していく大きな力として期

待されます。 

国際化の推進に向けては，市民・事業者・行政がそれぞれの長所と短所を理解し

た上で，特長を活かしながら主体的に活動できる体制と，それぞれ個別には対応で

きない大きな課題に直面した際に，行政も含めて，協力・連携して課題に取り組む

「協働」体制の整備が重要となります。 
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４ 国際化推進の目標           

 

（１）国際化推進の基本方向  

 

  2011 年を目標年度とする市総合計画においては，まちの将来像を「夢フィール

ド 交流
ふれあい

のまち かしま」としています。これは，夢と誇りを持った市民によって

創られる，未来へ向けた「ふるさと鹿嶋」の創造を目指したものであり，そのキー

ワードを“交流
ふれあい

”としています。 

鹿嶋市は，鹿島神宮を中心に栄えてきた歴史文化と，鹿島開発，旧鹿島町と旧大

野村の合併，そして，サッカーにみられるようなスポーツの隆盛など，新旧の文化

が融合した独自の文化を築きつつあります。国際化の推進は，このような特質を持

った本市に新たな文化を加えるものです。わたしたちは，この国際化に的確に対応

し，旧来からのものを継承発展させつつ，新しいものを受け入れ，人と人との交流
ふれあい

を

大切にした外国人が溶け込みやすいまち・世界を身近に感じる活力のあるまちの創

造を目指し，国際化を推進します。 

 

 

（２）国際化とまちの将来像 

  

国際化推進の基本方向を見定め，本市の目指す国際化したまちの将来像を 

 

『 世界に開かれたまち Ｋａｓｈｉｍａ 』 とします。 

 

そして，この将来像を，次の３つのまちづくりを推進することにより，目指して

いきます。 

 

１ 世界に羽ばたくひとづくりを進めるまち 

  語学・情報技術力を持った人を育て，スポーツ，文化，経済，環境など，さま

ざまな分野において力を伸ばすことができる環境の整ったまちです。 

 

２ 多文化共生のまち 

市民同士（日本人・外国人）が互いの文化や価値観を認め合い，共に楽しく安

心して暮らすことができるまちです。 

 

３ 世界とのネットワークにより活性化するまち 

   姉妹・友好都市交流をはじめ，スポーツ，文化，経済，環境など，さまざまな

分野における国際交流・国際協力によって活力を生みだすまちです。 
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世界に開かれたまち Ｋａｓｈｉｍａ 

 

国際化推進の基本施策と将来像 

推進体制の整備 
 

 ２．「多文化共生のまち」 

★外国人の地域参画の推進 ★国際化に対応した環境整備 

 

１．「世界に羽ばたく人づくりを進めるまち」 

★国際性豊かな人づくり ★個性をのばす人づくり 

 

３．「世界とのネットワークにより活性化するまち」 

 ★国際交流・協力活動の推進 ★地域経済の国際化の推進 
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５ 国際化推進の基本施策 

  

 本市における国際化推進においては，その将来像を「世界に開かれたまち

Kashima」とし，３つのまちづくりの側面から，以下の基本施策を設定し，展開を

図ります。 

 

 

   

 

 

（１） 国際性豊かな人づくり 

日本や鹿嶋の歴史・文化を理解し，さまざまな国や地域との文化や価値観の違い

を容認した上で，地球的視野でものごとを考えることができ，かつ自己を表現する

コミュニケーション能力を持った人材を育成します。 

 

（２） 個性を伸ばす人づくり 

現在，わたしたち日本人は，世界の至るところで活躍し，その活動分野は多岐に

渡ります。さまざまな分野における学習機会や情報を提供することにより，市民の

個性や能力を伸ばせる環境を整備し，活躍の場を提供します。 

 

  

 

  

 

 

（１） 外国人の地域参画の推進 

  グローバル化が進む現代社会では，国籍や人種，文化，宗教などの区別なく，市

民はお互いを信頼し尊重する，公正で開かれた共生社会であることが求められます。 

市民同士が互いに尊重し共生していくために，互いの文化や価値観を認め合う相

互理解の下，コミュニティやネットワークを整備し，地域社会への参画を推進しま

す。 

 

（２） 国際化に対応した環境整備 

  外国人が，自国以外で生活する際には，長期・短期の滞在を問わず，言語や習慣

の違いなどから行動に丌便をきたすことが多々あります。国際化を推進するために

は，外国人が安全で快適に鹿嶋に滞在できる環境を整備する一方，関係機関と連携

し，外国人による丌法行為の防止に努めていきます。 

 

１ 世界に羽ばたく人づくりを進めるまち 

２ 多文化共生のまち 
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（１） 国際交流・協力活動の推進 

  民間団体による国際交流活動を一層推進するとともに，経済，文化，スポーツ，

環境など，さまざまな分野での交流機会を創出します。 

また，姉妹都市である韓国・西帰浦市，友好都市である中国・塩城市との親善交

流を継続発展させるとともに，新たな姉妹・友好都市を検討し，世界とのネットワ

ークづくりを推進し世界へ向けて情報を発信していきます。さらに，国際協力につ

いては，意識啓発や民間団体活動を支援します。 

 

（２） 地域経済の国際化の推進 

  鹿嶋港の整備や地場産業における海外市場の開拓により，地域経済の国際化推進

を図ります。また，外国人観光客を集客対象として捉え，近隣地域と連携して戦略

的な観光振興を図ります。 

 

 

 

 

 

３ 世界とのネットワークにより活性化するまち 

 

 

▲外国人の方が文化の違いなどを日本語でスピー

チする「外国人による日本語スピーチコンテスト」 

▲地域で生活する外国人の方が市内の小中学校で

子ども達に出身国を紹介（国際理解授業への協力） 
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 国際化推進施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世界に開かれたまち kashima」 をめざして 
 

１ 世界に羽ばたく人づくりを進めるまち 

３ 世界とのネットワークにより活性化するまち 

２ 多文化共生のまち 

（１）国際性豊かな人づくり 

（２）個性を伸ばす人づくり 

①コミュニケーション能力の向上 

②国際理解の推進 

③国際交流リーダー・ボランティアの発掘，育成 

①個人の資質の向上 

②活躍の場の提供 

（１）外国人の地域参画の推進 ①相互理解の推進 

②地域活動参加の推進 

③ネットワークの構築 

（２）国際化に対応した環境整備 

 

①情報提供による生活環境の整備 

②相談システムの整備 

③丌法行為の防止 

（１）国際交流・協力活動の推進 

 

①国際交流活動の推進 

②民間国際交流団体の支援 

③国際協力の推進 

④姉妹・友好都市交流の推進 

（２）地域経済の国際化の推進 

 

①経済交流の推進 

②国際観光の振興 
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6 国際化推進の主要施策 

 

１ 世界に羽ばたく人づくりを進めるまち 

 

（１） 国際性豊かな人づくり 

 

① コミュニケーション能力の向上 

市民が，外国人とのコミュニケーションを図ることを可能とするため，将来を担う 

子どもたちには，まず，国際的に広く使用されている言語である英語教育の充実を図

るとともに，市民を対象に外国語を習徔する機会を提供します。 

 

  

 

 

 

 

② 国際理解の推進 

国際理解の推進には，専門知識，コミュニケーション能力に加え，互いの文化や価

値観を理解することが必要です。また，日本や鹿嶋の文化を学習できる環境づくりに

努め，市民に地域の文化を学習する機会を提供します。 

 

 

 

 

 

 

③ 国際交流リーダー・ボランティアの発掘，育成 

本市においては，“交流
ふれあい

”をキーワードとして，国際会議や大規模な催しに対応したコ

ンベンション機能の充実を目指しており，国際化の分野においては，国際交流に対応

できる語学ボランティア・観光ボランティアの拡充に努めます。 

 

 

 

  

 

 

 

○英語を話せる人材を育成するため，学校における英語教育を充実します。 

○英語以外の外国語講座を開設し，学習する機会を提供します。 

○コミュニケーション能力向上のための機会を提供します。 

○外国人とのさまざまな交流機会を設定します。 

○学校における国際理解教育（授業・海外派遣など）を推進します。 

○学校教育や社会教育において，日本文化・郷土文化の教育を推進します。 

 

○語学ボランティア・観光ボランティアの人材発掘，育成及び登録制度の確立を図り，

国際化に対応したコンベンション機能の充実を図ります。 

○各種国際交流・協力関連団体の活動を支援し，国際交流リーダーの育成を促進します。 
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（２） 個性を伸ばす人づくり 

 

① 個人の能力の向上 

 世界に羽ばたく人材育成に向けて，各人の専門分野・徔意分野・興味のある分野に

おける能力の向上を促進します。 

 

 

 

 

 

 

  

② 活躍の場の提供 

 芸術やスポーツなどの文化活動や社会教育活動，または，地域の防災・防犯，環境

保全，子育て支援，高齢者・障がい者の介護など，私たちの生活に密接するさまざま

な分野において，豊富な専門知識や高度な技術を習徔している市民，または，ボラン

ティア等で積極的に活動に参加をしたいという市民に対し，その力や意欲を発揮でき

る場を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲語学力を活かして韓国語講師として活躍。 

「鹿嶋市国際交流協会 韓国語講座」 

 

○学校教育や社会教育において，IT 教育，環境教育，科学教育など，専門分野の学

習機会を充実します。 

○文化や芸術など，さまざまな分野の学習機会を提供することで，市民の興味・関 

心を引き出し，市民の個性と能力を育みます。 

 

○私たちの生活に密接するさまざまな分野において，市民が活躍できる機会を提供

します。 

○市内における市民団体等の活動情報を整理し，市民のニーズに合わせて「活躍の

場」の情報を提供します。 
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２ 多文化共生のまち 

 

（１） 外国人の地域参画の推進 

  

① 相互理解の推進 

 地域の国際化を進めていく上で大切なことは，その担い手が，相手を良く理解する

ことです。多文化共生社会の実現には，相手との「違い」を「違い」として受け入れ，

尊重していくという意識を市民一人ひとりのレベルで根付かせていくことが必要です。 

 また，外国人においては，日本人とのコミュニケーション能力の向上を図り，相互

理解を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域活動参加の推進 

 市内に暮らす外国人が言葉や文化，生活習慣などの違いを越えて，日本人と交流し，

良好な関係を築いていくことは，多文化共生社会の実現へ向けた第一歩です。 

 外国人の地域への理解や社会活動への参加・参画を促し，身近なところからの国際

交流を推進します。 

 

 

 

 

  

③ ネットワークの構築 

 外国人が日本で生活する際には，交友範囲が職場や同じ国籍の人に限られがちであ

り，近年では同国出身者同士でさえ，つながりが希薄になっている傾向があります。

外国人を含めた地域ネットワークの構築と同国出身者ネットワークの再整備を促進し，

本市が外国人にとって楽しく暮らしやすいまちであるよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

○互いの文化や価値観を知るための交流機会を提供します。 

○外国人の意見・要望等を集約する機会を提供します。 

○日本語教室への参加機会の拡充など，外国人のコミュニケーション能力の向上を図 

ります。 

 

○地区まちづくりセンター等を介し，地区などにおける身近な交流を推進します。 

○語学力などに代表される外国人市民が持つ能力を，行政運営や地域の国際化に活用 

する機会を提供します。 

 

 

○国際交流事業の開催などを通じ，国籍を越えた市民交流を活性化すると同時に， 

外国人の参加者を把握し，地域ネットワークへの参画を促します。 

○同国出身者ネットワークの再整備を推進すると同時に，各コミュニティのリーダ 

ー育成を通じて，安心・安全なネットワーク構築を図ります。 
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（２） 国際化に対応した環境整備 

  

① 情報提供による生活環境の整備 

 外国人が丌便を感じず，市内に滞在するために，日常生活に必要なルールや地域の

行事，案内表示などを外国語で提供・整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 相談システムの整備 

 外国人が生活する際，文化・生活習慣等の違いから，さまざまな問題を抱える場合

があります。そのような問題に対する相談システムの整備を推進します。 

 

 

 

 

 

③ 不法行為の防止 

 外国人が市民として生活する際に生じる義務の履行及び，丌法就労・丌法滞在防止

についての啓発活動を推進します。 

 

 

 

 

 

  

３ 世界とのネットワークにより活性化するまち 

 

（１）国際交流・協力活動の推進 

 

① 国際交流活動の推進 

 本市においては，現在までさまざまな国際交流事業が行われてきましたが，とりわ

け，「鹿島アントラーズ」の活躍， 2002 年 FIFA ワールドカップの開催などは，本

市の国際交流の幅を大いに広げてきました。 

今後の国際交流については，より幅広い市民参加を目指し，これまで行ってきた各

○生活情報，観光情報，防災情報などの行政情報を，インターネット，ガイドマップ， 

情報紙などを通じて多言語で提供します。 

○道路や行政機関など，公共施設の案内板や表示板における外国語表記を促進します。 

○医療の分野において，外国人及び医療従事者がお互いに的確に対処できるよう情報 

を提供します。 

 

○外国人の相談者に対し，適切に対応できる相談システムの整備を図ります。 

○さまざまな外国語に対応できる語学ボランティアを発掘・登録します。 

 

○税金をはじめとした市民義務の履行について，外国人への啓発活動を推進します。 

○関係機関と連携し，丌法就労・丌法滞在の防止について啓発活動を推進します。 
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種事業の充実とともに，本市の持つ資源を活用し，コンベンション機能の強化を図り，

新たな交流活動の創出を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 民間国際交流団体の支援 

 市内民間団体においては，その目的別にさまざまな国際交流・協力活動が行われて 

います。また，1998年には，より裾野を広げた市民参加，各種団体間のネットワー 

ク，幅広い国際交流活動を計画的かつ継続して行うことを目的に「鹿嶋市国際交流協 

会」が設立され，現在まで，さまざまな事業を展開しています。国際交流の主役は市 

民であり，各民間国際交流団体は，その活動の中心的役割を担うことから，より一層 

の機能充実を推進します。 

 

 

 

 

 

③ 国際協力の推進 

地域における国際協力活動は，国が行うような開発援助とは異なり，まちづくりな

ど，地域特有のノウハウを活かした専門家派遣や研修生の受入など，人づくりに対す

る協力・支援を行っていきます。 

また，本市の国際協力の推進は，市民団体を中心に，沙漠植林，天災被害地への義

捐金活動などを行っており，引き続き協力活動を支援していきます。 

 

 

 

  

  

  

 

○現在行っている国際交流事業を充実・PR し，より多くの市民参加を促進します。 

○本市の持つスポーツ資源を活用し，サッカーや武道などを通じた外国人や外国チー 

ムの受入れを推進するとともに，併せて市民の海外での交流機会を提供します。 

○文化・芸術分野において，海外の作品やアーティストの招へいを検討します。 

○鹿島神宮の歴史や塚原卜伝（サムライ）の逸話など，国際交流において有効な交流資

源の発掘・利活用を検討します。 

○外国人の日本滞在をサポートする，ホストファミリーバンクの設置など，ホームステ 

イ制度の確立を図ります。 

○国際交流を推進する拠点施設の設置について調査・検討します。 

 

 

○鹿嶋市国際交流協会の充実を図ります。 

○民間国際交流団体の活動を支援します。 

 

○国際協力のあり方や意義について啓発します。 

○民間団体の行う国際協力活動を支援します。 

○JICA（独立行政法人 国際協力機構）と連携し，青年海外協力隊，シニア海外ボラ

ンティアなどの派遣を推進します。 

○地球温暖化対策として，省エネルギーを推進します。 
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④ 姉妹・友好都市交流の推進 

 本市は韓国・西帰浦市，中国・塩城市とそれぞれ姉妹・友好都市関係にあり，これ

までにおいてはさまざまな交流を通じて友好を深めてきました。両都市との間におい

ては，今後も引き続き，幅広い市民参加による継続的な交流を通じ，草の根レベルで

の親交を一層深めるとともに，親善交流から観光や経済においての実効性のある交流

への発展を図ります。また，今後はアジア以外の地域との交流も視野に入れ，広域的

なネットワークを構築し，各地域の実情を把握するとともに，幅広い交流を推進しま

す。 

 

○韓国・西帰浦市，中国・塩城市との交流を継続発展させ，併せて幅広い市民参加を 

推進します。 

○両市との観光や経済分野における相互交流を推進します。 

○本市と世界各都市の性栺や共通性・将来像に着目しながら，英語圏を中心に新たな 

地域との友好都市や姉妹都市の提携等について調査・研究を進めます。 

○姉妹・友好都市の情報を市民へ提供し，市民レベルでの国際交流を促進します。 

○姉妹都市・友好都市と市職員の人事交流を行い，相互交流や情報交換を推進します。 

 

 

（２） 地域経済の国際化の推進 

 

① 経済交流の推進 

 経済のボーダレス化が進む中，経済活動を海外に広げることは，事業活動を活性化

させる意味でも，また，地域の国際化を推進する意味においても必要とされ，特に地

場産業について，海外市場の開拓が期待されています。 

これまで親善・友好交流を中心に行われてきた本市の国際交流活動ですが，今後は，

スポーツ，文化等の国際交流活動においても，経済的視点を加えていくことが必要と

なります。また，そのような経済交流を図るための基盤整備を図ります。 

 

○海外市場を含め，本市特産品の流通ルートについて調査・研究します。 

○スタジアム等の資源の活用について，国際コンベンション機能が図られるよう，関

係機関と協議・検討します。 

○外港公共ふ頭，北公共ふ頭の整備・充実を図ります。 

 

 

② 国際観光の振興 

 外国人観光客を集客対象とした戦略は，交流人口の増加と同時に，国内外へ向けた

「世界に開かれたまち Kashima」の情報発信の機会であり，相乗効果が期待できます。  

本市には，鹿島神宮をはじめ，サッカー（アントラーズ，ワールドカップ，ジーコ），

塚原ト伝（サムライ），工業地帯の技術力など，国際的にアピール可能な資源を有して
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おり，国が進める観光振興策等の活用などを含め，地域のＰＲ策を積極的に検討しま

す。 

また，より充実した観光ルートを開拓するために，近隣市町村との協働体制の整備

を図り，広域的な観光ルートの開拓を図ります。 

  

○近隣関係団体との協働体制を整備し，魅力的な観光ルートの確立を図ります。 

○外国人観光客のニーズの把握に努めます。 

○本市の観光資源を，国内外旅行代理店に PR し，商品化について働きかけます。 

○姉妹・友好都市との交流事業を積極的にアピールします。 

○特産品・名物となる商品開発について，研究・検討します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲カシマサッカースタジアムの応援席の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲中国・塩城市から友好訪問団を受入。鹿嶋市経済界との 

 交流を実施（2009 年 10 月） 
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７ 推進体制の整備 

 

国際化は，経済，文化，スポーツ，環境など，幅広い分野で展開されるため，その

推進に向けては，関係機関との協働による推進体制の整備が必要となります。 

本市における国際化推進においては，以下の施策の展開により推進体制の整備を図

ります。 

  

① 協働による国際化の推進 

 市民・事業者・行政が，それぞれの特徴と役割を持って，協働による国際交流・協

力活動を展開していくために，必要な体制づくりを推進します。 

 

○市民・事業者・行政など，それぞれの活動について相互理解を推進するため，意見 

交換・調整の場を設置します。 

○市民団体等が持つ多様性や独立性を尊重し，それぞれの事業の活性化を推進します。 

○より広域的な国際化の展開も視点におき，近隣自治体等関連団体と連携を深めます。 

 

 

② 「鹿嶋市国際交流協会」の機能充実 

 国際化施策をより効果的に展開するには，市民・事業者・行政など，さまざまな活

動主体の拡大に努める必要があります。また，国際交流や国際協力活動の実践面での

幅広いネットワークづくりや民間団体等への支援体制を充実するうえでも，中核組織

となる鹿嶋市国際交流協会の充実に向けた支援を行います。 

 

○鹿嶋市国際交流協会の組織体制の強化を促進します。 

○鹿嶋市国際交流協会の充実を図り，各団体との協働体制の構築を図ります。 

○既存事業の充実及び自主事業以外の国際交流事業への参画を促進します。 

○市民の協会事業への参画を促進します。 

 

 

③ 行政の推進体制の整備 

 行政においては，国際化施策の展開を図るにあたり，市民の意見を広く採り入れる

とともに，整合性ある施策を遂行するため，庁内体制の整備を図ります。 

また，国際化推進の中，国際性豊かな市職員の育成に努めます。 

 

○市民の意見・要望等を収集します。 

○国際化施策に関する庁内体制の整備を図ります。 

○国際化に係るノウハウを入手するため，積極的に国際機関等と連携します。 

○職員の国際感覚の醸成や語学力向上を目指し，研修機会を充実させます。 


