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第３節 国 際 
 

1 国際化（国際部） 

  各時代を通じて国際交流により、異なる文化を積極的に取り入れ発展してきた輝かしい歴史と伝

統を踏まえ、ヒトとモノが集う自由と自治の国際都市をめざし、市民との協働による様々な分野で

の国際交流や国際協力の推進とともに、多文化共生のまちづくりに取り組んでいる。 

 

(1) 堺市国際化推進プラン（改訂版） 

    平成20年度に策定した「堺市国際化推進プラン」の計画期間（平成20年度～24年度）終了に

伴い、平成25年に全体を改訂した。（計画期間は平成25年度～29年度。）従来の友好親善を主

体とする包括的な国際交流からさらに一歩進めて、経済・観光・環境といった特定の分野に焦

点を定め、より実質的な効果・成果を市民生活に還元することを主眼とする内容とした。さら

に、平成29年度、同プランの計画期間を令和２年度まで延長するとともに、重点的取り組みを

追加し「堺市国際化推進プラン（改訂版）追補版」を策定した。 

 

  ① めざす都市像 

    世界から堺へ・堺から世界へ ～ヒトとモノが集う自由と自治の国際都市をめざして～ 

 

  ② 国際化推進の３つの柱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ヒトとモノが集うまち  

外国公館・国際機関等を誘致します。また、経済、観光、環境など、将来を見据

えて選んださまざまな分野で交流を進めます。  

（１）外国公館・国際機関等の誘致・連携  

（２）海外経済交流の拡大と海外販路開拓支援  

（３）海外からの観光客誘致  

（４）国際都市ブランドの向上 

２．多彩な都市とつながるまち 

これまで達成した成果をもとに、これからも多様な領域で国際交流・協力を進め、

それを支える人材を育成します。 

（１）海外都市との交流 

（２）国際協力・人権尊重 

（３）国際的な人材育成と国際理解の強化 

（４）アセアン諸国との交流拡充 
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(2) 実 施 事 業      

  ① 外事事業 

    外国人賓客への接遇や海外に向けた本市ＰＲ、諸外国との経済・観光等さまざまな分野での

交流、外国公館や国際機関等との連携の強化を行っている。 

 

  ② 姉妹・友好都市交流 

    「国家間の外交ではなく、人種や国境を越えた『People to People』の交流により、国際理

解を深めるとともに、地球経済・文化の振興に役立てる」という姉妹都市提携の精神に則り、

アメリカ・バークレー市、中国・連雲港市、ニュージーランド・ウェリントン市、ベトナム・

ダナン市と姉妹友好都市提携を結び、親善使節団の派遣・受入や、スポーツ・文化交流等を行

っている。 

   

海外姉妹都市・海外友好都市 

区    分 
バークレー市 

（アメリカ合衆国） 

連 雲 港 市 

（中華人民共和国） 

ウェリントン市 

（ニュージーランド） 

ダナン市 

（ベトナム社会主義共和

国） 

提 携 年 月 日 昭42.11.3 昭58.12.3 平6.2.4 平 31.2.23 

人 口 ・ 面 積 約12万人   約27km2 約534万人 約7,615km2 約21万人   約290km2 約100万人   約1,285km2 

概 要 

サンフランシスコ衛

星都市群の一つ。太平

洋から吹く偏西風の

影響で年中温暖な気

候。カリフォルニア大

学バークレー校を中

心に学術・文化が発展

し、自由な雰囲気と自

然環境に恵まれた都

市である。 

黄海に面した港湾都

市で気候は温暖。経済

技術開発区にも指定

されており中国の中

で最も将来有望な都

市の一つでもある。歴

史も古く、名所旧跡も

多い。「西遊記」の舞

台となった花果山は

有名。 

ニュージーランドの首都。

海洋性の気候で寒暖差が

少なく温暖な気候。1865

年にオークランドから首

都が移ったことに伴い、市

内には国会議事堂や裁判

所などの首都機能をはじ

め、商業、文化の中心地と

して多くの施設が集中し

ている。 

中央直轄市と呼ばれるベ

トナム5 大都市の一つ。熱

帯モンスーン気候で、雨季

と乾季の2つの季節に分か

れている。沿岸部に位置

し、国際空港や大型船が入

港できる港があるなど交

易・交通の便に優れたベト

ナム中部の中心都市であ

る。 

 

（５）国際スポーツイベントを契機とした新たな交流創出 

３．多様な文化のあるまち  

あらゆる人が人種・民族・宗教等の違いを越えてお互いの人権を尊重する、多文

化共生のまちづくりを進めます。 

（１）市内日本語教室への支援 

（２）多言語による情報提供 

（３）多文化共生の地域づくり 
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区    分 
バークレー市 

（アメリカ合衆国） 

連 雲 港 市 

（中華人民共和国） 

ウェリントン市 

（ニュージーランド） 

ダナン市 

（ベトナム社会主義共和

国） 

 

 

 

最近の交流状況 

・堺・バークレー協会

による親善使節団

派遣・受入 

・KIX泉州国際マラソ

ン出場者の招聘 

・青少年交流（高校生

の相互派遣） 

・友好訪問団の派遣・

受入 

・堺日中友好協会によ

る市民交流団派遣 

・KIX泉州国際マラソ

ン出場者の招聘 

 

・市民交流団の相互派遣 

・青少年交流（中学生、 

高校生の相互派遣） 

・KIX泉州国際マラソン 

出場者の招聘 

・ウエリントンマラソン 

への市民ランナー派遣 

・職員の相互派遣研修 

・「堺・アセアンウィーク」

事業においてダナン外

国語大学と「民間大使プ

ログラム」を実施 

・ダナン越日文化交流フェ

スティバルへの堺市訪

問団の参加 

・KIX泉州国際マラソン出

場者の招聘 

（注）バークレー市、ウェリントン市は姉妹都市、連雲港市、ダナン市は友好都市である。 

 

  ③ 「堺・アセアンウィーク2020」 

    堺は、海外との交流を通じて輝かしい歴史と文化を築き上げてきた国際都市であり、とりわ

け中近世には、アジア海域における交易を通じて、わが国を代表する国際交易の拠点として栄

え、堺の名を世界に知らしめた歴史を持っている。 

    また、堺歴史文化交流会議、民間大使相互交流事業、海外メディア招致事業、外国国家公務

員の地方自治研修受入事業など、民間国際交流団体との協働による事業も幅広く実施し、本市

と交易の歴史を持つアセアン諸国等との相互理解と友好促進を図ってきた。 

    このような背景を踏まえ、2009年度には、市制120周年を記念して「堺・アセアンウィーク」

を開催した。今年度も、アセアン諸国との更なる交流促進のため、各国の大使館・総領事館、

航空会社等の協力を得、産業界や大学、関係団体等と協働で、12回目となる「堺・アセアンウ

ィーク2020（令和２年10月５日～10月19日）」を開催し、以下の事業を実施。 

 

   ア．民間大使プログラム 

（令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止＜令和２年５月27日＞） 

     日本について学んでいる参加７カ国の大学生（民間大使）が、今後の堺市と各国との懸け

橋となる活動に繋げることを目的として、堺市内の小学校などで自国の文化を日本語で紹介

するとともに、市内の施設・企業などを訪問する。 

昨年度参加国：インドネシア共和国、ラオス人民民主共和国、マレーシア、ミャンマー連 

邦共和国、フィリピン共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国の計７ 

カ国 

   イ．理工系学生交流事業 

（令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止＜令和２年５月27日＞） 

     アセアンの大学で理工系科目について学んでいる学生を招へいし、市内大学での研究発表

や、市内企業などの見学により、将来の本市内への留学や就職につながる取り組みを実施す

る。 
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昨年度参加国：ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア王国、マレーシア、シンガポール 

共和国の計４カ国 

   ウ．堺・アセアンひろば 

    （令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止＜令和２年５月28日＞） 

外国公館等の協力のもと、各国の特色ある食や伝統産業文化などを、ワークショップやフ

ードフェアで来場者に体験いただくイベントを、堺まつりと同時開催する。 

エ．写真展 

     アセアン諸国の風景、歴史的建造物や文化的催しなどを撮影した写真を公募し、外部審査

員による表彰のうえ展示する。 

   オ．情報発信事業 

     アセアンの人々に向けてインターネットなどで情報の発信・ＰＲ等を行う。また、アセア

ン諸国の映画を上映し、各国事情や文化などを紹介する。 

 

  ④ アセアン文化講座（通年） 

    アセアン各国への理解を深めるため、各国の工芸、料理と語学などの市民向け文化講座を市

内施設で開催する。 

 

  ⑤ 堺市国際ボランティア制度 

    国際交流の促進と、日本語を母語としない方の生活支援を目的として、通訳（緊急時・災害

時サポートネットワーク登録者含む）、ホストファミリー、日本語指導、生活情報提供のボラ

ンティア制度がある。 

   ア．通訳 

     日本語を母語としない市民が、言葉の問題で困ったとき、市に登録しているボランティア

を紹介する制度。各種国際交流事業も通訳として参加している。 

     言語登録者数170人 登録言語＝英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、

ベトナム語、タガログ語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、アラビア語、フランス語、

イタリア語 

   ア－①．緊急時サポートネットワーク 

     ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）での保護措置や子どもの急な発熱、緊急入院等、

緊急の対応を要する用件に応えるため、通訳登録者のうち60人が緊急時サポートネットワー

クとして登録。 

   ア－②．災害時サポートネットワーク 

     地震など自然災害が発生した場合を想定して、通訳可能な方との連絡体制の構築や研修・

訓練をあらかじめ実施し、万一に備えてサポート体制を整えることを目的に、通訳登録者の

うち75人が登録。 

   イ．ホストファミリー 

     国際交流の機会提供を目的とする制度。国際交流事業開催時やその他団体からの依頼に基

づき、ホームステイを希望する外国人の受け入れ先を紹介。 
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     登録ホームステイ世帯数＝84世帯。 

   ウ．日本語指導 

     日本語指導の資格を有する方により、市の交流事業などで日本語指導を実施。 

     登録者数 34人 

   エ．生活情報提供ボランティア 

     ボランティアの協力を得て、外国人からの生活情報・市政情報などに関する問い合わせ電

話に、５カ国語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語）で対応。 

 

  ⑥ 外国人生活支援の推進 

   ア．外国人のための災害時対応体制の確立 

     自然災害の発生時を想定し、日本語を母語としない市民が、安心して避難生活及び支援活

動に参加できるような体制を整備しつつ、在住外国人向け災害訓練を実施。 

   イ．ＦＭ ＣＯＣＯＬＯ 多言語による外国人向け行政情報の提供 

     在住外国人に対し、多言語（日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペ

イン語、ベトナム語）で行政情報などを提供し、在住外国人の利便に資することにより、国

際都市としてふさわしい環境作りを推進。 

   ウ．行政書士による帰化・入管無料相談 

     行政書士による、帰化許可申請、在留資格申請および変更、永住許可申請、国際結婚など

の、入管に関する無料相談会を、大阪府行政書士会堺支部の協力により、毎月定期的に実施。 

   エ．日本語教室への補助金交付 

     堺市内の民間非営利団体が開催する日本語教室に対して、補助金を交付することにより、

外国人が安心して暮らすことができる国際性豊かなまちづくりを推進するとともに、市民レ

ベルの国際交流活動を促進。 

   オ．日本語指導ボランティア研修 

     地域における外国人がより良い日本語習得の環境を得ること、日本語指導ボランティアの

裾野を広げること及び活動中の日本語指導ボランティアがより有益な活動を行っていけるよ

う支援することを目的に、研修を実施。 

   カ．外国人のための生活相談 

     外国人に対する医療・住まい・教育など行政情報の提供や生活相談に応じる。日常生活に

おいて困っていることを聞き、アドバイスをする。内容に応じて関係機関や専門窓口を紹介。 

令和元年８月から、対応言語を11カ国語（日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナ

ム語、ネパール語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語）に

拡充。 

   キ．入門レベルのための日本語教室 

     日本語学習を必要とする外国人の需要を掘り起こし、地域に溶け込めるよう支援すること

を目的に、入門レベルの日本語学習者を対象とした日本語教室を実施。 
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⑦ 留学生交流事業 

    本市、本市及び近隣に所在する７大学、（公財）大阪府国際交流財団とで堺市留学生交流事

業実行委員会を構成し、日本文化紹介事業、日本人との交流事業、防災事業、留学生派遣事業

を実施、留学生の生活を支援するとともに、市民の国際理解を推進する。 

 

  ⑧ 国際交流員（ＣＩＲ）の招致 

    (一財)自治体国際化協会が行っている語学指導等を行う外国青年招致事業（ＪＥＴプログラ

ム）により来日した英語圏と中国語圏からそれぞれ外国青年１名を、国際交流員として本市に

招致している。国際交流員は、市が実施する行事への参加や国際交流事業の企画及び実施に対

する助言、英文・中文ニューズレターの発行等国際交流にかかる諸活動を担当している。 

 

  ⑨ サイクル・エイド事業 

    大阪府内放置自転車のうち、引き取り先のないものを再生し、アジア、アフリカの子どもた

ちに寄贈する事業。平成９年度より大阪府内の他の自治体とともに、事業を推進。従来自転車

の再生、寄贈を土木部自転車対策事務所が実施してきたものを、平成16年度より国際協力の観

点より国際課も運営に参画した。本市からこれまで海外に寄贈した自転車の累計は、11,000台

以上に上っている。 

 

(3) 国際交流プラザ 

    外国籍住民やビジター、市民に対して、諸外国や堺の文化・観光・産業などの情報提供、ま

た、国際ボランティアをはじめとする市民や国際交流団体の草の根レベルでの国際交流活動を

行う場、そして、外国人の生活や国際交流等に関する相談の場として、平成22年７月１日に国

際交流プラザを開設した。 

    所 在 地   堺区中瓦町１-４-24   ５・６階 

          南海高野線堺東駅から大小路シンボルロード沿いに西へ約200ｍ 

          南海バス「堺市役所前」下車すぐ 

    電話番号  340-1090 

    開 館 日  日曜～金曜 午前９時～午後５時30分 

          （平日のみ会議室は午後９時まで使用可） 

    休 館 日  土曜日、祝休日、年末年始 

    ＊駐車場・駐輪場はなし 

    令和元年度の来館者：8,274名 

 


