
別紙１ 
国際交流課のあり方について 

 

１ 国際交流課の使命 

海外友好都市等との交流を促進し異文化への理解を深めるとともに、国際化時代に対応できる

人材の育成や外国人にとって暮らしやすいまちづくりの推進を図る。 

 

２ 国際交流の変遷 

・上越市は、平成 6年度（1994 年）を国際交流元年として位置づけ国際交流に積極的に取り組ん

できた。昭和 56 年（1981 年）上越市発足 10 周年にあわせ最初の姉妹都市提携をオーストリア

のリリエンフェルト市と締結、現在まで、多くの都市と友好交流を進めてきている。また、平

成 8年（1996 年）には、国際交流を市民レベルで推進するため上越国際交流協会を設立、また、

国際交流の拠点として平成 13 年（1992 年）に国際交流センターを市民プラザに整備した。 

・また、平成 11 年（1990 年）から次世代を担う若者の国際的な経験を与えるため海外ホームス

テイ事業を実施している。 

 国際交流課の変遷 

H 5 年 4 月 

H 6 年 4 月 

H 7 年 4 月 

H 8 年 3 月 

H 8 年 4 月 

H 11 年 1 月 

H 16 年 4 月 

H 18 年 10 月 

企画課内に国際交流室が新設される。(課長、課長補佐が室長、次長を兼務) 

国際交流室長が専任で配置される。職員は企画課主事が兼務。 

国際交流課新設。課長と職員 2名体制。 

国際交流協会を設立。事務局を国際交流課に置く。 

中国琿春市、韓国浦項市と友好関係を提携。 

国際交流センターを市民プラザ内に整備 

国際交流協会の事務局を協会に移管。 

現在、課長、副課長、主任、臨時職員の 4名体制。 

 

３ 国際交流課と上越国際交流協会の役割 

○国際交流課 

  ・国際化推進のための政策の立案 

    国際親善、経済交流、文化交流、外国人の住みやすい環境づくり等に関する総合的な調整 

・先導的な国際交流事業企画、実施 

  都市行政機関としての友好交流促進 

  全市民を対象にした国際交流理解・交流 

  行政・教育機関の国際交流支援制度の企画 

  在住外国人の市民生活を円滑にする総合調整 

○上越国際交流協会 

・市民レベルの国際理解・国際交流の支援及び主導的な役割 

  市民のグローバル意識の醸成 

  市民の国際理解・交流活動の活性化 

  外国人向け理解・交流 

  学校の国際理解・国際協力の支援 

  生涯学習講座など国際理解・国際協力の支援 



４ 国際交流課の施策、事業概要、課題、今後の方向性 

 

 

 
 

国際交流を行わなければ

ならない背景 
施策の方向 「施策の方向」の意図 事業内容 成果 課題 今後の方向性 

世界の都市と文化
交流・相互理解 
【実施主体:行政】 

・環日本海地域については、文化・
スポーツ交流のほか、経済交流に
向けた先行投資的意味合いを持
ち、中国、韓国とのトライアング
ル交流(人流・物流)の実現をも目
指している。そのための情報の入
手や協力関係の構築が必要とな
っている。交流に際して中国、韓
国は行政の関与が必要な国であ
る。 

・市民団体が海外との交流を行う場
合、相手方との窓口として行政が
関与することにより交流の幅が
広がるため、交流支援を行う必要
がある。 

・友好都市との交流・訪  
問(1,500 千円)  

・行政職員の相互派遣
（4,000 千円)   

・国際交流を行う市民団体
が海外交流する際のサポ
ート 
 

・交流窓口となる人材の確保
ができており、日本語でタ
イムリーに情報収集でき
る。 

・経済ミッションやポートセ
ールスの際に、現地情報の
提供や現地対応のサポート
が期待できる。 

・市のアピール効果がある 
・民間の航路開設へ行政とし
て支援した。 

・日韓ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟｺﾝｻｰﾄ、ﾜｰﾙﾄﾞ
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ上越、中学
生ｻｯｶｰ交流、スキー交流など
行政主導で行い、その後は
民間レベルで草の根交流に
つなげている。 

・これまでの友好親善
をベースに時代に即
した意義を積み重ね
ていく必要がある。 

・職員の相互交流につ
いては、10 年を経過
したが今後も継続し
ていくか。 

・市民レベルでの認知
度、関心がまだまだ
薄い。 

市民主体の国際交
流の推進 
【実施主体:民間】 

・地域の人々が海外の諸国や人々と
触れる機会を作り出すことで、新
しい考え方が生まれ、地域の文化
や産業に活力を生み出す。他国の
文化や習慣への理解を深め、国際
交流が特別なものではない交流
として受け入れられることが必
要であり、そのための機会を提供
する場として必要である。 

・国際交流センター運営    
(2,600 千円) 
･ 国 際 交 流 協 会 補 助 金    

(4,500 千円) 
・海外の料理講座 
・外国語講座 
・米国青年の国際交流員活
動（5,000 千円） 

・文化や言葉を通じた国際理
解を深めたい人への機会と
場を提供した。 

・国際交流を市民レベルの活
動としていくために、市民
プラザに国際交流センター
を整備し国際交流のノウハ
ウを有する上越国際交流協
会へ業務を委託した。 

・行政文書の翻訳・通訳、ホ
ームページ作成。 

・より多くの市民から
興味を持ち、参加し
てもらう工夫 

 

国際的な人材を育
成【実施主体:行政】 

・インターネット等で多くの情報を
得られるが、実体験により実感と
して友好関係都市や外国を知り、
また、上越・日本を改めて見つめ
直し良いところを見出す機会と
することにより、上越・日本に愛
着を持つことを目指す 

・ホームステイ派遣、受入
事業 (4,000 千円) 

 

・参加した青少年に大きな気
づきの機会を得たとのアン
ケート意見多数。 

・受入家庭では、他国の子ど
もたちのよさを感じること
ができ、海外に強い関心を
持つきっかけとなった。 

・市が主催することで
安心感があるが実施
代替機関はないか。 

・ホームステイ派遣希
望は多いが受入家庭
が少ない 

・経済のグローバル化や
国際間競争が進む中、
自治体も、豊富で質の
よい海外の情報や地域
社会で不足している情
報を取り入れ提供して
いく必要がある。 

・情報収集や相互理解の
ためには、海外との友
好関係の構築が必要で
ある。 

・国際化に対応できる人
材を育てる必要があ
る。 

・国際結婚や外国人の就
労者が増え、地域社会
の中で外国人の定住化
が進み、それらの人々
の地域への参画が課題
となっている。 

 

文化共生社会の実
現 
【実施主体:民間】 

・国際結婚や外国人の就労者が増え
る中で、日本人と在住外国人が相
互に理解し、協力できる社会をつ
くるための問題解決に向けた取
り組みを行う。 

・外国人相談 
・日本語講座、生活日本語
講座 

・留学生活用 
・多言語ガイドブック作成 

(2500 千円) 

・家庭内等での外国人問題の
解決。 

・在住外国人の自立支援。 

・相談窓口を市民に周
知する必要がある。 

・友好都市交流につい
ては、相手もあること
から、これまでの友好
関係を継続しながら、
経済や観光施策との
連携を図っていく。 

・官と民の役割分担を明
確にし、民にできるこ
とは民に移行してい
く。 

・上越国際交流協会の
自立にむけたサポー
トを行う。 

【目指すべき最終的な状態】 市民、企業、教育機関、NPO等が世界の人々 と日常的に交流を持つことができ、ひと、もの、文化等の相互交流により地域に新たな価値が

生み出される状態。 



【参考】 
 

上越市の友好都市 

 国 名 都市名 提携日 交流内容 

吉林省琿春市 1996. 4.29 中韓日ﾄﾗｲｱﾝｸ゙ﾙ交流（物流） 
中国 

黒龍江省ハルビン市康金鎮 2002. 4.15 三和国際交流協会（太極拳） 

韓国 慶尚北道浦項市 1996. 4.29 中韓日ﾄﾗｲｱﾝｸ゙ﾙ交流（物流） 

姉
妹
都
市 

オーストリア リリエンフェルト市 1981.10. 7 レルヒの会（ｽｷー ） 

遼寧省丹東市 1996. 9. 9 定期航路開設（物流） 
中国 

遼寧省大連市旅順口区 1999. 4.18 桜の友好交流 

ロシア ヴラゴヴェシチェンスク市 1998. 7.16 日ロ沿岸市長会（物流） 

友
好
交
流
都
市 オーストラリア カウラ市 2003.10.12 上越日豪協会（平和） 

 
上越市の外国人登録者数 

H18.9末 1,424人（人口の0.67％） 
 

比較 H16.12末 新潟県14,364人（0.58％） 全国1,973,747人（1.55％） 
 
全国の国際結婚の推移  

H7  28組に1組が配偶者が外国人 
H16 18組に1組が配偶者が外国人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


