
平成２２年度事業実績報告書 

（平成２２年４月１日～９月２７日） 

 

１ 県民主体の国際交流・協力活動の促進 

（１）国際ふれあい広場inこうち開催事業 

 平成22年10月16日（土）高新ＲＫＣホールで開催する紺野美沙子さんによる協会

設立２０周年記念講演会・中学生による弁論大会「国際土佐っ子メッセージ」、及び

10月 17日(日)ひろめ市場イベント広場で開催する国際ふれあい広場に係るチラシ・

ポスターの印刷発送など事前広報などを行った。 

 

予算額 執行済額 予算残額 

910,000円 216,120円 693,880円 

 

 

（２）ジュニア国際大学開催事業 

   小学校高学年（４年生～６年生）を対象に、国際感覚豊かな子どもたちの育成を目 

的として、平成 22年 6月 26日（土）県立高知青少年の家で開催予定だったが、天候

悪化（大雨洪水警報発令）により急遽中止となった。準備・広報に係るチラシ印刷や

募集文書の発送、消耗品等の購入に係る経費などを支出した。 

予算額 執行済額 予算残額 

173,000円 73,988円 99,012円 

 

（３）異文化理解（出前）講座開催事業 

県国際交流員や留学生を講師に、自国の文化や国際交流をテーマにした公開講座

の第１回目を開催した。（第２回目は11月に開催予定） 

開 催 日：平成２２年６月１０日～７月１日の各水曜日  

  場  所：国際交流協会研修室、高知市市民活動サポートセンター 

講  師：韓国、中国、オーストラリアの国際交流員、フィリピンの高知大学留 

     生 

  参 加 者：韓国講座14人、中国講座10人、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ講座14人、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ講座11人 

 

予算額 執行済額 予算残額 

40,000円 7,000円 33,000円 

   

   

（４）国際ボランティア“はじめの一歩”講座開催事業 

   国際ボランティアの未経験者を対象に、国内外でできるボランティア活動を紹介し、

県民の社会参加活動を促進するとともに、県内国際ボランティア団体とのマッチング

を図ることを目的に第一回目の講座を実施した。（第２回目は１０月２３日（土）実施） 

   開 催 日：平成２２年４月１１日（日） 

場  所：イオンモールの多目的会場 

参 加 者：１３人 

講  師：JICA国際協力推進員、高知県国際交流協会職員 



 

予算額 執行済額 予算残額 

１0,000円 0円 10,000円 

 

 

（５）国際ボランティア活用事業 

   当協会の登録ボランティアと円滑に連絡調整を行い、有効活用することにより、県

内の国際交流の推進に寄与するため、ホストファミリーへの連絡などを実施した。 

予算額 執行済額 予算残額 

１2,000円 24,340円 △12,340円 

 

 

（６）アジア語学講座(フィリピン語)開催事業 

      フィリピン語を学習しながら、語学だけでなくフィリピンの文化、歴史、風俗など

フィリピンへの理解を深めるとともに、県内在住フィリピン人との交流を促進するこ

とを目的に語学講座を実施した。 

      開 催 日：平成２２年５月１９日～７月２１日、及び９月１日～２９日までの各水

曜日（全１５回） 

      場  所：高知県国際交流協会 研修室 

      受 講 者：１０人 

予算額 執行済額 予算残額 

82,000円 76,295円 5,705円 

 

 

（７）学生インターン受入事業 

   大学生１人（高知大２回生）を平成２２年８月１２日から２０日までの間、インタ

ーンとして受入れ、当協会の業務のサポートや国際交流に関わる行事等への参加等を

通して国際交流・国際協力に対する理解と関心を深め、将来のキャリア設計に役立て

てもらった。 

予算額 執行済額 予算残額 

0円 0円 0円 

 

（８）草の根交流事業 

  （財）ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センター（ＣＩＥ）が、

毎年日本とアメリカで交互に開催している「日米草の根交流サミット」が平成２３年

度本県で開催される。その高知県大会準備のため、今年度開催地のサンフランシスコ

大会への参加・調査（8/24～31）等を行った。 

予算額 執行済額 予算残額 

708,000円 374,537円 333,463円 

 

 



２ 国際交流、協力活動等の情報収集と提供 

（１）機関誌発行事業 

情報誌「WINDOW（Autumn No.53）」（平成２２年１０月、2,600部発行）発送用の封筒

印刷をおこなった。（Spring No.54は平成23年3月発行予定） 

予算額 執行済額 予算残額 

573,000円 8,925円 564,075円 

 

 

（２）インターネット情報収集・提供事業 

ホームページを充実し、インターネットにより内外の国際交流情報、国際ボランテ

ィア活動や民間国際交流関係団体の情報を広く県民や在住外国人への提供を行った。 

予算額 執行済額 予算残額 

218,000円 121,356円 96,644円 

 

（３）メールマガジン配信事業 

当協会の事業や、県内で実施される国際交流・国際協力・多文化共生に関するイベ

ント情報を発信するメールマガジンを毎月 1回配信。（登録者数：２０５人、内携帯15
人）    

予算額 執行済額 予算残額 

0円 0円 0円 

 

３ 民間国際交流・協力関係団体活動の促進 

（１） 民間国際交流・協力団体助成事業 

    草の根民間国際交流、協力支援の一環として、県下の民間国際交流関係団体が実施

する国際交流・協力事業等に対して助成を決定した。 

予算額 執行済額 予算残額 

1,008,000円 3,600円 1,004,400円 

 

  助成決定団体：南国市国際交流協会、高知ＳＧＧ善意通訳クラブ、高知ルクセンブル

ク協会、特定非営利法人 アジア文化交流会、高知希望工程基金会、

高知よさこい連、ウエルカムジョン万の会 

 

４ 在住外国人との共生               

（１）日本語講座開催事業 

日本語の不自由な県内在住外国人を対象に、日常生活に適応できるよう基礎的な日本

語講座を開催した。 

 

 開催期間：平成２２年５月１２日（水）～平成２２年９月２７日（月） 

 開催回数：初級Ⅰ ６回、初級Ⅱ １６回、初級Ⅲ １５回、漢字読書き １４回 

      ※各コースとも年度末までに３０回開催予定 

 開催場所：高知県国際交流協会研修室 

受講者数：初級Ⅰ １２人（ﾃﾞﾝﾏｰｸ 1、ｲｷﾞﾘｽ 3、ｶﾅﾀﾞ 2、ｱﾒﾘｶ1、中国1、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 2、 



                ﾌﾗﾝｽ 1、ﾈﾊﾟｰﾙ 1） 

初級Ⅱ   ９人（ｱﾒﾘｶ 2、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 4、ｲｷﾞﾘｽ 1、中国1、ﾌﾗﾝｽ 1） 

初級Ⅲ  １３人（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 3、ｱﾒﾘｶ 3、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 2、ｶﾅﾀﾞ 1、中国4） 

漢字読み書きｸﾗｽ ９人（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 7、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ１、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ１） 

予算額 執行済額 予算残額 

506,000円 192,000円  314,000円 

 

  

 

（２）日本語ボランティア講師養成講座開催事業 

   日本語の不自由な県内在住外国人に日本語を教えることができるボランティアの講 

師を養成するための講座を開催した。 

① 初級コース 
（高知会場） 

開催日:平成２２年５月８日～２９日の各土曜日（全4回） 

開催場所：高知共済会館 

受 講 者：４０人 

（幡多会場） 

開催日時：平成２２年６月５日（土）、１２日（土） 

開催場所：四万十市立中央公民館 

受 講 者：２９人    

予算額 執行済額 予算残額 

191,000円 187,348円 3,652円 

 

② スキルアップコース（原則初級受講済者が対象）  
開 催 日：平成２２年１０月２３日、３０日、１１月１３日、２０日の各土曜日 

開催場所：高知共済会館（11/20は高知城ホール） 

受 講 者：１５人 

 上記ｽｷﾙｱｯﾌﾟコースの受講者募集の送付を行った 

予算額 執行済額 予算残額 

103,000円 8,560円 94,440円 

     

（３）外国人の人権・生活相談事業 

   県内在住外国人や外国人留学生などの人権・生活相談の窓口を開設。 

期  間：通年 

場  所：高知県国際交流協会研修室 

相談件数：２件  

予算額 執行済額 予算残額 

10,000円 0円 10,000円 

 

 

（４）在住外国人のための生活情報冊子（「TosaWave」）の発行事業 



   県内在住外国人が安心して快適に暮らせるように、高知の文化、歴史、生活等に関

する情報を提供するため、生活情報誌（英語版、日本語ルビ付き）を２カ月に１回（計

３号）発行した。 
発行部数：各号 １，２００部 
予算額 執行済額 予算残額 

125,000円 56,960円 68,040円 

 
（５）在住外国人への防災・災害情報提供システム構築事業 

 県内在住外国人に対し、２カ国語による折り畳み式災害用携帯カードを作成し、配
布した。 

   発行部数：２００枚（インドネシア語、韓国語各 100枚） 
予算額 執行済額 予算残額 

295,000円 45,890円 249,110円 

 
（６）国際観光ボランティアガイド養成講座開催事業 
   国際観光振興と県民の国際交流推進を進めることを目的に、本県を訪れる外国人観 

光客に県内の観光名所などを外国語で案内することができる語学ボランティア（中国 

語・韓国語）を養成する講座を開催した。 

   開 催 日：平成２２年５月３１日（月)、６月７日（月）、１４日（月） 

   開催場所：高知城ホール、桂浜 

   受 講 者：１７人（中国語７人、韓国語１０人） 

予算額 執行済額 予算残額 

99,000円 68,341円 30,659円 

 

 

 

５ 海外県人会活動への支援 

（１）海外県人会（中南米）活動支援事業 

   海外県人会（ブラジル，パラグアイ、アルゼンチン、ボリビア）活動支援のための

連絡を行った。 
予算額 執行済額 予算残額 

974,000円 189円 973,811円 

 
 

６ 高知県からの受託事業 

（１）高知県海外技術研修員受入事業 

    中南米県人移住地域の青年（ブラジル､パラグアイ、アルゼンチン）を受け入れ、

県内関係機関等で必要な専門知識や技術を修得させるとともに県民との交流等をと

おして国際友好親善に寄与した。 
 期  間：平成２２年６月１６日～平成２３年３月１７日（予定） 
      研 修 員：３人（ブラジル１、パラグアイ１、アルゼンチン１） 
研修機関：高知県工業技術センター、国際デザイン・ビューティカレッジ、高知県



農業技術センター 
予算額 執行済額 予算残額 

5,940,000円 2,462,320円 3,477,680円 

 
 

（２）高知県協力交流研修員受入事業 

   友好交流国（フィリピン）の自治体職員等を受け入れ、本県が持つノウハウや技術 
等を修得させ、人づくりを通じた国際協力を推進するとともに、県民との交流を通じ 
て国際意識の向上を図った。 
 期  間：平成２２年５月２３日～平成２２年１１月１８日（予定） 
研 修 員：１人 
研修機関：高知中央西土木事務所 
予算額 執行済額 予算残額 

1,825,000円 896,156円 928,844円 

 
 

（３）研修員受入準備業務委託事業 

   高知県が海外から受け入れる研修員に関する、来日前の受入準備業務を行うことに

より、研修員の受け入れの円滑化を図った。 
予算額 執行済額 予算残額 

984,000円 39,784円 944,216円 

 


