
 

 

平成２３年度事業実績報告書 

 

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 

 「国際協力の日」（１０月６日）を記念して、県民の国際交流・国際協力に対する理解と

関心の高揚、活動参画へのきっかけづくりなどを目的としての記念講演会など、国際交

流・国際協力に関する総合イベントを開催した。 

 開催日：平成 23年 10月 22日（土）・23日（日） 

  場 所：高知会館、ひろめ市場イベント広場 

  入場者数：約 7千人 

  内容：①（財）ｼﾞｮﾝ万次郎ﾎｲｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ記念国際草の根交流センター 事務局長 轟木ひ 

ろ子氏による記念講演会  

②各国の民芸品展示販売会 

③県内民間国際関連団体などによる活動報告会 

④パネル写真展 

⑤JICA 四国による海外ボランテイア体験談＆説明会 

 

 

（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、国際理解のための基礎知識や異文化コミュニケーションに必要な基本的な知

識・技能などを習得させる講座を開催した。 

  開催日：平成 23年 6月 25日（土） 

  場 所：県立高知青少年の家大集合室 

  参加者：22人 



     

    

（３）異文化理解講座開催事業 

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を行

い異文化への理解を深めた。 

①� 開催日：平成 23年 6月 1日(水)～22日(水)の各水曜日（4回）  

  場 所：高知県国際交流協会研修室、高知市市民活動サポートセンター大会議室 

講 師：県国際交流員、高知大学留学生 

受講者：ﾏﾚｰｼｱ講座 13人 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ講座 13人 中国講座 11人 韓国講座 18人   

②� 開催日：平成 23年 11月 1日（火）～25日（火）の各火曜日  

場 所：高知県国際交流協会研修室、高知市市民活動サポートセンター大会議室 

講 師：県国際交流員、高知大学留学生 

 受講者：ｺﾝｺﾞ民主共和国 12人 ｱﾒﾘｶ講座 8人 韓国講座 14人 中国講座 11人 

③開催日：平成 23年 11月 27日（日） 

場 所：香南市立野市東小学校 

講 師：元県国際交流員（韓国） 

受講者：1年生及びその保護者（授業参観の一環として実施） 

  ④開催日：平成 23年 12月 13 日（火） 

   場 所：高知県立高知南高等学校  

   講 師：高知大学留学生（マレーシア）  

   受講者：国際教養科・国際課の全学年生徒 

    

      

（４）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通信などを実施した。 

 

 



（５）草の根交流事業 

   （財）ジョン万次郎ホイットフィールドﾞ記念国際草の根交流センターが、日本とア

メリカで毎年交互に開催している「日米草の根交流大会」を高知市やジョン万次郎の

生まれ故郷である土佐清水市などで開催し、日米の市民レベルの交流を深めた。 

    開催日：平成２３年６月２９日（水）～７月３日（日） 

    場 所：高知市、土佐清水市ほか 

    参加者：総参加者数 約 2,200人（内、アメリカからの参加者約 90人） 

   
 ２ 国際交流、協力活動等の情報収集と提供 

（１） 機関誌「ＷＩＮＤＯＷ」発行事業 

高知県国際交流協会の活動報告をはじめ、県内の民間国際関係団体の紹介、海外在

住の県内出身者からの近況報告などを掲載したＷＩＮＤＯＷを 2回発行した。 

① 発 行 月：平成２３年９月 

発行部数：２，６００部 

内  容：Ａ４版８ページ 

② 発 行 月：平成２４年３月 

発行部数：２，６００部 

内  容：Ａ４版８ページ 

 

（２）インターネットを活用した情報収集・提供事業 

ホームページや携帯サイトを充実し、またインターネットにより内外の国際交流情

報や国際ボランティア活動、民間国際交流団体の情報を広く県民や在住外国人に提供

した。さらに日本語ブログを立ち上げ県内の国際交流情報を発信した。 

   ※メルマガ（月１回配信）には、２３２人（3/31現在）が登録 

 

（３）（新）外国語ホームページの充実事業 

    外国語（英語）ホームページの内容を改訂し、県内在住外国人や外国人観光客へ 

の情報提供の強化を図った。 

 

３ 民間国際交流・協力団体活動の促進 

（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行った。平成 23年度は６団体に対し、総計７３

７，０００円を補助。（詳細は別表１のとおり） 

 

（２） 民間国際交流団体連絡協議会議開催・民間国際交流・協力団体人材育成セミナー事

業 

   県内の民間国際交流・協力関係団体との情報交換等を通じ､県内国際交流・協力の円

滑な推進を図るための会議と、民間国際交流関係団体の活動の活性化と、各団体をリー

ドする人材を育成するためセミナーを同日に開催した。 

  開催日：平成 24 年 2月 25日（土） 

  場 所：高知会館 平安  

  参加者：民間国際交流団体連絡協議会議 26人 

   民間国際交流・協力団体人材育成セミナー 23人 



   

 

 

  

   

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 23年 5月 17日（火）～24年 3月 29日（木） 

 開催場所：高知県国際交流協会研修室 各コースとも年間合計 30回 

 受講者：初級Ⅰ ９人（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1、ﾌﾗﾝｽ 1、ｲｷﾞﾘｽ 2、ｱﾒﾘｶ 3、ｶﾅﾀﾞ 1、ﾍﾟﾙｰ 1） 

     初級Ⅱ １２人（ｶﾅﾀﾞ 3、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ 1、中国 3、ｲｷﾞﾘｽ 1、ｱﾒﾘｶ 3、ｽﾍﾟｲﾝ 1） 

初級Ⅲ   ６人（中国 1、ｲﾀﾘｱ 1、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 1、ｱﾒﾘｶ 1、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1、ｲｷﾞﾘｽ 1） 

漢字読み書きｸﾗｽ １０人(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 8、ｱﾒﾘｶ 2) 

昼間の日本語講座 １０人（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 2、ﾓﾝｺﾞﾙ 2、中国１、韓国１、ﾍﾟﾙｰ１、 

ﾒｷｼｺ１、ﾍﾞﾄﾅﾑ 1、ﾌﾗﾝｽ 1） 

 

 

（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 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 23年 10 月 8日（土）、15日（土）、29日(土)、11月 5日（土） 

開催場所：県民文化ホール 

受講者：10人     

② 日本語ボランティア研修 



開催日：平成 24年 2月 5日（日） 

場 所：高知会館 飛鳥 

講 師：広島市立大学国際学部 講師 岩田 一成 氏 

受講者：40 人      

       

 

（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。 

相談件数 ９件  

    

 

（４） 在住外国人のための生活情報冊子（TosaWave）発行・ブログ発信事業 

    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ヵ月に１回発

行、またブログ（英語版）を発信した。 
① 生活情報冊子 
発行部数：各号 1,200 部 

   主な配布先：各市町村外国人登録担当窓口、英会話学校、協会、外国人の集まるレ 
ストラン等 

② ブログ 
  更新回数：160 回 

 
（５）在住外国人への防災・災害情報提供システム構築事業 

県内在住の外国人が南海地震等の被害に遭わないため、また、その被害をできるだ

け少なくするため、各種の自助・共助の仕組みづくりを行った。 
①� 災害時語学サポーター養成講座の開催 

   開催日：平成 23年 12月 11日（土）、平成 24年 2月 5日（日）、2月 26日（日） 

   場 所：四万十市立中央公民館、高知会館 



   受講者数：43 人 
登 録 者：110 人（内訳：英語 47 人､中国語 22 人､韓国語 15 人､ﾀｶﾞﾛｸﾞ語 10 人､ｲﾝ 

ﾄﾞﾈｼｱ語 8 人、ﾍﾞﾄﾅﾑ語 6 人、ｽﾍﾟｲﾝ語 1 人、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 1 人） 
③   語学サポーター活動保険への加入 

   語学サポーター活動の円滑化と、万一に備えてボランティア活動保険に加入。加入

者数 22 人。 
        

 

   
（６）（新）中国語版桂浜観光案内リーフレット発行事業 
   桂浜を訪れる中国・台湾からの外国人観光客と外国人観光客を案内する国際観光ボ

ランティアガイドのために、桂浜の見どころを開設したリーフレットを発行した。 

   発行部数：10,000部 

   発 行 月：２月 

 

（７）（新）外国語相談員配置事業 

   昼間の日本語講座開催に合わせて、外国語（英語・中国語）で生活相談に対応でき

る相談員が対応する定期相談会を開催する。また定期相談会のＰＲチラシを作成し市

町村等に配布した。 

   相談件数：２件 

   チラシ発行枚数：5,000枚 

 

（８）（新）日本語ボランティア講師を紹介するチラシ発行事業 

   当協会が養成している日本語ボランティア講師の認知度を向上し利用を促進するた

めのチラシ（日本語・英語・中国語）発行し関係機関に配布した。 

   発行部数：10,000部 

   配 布 先：339 か所 

    



５ 友好姉妹都市交流の推進 

（１） 高知県友好姉妹都市交流推進助成事業 

    高知県と友好姉妹提携関係にあるフィリピン・ベンゲット州、中国安徽省との民

間レベルでの交流を促進した。（詳細は別表２のとおり） 
 

６ 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 

    ブラジル、パラグアイ、アルゼンチン、ボリビアの各県人会活動を支援。 
（詳細は別表３のとおり） 

 

７ 海外技術協力の推進（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 2 人､アルゼンチン 1 人、パラグアイ 1 人）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。 
（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。 
（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。 
 
８  住みやすい環境整備及び情報発信の充実（高知県からの受託事業） 

   職員を新たに二名雇用し、外国人にとって住みやすい環境整備を行うため、在住外 

国人サポート通訳養成講座の開催、中国語による生活情報冊子を発行した。また、 

ブログ、メルマガの配信等の情報発信を強化するとともに、海外からの観光客受入 
体制の強化を図るため、韓国語版桂浜観光案内リーフレットの作成等を行った。 

 
９ 国際交流サロンの充実 
   国の住民生活に光をそそぐ交付金事業を活用して、一般貸し出し用の国旗や「地球

の歩き方」などの図書の充実を図った。また、図書のデータベース化を行い県内の

公立図書館と連携して「外国語図書の配送サービス」を開始した。 
  


