
 

平成２４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、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 24年 10月 14日（日） 

  場 所：ひろめ市場イベント広場、大橋通商店街 

  入場者数：約 7,200人 

  内容：①ボランティア相談会 

②各国の民芸品展示即売 

③外国料理の販売 

④国際協力・パネル写真展 

⑤民族舞踊・音楽のステージ発表 

 

（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 24年 6月 23日（土） 

  場 所：県立高知青少年の家大集合室 

  参加者：21名 

 



（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 24年 6月 7日(木)～28日(木)の各木曜日（4回）  

場 所：高知市市民活動サポートセンター大会議室、県民文化ホール１階・第 9 多

目的室(予備室) 

講 師：県国際交流員、高知大学留学生 

受講者：韓国講座 21人 中国講座 20人 アメリカ講座 17人 モンゴル講座 17名   

②開催日：平成 24年 11月 13日（火）～12月 4日（火）の各火曜日  

場 所：県民文化ホール 1階・第 9多目的室（予備室） 

講 師：県国際交流員、高知大学留学生 

受講者：中国講座 18人 台湾講座 15人 アメリカ講座 14人 韓国講座 12人 

 

（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）田内千鶴子生誕１００周年記念事業 

   韓国全羅南道木浦市で孤児の育成に尽力した故田内千鶴子さんの生誕１００周年を

契機に、偉大な業績をふりかえり、次代を担う青少年に伝えていくことを目的とした

記念事業を行うため、関係団体で実行委員会を設立し、記念事業として、日韓双方で

様々な行事を行うとともに、相互に訪問団を派遣し、日韓の交流を深めた。 

本県においては、次のような記念事業を行い、これらの記念事業負担金として当協

会から９９１，０００円を支出した。 

 

  記念事業一覧（主なもの） 

① 記念訪問団の韓国（ソウル市及び木浦市）への派遣 H24.10.29～11.1  ９０人 

② 記念交流パーティー（高知市）          H24.11.8    約２５０人 

③ 記念碑設置及び除幕式・献花式の開催（高知市）  H24.11.9    約１５０人 

④ 記念講演会（高知市）              H24.11.9    約４００人 

⑤ 記念コンサート（高知市）            H24.11.9    約８００人 

⑥ 教材用 DVD の作成及び県内公立中学校への配布  H24.12.25 

 

 

 

 

 



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２４年９月 

発行部数：２，６００部 

内  容：Ａ４版８ページ 

② 発 行 月：平成２５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 

協会のホームページ及び携帯サイトについて、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等について随時更新を行い、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、２４３名（3/26現在）が登録 

 

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 24年度は３団体に対し、総計４５

０，０００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・協力団体リーダー育成セミナ

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 25年 2月 23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 18人 

民間国際交流・協力団体人材育成セミナー 18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 24年 5月 15日（火）～25年 3月 27日（水） 

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      １１人 

    初級Ⅱ      １１人 

初級Ⅲ        ８人 

漢字読み書きｸﾗｽ  １０人 

昼間の日本語講座 １５人 

 

（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 24年 10月 6日（土）、13日（土）、20日(土)、11月 27日（土） 

開催場所：高知会館 天平、平安 

受講者：１４人     

② 日本語ボランティア研修 

開催日：平成 25年 2月 17日（日） 

場 所：高知城ホール 大会議室 

講 師：一般社団法人アクラス日本語教育研究所代表理事 嶋田 和子 氏 

受講者：３０人      
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（３） 在住外国人の生活相談事業 

   県内在住外国人の生活相談の窓口を開設。 

相談件数 ６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（英語及び中国語版、日本語ルビ付き）を３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 1,000 部 

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

ストラン等 

② ブログ 

  更新回数：178 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 

  【入門コース】  

開催日：平成 25年 2月 2日（土） 

   場 所：当協会研修室  

   受講者数：9 名  

【登録者コース】 

開催日：平成 25年 2月 23日（土） 

   場 所：県民文化ホール第 9多目的室（予備室） 

   受講者数：25 名 

 



※登 録 者：112 名（内訳：英語 49 人､中国語 22 人､韓国語 14 人､ﾀｶﾞﾛｸﾞ語 10 人､ｲﾝ

ﾄﾞﾈｼｱ語 9 人、ﾍﾞﾄﾅﾑ語 2 人、ｽﾍﾟｲﾝ語 4 人、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 2 人） 

 

②  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 21 名。 

 

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（ブラジル県人会、パラナ県人会）、パラグアイ、アルゼンチンの各県人

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、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 重点分野雇用創造地域国際化推進事業（高知県からの受託事業） 

 職員を新たに 1 名雇用し、下記の事業を行った。 

（１）外国人向け南海地震対策の強化 

    南海地震啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ（中国語、韓国語・朝鮮語、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語、ﾍﾞﾄﾅﾑ語）、英語版

の折りたたみ式災害用携帯カード、大規模災害時における県外在住外国人を支援す

るための関係機関とのネットワーク作り報告書を作成するとともに、東北被災地を

視察して被災地の国際化協会へのヒアリングを行った。 

（２） 国際観光ボランティアガイドの養成及び活用 

①国際観光ボランティアガイド養成講座の開催 

 開催日：平成 24 年 5 月 12、19，26 日 

 場所：高知共済会館、高知会館、高知城、桂浜 

 参加者数：中国語 5 名、韓国語 4 名 

 

②活用実績  

   件数 7 件（中国語６件、韓国語 1 件） 

（３）市町村立図書館等との外国語図書貸出ﾈｯﾄﾜｰｸの活用 

（４）生活相談の充実 

（５）民間国際交流団体ダイレクトリー作成 

（６）田内千鶴子生誕 100 周年記念事業実施支援 


