
 

 

平成２８年度事業実績報告書 

 

公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 

  県民の国際交流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、国際交流に関する総合イベントを開催した。 

  開催日：平成 28年 10月 16日（日） 

     場 所：ひろめ市場よさこい広場 

     入場者数：約 4,600人 

     内容：①国際交流団体の活動紹介 

②国際交流員等による外国語での絵本の読み聞かせ 

③各国の民芸品展示即売 

④外国料理等の販売 

⑤国際交流パネル写真展 

⑥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 28年 6月 25日（土） 

     場 所：県立高知青少年の家大集会室 

     参加者：25 名 

  

 

 

 



（３）異文化理解(出前)講座開催事業 

母国の生活様式や習慣等をテーマに、県国際交流員や留学生等を講師として公開講

座を開催したほか、学校に派遣して出前講座を開催し、県民の異文化への理解を深め

た。 

 ○異文化理解講座 

①開催日：平成 28年 7月 4日～7月 20日（4回）  

場 所：県民文化ホール第 11多目的室 

講 師：県国際交流員、高知工科大学留学生、高知大学留学生 

受講者：ﾀｲ講座 13名 中国講座 12名 韓国講座 15名 ﾛｼｱ講座 12名(計 52名) 

②開催日：平成 28年 11月 12日（土曜日） 

場 所：安芸市健康ふれあいセンター・元気館 

講 師：県国際交流員、海外技術研修員 

受講者：ｲｷﾞﾘｽ、ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ講座 (32名) 

③開催日：平成 28年 12月 3日（土曜日） 

場 所：四万十市役所 305会議室 

講 師：県国際交流員、四万十市国際交流員 

受講者：中国、韓国講座 (32名) 

 

   

 ○異文化理解出前講座 

   開催日：平成 28年 10月 12日、11月 19日、12月 15日、17～18日、 

平成 29年 1月 23日、2月 17日(6回) 

   場 所：香南市立岸本小学校、香南市立野市東小学校、県立高知南高校、 

県立青少年センター、高知丸の内高校、南国市立国府小学校 

   講 師：高知工科大学留学生及び海外技術研修員ほか 

   受講者：岸本小 20名、野市東小 42名、高知南高 93名、青少年センター17名、 

高知丸の内高 152名、国府小 67名 (計 391名) 

 

（４）国際交流ボランティア活用事業 

    当協会及び外部からの依頼に応じて、当協会に登録している国際ボランティアを

活用または紹介し、県民と外国人との交流機会の増大を図り、また交流を円滑にす

ることにより県内の国際交流の推進に寄与した。 

      紹介実績：語学ボランティア ４１名 

           ホームステイ先  １１家庭 

 

公２ 国際交流、協力活動等の情報収集と提供 

（１） 協会機関誌（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、海外高

知県人会からのメッセージなどを掲載したＷＩＮＤＯＷを２回発行した。 

 



① 発 行 月：平成２８年９月 

発行部数：２，３００部 

内  容：Ａ４版８ページ 

② 発 行 月：平成２９年３月 

発行部数：２，３００部 

内  容：Ａ４版８ページ 

 

（２）インターネット情報収集・提供事業 

ホームページやメールマガジン（メルマガ）により県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。 

   ※メルマガ（月１回配信）には、２６４名（3/31現在）が登録。 

 

公３ 民間国際交流・協力団体活動の促進 

（１）民間国際交流・協力団体連絡協議会開催事業及び民間国際交流・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及び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 29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 20名 

     民間国際交流・協力団体人材育成セミナー 21名 

     
（２）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 28年度は４団体に対し、総計５０

０，０００円を補助した。（詳細は別表１のとおり） 

 

公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 28年 5月 11日（水）～29年 3月 21日（火） 

   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      １８名 

       初級Ⅱ      １１名 

初級Ⅲ        ７名 

漢字読み書きｸﾗｽ  １７名 

昼間の日本語講座 １６名 

合計       ６９名 



 

 

（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 日本語ボランティア研修 

開催日：平成 29年 2月 5日（日） 

場 所：高知会館 飛鳥 

講 師：九州大学留学生センター日本語教育部門 准教授 小山悟氏 

題 目：「楽しく、わかりやすく、役に立つ初級の授業作り『イラスト満載！日本語

教師のための活動アイディアブック』を使って」 

受講者：３０人      

 

（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 ２９件 

 

（４） 在住外国人のための生活情報冊子「Tosa Wave」の発行・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、生活情報冊子「Tosa Wave」（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、県内国際交

流協会、県内各大学、技能実習生受入機関等 

②ブログ  更新回数：２０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トラフ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の取り組みを行った。 

また、４月に発生した熊本地震後に熊本市国際交流振興事業団の活動を支援するた

め、地域国際化協会間の災害応援協定に基づき、当協会に登録された災害時語学サポ

ーター２名（中国語）を現地に派遣した。 

①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１９名 

     ②大学等での外国人向け南海トラフ地震対策講座への講師派遣 

 派遣回数：３回 受講外国人数：２８名 

③在住外国人向けの災害時ラジオ多言語放送原稿の収録 

 やさしい日本語・英語・中国語・韓国語・タガログ語の原稿を収録 

④在住外国人向けの防災情報展示及び説明、防災啓発チラシの作成 

 防災イベントへの出展：２回（須崎市・高知市） 

防災パネル展示：１回（四万十市役所にて１週間） 

高知市津波ハザードマップの英語版・中国語版・韓国語版の作成 

⑤協会への Wi-Fi 導入や避難者誘導用案内看板等の購入による防災拠点づくり 

 

（６）語学ボランティアを対象とした通訳・翻訳講座開催事業 

語学ボランティア（災害、観光、サポート、一般）登録者を対象に、防災・観光・

生活情報など在住外国人が本県で生活する上で役に立つ情報を正確に翻訳できるた

めの講座を開催し、語学ボランティアのスキルアップを図った。 

開催日：平成 29年 2月 26日（日） 

      場 所：共済会館 桜  

      講 師：中国語スクール「ブレチャイな！」代表 須磨みのり氏 

      受講者数：２４名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公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） 

 

（２）友好姉妹都市学生等交流推進事業（高知県からの受託事業） 

高知県と姉妹交流協定を締結している韓国・全羅南道に、公募により選考した本

県の高校生５名及び引率教員１名を派遣し、両県道の交流のルーツである木浦共生

園の訪問や青少年交流行事などを通じて若い世代の交流を推進した。 

   （参加者：高知県立高知東高等学校生徒５名、引率教員１名） 

（派遣期間：平成 28年 8月 3日～8月 8日） 

 

公６ 海外県人会活動の支援 

（１） 海外県人会（中南米）活動支援事業 

    ブラジル、パラグアイ、アルゼンチンの各県人会の運営や会員相互の親睦を図る

ための交流事業等について、各県人会活動を支援した。 

県人会名 会員数 

(H28.4現在) 

会 長 名 補助金額(円) 

ブラジル県人会 240名 片山 アルナルド 323,000 

パラグアイ県人会  670名 山脇 生年 282,150 

アルゼンチン県人会 約 210名 文野 正輝 201,400 

合   計   806,550 

※会員数は各県人会から県に報告があった人数 

 

公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。 

 

事業名 国 名 性

別 

年 

齢 

研修ﾃｰﾏ 研修先 研修期間 

高知県海外 

技術研修員

受入事業 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 男 26 電子工学 株式会社土佐電子 平成 28年 6月 20日～ 

平成 29年 3月 2日 

ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ 女 20 グラフィック

デザイン 

国際デザイン・ビューティ

カレッジ 

平成 28年 6月 20日～ 

平成 29年 3月 2日 

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 男 20 システムプロ

グラミング 

高知開成専門学校 平成 28年 7月 19日～ 

平成 29年 3月 2日 

高知県協力

交流研修員

受入事業 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 男 

 

30 

 

造園技術、

農業技術 

 

高知県立牧野植物園、高知

県農業技術センター 

 

平成 28年 7月 4日～ 

平成 28年 11月 4日 

 

 

 


