
 

 

平成２８年度事業報告 

 

平成２８年度は、公益財団法人茨城県国際交流協会国際活動推進計画（中期計画：平成２８年度から平

成３２年度）の初年度として、その新たな経営方針である「共に目指す多文化共生社会づくり」、「グロ－

バル交流の推進」、「グロ－バル社会へ向けた人づくり」の下、事業の推進に努めました。 

特に、今年度は、本県の観光や産業交流推進に寄与するために、留学生等グロ－バルな人材を「いばら

きインタ－ナショナルアンバサダ－」に登録し、SNS 等を活用し、茨城の魅力発信に努めました。また、

国際観光の伸展に対応し、語学サポ－タ－等ボランティアの発掘を図るため、通訳・翻訳に係る総合的な

研修会を実施しました。 

なお事業の実施に当たっては、県、市町村、市町村国際交流推進組織、民間国際交流協力団体、県弁護

士会などとの連携を図り、役割分担や協働により効率的に事業を実施しました。 

経営においては、外部資金の導入や経費の節減に努め、上記の計画に登載した収支計画の平成２８年度

の数値目標である一般正味財産取崩額△6,144千円を更に下回る△1,785千円に抑えました。 

  

 

１ 共に目指す多文化共生社会づくり 

（１）外国人が安心して生活できる環境の整備 

① コミュニケ－ション支援 

茨城県に生活していく上で住民としての様々な情報が得られるよう、多言語によるホ－ムペ－ジ、

携帯メ－ル、フェイスブック、外国人支援図書など多様な媒体により情報提供を行いました。 

・対応言語：英語、中国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、スペイン語、韓国語、 

インドネシア語、ベトナム語（９言語） 

また、外国人が身近で日本語を習得する機会が得られるよう、日本語教室の開講・運営について

支援しました。 

◇９言語でのインターネット、携帯メ－ル、フェイスブックなどによる情報提供。 

  情報発信件数                    ７４３件 

ホームページアクセス数（日本語及び多言語）  ２８，５４６件 

◇９言語での生活ガイドブック、災害時マニュアル、メディカルハンドブック等支援図書による情

報提供。 

◇３言語（英語、中国語、ポルトガル語）での外国人児童生徒のための健康手帳による情報提供。 

◇外国人の日本語学習の支援 

・日本語教育アドバイザ－を講師とする日本語教授法集中講座を実施し、ボランティア日本語教

室を支援しました。 

・茨城県日本語教育アドバイザー派遣事業 

・アドバイザー登録者数 １６名 

・派遣期間 平成２８年９月１日～平成２９年２月２８日 

・派遣先  ９団体 

・参加者数 １９４名 

 



 

 

  ② 外国人相談体制の充実 

    在県外国人が生活する上での疑問や問題を解決するため、弁護士会などの協力のもと、法律、労

働、教育、婚姻など生活全般について年間を通じ相談事業を行いました。 

また、市町村や民間国際交流協力団体と連携し、地域における相談受付の環境整備に努めました。 

◇外国人相談センタ－で９言語による相談に対応しました。 

・対応言語 英語、中国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、スペイン語、韓国語、 

インドネシア語、ベトナム語 

相談件数 １，５５８件 

項   目 件数 割合（％） 

出入国管理・在留カ－ド ２４４ １５．７ 

労働関係・雇用・労災 ７２ ４．６ 

起業・会社設立・貿易 ８ ０．５ 

結婚・離婚、夫婦、親子、家族 ２７６ １７．７ 

国籍・帰化  １２８ ８．２ 

留学・研修 ７ ０．５ 

医療関係 ３４ ２．２ 

社会保障・年金・保険 ５９ ３．８ 

税金 ２５ １．６ 

教育、文化 ４１ ２．６ 

住居・くらし、交通・免許 １２０ ７．７ 

言語・翻訳・通訳 ４０５ ２６．０ 

案内・問い合わせ １２８ ８．２ 

その他 １１ ０．７ 

合  計 １，５５８ １００．０ 

◇休日無料法律相談の実施 

・外国人が集住する県西地域において、関東弁護士会連合会及び茨城県弁護士会と共催で、９言

語による休日出張弁護士相談を実施しました。 

     ・実施日   平成２８年１１月２７日（日） 

     ・実施場所  筑西市地域交流センター「アルテリオ」 

     ・相談言語  ９言語 

     ・相談対応者 弁護士6名、協会相談員7名、語学サポーター6名 

     ・相談件数  ２０件 

     ・共催    筑西市、茨城県弁護士会、関東弁護士会連合会 

◇相談員研修の実施 

・専門的な知識を蓄積することや相談対応についての検証等を目的に研修を実施しました。 

 ・相談センター主催研修の実施：８回（内1回は茨城県警察本部生活安全総務課の協力を得て研 

修を実施しました。） 

◇市町村、及び地域のボランティアとの連携による相談体制の整備 

・市町村等県内の外国人相談担当者や当協会登録の「外国人のための地域生活アドバイザー」を

対象に、資質向上と情報交換を目的として研修会を実施しました。 



 

 

     ・実施日    平成２８年１１月２５日（金） 

     ・実施場所   茨城県土浦合同庁舎 

     ・参加者    ４８名（市町村国際交流協会会員２４名、市町村１３名、外国人のための地 

域生活アドバイザー９名、弁護士２名） 

     ・内容     講師：（公財）横須賀市産業振興財団 事務局次長 松本 義弘 氏 

・講演：やさしい日本語で伝える技術 

             ・伝わる日本語のためのワ－クショップ 

  ③ 多文化共生のためのサポ－タ－バンクの運営 

    ◇多文化共生の地域づくりを推進するため、語学ボランティアや国際理解を進めるための人材を

登録・活用しました。 

◇本年度は新たに、外国人等が茨城の情報発信を行う「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ

－」を創設しました。【新規】{２（３）②参照｝ 

 ◇通訳・翻訳ボランティア研修会の実施【新規】 

 ・多文化共生サポ－タ－バンクに登録している「語学サポ－タ－」のスキルアップ、及び国際観

光の伸展を視野に、通訳・翻訳に係る総合的な研修会を開催しました。 

・開催日  平成２８年１１月１９日（土）、１２月３日（土） 

・場 所  茨城県立県民文化センタ－分館集会室 

・参加者  ９０名（多文化共生サポ－タ－バンク登録の「語学サポ－タ－」、及び新たに 

語学ボランティアを志す方） 

・内 容  ・「これからの茨城の国際観光について」 

講師 茨城県商工労働観光部観光局国際観光課 

・「通訳・翻訳技術ワ－クショップ」 

   講師 特定非営利活動法人多言語社会リソ－スかながわ 岩本 弥生 氏 

・「災害時の通訳・翻訳について」 

講師 東京外国語大学大学院総合国際学研究院 講師 内藤 稔 氏 

・「医療通訳について」 

   講師 特定非営利活動法人多言語社会リソ－スかながわ 田中 圭 氏 

・共 催  茨城県 

登録活動状況 

区  分 登録状況(H29.3.31現在) 活動状況 

語学サポーター 20言語 224 名 24件 46 名 

医療通訳サポーター  17言語 149 名 2件  2名 

災害時語学サポーター   17言語 146 名 1件 6 名 

外国人のための地域生活アドバイザー 67名    20件 20 名 

各国事情紹介講師 168名 85件  185 名 

ホームステイ・ホストファミリー 104名   6件 14家庭 

いばらきインターナショナルアンバサダー 400名 
アンバサダーＨＰ等への寄稿数 

105件 51名 

合  計 延べ    1,258名 243件 310名 14家庭 



 

 

④ 災害時・緊急時の在住外国人支援体制の充実・強化 

 日本語が不自由であったり、生活環境に不慣れな外国人への支援のため、災害時・緊急時の訓練

及び連携体制の強化を図りました。また、医療機関等で外国人がスム－ズに受診できるような環境

の整備を進めました。 

◇9言語での災害時マニュアルの発行{１（１）①参照｝ 

◇防災訓練への外国人の参加促進 

 ・茨城県総合防災訓練に参加し、外国人と災害時語学サポーターが共に避難、消火、応急手当等

の訓練を受けました。また、災害時語学サポーターが災害時に情報の通訳翻訳等の支援ができ

るよう研修しました。 

   ・実 施 日  平成２８年８月２７日（土） 

・実施場所  高萩市高浜スポ－ツ広場 

・参加者数  ３６名（外国人２３名、災害時語学サポ－タ－６名、日立国際交流協議会７名） 

・内  容  避難訓練、事故車両からの外国人救出訓練、応急手当訓練、 

災害時マニュアル・防災グッズ説明、多言語での放送・広報、 

多言語による災害情報の翻訳訓練 等 

◇広域での連携による災害時の支援体制の整備 

・関東地域国際化協会連絡協議会との協働により、広域連携による災害情報の多言語翻訳シミュ

レ－ションを実施しました。 

・実施日   平成２８年９月２８日（水） 

◇多言語での外国人医療サポ－トの実施 

 ・9 言語でのメディカルハンドブック活用により、外国人が医療関係者とのコミュニケ－ション

を容易にできるよう支援しました。{１（１）①参照｝ 

 ・病院等、医療機関からの要請により、医療通訳サポーターを派遣体制を整え、支援しました。 

 

（２） 外国人による地域活動の推進 

① 在住外国人や留学生の地域活動への参画拡大 

地域社会における多文化共生推進の担い手として、外国人住民が自ら活動できるよう、地域の人

材の発掘・活用に努め、イベントや講座等、地域活動への参加を促進しました。本年度は特に留学

生等による地域の情報発信等を行いました。 

◇外国人の多文化共生サポ－タ－バンクへの登録・活用{１（１）③参照｝ 

◇ワ－ルドキャラバン国際理解教育講師等派遣事業の実施{３（２）①参照｝ 

◇茨城の情報発信を行うサポ－タの創設{２（３）②参照｝【新規】 

◇「ふれあい茨城」交流の広場での外国人の地域活動記事紹介{２（１）①参照｝【新規】 

 

２ グロ－バル交流の推進 

（１）国際活動情報の提供 

 ① 情報提供等シンクタンクとしての役割強化 

    県民のグロ－バル交流を活性化するために、海外の情報や、国際機関、県、各種団体等の国際交

流情報を集積・提供しました。 

◇機関誌「ふれあい茨城」の発行 



 

 

・協会や民間国際交流・協力団体の活動や、国際理解を推進するための情報を紹介する機関誌を

発行しました。 

・特に本年度から、「わが町の外国人リーダー」のコラムを新設し、地域の外国人の活動推進を目

指しました。【新規】 

発行時期 年３回（７月、１１月、３月） 

   発行部数 各４，０００部  

◇ホームページによる情報提供 

・当協会の事業、及び県内の国際交流活動団体の情報を集積・発信するとともに、随時県内外の

国際活動関連の記事やイベント情報等を発信しました。 

◇インタ－ナショナルライブラリ－の運営 

・国際交流、国際理解、日本語教育、国際協力等、国際活動に関わる図書、ＤＶＤ等を収集及び

貸出しをしました。 

・蔵書数  書籍等１,３５１冊，ビデオ等６８本 

・貸出数  書籍    ２６冊，ビデオ等２本 

（２）国際交流・協力の推進 

 ① 県民の国際交流活動の推進 

県、市町村、市町村国際交流推進組織、民間国際交流協力団体等との連携により、県民の国際交

流活動への参加を促し、活動の充実を図りました。また、外国人が住みやすい環境を整備するため

に、関連機関と連携し地域住民と外国人との交流を推進しました。 

◇市町村及び市町村の国際交流推進組織、民間国際交流・協力団体を対象に国際交流・協力ネット

ワ－ク会議を開催し、研修及び活動の情報交換を実施しました。 

・開催日  平成２８年７月６日（木） 

・場 所  県民文化センター分館 集会室 

・対 象  市町村、市町村国際交流協会、民間国際交流・協力団体 

・参加者  １１５名  

・内 容  1)講演「新しい日越関係～今、ベトナムの人々が日本に寄せる熱い思いの意味を考

える～」 

講師 横浜市立大学教授・元駐ベトナム大使 坂場 三男 氏 

2)分科会 

第 1分科会：多文化共生ネットワ－ク会議 

「外国人と共に進める多文化共生のまちづくり」 

第2分科会：グロ－バル交流ネットワーク会議 

「技能実習生受け入れの取り組み」 

第3分科会：日本語ボランティアネットワーク会議 

「ボランティア日本語教室の役割と可能性～外国人と共に作り上げる交流の場」 

・共 催  茨城県  

◇また、市町村の国際交流推進組織及び市町村を対象としたネットワ－ク会議を開催し、研修及び

情報交換を行いました。 

・開催日  平成２８年１１月２５日（金） 

・場 所  茨城県土浦合同庁舎 



 

 

・参加者  ４２名（市町村国際交流協会会員２３名、市町村１９名） 

・内 容  1)市町村国際交流協会の取り組みについて  

       事例発表 「日立市内のネットワ－クを活用した外国人向け防災訓練の取組に 

             ついて」 

2)情報交換会～各市町村国際交流協会の活動について～ 

・共 催  茨城県 

◇イベントや地域活動等への技能実習生等、外国人の参加支援と交流機会の提供 

 ・「技能実習生受け入れの取り組み」について国際交流・協力ネットワ－ク会議の第２分科会で 

事例発表、情報交換を行いました。 

  事例発表  

・ベトナム実習生の受け入れ：協同組合エコリ－ド（農業関係）事務局長 成井 貞行 氏 

・インドネシア実習生の受け入れ：はさき漁業協同組合（漁業関係）総務次長 宮本 総 氏 

   ◇国際交流イベントへの参加 

    ・地域で開催されるイベントに出展し、県国際交流員による世界のゲ－ムでの交流、協会の事業 

内容の紹介等を行いました。 

     ・大好きいばらきふれあいまつり 

      実施日  平成２８年４月２日（土） 

      実施場所 茨城県三の丸庁舎広場（水戸市） 

     ・茨城をたべよう収穫祭２０１６ 

            実施日    平成２８年１１月５日（土）・６日（日） 

      実施場所 砂沼広域公園（下妻市）     

◇茨城県国際交流協会事業ボランティアの登録・活用 

 ・協会が主催する各種事業に協力を得られるボランティアの登録を促進し、協会事業の円滑な運

営を図りました。 

・登録活動状況 

登録者数  １６名 

活 動 者  延べ１５名（外国人による日本語スピーチコンテスト等） 

   ◇ボランティア活動室の運営及び研修室の貸出し 

    ・国際活動を実践するボランティア団体等に研修室やボランティアル－ム等活動場所を提供しま

した。 

② 国際協力活動の推進 

（独）国際協力機構筑波国際センタ－と連携し、途上国支援等国際協力に関する事業を行いまし

た。 

◇青年海外協力隊等、国際協力への参加促進 

◇高校生のための地球市民講座の開催{３（２）②参照} 

◇義援金・書き損じはがき等の募集 

・海外で発生した大規模自然災害について、「ＮＧＯ茨城の会」と協働で街頭募金や銀行に義援

金口座を開設するなど募金活動を行い、被災地の援助に役立てます。 

  ※平成２８年度は該当事例なし 

・県民の協力により書き損じハガキ、外国コインなどを収集換金し、国際協力を行っている団体



 

 

の活動を支援しました。 

区分 実績 支援団体 

書き損じ葉書  4,261 枚 

茨城キリスト教学園キリスト教センター 

NPO法人シェア 

NPO法人日本国際ボランティアセンター 

茨城県ユニセフ協会 

NPO法人豊かな大地 

切手 
未使用 額面 17,137 円 

使用済 約 11.0 kg 

使用済プリペイドカード    160 枚 

外国コイン・紙幣  2,995 枚 

現金類 72,331 円 

   

（３）産業のグロ－バル化への支援 

① 企業の海外展開等への協力 

国境を越えた経済活動が拡大する中、留学生等の協力を得て、県内企業の海外進出や国際観光誘

客への支援を行いました。また、留学生が県内企業への理解を深めるための事業を実施しました。 

◇通訳及び海外への広報支援   

・県産品の海外輸出や観光分野等での語学支援、海外市場のニーズ調査等の協力を行いました。 

No 依頼元 活動日 内容 協力者 

１ 茨城県政策審議室 4/21 

～22 

モンゴル国保険スポ－ツ省の東京

オリンピック・パラリンピック事

前キャンプ候補地視察の通訳 

 １名 

２ 茨城県農林水産部産地振興課 6/18 メロン輸出に関する海外消費者ニ

－ズ調査 

７９名 

３ 茨城県広報広聴課 10/25

～11/1 

茨城県が主催するベトナムメディ

アツア－の通訳 

３名 

４ 茨城県広報広聴課 11/3 ベトナム国営放送制作番組で県内

食材を使ったベトナム料理を紹介 

１名 

 

◇留学生と県内企業のマッチング支援等   【新規】 

・県内で学ぶ留学生を対象としたクエスト茨城留学生研修事業の中で、ひたちなかテクノセンタ

ーとの共催により、県内企業と留学生の交流会を実施し、留学生の県内企業への理解を深める

ことと、マッチング支援を目指しました。 

・開催日   平成２８年１０月２２日（土） 

・場 所   ひたちなかテクノセンタ－ 

 ・テーマ   「留学生に県内企業を知ってもらおう」 

  及び内容    (1)留学生社員の事例発表 

        (2)１３企業のブースによる留学生と企業との交流会 

・参加者   留学生３０名、県内企業１３社 

・共 催   ひたちなかテクノセンター 

 



 

 

② 留学生等による茨城の魅力発信 

経済活動の拡大やビザ緩和の影響により、訪日外国人がますます増加する中、留学生等グロ－バ

ルな人材の協力により、茨城の魅力を国内外に発信しました。 

◇「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－」の創設【新規】 

・多文化共生サポ－タ－バンクに、新たに、「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－」を創設・

登録し、留学生、在住外国人等のグロ－バルな人材により、ＳＮＳ等を利用し国内外へ観光イ

ベント等、本県の魅力についての情報提供を行いました。 

・登録者数 ４００人 

・情報発信 ３６３件 

発信方法 件数 内容 

メ－ルマガジン 20件 観光イベント情報、アンバサダ－投稿記事等 

ホ－ムペ－ジ  39件 観光イベント情報等 

フェイスブック  69件 アンバサダ－投稿記事等 

インスタグラム 235件 アンバサダ－等投稿写真 

    ・県内バスツアーによる現地取材の実施 

「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－」に登録する留学生を対象に、県内の企業・ 

文化施設訪問を実施し、茨城県の魅力を国内外へ発信しました。{３（２）③参照｝ 

    ・「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－」写真集の作成・配布 

      アンバサダ－から寄せられ、インスタグラムへの投稿をまとめた、外国人から見た茨城 

の魅力についての写真集を作成し、県内の関連団体や留学生等へ配布しました。 

  作成部数：2,000部 

◇通訳・翻訳ボランティア研修会の実施{１（１）③参照} 

 

３ グロ－バル社会へ向けた人づくり 

（１）国際理解を推進するための事業実施体制の整備 

① 県や関係機関との横断的連携体制の整備 

国際理解を推進するために県や関係機関との横断的連携体制をとるとともに、留学生や在住外国

人及びファシリテ－タ－等国際理解をすすめる人材の発掘・育成を図ります。また、教材収集など

事業実施体制を整備しました。 

◇茨城県国際理解教育推進協議会の設置 

・当協会、県、県教育委員会、ＪＩＣＡ筑波、大学留学生協議会、協力隊ＯＢ会等関係９団体に

よる協議会を設置し事業を効果的に行いました。 

・幹事会  平成２８年７月２０日（木） 

・総 会  平成２９年３月１３日（月） 

◇茨城県留学生親善大使の任命 

・県内の留学生を茨城県留学生親善大使に任命し、国際理解事業や国際交流事業に参画してもら

うことにより、県民の国際活動を推進しました。 

・平成２８年度登録者 ３０ヵ国１１３名 

・任期   ２年 

・任命式  平成２８年６月１８日（土） 



 

 

・ワールドキャラバン派遣者数 延べ１１４名 

   ◇国際理解教育研修会の実施 

・小中高等学校の教員や国際理解教育のファシリテ－タ－を対象に研修を実施し、国際理解教育

を推進する人材を育成しました。 

・開催日  平成２８年８月２５日（木） 

・場 所  県民文化センター分館集会室８号、研修室 

・内 容  演題  ＜ワークショップ体験とミニレクチャー＞ 

アクティブ・ラーニングを活用した国際理解教育の展開： 

～身近な食品から見える私たちの生活と世界のつながり～ 

講師  宇都宮大学留学生・国際交流センター 准教授 

NPO法人開発教育協会 副代表理事 

湯本 浩之 氏 

・参加者  ６３名 （民間国際交流団体１７名、市町村協会１９名、学校教職員１８名、ファシリテーター９名） 

   ◇国際理解教材収集・貸出しの実施 

・県内の国際理解教育を実施するため、各国からの教材を収集し貸出しを行いました。 

・対  象  県内学校、国際理解教育を行う民間団体等 

・教 材 数  ９９ヵ国９１０点 

・収集内容  民族衣装、工芸品、図書等 

・貸出実績  ３７回 

（２）相互理解・国際理解の推進 

  ① 県民の国際感覚醸成 

互いの生活、文化、習慣の違いを認識し、外国人と地域住民が協力して多文化共生地域づくりを

すすめられるよう県民の国際感覚を醸成し、相互理解・国際理解を促進しました。事業の実施にあ

たっては留学生親善大使や県内に在住する外国人の活用を図りました。 

◇ワ－ルドキャラバン国際理解教育講師等派遣事業の実施 

・外国人講師及びファシリテーター等を学校や生涯学習の場に派遣し、異文化に触れたりワ－ク

ショップを体験するなど国際理解教育の機会を提供しました。 

         ・時期 平成２８年９月～２９年２月 

・場所 県内学校、生涯学習関連団体活動場所等 

          ・講師 留学生、国際交流員、県内在住外国人、海外国際活動経験者及び当協会登録ファシ 

リテーター等 

区  分 派遣回数 参加者数 

派

遣

先 

小   学   校 46回 3,931名 

中   学   校 13回 1,298名 

高等学校（含 中等教育学校) 16回 1,052名 

特別支援学校  6回 147名 

生涯学習関連施設等 14回 1,165名 

合 計 95回 7,593名 

派遣講師数 220名 

派遣コーディネーター数 26名 



 

 

   ◇外国人による日本語スピ－チコンテスト 

 ・在住外国人の日本社会への意見や印象を聞くことで県民との相互理解を図るとともに、外国人

に日本語による意見発表の機会を提供することで日本語学習意欲を醸成しました。 

   ・時 期 平成２９年２月１２日（日） 

・場 所 茨城県立県民文化センター 小ホール 

・内 容・１１か国 １５名（応募者１３カ国 ２８名）による国際理解に資するスピ－チ 

    ・アトラクション（シリア民族舞踊、古武道演武） 

・表 彰・本審査 知事賞、県議会議長賞、教育長賞、ひばり賞、特別賞 

（審査員 7名により審査） 

    ・特別栄誉賞： 日本語ボランティア賞（日本語教室代表者４０名により審査） 

若人賞（高校生７７名により審査） 

     ・参加者 約３８０名 

 ◇世界文化セミナ－の開設 

・各国からの講師を迎え文化・社会について話し合いを行う英語によるセミナーを実施しました。 

・春  期 木曜日コース 平成２８年４月７日～平成２８年７月２１日 全１０回 

土曜日コース 平成２８年４月９日～平成２８年７月２３日 全１０回 

（参加者 木曜日コース２９名、土曜日コース３０名） 

・秋  期 木曜日コース 平成２８年９月２９日～平成２９年２月２日 全１０回 

土曜日コース 平成２８年１０月１日～平成２９年２月４日 全１０回 

（参加者 木曜日コース２３名、土曜日コース３５名） 

②世界で活躍する人材の育成 

特に若い世代の活動を支援し、将来世界で活躍する人材の育成を図るために、海外研修や、国際

体験を促進するための事業を実施しました。 

 ◇海外研修の実施 

  ・大学生を対象とし、海外の企業訪問等インターンシップ研修や現地の大学生、本県留学経験者

との交流など、海外研修を実施しました。 

   ・主 催：（公財）茨城県国際交流協会  共 催：茨城大学 

   ・実施時期：平成２９年２月２７日～３月３日（４泊５日） 

   ・参加者：茨城県内の大学生２８名、引率２名 

   ・行 先：中国上海 

・内 容：茨城空港利用、２Daysインタ－ンシップ（茨城県上海事務所、在上海総領事館、 

JETRO、日系企業訪問、日系企業関係者との交流会)、中国人学生・日本人留学生と 

の交流、市内視察、等 

◇高校生のための地球市民講座の開催 

 ・高等学校や（独）国際協力機構筑波国際センタ－と連携し、高校生を対象にワ－クショップ等

を通して国際協力への理解を深めました。 

・開催日  平成２８年９月１３日（火） 

・場 所  ＪＩＣＡ筑波 

・対象者  県内の高校生 

・内 容  ＪＩＣＡボランティア体験談・施設見学・研修員との交流 



 

 

ワークショップ「地球の食卓」 

・講 師  ＪＩＣＡボランティアＯＶ、協会登録ファシリテーター 

・参加者  ８０名 

   ◇日本発/世界発 青年のメッセ－ジ 

・茨城県高等学校国際教育研究協議会が実施する国際教育弁論大会にあわせて、当協会が留学生

によるシンポジウムを主催することで、日本の若い世代へのメッセージを発信しました。 

   ・時 期 平成２８年１２月８日（木） 

   ・場 所 茨城県立図書館（水戸市） 

   ・対 象 県内高校生及び県民 

・内 容 第１部 第５３回国際教育弁論大会（発表者１０名） 

        第２部 留学生シンポジウム 

留学生４ヶ国（バングラデシュ、中国、マレーシア、メキシコ） 

            コーディネーター ルドヴィク デピノ 氏（茨城県国際交流員） 

            内容 各国からの留学生の日本語によるトークと日本の高校生と若者に 

向けたメッセージ 

   ・参加者 県内高校生及び県民９４名 

   ・共 催 茨城県高等学校国際教育研究協議会 

   ・後 援 国際ロータリー第2820地区等 

◇インタ－ンシップ等の受け入れ 

・日本人学生、外国人留学生等を対象に当協会においてインタ－ンシップ研修を実施しました。 

・在南米県人子弟茨城研修員（アルゼンチン 日系２世 １名） 

     ・期 間  平成２８年１０月４日（火）～平成２８年１２月２１日（水）  約３か月 

     ・内 容  茨城県の「在南米県人子弟茨城研修員事業」により来日したアルゼンチン研修員

（弁護士）が、当協会の外国人相談センター業務やワールドキャラバン国際理解教 

育講師等派遣事業等を体験 

・大成女子高校インターンシップ（１年生 ２名） 

・期 間  平成２９年２月２日（木）～３日（金）２日間 

・内 容  世界文化セミナーや外国人による日本語スピーチコンテストなどの準備作業体験

の他、協会職員との意見交換等 

③ 外国人留学生の多様な社会体験機会の提供 

外国人留学生の活動を支援することで、将来地域社会に貢献し本県との架け橋となる人材の育成

を図りました。 

◇クエスト茨城留学生研修 

・県内で学ぶ留学生を対象として、茨城県に立地する企業、文化施設、史跡などを訪問し、茨城

県についての理解を深めました。 

・第１回 

日 時  平成２８年６月２６日（日） 

訪問先  営農情報センター（メロン選果場）、アクアワールド茨城県大洗水族館 

参加者  ３０名 

 



 

 

・第２回 

日 時  平成２８年１０月２２日（土） 

訪問先  ひたちなかテクノセンター、国営ひたち海浜公園 

参加者  ３０名 

◇ワ－ルドキャラバン国際理解教育講師等派遣事業の実施{３（２）①参照｝ 

◇茨城ふるさとファミリ－事業 

 ・留学生や在県外国人が当協会登録のボランティアの家庭にホ－ムステイをすることをきっかけ

に継続的交流をし、「茨城の家族」を作る場を提供しました。 

・時 期  平成２８年１０月１５日（土）・１６日（日） 

・対 象  留学生親善大使・英語指導助手２５名、受入 ２２家庭 

 

４ 上海事務所運営事業 

県内企業のビジネス活動支援や産業拡大支援、中国に関する情報の収集・提供、茨城県の観光情報発

信、友好交流活動の支援等を実施しました。 

（１）企業のビジネス活動への支援 

現地企業等の視察にかかる調整・アテンド、コンサルタントの斡旋や中国の経済事情の調査を実施

し、県内企業の中国での活動を支援しました。 

【主な活動支援内容】 

◇茨城県中小企業振興公社の中国内企業訪問等アテンド 

  日 時  平成２８年９月２４日（土）～２９日（木） 

     対象者  茨城県中小企業振興公社 

     内 容  上海市内等の企業訪問アレンジ、アテンド。「ものづくり商談会」ブース訪問アテン

ド等。 

訪問先：ジェトロ上海事務所、東泱橡塑有限公司（三宝ゴム工業）、江阴安秀工业

有限（安秀工業）等 

   ◇木内酒造合資会社の上海市内視察アテンド 

     日 時  平成２８年１０月１１日（火）～１２日（水） 

     対象者  木内酒造合資会社社員 

     内 容  国際醸造見本市の視察及び商談サポート、出店予定地視察 等 

◇茨城県中小企業振興公社の中国内企業訪問等アテンド 

  日 時  平成２９年３月１３日（月）～１７日（金） 

     対象者  茨城県中小企業振興公社 

     内 容  上海市内等の企業訪問アレンジ、アテンド。「Productronica   China」ブース訪問

アテンド等。 

訪問先：上海日本商工クラブ、日立オートモーティブ、日立建機等 

 

（２）本県の産業拡大への支援 

見本市への出展等により、本県の観光物産、県産品や茨城空港の PR を実施した他、県庁各課の中

国訪問をアテンドサポートしました。 

 



 

 

【主な出展行事等】 

 ◇上海市春秋航空本社訪問等 

日 時  平成２８年５月１７日（火）～２０日（金） 

場 所  春秋航空本社（市場部・貨物部）および春秋国際旅行社（上海市） 

内 容  空港対策監による春秋航空本社他訪問のアテンド 

     訪問先：春秋航空本社、春秋国際旅行社、上海C-Trip、日系百貨店（日本館）等 

◇上海世界旅游博覧会（World Travel Fair2016）in上海 

日 時  平成２８年５月１９日（木）～２２日（日） 

場 所  上海展覧中心（上海市） 

内 容  商船三井フェリー株式会社、グローバルIBARAKI、株式会社COKO、株式会社旅人と

合同でブース出展。中国の旅行会社へ具体的な旅行プラン提案・商談サポート。ハ

ッスル黄門（着ぐるみ）、観光パンレット配布、ＳＮＳ「微博
ウェイボー

」「微信
ウェイシン

」による

茨城県観光資源ＰＲ。 

◇香港国際旅行展示会 

日 時  平成２８年６月１６日（木）～１９日（日） 

場 所  香港コンベンション＆エキシビションセンター（香港） 

内 容  国際観光課及び県観光物産協会と合同出展。主催者商談会に参加し香港の旅行社と

商談。直行便や県北芸術祭の紹介、観光パンレット配布、ＳＮＳ「微博」「微信」

による茨城県観光資源ＰＲ。 

◇北東アジア商品展覧会 

日 時  平成２８年９月１５日（木）～１９日（月） 

場 所  長春市農業博覧園1-5号館（吉林省長春市） 

内 容  常帆食品（上海）有限公司、上海愛美得商貿有限公司との合同出展。本県生産品の

展示販売及び商談をサポート。観光パンフレット配布、ＳＮＳ「微博」「微信」に

よる茨城県観光資源ＰＲ。 

◇在中国日本国大使館天皇誕生日レセプション 

  日 時 平成２８年１１月２２日（火） 

  場 所 北京市在中国日本国大使館 

  内 容 笠間焼き、結城紬等伝統工芸品、観光パンフレット配布、ＳＮＳ「微博」「微信」に

よる茨城県観光ＰＲ 

◇在広州日本国総領事館天皇誕生日レセプション 

日 時 平成２８年１２月１日（月） 

  場 所 広州市花園飯店 

  内 容 笠間焼き、結城紬等伝統工芸品、観光パンフレット配布、ＳＮＳ「微博」「微信」に

よる茨城県観光ＰＲ。県内企業地ビール試飲会 

◇第３回深玔国際旅行博覧会 

日 時 平成２８年１２月２日（金）～４日（日） 

場 所 深玔市深玔会覧中心 

内 容 群馬県栃木県と北関東３県合同出展。本県企業の株式会社旅人が参加。中国の旅行 

会社へ具体的な旅行プラン提案・商談サポート。観光パンレット配布、ＳＮＳ「微博」 



 

 

「微信」による茨城県観光資源ＰＲ。 

  ◇プロダクトロニカチャイナ 

日 時  平成２９年３月１４日（火）～１６日（木） 

場 所  上海市上海新国際博覧中心（上海市） 

内 容  上海光起電子設備有限公司との合同出展。展示及び商談をサポート。 

 

（３）情報収集・提供事業 

 ・ホームページにおいて中国事情、ビジネス情報等を提供（毎月５～６記事を更新） 

・中国人向けに、ＳＮＳ「微博」「微信」を活用した情報発信を実施。 

・「東アジアセミナー」の実施 

 (公財)茨城県中小企業振興公社との共催によりセミナーを開催し、所長が上海及び中国の現地事

情について講演を行いました。 

日時  平成２９年２月６日（月） 

場所  土浦合同庁舎 

内容  講演：上海（中国）事情について（上海事務所所長 鴫原 俊秀） 他 

（４）日中友好活動支援 

現地視察訪問に係る調整・アテンドや中国事情に関する情報提供、学生間交流会を実施しました。 

◇境青年会議所次世代育成事業（平成２８年８月２４日（水））の支援 

◇茨城県バドミントン協会国際交流事業（平成２８年１０月７日（金）～１０日（月））の支援 

◇茨城県日中友好協会訪中団（平成２９年２月２１日（日） 

◇県内大学生による青年中国上海スタディツアー（平成２９年２月２７日（月）～３月３日（金）

の支援 

◇筑波大学上海語学研修（平成２８年３月４日（土）～２７日（月））の支援 

（５）上海ネットワーク構築事業 

①上海茨城県人会運営協力 

上海市等に在住している本県出身者等をネットワーク化し、県関係情報提供や情報交換の場提供。 

・セミナー・情報交換会の開催（７、９、１２、３月） 

・福島県と合同のゴルフコンペを開催（１０月） 

７月の県人会には、上海茨城留学生協議会の代表者６名を招待し相互交流を実施 

②上海茨城留学生協議会運営協力 

本県への留学経験者のネットワーク化 

・総会の開催（３月） 

 

 

 

 


