
 

 

平成２９年度事業報告 

 

平成２９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２年目として、その経営方針である「共に目指す多文化共生社会づくり」、「グロ

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

訪日外国人が過去最高の２，９００万人を突破し、茨城を訪れる外国人観光客等が増加するなかで、

英語による「通訳ガイドボランティア育成講座」を新規事業として実施し、外国人受け入れの支援体

制の充実を図りました。また、外国人による茨城の魅力発信事業では、インスタグラム・フォトコン

テストを実施し、外国人ならではの視点で捉えた茨城の魅力を国内外に発信しました。 

事業実施にあたっては、県、市町村、関係団体組織と役割分担や協働することで効率的な事業運営

を目指しました。 

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２９

年度の数値目標である一般正味財産取崩額△3,461千円を更に下回る△199千円に抑えました。 

 

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 コミュニケーション支援 

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、多言語によるホームペ

ージ、携帯メール、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、携帯メール、フェイスブックなどにより情報を提供しました。 

  ・情報発信件数                    ７０１件 

・ホームページアクセス数（日本語及び多言語）  ２３，５３７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

り情報を提供しました。 

◇「外国人児童生徒のための健康手帳」３言語（英語、中国語、ポルトガル語）を配布しブラ

ジル人学校等を支援しました。 

◇外国人の日本語学習の支援 

日本語教育アドバイザーを講師とする日本語教授法講座を実施し、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 １８名 

・派遣期間 平成２９年９月１日～平成３０年２月２８日 

・派遣先   ９団体 

・参加者数  ２４１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も連携し、地域において外国人が安心して生活でき 

るための窓口対応を目的として研修を行いました。 

◇外国人相談センターで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 １，３３９件 

項   目 件数 割合（％） 

出入国管理・在留カード ２１７ １６．２ 

労働関係・雇用・労災 ４７ ３．５ 

起業・会社設立・貿易 ２ ０．２ 

結婚・離婚、夫婦、親子、家族 １９４ １４．５ 

国籍・帰化  １４８ １１．１ 

留学・研修 ６ ０．４ 

医療関係 ２３ １．７ 

社会保障・年金・保険 ５７ ４．３ 

税金 １３ １．０ 

教育、文化 ４１ ３．１ 

住居・くらし、交通・免許 １０２ ７．６ 

言語・翻訳・通訳 ３３０ ２４．６ 

案内・問い合わせ １３７ １０．２ 

その他 ２２ １．６ 

合  計 １，３３９ １００．０ 

 

◇無料弁護士相談の実施 

  毎月２回、高度な法律の相談について、弁護士相談を実施しました。 

・実施場所  水戸市（茨城県国際交流協会 相談室） 

・対応弁護士 ２名 

・実施回数  ２４回 

  ・相談件数  ７５件 

◇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２９年１２月３日（日） 

     ・実施場所  しもだて地域交流センター「アルテリオ」 

     ・相談言語  ９言語 

     ・相談対応者 弁護士７名、協会相談員８名、語学サポーター５名 

     ・相談件数  ２１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会を実施しました。 

  ・研修会の実施： ９回 

   うち、４回については外部団体の協力を得て研修を実施しました。 

       ４月  茨城県保健福祉部保健予防課 

       ７月  （公財）国際研修協力機構水戸駐在事務所 

      １０月  茨城県精神保健福祉センター 

       ２月  茨城県消費生活センター 

◇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対応・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」を対象に研修会を実施し、講演及びテーマ別討議を通じて理解を深めました。 

・実 施 日  平成３０年２月１日（木） 

・実施場所  茨城県開発公社ビル 

・参 加 者  ５２名（市町村国際交流協会会員１８名、市町村国際交流担当者１９名、

外国人のための地域生活アドバイザー１５名）   

     ・内    容  講師：特定非営利活動法人多文化共生リソースセンター東海 

代表理事 土井 佳彦 氏 

            ・講義：多文化共生のこれまでとこれから 

            ・テーマ別グループディスカッション 

（外国人が安心して生活できるための対応、多言語情報提供、日本語学

習支援等） 

     ・共  催  茨城県 

  ③ 多文化共生のためのサポーターバンクの運営 

    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日々の生活へのアドバイスを 

してくれる人材を発掘登録することで外国人の支援者拡大を図りました。 

◇外国人支援のための「語学サポーター」、「災害時語学サポーター」、「医療通訳サポーター」、 

 「外国人のための地域生活アドバイザー」や相互理解を進めるための「各国事情紹介講師」、 

 「ホームステイ・ホストファミリー」等の人材登録を推進し、活用を図りました。 

登録活動状況                                                     （H30.3.31現在） 

区  分 登録状況 活動状況 

語学サポーター 21言語 232 名 19件 28 名 

医療通訳サポーター  18言語 154 名 1件  1名 

災害時語学サポーター   17言語 148 名 1件  15名 

外国人のための地域生活アドバイザー 66名 23件  23名 

各国事情紹介講師 161名 73件  162 名 

ホームステイ・ホストファミリー 115名   4件 17家庭 

合  計 延べ    876名 121件 229名 17家庭 

④ 災害時・緊急時の在住外国人支援体制の充実・強化 

 災害時・緊急時には特に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、災害時の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ーズに受診

できるような環境の整備を進めました。 

◇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、応急手当等の

訓練を受けました。 

   ・実 施 日  平成２９年１１月１１日（土） 

・実施場所  江戸崎総合運動公園 

・参加者数  ２９名（外国人訓練参加者１７名、災害時語学サポーター１２名） 

・内  容  避難訓練、応急手当訓練、起震車体験、災害時マニュアル・防災グッズ説 

明、多言語での放送・広報、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

ミュレーションを実施しました。 

・実施日   平成２９年１０月３１日〈火〉 

◇9言語での災害時マニュアルの発行{１（１）①参照｝ 

◇多言語での外国人医療サポートの実施 

 ・9言語でのメディカルハンドブックにより外国人が医療関係者とのコミュニケーションを 

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。また、留

学生や本県在住の外国人等により、地域の魅力発信等の活動を推進しました。 

◇ワー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｝ 

◇いばらきインターナショナルアンバサダーホームページによる茨城の魅力の発信 

{２（３）②参照｝ 

◇機関紙「ふれあい茨城」において外国人の地域活動紹介記事を掲載{２（１）①参照｝ 

◇外国人の多文化共生サポーターバンクへの登録・活用{１（１）③参照｝ 

 

２ グローバル交流の推進 

（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 

    県民のグロー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。 

・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。 

◇インターナショナルライブラリーの運営 

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等を収集及び貸出し

をしました。 

（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。 

 ◇国際交流・協力ネットワーク会議の開催 

民間国際交流・協力団体や市町村の国際交流担当者等を対象に活動の情報交換及び研修を

実施しました。 

・開催日  平成２９年７月１１日（火） 

・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  １２６名  

・内 容  1)講演「インバウンド旅行の現状と可能性」 

講師 日本政府観光局（JNTO） インバウンド戦略部長 山田 洋 氏 

2)分科会 

第 1分科会：多文化共生ネットワーク会議 

「留学生とつくる地域の国際交流」 

第2分科会：グローバル交流ネットワーク会議 

「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた常陸大宮市の取り組み」 

第 3分科会：日本語ボランティアネットワーク会議 

「（公財）水戸市国際交流協会とMIJネットワークとによる日本語教育支援の 

取り組みについて」 

      ・共 催    茨城県 

◇市町村国際交協会ネットワーク会議の開催 

  県内２９市町村に組織されている市町村国際交流協会間の情報交換等、研修会を実施しま

した。 

・開催日  平成３０年２月１日（木） 

・場 所  茨城県開発公社ビル 

・参加者  ４０名（市町村国際交流協会会員１８名、市町村国際交流担当者２２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 「市民が輝く国際交流を目指して～「国際交流人材リスト」を活

用した人財発掘と課題について～」 

発表者  小美玉市国際交流協会事務局 鈴木 篤史 氏 

2) グループディスカッション 

・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 



 

 

 ・「外国人による日本語スピーチコンテスト」に技能実習生が出場し、茨城での生活の様子 

等を発表することで県民の理解を図りました。{３（２）①参照｝ 

技能実習生出場者４名（ベトナム出身者２名、フィリピン出身者２名） 

◇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ームでの交流、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２９年４月８日（土） 

 実施場所 茨城県三の丸庁舎広場（水戸市） 

◇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（外国人による日本語スピーチコンテスト等）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  １７名 

活動者   延べ１６名（外国人による日本語スピーチコンテスト等） 

   ◇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ー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ーと連携し、途上国支援等国際協力に関する事業を行い 

ます。また、海外の自然大災害時の被災国支援やＮＧＯ活動の支援を行いました。 

◇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２９年度は該当なし 

・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  2,990 枚 

茨城キリスト教学園キリスト教センター 

NPO法人シェア茨城県ユニセフ協会 

NPO法人日本国際ボランティアセンター 

NPO法人豊かな大地 

切手 
未使用 額面 28,773 円 

使用済 約 4.6 kg 

使用済プリペイドカード    175 枚 

外国コイン・紙幣  1,773 枚 

現金類 20,700 円 

（３）産業のグローバル化への支援 

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、留学生等グローバルな人材の活用を図り、県内企業の 



 

 

海外進出や観光分野への協力を行いました。また、留学生等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 

  国際観光誘客等への語学支援を行いました。 

No 依頼元 活動日 内容 協力者 

１ 鹿島臨海鉄道 5/23 ～

6/13 

「民鉄駅員の指さし会話シート 駅

接客用」の翻訳、インドネシア語・

ベトナム語 

 ２名 

２ 茨城県企画部空港対策課 7/15 、

7/17 

・茨城空港の入国審査場及び税関検査場で

の韓国語通訳サポート等 

・チェックイン時の韓国語通訳サポート等 

２名 

３ 茨城県企画部空港対策課 8/23 、

8/29 

・茨城空港の入国審査場及び税関検査場で

の韓国語通訳サポート等 

・チェックイン時の韓国語通訳サポート等 

１名 

４ 茨城県国際課 8/30 ～

9/23 

茨城県紹介誌の翻訳（韓国語） １名 

５ 茨城県観光物産協会 2/15 ～

3/3 

(5回) 

到着客の入国審査補助、出発客のチェック

インなど補助、搭乗待合室におけるアンケ

ート、その他、空港内における補助（レン

タカー業務等） 

１名 

◇留学生と県内企業のマッチング支援等 

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

ンターとの連携により、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

深めました。 

    ・交流会の実施 

開催日   平成２９年７月８日（土） 

場 所   ひたちなかテクノセンター 

参加者   留学生３５人、県内の中小企業１５社 

共 催   ひたちなかテクノセンター 

・マッチング支援 

ひたちなかテクノセンターとの連携により県内中小企業の説明会＆面接会を行い、マッ 

チング支援を目指しました。【新規】 

開催日   平成２９年１０月２日（月） 

場 所   茨城県立県民文化センター分館 集会室 

参加者   留学生５８人、企業１８社 

② 外国人による茨城の魅力発信 

外国人の視点から茨城の魅力を発見し、本県在住外国人や留学生によりＳＮＳを通じて国内 

外に情報を発信しました。 

◇いばらきインターナショナルアンバサダーとしての外国人による情報発信 

いばらきをＰＲするインターナショナルアンバサダーとして、外国人から本県の観光イ



 

 

ベント等の記事や写真を募集し、インスタグラム、フェイスブック、ホームページにより

国内外に発信しました。 

・登録者数 ４８１人 

・情報発信 ２４１件 

発信方法 件数 内容 

フェイスブック  52件 竜神橋バンジージャンプ、りんりんロード、まつりつ

くばへ参加等の体験コメントと写真 

インスタグラム 156件 十王パノラマ公園、くれふしの里はに丸タワー、花火

等の印象的な写真 

ホームページ 33件 各地のイベント情報等 

   ◇留学生研修の実施 

留学生が本県への理解を深め、本県の情報を発信するために、県内の企業・文化施設を

訪問する研修を実施しました。{３（２）③参照｝ 

   ◇インスタグラムフォトコンテストの実施【新規】 

        フォトコンテストを実施することにより、外国人の視点から捉えたより多くの茨城の魅

力を募集し、国内外へ発信しました。 

また、入賞作品・応募作品についての写真集を作成し配布しました。 

     ・募集期間    平成２９年４月～平成３０年１月１５日 

     ・応募作品数   １３１点 

     ・最終審査会   平成３０年２月６日（火） 

     ・審査委員    県、新聞社、広告業界を代表する方々、在住外国人等 ６名 

     ・入賞      最優秀賞１名、優秀賞２名、佳作７名 

     ・写真集の作成 ２，０００部     

③ 観光分野等の語学協力 

国際観光の拡大により、本県においても増加が見込まれる観光客に対応するために、県内

各地で通訳ガイドボランティアの育成に努めました。 

   ◇通訳ガイドボランティア育成講座の実施（受託事業）【新規】 

〈対象者〉本県在住・在勤・在学の高校生以上でボランティアとして通訳ガイドを志す方 

〈対象言語〉 英語（英検２級程度以上） 

  【第１回講座】 

   ・開催日  平成２９年８月２７日（日） 

   ・場 所  茨城県立県民文化センター分館集会室 

   ・内 容  通訳ガイドとしての心構え、マナー 

         観光英語レッスン（実践ロールプレイを含む） 

         文化や習慣の違いに対する基礎知識 

   ・講 師  （株）サイマルアカデミー 

   ・参加者  ８３名 

  【第２回講座】 

   ・開催日  平成２９年９月２３日（土） 

   ・場 所   茨城県立県民文化センター分館集会室 



 

 

   ・内容及び講師  

       ＊茨城観光ガイドの基礎知識 

           水戸藩（偕楽園・弘道館） －講師 水戸市市民観光ボランティア 

           神社（笠間稲荷・鹿島神宮）－講師 いばらき県通訳案内士会 

           日本酒（酒造所）     －講師 明利酒類 

       ＊茨城観光通訳ガイドシミュレーション 

       ＊観光地別グループワークによる通訳シミュレーション 

           指導 いばらき県通訳案内士会 

  ・参加者  ８２名 

  【第３回講座】（現地研修） 

      県内観光地（３か所）を外国人と共にバスで訪れ、訪問施設を英語でガイドする模擬

訓練を行いました。 

・日時・場所・参加者 

     ＊平成２９年１０月２１日（土） 偕楽園・弘道館・明利酒類  

参加者２８名、外国人協力者１１名 

     ＊平成２９年１０月２８日（土） 笠間稲荷神社・笹目宗兵衛商店      

参加者２５名、外国人協力者７名 

     ＊平成２９年１１月１８日（土） 鹿島神宮・愛友酒造 

参加者３０名、外国人協力者９名 

・案内者  水戸市市民観光ボランティア、神社神主、酒造経営者、等 

       ・「Welcome to IBARAKI Volunteer Guide」バッジを制作し、受講終了者が活動時の支

援を図りました。 

   

３ グロー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ーター等国際理解をすすめる人材の発掘・育成を図りました。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２９年７月２０日（木） 

・総 会  平成３０年３月１２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派遣する

ことにより、県民の国際活動を推進しました。 

〈任命期間〉 平成２９年７月から２年間 

  〈対象〉 県内大学等に在籍する留学生 

・平成２９年度登録者 ２８ヵ国９７名 

・任期   ２年 



 

 

・任命式  平成２９年７月１日（土） 

・ワールドキャラバン派遣者数 延べ８６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ーター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２９年８月１７日（木） 

・場 所  県民文化センター分館集会室１０号 

・内 容  演題  ワークショップ「世界がもし100人の村だったら」【改定第５版】 

～持続可能な開発目標（SDGs）を考える～ 

講師  （特活）開発教育協会事務局長  中村 絵乃 氏 

・参加者  ５８名 

（民間国際交流団体２０名、市町村協会３名、学校教職員２５名、ファシリテーター１０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    県内の学校や国際理解教育を行う団体等 

・収集内容  国旗、民族衣装、工芸品、図書等（９９ヵ国８８９点） 

・貸出実績  ２１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。 

◇ワー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

ー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２９年９月～３０年３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 

ワールドキャラバン国際理解教育講師等派遣事業派遣実績     

区  分 派遣回数 参加者数 

派

遣

先 

小   学   校 ４６回 ４，０３１名 

中   学   校 ９回 ９５７名 

高等学校（含 中等教育学校) １３回 ７９４名 

特別支援学校  ７回 ２０９名 

生涯学習関連施設等 １０回 ５９４名 

合 計 ８５回 ６，５８５名 

派遣講師数 １９６名 

派遣コーディネーター数 １８名 

  



 

 

◇外国人による日本語スピーチコンテスト 

   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３０年２月２５日（日） 

・場 所 県民文化センター小ホール 

・内 容・１０か国１５名による国際理解に資するスピーチ（応募者１２か国３３名） 

    ・アトラクション（ベトナム民族舞踊、バンド演奏） 

・表 彰・知事賞、県議会議長賞、教育長賞、ひばり賞（各１名） 

特別賞（１１名） 

（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 １名（日本語教室代表者３８名により審査） 

若人賞        １名（高校生９１名により審査） 

・参加者 約３８０名 

 ◇世界文化セミナーの開設 

各国からの講師を迎え文化・社会について話し合いをする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２９年４月１３日～平成２９年７月２０日 全１０回 

土曜日コース 平成２９年４月１５日～平成２９年７月２２日 全１０回 

（参加者 木曜日コース２８名、土曜日コース３０名） 

・秋  期 木曜日コース 平成２９年１０月５日～平成３０年２月１日 全１０回 

土曜日コース 平成２９年１０月７日～平成３０年２月３日 全１０回 

（参加者 木曜日コース３３名、土曜日コース３０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 

    大学生等を対象とし、海外の企業訪問等ビジネス研修や現地の大学生、本県留学経験者

との交流など、青年の海外研修を実施しました。 

   ・実施時期  平成３０年３月５日～３月９日（４泊５日）    

・参加対象者 茨城県内の大学生１９名 

   ・行き先   中国上海 

   ・内容等   茨城空港利用、２Daysインターンシップ（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等、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ーと連携し、高校生を対象にワークショ

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２９年９月１２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「貿易ゲーム」 

・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  ９３名 

   ◇日本発/世界発 青年のメッセージ 

高等学校国際教育推進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２９年１２月１４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５４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 

４か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

向けたメッセージの発表 

            留学生４名   ：インドネシア、スリランカ、シリア、中国 

            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） 

     ・参加者 県内高校生及び県民１３４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 

◇インター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ーンシップ研修を実施しま

した。 

     ・大成女子高校１年生 ２名 

      期間 平成３０年２月１５日（木）～１６日（金）２日間 

      内容 外国人による日本語スピーチコンテストの準備作業や国際理解教材の整理の他、 

協会職員との意見交換等 

（本年度は留学生は該当なし） 

③ 留学生の多様な社会体験機会の提供 

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２９年７月８日（日） 

訪問先  ひたちなかテクノセンター、アクアワールド茨城県大洗水族館 

参加者  留学生３５名 

内 容  ・県内企業と留学生の情報交換・交流会 

・水族館及び水族館のバックヤード見学 

 



 

 

〈第２回〉 

日 時  平成２９年１０月１５日（土） 

訪問先  パークアルカディアケビン村、五介和紙、道の駅常陸大宮～かわプラザ～ 

参加者  留学生２５名、高校生１０名、常陸大宮市パラオ研修生３名 

内 容  ・高校生との野外バーベキュー交流 

・和紙作り体験及び道の駅散策 

◇牛久大仏訪問 

  茨城県総合防災訓練に参加した後、近隣の文化施設を訪問し、茨城県についての理解を深

めました。 

日 時  平成２９年１１月１１日（土） 

訪問先  牛久大仏、庭園 

参加者  ２４名（留学生・ＡＬＴ等１８名、地域住民６名） 

◇ワー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ー事業 

  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ー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２９年９月３０日（土）・１０月１日（日） 

・対 象  留学生親善大使・英語指導助手・常陸大宮市招聘パラオ研修生  

外国人２５名、受入 ２４家庭 

 

４ 上海事務所運営事業 

県内企業の活動支援や中国に関する情報の収集・提供や友好交流活動の支援等を実施しました。 

（１）企業活動支援事業 

現地企業等の視察にかかる調整・アテンド、見本市への合同出展、講演会開催支援、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】 

・(株)ジェイ・オー・エヌ72（北茨城市） 

   日 時  平成２９年４月６日（木）～１２日（水） 

   場 所  上海事務所 

   内 容  中国での財務会計の専門家の紹介 

        中国での買掛金の財務処理に係る情報提供 

・(株)わかさキャリアコンシェルジェ（水戸市） 

   日 時  平成２９年４月１２日（水） 

   場 所  上海事務所 

   内 容  中国での高齢者介護関係の現況等にかかる情報提供 

 ・木内酒造（那珂市） 

   日 時  平成２９年７月１１日（火） 

   場 所  上海市内 

内 容  上海出店予定店舗、競合店舗等視察のアテンド 

（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】 

・上海世界旅游博覧会（Shanghai World Travel Fair）in上海 

日 時  平成２９年４月２０日（木）～２３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、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。観光パンレット配布、ソーシャルネット

ワーク「微博」「微信」による茨城県観光資源ＰＲ。夏休みに複数のツアー及

びフェリーの利用が決定。 

・中国義烏輸入商品博覧会 

日 時  平成２９年５月６日（土）～９日（火） 

場 所  義烏国際博覧中心（浙江省） 

内 容  常磐食品有限公司と合同でブース出展。エコ洗剤「緑の魔女」の展示販売。笠

間焼・結城紬・明恒パール等の県産品の展示ＰＲ。ソーシャルネットワーク「微

博」「微信」による茨城県観光資源ＰＲ。 

・中国（昆山）ブランド産品輸入交易会 

日 時  平成２９年５月１７日（水）～１９日（金） 

場 所  昆山花橋国際博覧中心（江蘇省） 

内 容  県単独出展。エコ洗剤「緑の魔女」・笠間焼・結城紬・明恒パール等の県産品

の展示ＰＲ。ソーシャルネットワーク「微博」「微信」による茨城県観光資源

ＰＲ。 

・香港国際旅行展示会 

日 時  平成２９年６月１５日（木）～１８日（日） 

場 所  香港コンベンション＆エキシビションセンター（香港特別行政区） 

内 容  国際観光課及び県観光物産協会と合同でブース出展。北関東３県合同で香港の

旅行会社をセールスコール。観光パンレット配布、ソーシャルネットワーク

「FACEBOOK」「微博」「微信」による茨城県観光資源ＰＲ。 

・中国西部（重慶）観光産業博覧会 

日 時  平成２９年６月２３日（金）～２５日（日） 

場 所  重慶国際博覧中心（重慶市） 

内 容  水戸市、水戸市観光コンベンション協会、グローバル茨城と合同でブース出展。

茨城県、水戸市の観光資源ＰＲ。重慶市旅遊局、地元旅行会社を訪問し、茨城

県への観光誘致や商談を実施。重慶市内の文化交流団体の来訪実現。 

・大連老齢産業博覧会 

日 時  平成２９年９月７日（木）～１０日（日） 

場 所  大連星海会展中心 

内 容  ＳＨＯＯＷＡ（木犀会の代理出展）、アコードと合同でブース出展。木犀会、

アコードの製品の展示ＰＲ商談及びJETRO主催商談会へ参加。笠間焼の展示Ｐ

Ｒ。観光パンフレットやノベルティの配布による茨城県観光資源ＰＲ。 

・北京国際旅遊商品及び旅遊装備博覧会 

日 時  平成２９年１０月２７日（金）～２９日（日） 



 

 

場 所  北京国際展示中心 

内 容  県単独出展。笠間焼・結城紬・明恒パール等の県産品の展示ＰＲ。木内酒造の

常陸野ネストビールのサンプル展示。ソーシャルネットワーク「微博」「微信」

による茨城県観光資源ＰＲ。 

・深圳国際旅遊博覧会 

日 時  平成２９年１２月１日（金） 

場 所  深圳会展中心 

内 容  国際観光課、県観光物産協会、株式会社旅人、グローバルIBARAKIと共同出展。

ブース出展、メインステージ出演やラジオ番組出演等により本県観光地のＰＲ。

ソーシャルネットワーク「微博」「微信」による茨城県観光資源ＰＲ。地元旅

行会社を訪問し、茨城への観光誘致を実施。春や夏休暇期の教育旅行調整中。 

（３）情報収集・提供事業 

 ・ホームページにより中国事情、ビジネス情報、展示会情報等提供（毎月５～６記事を更新） 

・中国人向けに、ソーシャルネットワーク「微博」「微信」を活用した情報発信を実施。 

 微博フォロワー数：47,501人、微信フォロワー数：4,233人（H30.3.31現在） 

（４）日中友好活動支援 

現地視察訪問にかかる調整・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。 

・茨城県日中友好協会「日中国交正常化４５周年記念上海ツアー」に係る支援。 

日 時   平成２９年７月８日(土) 

場 所   朱舜水記念館（上海市松江区）他 

内 容   視察先との事前調整、当日のアテンド等により友好交流を支援 

・茨城県バドミントン協会国際交流事業の支援 

日 時   平成２９年１１月２３日（木）～２７日（月） 

場 所   上海中学校（高校） 

内 容   バドミントン交流、県内高校生８名、訪問先との事前調整、当日のアテンド等 

・県内大学生による青年中国上海スタディツアーの支援 

日 時   平成３０年３月５日（月）～９日（金） 

場 所   訪問先：日本総領事館、ＪＥＴＲＯ上海、ヤクルト上海、春秋航空本社、 

      豊田紡織廠記念館、華東師範大学 

内 容   訪問先との事前調整、当日のアテンド等 

・筑波大学上海語学研修の支援 

日 時   平成３０年３月４日（日）～２５日（日） 

場 所   訪問先：明治製菓食品工業（上海）有限公司、上海坂井塑料成形有限公司、日

立家庭用電器有限公司、上海豊田紡織廠記念館 

内 容   訪問先との事前調整、当日のアテンド等 

（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をネットワーク化し、情報交換となる場を提供しました。 

・セミナー・情報交換会の開催（６、９、１２、３月） 

・６月には、上海市内企業等視察中の土浦市商工会議所青年部２６名が参加。 



 

 

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） 

 


