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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） 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

（１） 計画策定の趣旨 

当協会は平成２年に財団法人茨城県国際交流協会として県の国際交流推進のための中核的役

割を担う組織として設立され、平成２４年４月には公益財団法人茨城県国際交流協会へと移行

し新たなスタートを切った。設立以来、県や市町村、市町村協会等市町村の国際交流推進組織、

民間国際交流協力団体等と協力して県の国際化推進に努めてきた。 

その間、茨城県の在留外国人数は設立当時の約４倍に増加し、平成２７年１２月末現在５４，

０９５人と、全国で１０番目に外国人住民の多い県となっている。それに伴い、県内では様々

な国際活動実践団体が活発に国際交流協力活動を実施している。 

こうした状況の中、特に近年スポ－ツや観光、また、経済活動等、国境を越えた活動が飛躍

的に拡大しており、多様な価値観を理解・尊重し合いながら生活していくことがますます重要

となってきている。また、平成２３年の東日本大震災や平成２７年の関東・東北豪雨に伴う災

害時には、外国人住民も普段から地域とのつながりを持ち協力して生活する多文化共生社会づ

くりの重要性が再認識された。 

その一方で当協会の経営面において、平成２５年度から５カ年の収支均衡計画に基づき経営

改善を進めているが、今後もなお一層厳しい収支が続くと予想されることから、公益財団法人

としてふさわしい事業への集約及び組織運営の実現による収支均衡の達成が強く求められてい

る。 

こうした状況の下、茨城県国際交流協会は、近年の国の外国人施策や、県計画の方向性をふ

まえ、茨城県における国際活動の一層の推進を図るとともに安定的組織運営を確保するために

「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）」を策定するものとする。 

 

（２） 計画期間 

社会のニ－ズの変化に柔軟に対応するために、また、県の｢いばらきグロ－バル化推進計画｣

との整合性を図り、計画期間を平成２８年度から平成３２年度の５カ年とする。 
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２ 現状と課題 

○ 県内の在留外国人数の推移（法務省「在留外国人統計」） 

    県内の在留外国人数については、一時減少傾向にあったものの、平成２５年以降また増加傾 

向となっている。 

 

○ 県内の国籍別在留外国人推移（上位 10位まで）（法務省「在留外国人統計」） 

順位 H18 年 H19 年 H20 年 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 

１位 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 

２位 ブラジル ブラジル ブラジル ブラジル ブラジル フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン 

３位 フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン ブラジル ブラジル ブラジル ブラジル 

４位 韓国･朝鮮 韓国・朝鮮 韓国・朝鮮 韓国・朝鮮 朝鮮・韓国 朝鮮・韓国 朝鮮・韓国 朝鮮・韓国 朝鮮・韓国 

５位 タイ タイ タイ タイ タイ タイ タイ タイ タイ 

６位 ペルー ペルー ペルー ペルー ペルー ペルー インドネシア インドネシア インドネシア 

７位 インドネシア インドネシア インドネシア インドネシア インドネシア インドネシア ペルー ベトナム ベトナム 

８位 スリランカ スリランカ スリランカ スリランカ スリランカ スリランカ ベトナム ペルー ペルー 

９位 米国 米国 ベトナム ベトナム ベトナム ベトナム スリランカ 台湾 台湾 

10位 インド ベトナム 米国 米国 米国 パキスタン パキスタン スリランカ スリランカ 

 

（平成２６年１２月末現在国籍別在留外国人数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国, 13,013

フィリピン, 8,194

ブラジル, 5,882
韓国・朝鮮, 4,918

タイ, 4,381

インドネシア, 2,412

ベトナム, 2,213

ペルー, 1,669

台湾, 1,166

スリランカ, 1,114

その他

（131カ国）, 7,047
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国籍別で見ると、１４１カ国からの外国人が本県に在住しているが、中国をはじめ、ブラジ 

ルや朝鮮・韓国は近年減少傾向にある一方、フィリピン、インドネシア、ベトナムなどの東南 

アジア諸国からの在住者は増加する傾向にある。アジア、中南米諸国で占める上位１０カ国で 

外国人数全体の８６％となっている。 

 

○ 県内の在留資格別外国人数（法務省「在留外国人統計」）（平成２６年１２月末現在） 

  在留資格 人数（人） 構成比 全国構成比 

1 永住者 17,251 33.2% 31.9% 

2 定住者 6,190 11.9% 7.5% 

3 技能実習 2 号（ロ） 5,240 10.1% 4.1% 

4 日本人の配偶者等 4,544 8.7% 6.8% 

5 技能実習 1 号（ロ） 4,133 7.9% 3.4% 
 

本県では永住者、定住者、日本人の配偶者等、の在留資格は全体の５３．８％（全国構成比 

４６・２％）であり、滞在が長期化、定住化の傾向にある。 

  

○ 当協会外国人相談センタ－の内容別相談（平成２６年度） 

  

平成２６年度、当協会の外国人相談センタ－には、年間１，７５３件の相談が寄せられてい

る。相談内容別では婚姻・夫婦・親子や在留資格に関するものが多い。また、滞在が長期化す

るにつれ、教育、社会保障、税金、医療等、日本人と同じような日常生活の細部に渡る相談が

増えている。日本語力の不足により適切な情報が得られないなど、必ずしも安定して生活でき

る状況にないことを窺わせており、生活のル－ルや各種制度等について情報を入手しやすいよ

う、母国語で相談できる場所や、身近にアドバイスが受けられる等の支援体制づくりが必要で

ある。 
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○ 外国へ留学する県内高校生数推移（公立＋私立）（県高校教育課調べ） 

 

外国へ留学（※）する県内の高校生は近年漸増しているものの，総生徒数（約 9.5 万人）と 

比べると約０．０５％とまだ少数となっている。グロ－バル社会で活躍する人材の育成を図る 

ために、特に若い世代の活動を支援する必要がある。 

 ※「留学」…在学中の長期間（1年程度）の留学を指す。 

 

○ 県内の外国人留学生数推移（法務省「在留外国人統計」） 

 

 県内の外国人留学生数は一時減少傾向にあったものの、平成２５年以降また増加傾向となっ 

   ている。母国と日本の架け橋となり地域社会を活性化し、多文化共生の地域づくりの「担い手」 

として活動することが期待される。 

 

○ 相互理解・国際理解の促進（ワ－ルドキャラバン国際理解教育講師等派遣事業）   

  H17 年 H18 年 H19 年 H20 年 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 

派遣回数（回） 86 80 90 103 115 120 122 103 103 109 

参加者合計（人） 11,271 10,103 13,701 13,593 10,383 12,116 10,654 9,921 8,517 10,727 

派遣講師数（人） 259 225 283 284 259 259 254 247 231 241 

  

 当協会が主催するワ－ルドキャラバン事業では、県内の学校や生涯学習関連施設へ外国人講 
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   師等を派遣しており、毎年１万人前後の県民が参加している。多文化共生を推進するうえで、

文化や習慣の違いを理解し、相互理解を深めるため、住民の異文化体験の機会を継続的に提供

していく必要がある。 

  

  ○県内の外国人技能実習生数推移（在留資格「技能実習」）（法務省「在留外国人統計」） 

       

 外国人技能実習制度が拡充している中、実習生受け入れの多い本県では実習生等新たに居住 

する外国人が住みやすい環境の整備が必要である。 

 

○本県を訪れる観光客数推移 

 本県の延べ宿泊者数（官公庁「宿泊旅行統計調査」 

 

       （＊平成２２年は、従業員９人以下の宿泊施設を調査対象としていない。） 

外国人の延べ宿泊者数は東日本大震災の影響で一時減少したものの、平成２６年には増加に

転じており、外国人観光客の受け入れ環境の整備が必要となっている。 

 

○ 経営改善による協会運営の安定化 

  パスポート業務が市町村に委譲されたことに伴い、協会の収益事業の大部分を占めていた

印紙・証紙販売、パスポート用写真撮影事業が、平成２１年８月をもって終了して以降、当
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協会の経常収支は厳しい状況が続いている。このような状況を踏まえ、平成２５年度から５

カ年の収支均衡計画を策定し経営健全化に努めた結果、平成２５、２６年度は当初計画より

大幅に経常収支の赤字額を削減することができた。しかしながら、今後も厳しい財政状況が

続くことが予想されるため、引き続き事業及び事務全般の見直しによる経費縮減や外部資金

の導入に努め、収支均衡を実現することが喫緊の課題となっている。 

  なお、収支均衡計画については、直近の金利情勢や当協会を取り巻く状況を勘案し、見直

しを行う必要がある。 
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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）施策体系表 

 

 

経営方針 施策の基本的方向

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

○　コミュニケ－ション支援

○　多言語による相談体制の充実

○　災害時・緊急時の在住外国人支援体制の充実・強化

②外国人による地域活動の推進

○　在住外国人や留学生の地域活動への参画拡大

２．グロ－バル交流の推進 ①国際活動情報の提供

○　情報提供等シンクタンクとしての役割強化

②国際交流・協力の推進

○　県民の国際交流活動の推進

○　国際協力活動の推進

③産業のグロ－バル化への支援

○　企業の海外展開等への協力

○　観光客誘致への協力

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

○　県や関係機関との横断的連携体制整備

②相互理解・国際理解の促進

○　県民の国際感覚醸成

○　世界で活躍する人材の育成

○　外国人留学生の多様な社会体験機会の提供

４．組織体制の効率化と財政運営の健全化 ①組織体制の効率化

②経営の健全化  
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３ 経営方針 

 前述した現状と課題を踏まえて、次の４点について重点的に事業を実施する。また、数値化

出来る事業については事業指標を設定し、目標の達成を図る。 

 

経営方針１ 共に目指す多文化共生社会づくり 

外国人住民が日々の生活の中で、福祉、医療、子育て支援等、日本人住民と同様の行政サービ

スと情報が得られ、安定して生活・活動のできる環境の整備を目指す。 

言葉のハンディにより不自由な生活が強いられることのないよう支援するとともに、母国語で

相談できる場所の提供や、身近にアドバイスが受けられるような地域での支援体制づくりに努め

る。災害時・緊急時の対応については、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、企業等との連携を密にし、協力体制づくりに努めるとともに、医療機関等においても、

安心して受診できる環境の整備に努める。 

一方、外国人自身も地域の構成員として積極的に役割を果たしていけるよう、外国人による地

域活動を推進し、日本人と外国人が協働して多文化共生の地域づくりを行うことを目指す。 

 

経営方針２ グロ－バル交流の推進  

グロ－バル化の進展とともに国や地域、また国籍や民族という概念を既に超えた地球規模の活

動が行われている中、県民の活動が更に活発に行えるよう支援する。 

国内外の国際活動情報を集積・提供する一方で、県内で既に活動を実践する市町村、市町村国

際交流推進組織、民間国際交流協力団体等の情報交換や研修を実施することで各組織間の連携協

力体制を強化する。また、新たな人材の発掘育成を支援し、県民のグロ－バル交流活動の更なる

活性化と参画を図る。（独）国際協力機構筑波国際センタ－等との協働により途上国支援等国際協

力分野での活動についても推進していく。 

地域社会においては、日本人住民と外国人とが交流し理解を深める機会を創出し、新たに在留

する外国人が住みやすい環境づくりに努める。 

また近年、産業のグロ－バル化の潮流の中にあって、本県の更なる発展のために多様な国や地

域との経済交流や、本県からの多角的な情報発信に協力し、観光や産業交流推進に寄与する。 

 

経営方針３ グロ－バル社会へ向けた人づくり  

県民が主体的に多文化共生の地域づくりを推進しグローバル交流を進めるためには、県民一人

一人が異文化に対する理解を深め、外国人との相互理解を図っていくことが不可欠である。 

留学生をはじめとする各地域に居住する外国人等の協力を得て、より多くの県民が様々な文化

や価値観に触れる機会を持ち、それらを尊重し、積極的に受け入れられるような事業を推進する。   

また、地球的規模の課題や国際貢献の必要性等について理解を深め、グロ－バルな視点を持ち

つつ地域で活動する地球市民意識や国際感覚を醸成する。 

特に若い世代の国際体験の推進に努め、自らの文化や社会に誇りを持ち、世界で活躍出来る人

材の育成に努める。 

また、県内の外国人留学生等に多様な社会体験機会を提供し、将来地域に貢献し、母国との架
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け橋となるような人材の育成に努める。 

 

経営方針４ 組織体制の効率化と財政運営の健全化 

  収支均衡を図り安定的な財政運営を維持するために、平成２５年度から５カ年の収支均衡計画

に基づき、事業の効率化や経費の縮減、外部資金の導入等を進めた結果、赤字削減に一定の効果

をあげているが、今後も経営環境はなお一層厳しくなることが予想される。このため、収支均衡

計画を現状に即し見直しを行ったうえで、引き続き経営改善に努める。 

事務局の人員体制を抑制しつつも職員の資質向上により事務効率を最大限に引き上げることが

必要であるため、職員の資質向上に努める。 

  また、（一財）自治体国際化協会や（独）国際協力機構筑波国際センタ－など、他組織との協力

体制を構築し事業の効率化を図ることや、市町村や市町村国際交流推進組織、民間国際交流協力

団体、大学等の教育機関等との連携を強化し協力して事業を行うとともに、これらとの役割分担

を進めていく。 

  さらに、県域唯一の地域国際化協会として先導的役割や、統合調整機能等、求められる体制は

堅持しつつも、概ね３年後を目途に経常収支の均衡を図り、維持するため、本計画期間中におい

ても事業や管理事務の見直しを行い、経費の縮減を図る。 

 加えて、国や各種団体等の実施する助成事業への積極的な応募等外部資金の導入や、賛助会員

の維持及び新規協賛者の獲得、さらに受益者負担の適用など収益事業の実施について検討するな

ど財源の確保に努め、経営収支の均衡を図っていく。 

引き続き、県との緊密な連携のもと、以上の方針を具現化する。 
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４ 主な事業 

（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 

○ 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、多言語による多様な

媒体により情報提供を行う。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、

環境の整備を行う。 

・多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 

・多言語での生活支援冊子等の発行 

・外国人の日本語学習支援等 

○多言語による相談体制の充実 

国、県の関連部局、弁護士会等との連携の下に外国人が母国語で気軽に相談ができるサポ

－ト体制を整備する。また、市町村や民間国際交流協力団体とも連携し、地域における相談

体制の充実を図る。 

・外国人相談センタ－での多言語相談体制による支援 

・無料弁護士相談の実施 

・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 

○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る。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る。 

・防災訓練への外国人の参加促進 

・広域での連携による災害時の支援体制の整備 

・多言語での医療情報の提供 

② 外国人による地域活動の推進  

   ○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する。また、留

学生や本県在住経験のある外国人、海外経験のある日本人等のグロ－バルな人材のネットワ

－ク化を進め、地域の情報発信等の活動を推進する。 

・外国人の多文化共生サポ－タ－バンクへの登録・活用 

 ・地域、団体、学校等が実施するイベントや講座への外国人参加促進 

・留学生等による生活情報や観光イベントについての発信 

 

（２）グロ－バル交流の推進 

① 国際活動情報の提供 

○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
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国際交流情報を集積・提供する。 

 ・機関誌の発行 

 ・ホームページやインタ－ナショナルライブラリ－による情報提供 

②国際交流・協力の推進 

○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、活動の充実を図る。また技能実習生等新たに在留する外国人 

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す 

る。 

・国際交流・協力ネットワ－ク会議及び市町村協会連絡会議等の開催等 

・イベントや地域活動等への技能実習生の参加支援と交流機会の提供 

・ボランティアの新たな担い手発掘と活性化 

○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う。 

また、海外の自然大災害時の被災国支援やＮＧＯ活動の支援を行う。 

・青年海外協力隊等、国際協力への参加促進 

・義援金・書き損じはがき等の募集 

③産業のグロ－バル化への支援 

○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－バルな人材の活用を図り、県内企 

業の海外進出や対日投資への協力を行う。また、留学生等が県内企業への理解を深めるため 

の事業を実施する。 

・企業が実施するイベントや講座への講師派遣の協力 

・留学生と県内企業のマッチング支援等 

○観光客誘致への協力 

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ことが予想され

る中、当協会に登録されているグロ－バルな人材の活用を図り、観光分野等の語学協力及び

広報に協力する。 

・「多文化共生サポ－タ－バンク」の登録・活用 

・留学生等、グロ－バルな人材による生活情報や観光イベントについての発信 

 

（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 

○県や関係機関との横断的連携体制整備 

県、教育委員会、大学、（独）国際協力機構筑波国際センタ－等との連携により、事業を効

果的に実施する。国際活動への協力者として、留学生や国際理解教育実践者等の活用を図る

とともに、国際理解教材の整備に努める。 

・茨城県国際理解教育推進協議会の設置 
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・茨城県留学生親善大使の任命 

・ファシリテ－タ－や教員を対象とした国際理解教育研修の実施 

・各国の民芸品や民族衣装等の教材収集・貸出 

② 相互理解・国際理解の促進 

○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・国際理解を促進する。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る。 

・国際理解のイベントや講座への外国人講師の派遣 

・外国人による日本語スピーチコンテストの開催 

・各国からの講師による英語セミナ－の開設 

○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する。 

・青年の海外研修の実施 

・高校生を対象とした国際協力に関する講座の実施 

・高校生を対象とした国際体験についての弁論大会と留学生によるシンポジウムの実施 

・インタ－ンシップ等の受け入れ 

○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 

の育成を図る。 

・県内の文化施設や企業の訪問による研修 

・学校、地域、団体が実施する国際理解教室や講座への参画 

・茨城の家族を作る場の提供としてのホ－ムステイの実施 

     

（４）組織体制の効率化と財政運営の健全化 

    平成２５年度から５カ年の収支均衡計画を直近の状況を踏まえつつ見直しを行い、平成３０

年度の収支均衡をめざし下記の取り組みを行う。 

  ① 組織体制の効率化 

     事務局の限りある人的資源を有効に生かした効率的な組織体制づくり及び事業運営のため、

職場における職員研修や事業実施方法の検討・工夫により職員の専門性や、事務効率の向上

を図る。 

     また、安定的な財団運営を確保するため、一定の人員を確保しつつ、組織体制の効率化を

目指す。 

   ○ 事務効率向上のための事業実施方法の検討・工夫 

   ○ 組織体制の効率化を図るため役職員の抑制 

  ② 経営の健全化 

     事業手法を見直すことにより効率的に事業を行い、事業費及び人件費等の経費節減を図る。 
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     また、創意工夫により管理事務費の効率化を進め経費の縮減を図る。 

     外部資金の導入や、新たな収益確保策について引き続き検討を進めるとともに、賛助会員

についても積極的なＰＲを展開し加入増を図る。 

   ○ 事業手法の見直しによる経費の縮減 

   ○ 管理事務の効率化による管理費の縮減 

   ○ 賛助会員の維持と拡大促進 

   ○ 外部資金や新たな収益確保策の検討 

 

（５）上海事務所の運営 

    茨城空港から上海、深圳、杭州への路線就航により、中国との交流がますます活発化すると

ともに、すでに多くの本県企業が進出し、今後も一定規模の発展が見込まれる中国・上海にお

いて上海事務所を運営し、上海をはじめとする中国全土との経済・教育・文化等各分野で県民

主体の交流を支援する。 

  ○ 市町村や民間国際交流団体等による草の根交流の支援 

  ○ 中国に関する情報収集・提供や現地活動への支援 
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５ 数値目標 

 国際活動を計画的に推進するため、平成３２年度を目標年度とする数値目標を設定する。 

計画期間中において、毎年進行管理を行う。 

事業指標                          

項   目 
現状値 

（H26 実績） 

目標値 

(H32 年度) 

情報発信件数(HP、携帯メ－ル、フェイス

ブック等) 

６５４ 

 

７００ 

 

ホームページアクセス数 ２４，４８９ ２６，０００ 

日本語教室数 ９６ １０２ 

外国人相談件数 １，７５３ １，８４０ 

多文化共生サポーターバンク新規登録者数 １１０ 

（単年） 

７００ 

（累計） 

ネットワーク会議参加者数 １３１ １３５ 

留学生親善大使任命者数 １０３ １００ 

ﾜｰﾙﾄﾞｷｬﾗﾊﾞﾝ実施件数 １,３７１ 

（累計） 

１，９００ 

(累計) 

賛助会費（千円） １，０２５ １，０５０ 

事業費（受託事業、周年事業を除く）（千円） １２，１２８ １２，９８５ 

管理費（役員会費及び管理諸費）（千円） ３，０７０ ２，４０１ 

 

重点事業指標                          （件、人、千円） 

項   目 H26実績 H27見込

1 月末現在 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

外国人相談件数      1,753 1,554 1,800 1,810 1,820 1,830 1,840 

多文化共生ｻﾎﾟｰﾀｰﾊﾞﾝｸ新規登録者数 

 
110 

189 

(累計) 

290 

(累計) 

390 

(累計) 

490 

(累計) 

590 

(累計) 

700 

(累計) 

賛助会費 1,025 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 

事業費（受託事業、周年事業を除く） 12,128 16,470 13,971 14,524 13,700 13,335 12,985 

管理費（役員会費及び管理諸費） 3,070 3,629 2,667 2,865 2,386 2,401 2,401 

 

 

６ 計画の進行管理 

   事業目標の進捗状況を、毎年度、理事会・評議員会に報告し、計画の適切な進行管理に努める。 
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７ 収支計画 

公益財団法人茨城県国際交流協会国際活動計画（中期計画）の改訂に伴い、前計画で策定した

平成２５年度から平成２９年度までの収支計画についても、当協会をとりまくグローバル化の進

展状況や、直近の金利動向等を踏まえ、見直しを行った。 

収支計画の計画期間は中期計画と同じ５年間とするが，前収支計画を踏まえ３年目の平成３０

年度に収支均衡を達成し，以後均衡を維持する計画とした。 

（単位:千円） 

 

（備考） 

１）県の国際交流協会運営費補助は，現下の経済・財政状況に鑑み，今後は漸減するものとし，平成 29

年度以降は対前年度比△１％で想定。 

２）基本財産運用益の利回は，現在の 1.7％から平成 28 年度以降は 1.25％で想定。 

３）支出の事業費，多文化共生・国際理解・国際交流欄については，中期計画の見直しにより事業区分

の変更が発生することから一本化した。 

４）本収支計画は、平成２８年度収支予算作成時におけるシミュレーションであることから，今後は決

算及び次年度収支予算作成時において諸数値の確定や，諸要因の状況変化を反映させて見直す。 

   28 年度 

目標 

29 年度 

目標 

30 年度 

目標 

31 年度 

目標 

32 年度 

目標 
項目 

収
入 

県補助金 74,790 74,423 74,060 73,701 73,345 

 
事業費 50,451 48,343 49,980 49,621 49,265 

人件費・管理費 24,339 26,080 24,080 24,080 24,080 

事業収益（受託事業） 0 0 0 0 0 

受取助成金 200 200 200 200 200 

受取負担金・寄付金 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 

基本財産運用益 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 

賛助会費収入 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 

雑入 300 300 300 300 300 

収入 計 84,188 83,821 83,458 83,099 82,743 

支
出 

事業費 52,848 53,401 52,577 52,218 51,862 

 

多文化共生 

13,971 14,524 13,700 13,341 12,985 国際理解 

国際交流 

上海事務所運営 38,877 38,877 38,877 38,877 38,877 

その他 0 0     0 0 0 

人件費・管理費 37,484 33,881 30,881 30,881 30,881 

支出 計 90,332 87,282 83,458 83,099 82,743 

収支差額 △6,144 △3,461 0 0 0 


