
令和元年度事業報告 

 

令和元年度は、当協会国際活動推進計画（Ｈ３２年度までの５年間）の４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｣の各事業の充実に努めました。 

その中でも、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、英語による通訳ガイドボランティア育

成講座を開催し、本県を訪れる外国人観光客等に対する県民のおもてなし支援を行いました。また、

ワールドキャラバン国際理解教育講師等派遣事業、Ｇ２０茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合参

加各国との交流プログラム事業をそれぞれ実施し、多文化共生及び地域のグローバル化への支援に取

り組みました。 

事業の実施にあたり、関係自治体や地域の国際交流組織等と協力して事業運営を行いました。 

また、経営面においては、外部資金の導入や賛助会員の増強に努めるとともに、経費節減等を行う

ことで経常収支の均衡を図りました。 

 

 

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、フェイスブックや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：日本語、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（１０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。 

◇多言語でのホームページ、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                    ３０７件 

・ホームページアクセス数（日本語及び多言語）  ２７，５８２件 

◇多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を配布及び電

子書籍により情報提供しました。 

◇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を配布及び電

子書籍により情報提供しました。  

◇多言語生活情報リンク集の開設【新規】 

政府の生活者としての外国人支援方針を受け、日本語が不自由な外国人向けに、公的機関

が発信する生活関連情報のリンク集を多言語で立ち上げました。 

・多言語：日本語、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 

・内 容：生活全般、出入国・在留資格、労働、出産・子育て、日本語学習、年金・福祉、

防災、他（随時更新予定） 

◇外国人の日本語学習の支援 



（公財）茨城県国際交流協会日本語教育アドバイザー派遣事業により、日本語教授法講座を 

実施するボランティア日本語教室を支援しました。 

・アドバイザー登録者数 １８名 

・派遣期間  令和元年８月１日～令和２年２月２９日 

・派 遣 先  ８団体  

・受講者総数 ２４６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、地域における外国人対応や相談の環境を

整えました。 

   ◇外国人相談センターでは多言語による相談に対応できるよう、相談体制及び情報通信環境の

整備など更なる充実を図りました。 

・対応言語 日本語、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、 他 

・拡 充 点 ベトナム語：週３日（従前：週１日）、インドネシア語週１日半（従前：週半日）、

タブレット端末及び翻訳ソフトの導入（最大３１言語）【新規】 

・相談件数 １，５８２件                

項   目 件数 割合（％） 

出入国管理・在留カード ２５９ １６．４ 

労働関係・雇用・労災 ９４ ５．９ 

起業・会社設立・貿易 ８ ０．５ 

結婚・離婚、夫婦、親子、家族 ２０４ １２．９ 

国籍・帰化  ８７ ５．５ 

留学・研修 ８ ０．５ 

医療関係 ４９ ３．１ 

社会保障・年金・保険 ６４ ４．０ 

税金 １２ ０．８ 

教育，文化 ５７ ３．６ 

住居・くらし，交通・免許 １３９ ８．８ 

言語・翻訳・通訳 ４３５ ２７．５ 

案内・問い合わせ １４７ ９．３ 

その他 １９ １．２ 

合  計 １,５８２ １００．０ 

◇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 １１６件 

◇休日無料法律相談の実施 

➢県南地域において、土浦市と共催で多言語による休日出張弁護士相談を実施しました。【新規】 

・実施日   令和元年９月１日（日） 

    ・実施場所  土浦市役所 

    ・相談対応者 弁護士４名、協会相談員９名 

 ・相談件数  ２６件 

    ・共催    土浦市 

・ＨＰ、ポスター、ちらし、ＳＮＳ等で周知・広報 

➢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、多言語による休日

出張弁護士相談を実施しました。 

    ・実施日   令和元年１１月１７日（日） 

    ・実施場所  しもだて地域交流センター「アルテリオ」 

    ・相談対応者 弁護士６名、協会相談員１０名、語学サポーター２名 

 ・相談件数  ２４件 

    ・共催    茨城県弁護士会、関東弁護士会連合会、筑西市 

    ・ＨＰ、ポスター、ちらし、ＳＮＳ等で周知・広報 

◇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（うち２回は外部講師を招いての研修） 

     外部講師：①東京出入国在留管理局職員(「特定技能」について) 

        ②茨城労働局職員（労働法講義） 

◇市町村、及び地域のボランティアとの連携による外国人対応や相談体制の整備 

・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、外国人が安心して生活できるための窓口対応等を目的として研修会を実

施しました。 

・実 施 日  令和元年１２月３日（火） 

・実施場所  ザ・ヒロサワ・シティ会館集会室 10号 

・参 加 者  ５７名（市町村国際交流協会会員 １１名、市町村国際交流担当者 ３０名、 

           外国人のための地域生活アドバイザー １６名） 

・内  容 ・講義：新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組／ 

出入国在留管理行政の概要 

講師：東京出入国在留管理局審査管理部門（受入環境調整担当） 

総括審査官 安本 大輔 氏 

・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                                                      

区  分 登録状況 活動状況 

語学サポーター 32言語 344名 26件 68名 

医療通訳サポーター 21言語 176名 18件  20名 

災害時語学サポーター   22言語 186名 0件  0名 

外国人のための地域生活アドバイザー 64名 20件  20名 

各国事情紹介講師 168名 60件 112名 

ホームステイ・ホストファミリー 132名   2件 17家庭 

合  計 延べ    1,070名  126件 220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 

・１０月２６日（土）古河市総合運動公園にて実施予定だった茨城県総合防災訓練では、留

学生及び在住外国人を対象とする訓練等を古河市国際交流協会等と連携して実施予定で

準備を進めておりましたが、県内で台風１９号による甚大な被害が発生したことから中止

となりました。 

◇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や市町村等と連携し、災害時に外国人支援に従事する関係

者向けの研修・訓練等を実施予定でしたが、災害発生により変更や中止となりました。 

◇災害時マニュアルの配布と電子書籍での提供（９言語）{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、グローバルな人材により、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｝ 

◇「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｝ 

◇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２回（９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、国際活動に関わる雑誌、図書等を収集及び

貸出しをしました。 

・蔵書数  書籍等１,１８３冊，ビデオ等９０本 

・貸出数  書籍   ２７冊，ビデオ等０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。 

◇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  令和元年７月１９日（金） 

・場 所  ザ・ヒロサワ・シティ会館分館 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  １２４名  

・内 容  1)講演「多文化共生社会としてのブラジル－日本との比較について」 

講師 サンパウロ大学法学部博士教授、ブラジル国弁護士 二宮 正人氏  

2)分科会 

第１分科会：多文化共生ネットワーク会議 

「外国人材に選ばれる県、選ばれる企業を目指して 

－地域や企業が目指すグローバル戦略－」 

第２分科会：グローバル交流ネットワーク会議 

海外姉妹都市等との交流と多文化共生のまちづくりへの取り組みについて 

第３分科会：日本語ボランティアネットワーク会議 

「つくばみらい市 日本語ひろば」の紹介－発足から現在までの取り組み 



◇市町村国際交流協会ネットワーク会議の開催 

県内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。 

・実 施 日  令和元年１２月３日（火） 

・実施場所  ザ・ヒロサワ・シティ会館集会室１０号 

・参 加 者  ３５名（市町村国際交流協会会員 １１名、市町村国際交流担当者 ２２名、 

          その他 ２名） 

・内  容 市町村国際交流協会等の活動に焦点をあて、事前アンケート（情報発信、災害

時の外国人支援、イベントへの外国人参加、日本語支援、外国人相談の各項目）

をもとにグループディスカッション形式で現状把握及び課題対応を議論した。 

・共  催  茨城県 

◇イベントや地域活動等への在住外国人の参加支援と交流機会の提供 

  ・大好きいばらきふれあいまつりが開催されなかったため実施しませんでした。 

◇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  １３名 

   ◇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し

た。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。 

◇ＪＩＣＡ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 

・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 3,691 枚 

茨城キリスト教学園キリスト教センター 

茨城県ユニセフ協会 

NPO法人シェア 

NPO法人日本国際ボランティアセンター 

切手 
未使用 額面 100,548円 

使用済 約 12.4kg 

使用済プリペイドカード    203枚 

外国紙幣 252 枚 

外国コイン 約 21.6kg 

現金類 51,309 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

海外進出や対日投資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 

 県産品の海外輸出や観光分野等への語学支援等の協力を行いました。 

No 依頼元 活動日 内容 協力者 

１ 県港湾課港湾経営室 4/28 

外国クルーズ船「セブンシーズマリ

ナー」寄港歓迎イベント会場での通

訳 

２３名 

２ 茨城県商工会連合会 7/25・27 

世界 21 カ国から来県するバイヤー

と県内事業者の展示品（主に食料

品）の展示商談会における通訳 

６名 

３ 県国際観光課 9/14 

石岡のお祭りを活用した外国人誘

客に関する協力（外国人目線の情報

発信） 

１９名 

４ 
いばキラ TV 

（県国際観光課） 

10/20・

21,11/10 

いばキラ TV の撮影スタッフと一緒

にベトナム人 YouTuber に同行し通

訳 

１名 

５ 県空港対策課 12/3 

中国の航空会社･青島航空及び旅行

会社･上海不夜城国際旅行社等と県

による夕食ミーティングにおける

通訳 

１名 

◇留学生と県内企業のマッチング支援等 

県内で学ぶ留学生に茨城県に立地する企業を紹介し、県内企業とのマッチングをイメージ

した機会を設けました。茨城県留学生親善大使を中心に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、地域に根差した企業の視察及びそこで働く外国人社員との

質疑応答を行いました。{３（２）③参照｝ 

・開催日   令和元年１１月９日（土） 

・場 所   株式会社カスミ（つくば市） 

・参加者   県内の留学生１６人 

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。 

◇ＳＮＳによる情報発信 

いばらきをＰＲするため、外国人から観光イベントや訪問地の記事・写真をインスタグラム、

フェイスブック等により国内外へ発信しました。 

◇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｝ 



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訪日外国人が増加することが予想されるため、当協会

に登録する語学サポーターへの啓発や、ボランティア観光ガイドを志す方の育成等、外国人受

け入れへの支援者の拡充を図りました。 

◇通訳ガイドボランティア育成講座の実施（受託事業） 

〈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（一般上級コース：英検 1級程度、一般中級コース：英検 2級程度、東

京オリンピック・パラリンピックボランティア参加予定者コース：英検 2 級程

度以上） 

【第１回講座】 

   ・開催日  令和元年８月３１日（土） 

   ・場 所  茨城県開発公社ビル 大会議室 

   ・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  神田外語キャリアカレッジ 

   ・参加者  １１３名 

【第２回講座】 

   ・開催日  令和元年９月２１日（土） 

   ・場 所  ザ・ヒロサワ・シティ会館分館 大会議室 他 

   ・内容及び講師  

       *茨城観光の基礎知識 

        水戸の観光ガイド基礎知識 －講師 水戸市市民観光ボランティア 

        鹿嶋市の文化・歴史等について －講師 いばらき県通訳案内士会 

       *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－ション 

                     －指導 いばらき県通訳案内士会 

・参加者  １０９名 

【第３回講座】（現地研修） 

      県内観光地（２か所）を観光客役の外国人と共にバスで訪れ、通訳ガイドとして訪問

施設の説明を英語で行う模擬訓練を行いました。 

・日時・場所 

      *令和元年１１月２日（土） 弘道館・偕楽園 

      *令和元年１１月１６日（土） カシマサッカースタジアム・鹿島神宮 

・内  容  県内観光地での通訳体験 

 

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運営 

当協会、県、県教育委員会、ＪＩＣＡ筑波、大学留学生協議会等関係８団体による協議会を

運営し事業を効果的に行いました。 

・幹事会  令和元年７月２５日（木） 

・総 会  令和２年３月（新型コロナウイルス感染防止の観点から参集を見合わせ、書面

で行いました。） 

◇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〉 令和元年６月から２年間 

  〈対象〉 県内大学等に在籍する留学生 

・令和元年度登録者 １９ヵ国８５名 

・任命式  令和元年６月２９日（土） 

・ワールドキャラバン派遣者数 延べ３０名 

◇国際理解教育研修会の実施 

国際理解教育を推進する人材を育成する目的で、小中高等学校の教員や国際理解教育のファ

シリテーター等を対象に研修を実施しました。 

・開催日  令和元年８月２１日（水） 

・場 所  ザ・ヒロサワ・シティ会館分館集会室１０号 

・内 容  講演 「世界を変えるための１７の目標 SDGｓを知ろう」 

       講師  JICA茨城デスク 国際協力推進員   高橋 静 氏 

     演題  ワ－クショップ「SDGｓについて考えよう！ 

                  ～楽しみながら本質を理解するゲームの紹介～」 

 講師  神奈川県高等学校国際教育研究協議会事務局長 木村 光宏 氏 

・参加者  ４４名 

（民間国際交流団体１７名、市町村協会２名、学校教職員１８名、ファシリテーター７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  １０２ヵ国９０１点 

・収集内容  国旗、民族衣装、工芸品、図書等 

・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  令和元年９月～令和２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 

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 24回 2,121名 

中   学   校 7回 345名 

高等学校（含 中等教育学校) 11回 1,814名 

特別支援学校  9回 219名 

生涯学習関連施設等 12回 499名 

合 計 63回 4,998名 

派遣講師数 119名 

派遣コーディネーター数 11名 

 

◇Ｇ２０茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合参加各国との交流プログラム事業（受託事業） 

      次の世代に繋がる「レガシー」となる取組みとして、県内の小・中・高等学校、特別支援学

校等が、希望するＧ２０参加各国の中の一国について深く学習することを支援するとともに、

当該国の大使館等との交流を後押しする事業を実施しました。 

 ・実施期間   令和元年１０月２４日～令和２年２月２８日 

・参加学校数  計２１校（小学校９，中学校２，義務教育学校１，高等学校７， 

中等教育学校１，特別支援学校１） 

 ・対象国数   Ｇ２０参加国及び招待国の中から学校が選択した１３カ国 

◇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、県民の国際理解を深めることができま

した。また、外国人に対しては、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

習意欲をさらに高める役割を果たしました。 

・時 期  令和２年２月８日（土） 

・場 所  ザ・ヒロサワ・シティ会館 小ホール 

・応募者  ５１名（１６カ国） 

・発表者  在住外国人１５名（１１カ国） 

 ・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、 若人賞 

◇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。 



・時 期  春コース ４月～７月（水曜 午後クラス・夕方クラス各１０回） 

秋コース１０月～１月（水曜 午後クラス・夕方クラス各１０回） 

 

・対 象  県民（各クラス３０人程度） 

・春  期 平成３１年４月３日（水）～７月１７日（水） 全１０回 

（参加者 午後クラス３５名、夕方クラス１８名） 

・秋  期 令和元年１０月２日（水）～１月２９日（水） 全１０回 

（参加者 午後クラス３４名、夕方クラス１８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、将来世界で活躍する人材や地域で国際交流を推進する人材を育成する

ため、海外研修を企画しました。 

・実施時期   令和２年３月２日（月）～３月６日（金）（４泊５日） 

  ・参加対象者  茨城県内の大学生２２名 

  ・行き先    中国上海 

  ・内容等    茨城空港利用、県上海事務所や日本国総領事館等での講義、日系・現地企業

訪問、中国人学生等との意見交換等 

    ・中国で新型コロナウイルス感染症が発生したため、２月の事前研修含め中止しました。 

◇高校生のための地球市民講座の開催 

  高等学校やＪＩＣＡ筑波と連携し、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 令和元年９月１２日（木） 

・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、 

ワークショップ等 

・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  １０２名 

   ◇日本発/世界発 青年のメッセージ 

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 令和元年１２月１２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５６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   ：中国、ロシア、ミャンマー、インドネシア 

           コーディネーター：花沢 典行 氏（茨城県立取手第一高等学校教諭） 

◇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。 

・研修生  千葉大学３年生、埼玉大学３年生 各１名（茨城県国際交流課インターンシップ生） 

・期 間  令和元年８月２１日（水）、８月２８日（水） 

（県国際交流課受け入れ１０日間のうちの２日間） 

・内 容  国際理解教育研修会及び会議の運営補助、通訳ガイドボランティア育成講座の

準備の他、協会職員との意見交換等  

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  令和元年７月６日（土） 

参加者  ３４名 

訪問先  アクアワールド茨城県大洗水族館、株式会社サザコーヒー(本店及び焙煎工場） 

〈第２回〉 

日 時  令和元年１１月９日（土） 

訪問先  つくばエキスポセンター、株式会社カスミ(本社及び店舗) 

参加者  １６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  令和元年９月２８日（土）・２９日（日） 

・対 象  留学生親善大使・英語指導助手 １５名、受入 １４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）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，対日投資

促進に向けた PR活動や県庁各課の中国訪問におけるアテンドサポートを実施しました。 

【主な出展行事等】 

 ・2019上海 Visit Japan 観光商談会 

   日 時  ２０１９年４月１７日（水） 

   場 所  オークラガーデンホテル上海（上海市） 

   内 容  旅行会社ライフィクスと共同参加し，教育旅行など約１０社との商談を支援 



 ・ＳＷＴＦ上海世界旅行博覧会 

   日 時  ２０１９年４月１８日（木）～２１日（日） 

   場 所  上海展覧センター（上海市） 

   内 容  群馬県、栃木県と３県合同で参加し、特設ステージでイベントを実施。「茨ひ

より」や茨城県の観光資源をＰＲ 

・武漢ビジットジャパン訪日旅行セミナー 

  日 時  ７月１９日（金） 

  場 所  ウェスティン武漢萬達ホテル（武漢市） 

  内 容  湖北省の旅行会社７社に対して、茨城観光の資源をＰＲ 

・西安ビジットジャパン訪日旅行促進セミナー 

  日 時  ８月２１日（水） 

  場 所  グランドパーク西安（西安市） 

  内 容  陜西省の旅行会社７社に対して、茨城観光の資源をＰＲ 

・ジャイアントパンダ誘致支援（８月２６日（月）～２９日（木）） 

・瀋陽インセンティブ商談会 

  日 時  ２０１９年１１月７日（木） 

  場 所  瀋陽北約客維景国際大酒店（瀋陽市） 

  内 容  遼寧省の旅行会社９社に対して、茨城県のインセンティブ旅行資源をＰＲ 

・日本国茨城県の観光と物産展 

日 時  ２０１９年１２月１０日（火）～３０日（月） 

  場 所  上海梅龍鎮伊勢丹（上海市） 

  内 容  茨城観光の資源と伝統工芸品（笠間焼）をＰＲ 

・第６回蘇州ジャパンブランド 

日 時  ２０２０年１月１１日（土）～１２日（日） 

場 所  AEONモール蘇州園区湖東 1階中央広場（蘇州市） 

内 容  茨城県ブースで笠間焼作品を販売 

（２）企業活動支援事業 

見本市への合同出展，現地バイヤーとのマッチングや中国の経済事情の調査等を実施し，県内

企業の中国における販路開拓を支援しました。 

・ＦＢＣ江蘇ものづくり商談会 in相城 

  日 時  ２０１９年５月２２日（水）～２３日（木） 

  場 所  蘇州在水一方大酒店（蘇州市） 

  内 容  県内企業２社（㈱レヨーン工業、橋本精密工業(株)）によるブース出展及び商

談を支援 

 ・ＦＢＣ広東ものづくり商談会 in南海 

  日 時  ２０１９年７月２４日（水）～２５日（木） 

  場 所  インターコンチネンタルホテル佛山（広東省仏山市） 

内 容  県内２企業（橋本精密工業㈱・林フェルト㈱）のブース出展及び商談を支援 

   ・アートマカオ Japan Pavilion 

     日 時  ２０１９年７月２６日（金）～８月８日（木） 



     場 所  Tap Seac Gallery（マカオ） 

     内 容  アートマカオのジャパンパビリオンで開催された「日本の工芸展」に，２名の

陶芸家（大貫博之氏・柳橋修二氏）の作品を出展することを支援 

   ・中国国際工業博覧会 

     日 時  ２０１９年９月１７日（火）～２１日（土） 

     場 所  国家会展中心（上海市） 

     内 容  県内７企業（ＧＬＩＴ（㈱エムテック・㈱赤津工業所・㈲鈴木工業所・ 

㈱日港製作所・㈱大塚製作所・㈱幸手スプリング・錦正工業㈱）)及び日立 

地区産業支援センターへのブース出展を支援 

・大連日本商品展覧会 

日 時  ２０１９年９月２７日（金）～２９日（日） 

場 所  大連世界博覧広場（遼寧省大連市） 

内 容  茨城県日中友好協会と協力し，県内企業６社によるブース出展，商談及び即売

を支援 

・ＦＢＣ上海ものづくり商談会 in 未来工業展覧会 

  日 時  ２０１９年１０月２３日（水）～２５日（金） 

場 所  上海新国際博覧中心（上海市） 

内 容  常陽銀行と協力し，県内企業６社によるブース出展，商談を支援 

・第２回中国国際輸入博覧会 

  日 時  ２０１９年１１月５日（火）～１０日（日） 

  場 所  国家会展中心（上海市） 

  内 容  県内企業２社によるブース出展，商談を支援 

（３）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を実施しました。 

（３月に大学生等を対象とした海外研修（当協会企画）の現地支援を行う予定でしたが，新型

コロナウイルス感染症の影響により中止としました。） 

（４）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 

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月開催予定でしたが，新型コロナウイルス感染症の影響により中止としました。） 

（５）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 

・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：74,315人、微信フォロワー数：5,213人（いずれも３月末現在） 


