
平成２８年度事業報告 

（１）姉妹友好都市交流事業 

1 ジュニア

大使受入

事業 

韓国水原市からのジュニア大使一行１２名を受け入れた。 

 大使人数  中学生１０名 

（女６名、男４名／１年７名、２年２名、３年１名） 

 引率者   ２名（青少年センター教育部長、センター所員） 

 受入期間  １月３１日（日）～２月５日（金） ５泊６日 

 交流学校  安居中学校（全校一体型教科センター方式校） 

2 ジュニア

大使派遣

事業 

米国ニューブランズウィック市へ福井市ジュニア大使を派遣した。 

 大使人数   中学生１０名（学校数１０校） ※応募者数５８名 

（女６名、男４名／１年４名、２年６名） 

 引率者   ３名（市担当職員、市中学校教諭、協会担当職員） 

 派遣期間  ３月１８日（金）～２５日（金） ６泊８日 

 訪問学校  ニューブランズウィックミドルスクール 

3 青少年文

化交流事

業 

① 全米姉妹都市インターナショナル中高校生絵画展第２７回福井市コンクール 

 作品数  ４９点（高校生３校２９点、中学生２校２０点） 

 審査会  ２月１０日（水）福井市美術館 講堂 

       【審査員】アーティスト Daisuke氏 他４名 

 入賞作品  最優秀賞２点、優秀賞２点、特選２点、入選７点を選定 

 米国本選出品作品  福井高校 堀田千咲野 作品名「つながる世界」 

 授賞式  ３月８日（火）福井県国際交流会館 

② 第１１回「天眼杯」中国・杭州市の国際少年児童漫画大会 

 作品数 ８３点（高校生４校１８点、中学生６校３７点、小学生４校２８点） 

 中国本選  平成２８年５月初旬結果発表（作品は２月２９日杭州市へ発送） 

③ 第１０回「天眼杯」結果 

 入賞者  特等賞１名、金賞６名、銀賞７名、銅賞 15名、優秀賞 20名 

 授賞式  ９月１日（火）福井県国際交流会館にて開催 

4 市民訪問

団受入事

業 

姉妹都市提携２５周年を記念し来福した米国フラトン市からの市民訪問団を

受入れた。 

 団員数    団長（前市長）他２２名 

 受入期間  ４月１６日（木）～４月２０日（月） ４泊５日 

 ホームビジット受入  ９家族 

5 市民訪問

団派遣事

業 

姉妹都市提携２５周年を記念し、米国フラトン市へ福井市民訪問団を派遣し

た。 

団員数    団長（小藤会長）他２７名（市職員２名含む） 

派遣期間  ９月２１日（月）～２７日（日） ５泊７日 



6 市民文化

交流促進

事業 

インターネット電話サービスのスカイプを利用した外国の市民グループや学

生との交流を支援した。 

① 水原市の日本語を勉強する市民グループとの交流 

  回数 １２回  福井市民 延べ７７名 水原市民 延べ５５名 

  会場 福井県国際交流会館 

② 水原市スカイプ交流団の受入 

  受入期間 ８月２６日（水）～２７日（木） 

  参加者数 水原市民９名 

③ ラオスの日本語を勉強する大学生との交流 

  回数 ７回（4月～1月） 福井市民 延べ３２名 ラオス学生 延べ３７名 

  会場 福井県国際交流会館・協会事務所内研修室 

 

（２）多文化共生交流事業 

7 外国人児

童生徒サ

ポート事

業 

福井市教育委員会の委託事業として日本語指導ボランティア及び通訳ボランティア

を市内小中学校に派遣した。 

  日本語指導ボランティア派遣回数  延べ６５４回（対象児童生徒数１４名）  

  通訳ボランティア派遣回数  延べ４６回（対象児童生徒数７名） 

8 交流型日

本語教室

事業 

日本人市民と外国人市民が日本語で交流する「しゃべり場」を開催した。 

  回数 ２４回（参加者延べ人数 外国人１８６人 日本人２５２人 合計４３８人） 

  会場 まちづくりセンター「ふく＋」、フェニックス・プラザ、中消防署等 

9 技能実習

生日本語

学習支援

事業 

実習生を対象に日本語学習のワークショップ等を開催した。 

回数 ３回（参加者人数 外国人５７人、日本人延べ１４人） 

10 日本文化

体験学習

事業 

外国人市民を対象に、福井の伝統文化の体験や施設紹介など行う「イングリッシュウ

ォーク」を実施した。 

 開催日   ４月１１日〈土）  福井城址、養浩館庭園など 

 参加人数 外国人１１名  日本人ボランティア１２名 

11 多文化共

生推進事

業 

市民対象の多文化共生に対するセミナーやイベントを開催した。 

 第１回 フィリピン・カンボジアでのボランティア活動紹介 

  開催日   ９月１２日（土）福井県国際交流会館 

  参加人数  外国人２名、日本人２３名 

 第２回 イスラム文化紹介とハラル料理 

  開催日   １１月７日（土）AOSSA ６階 

  参加人数  外国人３名、日本人２５名 

 第３回 クリスマスふれあいフェスタ 

  開催日   １２月５日（土）フェニックス・プラザ 小ホール 

  参加人数  外国人１０名、日本人１２２名 



12 多文化共

生の地域

づくり事業 

地域に住む日本人市民と外国人市民が交流する講座やイベントなどを地区公民館

と協力して開催した。 

 湊地区     ３回（５月９日、１０月２９日、3月２９日）開催 

   参加者数  外国人１6名、日本人 73名 

   内容  地区在住ブラジル人によるペーパークラフト講座、防災研修会等 

 東安居地区  １回（８月１３日）開催 

   参加者数  外国人７名、日本人２５名 

   内容  地区在住外国人による異文化理解イベント「ワールドツアー」 

 明新地区   １回（６月２８日）開催 

   参加者数  外国人１０名、日本人４名 

   内容  福井市総合防災訓練参加 

13 災害多言

語支援事

業 

 災害時の多言語支援センター設置及び３協会の災害時相互応援協定に関する研

修会やワークショップを開催した。 

① 鯖江市及び越前市との合同研修会（外国人の防災対策実行委員会） 

回数  ７回（4～2月） 参加延べ人数 ９８名 

会場  さばえ NPOセンター 

② 災害時語学サポーター研修会 

   開催日  平成２８年３月６日（日）福井市防災センター 

   参加人数  外国人５人 日本人ボランティア３２名 

14 異文化理

解推進事

業 

 外国人ボランティアによる母国の文化紹介行事、料理・文化教室等を実施した。 

① ワールドツアー 

 第１回 森で多文化 １DAYキャンプ 

   ５月３０日（土）福井市少年自然の家  外国人１２名、日本人５２名 

 第２回 森で多文化 １DAYキャンプ 

   ８月２５日（火）福井市少年自然の家  外国人８名、日本人４２名 

 第３回 スポーツで国際交流 

   ２月２０日（土）AOSSA ６階  外国人１２名、日本人２３名 

 第４回 クッキングワールドツアー 

   3月 26日（土）AOSSA ６階 外国人１１名、日本人 28名 

② 料理文化教室 

 第１回 ブラジル講座 クラフト 

   ８月１日（土）福井市研修センター  外国人５名、日本人４名 

 第２回 ブラジル講座 料理 

   ８月８日（土）ガスクッキングセンター  外国人３名、日本人３名 

 第３回 ブラジル講座 文化とサンバ 

   ８月２２日（土）福井市研修センター   外国人７名、日本人４名  

 第４回 ペルー料理講座 

   11月 13日（金）ガスクッキングセンター  外国人２名、日本人１２名 

 第５回 中国料理講座 

   12月 19日（土））AOSSA ６階  外国人１名、日本人１３名 



15 異文化理

解地域交

流事業 

公民館、児童館、デイサービス等に在住外国人ボランティアを派遣し、地域住民との

交流を実施した。 

  回数  ３１回 

  参加人数  １２４３名（子ども７３６名、大人５０７名） 

16 市民活動

促進事業 
国際交流・多文化共生活動を行う市民団体の事業に対し経費の一部を助成した。  

選考委員会  ５月１４日（木）協会事務所にて開催 

対象事業  ３事業  

①イングリッシュセミナー  （助成額７２，３８３円） 

  年４回開催 

  実施団体  イングリッシュセミナー実行委員会 

②外国人と日本人のための国際理解講座  （助成額２万円） 

  年２回開催 

  実施団体  アースリンク  

③国際理解講座及びフェスタ  （助成額２万円） 

  年３回開催 

  実施団体  清明国際交流クラブ 

17 外国人児

童生徒サ

ポーター

研修事業 

 日本語指導ボランティア及び通訳ボランティアを対象とした研修や運営会議を開

催した。 

① 研修会 １回 参加人数 ２０名 

   開催日  １０月１３日（火）福井県国際交流会館 

   内容  リライト教材について学ぶ講座  

② 日本語指導ボランティア運営会議（ワークショップ） 

      回数  ７回  参加人数 延べ５５名 

③ 外国籍児童のための日本語サポートクラス 

   回数  通年１６回、夏期４回 計２０回  参加人数 延べ８７名 

18 福井の歴

史文化通

訳研修事

業 

 協会登録の通訳ボランティアを対象に、福井の歴史や文化に関する通訳技術習

得のための研修会を英語、中国語、韓国語の３ヵ国語について開催した。 

 第１回～４回 朝倉氏遺跡に関する研修会    参加人数 延べ７８名 

 第５回～７回 おさごえ民家園に関する研修会  参加人数 延べ６１名 

19 会員等研

修事業 
① 北陸都市国際交流連絡会研修会 

  ７月３日(金)、４日(土) アパホテル金沢駅前 参加人数２０名 

② ネパールチャリティ講座（会員向け講座） 

  ５月１５日（金）インド料理レストラン「ガンジー」 参加人数２２名 

（３）その他の事業 

20 TOEIC公

開テスト

開催支援

事業 

福井大学を会場として実施される TOEIC公開テストの事務の一部を受託した。

なお、平成２８年１月からは別の民間事業者が受託することとなった。 

  開催数 ４回（５月～１１月）  テスト受講者数 延べ１４９０名 



21 広報紙発

行・情報

発信事業 

① 広報紙「fciaだより」発行 

 第１６号（６月３０日） 第１７号（１０月２１日） 第１８号（３月３１日) 

② 福井国際フェスティバル（福井県国際交流協会主催）でのブース出展 

  １０月２５日（日）福井県国際交流会館 

  ブース来場者数 約２２０名 

 

 

 


