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事業名

【姉妹友好都市交流事業】

1

福井市の友好都市である中国杭州市から中学生をジュニア大使として受け入れ、イン
グリッシュサマーキャンプへの参加、足羽高校訪問、ホームステイ、県内視察などを通
ジュニア大使受 して福井の文化を紹介し、交流した。
入事業
受入都市：杭州市
受入人数：１２人（生徒９人、引率者３人）
受入日程：平成２９年７月３１日（月）～８月６日（日）

国際対応力のある人材の育成を図るため、福井市の中学生をジュニア大使として姉妹
友好都市に派遣した。
ジュニア大使派
2
派遣都市：杭州市、水原市
遣事業
派遣人数：各１３人（生徒１０人、引率者３人） 計２６人
派遣日程：平成３０年３月１９日（月）～２５日（日）
姉妹友好都市青少年相互の文化作品の交流を促進し、青少年の交流と国際理解を深め
た。
1. 全米姉妹都市インターナショナル中高校生絵画展
第２９回福井市コンクール
青少年文化交流
3
応募数：３８点（中学校２校１３点、高校４校２５点）
事業
実施時期：１２月～１月 （絵画展本選は翌年度５月）
2. 第１３回「天眼杯」中国・杭州市の国際少年児童漫画大会
応募数：１２８点（小学校３校９３点、中学校３校９点、高校３校２６点）
実施時期：２月～３月 （授賞式は翌年度９月）
市民訪問団受入
4
事業

本市の姉妹友好都市からの市民訪問団を受け入れ、市民レベルでの交流を促進した。
受入都市：アメリカ ニューブランズウィック市（姉妹都市提携３０周年）
受入人数：１５人
受入日程：平成２９年１０月４日（水）～９日（月）

市民訪問団派遣
5
事業

本市の姉妹友好都市へ福井市民訪問団を派遣し、市民レベルでの交流を促進した。
派遣都市：アメリカ ニューブランズウィック市（姉妹都市提携３０周年）
派遣人数：１４人
実施時期：平成２９年１１月１１日（土）～１３日（月）
韓国 水原市とのスカイプ交流
実施回数：１２回（４月～３月）
参加者総数：福井市民９４名、水原市民５４名、のべ計１４８名

6

市民文化交流促
進事業

韓国 水原市からのスカイプ交流訪問団受入
受入人数：１０名
福井市からの交流参加者：１３名
受入日程：平成２９年５月１９日（金）～２０日（土）
内
容：交流昼食会、一乗谷朝倉氏遺跡見学、和菓子作り体験、東尋坊見学、
三国祭参加
韓国 水原市囲碁交流団受入
受入人数：１４名
福井市からの交流参加者：２８人
受入日程：１１月４日（土）～１１月６日（月）

【多文化共生交流事業】
日本語指導ボランティアや通訳・翻訳ボランティアを市内小中学校に派遣し、外国人
児童生徒や帰国児童生徒への日本語初期指導及び学校生活に対応するために必要な通訳
外国人児童生徒
7
を実施した。
サポート事業
日本語指導：５７８回 対象児童生徒１８人
通
訳： ３１回 対象児童生徒 ９人
日本人市民と外国人市民が日本語で気軽に交流し、それぞれの文化を理解するととも
に、多文化共生社会実現に向けた情報交換や意見交換を行う「しゃべり場」を開催し
交流型日本語教
8
た。
室事業
実施回数：２３回 外国人１４９人、日本人１４１人、のべ計２９０人
会
場：フェニックス・プラザ、福井市総合ボランティアセンター
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外国人実習生受入団体連絡協議会と協力し、実習生の日本語学習のワークショップ等
技能実習生日本 を開催し、実習生の日本学習を支援した。
9
語学習支援事業
実施回数：１回
参加者数：外国人３３人、日本人５人、のべ計３８人
外国籍市民を対象に、日本の文化や習慣への理解を深めるため、福井の伝統文化の体
験、行事参加、施設紹介などを実施した。
日本文化体験学
４月 ８日（土）イングリッシュウォーク 外国人 ９人 日本人１６人
10
習事業
４月２３日（日） 能楽鑑賞会
外国人１６人 日本人 ５人
８月１９日（土） 万灯夜
外国人１４人 日本人 １人
８月１６日（金） 能楽鑑賞会
外国人 ３人 日本人 ２人
市民が多文化共生社会の在り方を考える機会を設け、市民の多文化共生に対する意識
の高揚と知識の向上を図り、グローバルフェスタを開催した。
多文化共生推進
日
時：１０月１４日（土）１１時～１５時
11
事業
会
場：ハピテラス
内
容：世界の文化紹介ブース、世界の歌や踊りステージ等
参加者数：約３，０００人
地域に住む日本人住民と外国人住民が、その地域において交流し、信頼できる人間関
係を築くきっかけとなる場を地区公民館等と協力して提供した。また、外国人市民の総
合防災訓練参加を支援した。
松本地区 ６月２５日（日）松本地区防災訓練参加 外国人５人 ボランティア４人
１０月１９日（日）松本地区民生委員会で多文化共生推進について説明
多文化共生の地
日本人２５人
12
域づくり事業
湊地区
６月２５日（日）湊地区防災訓練参加 外国人９人 ボランティア１人
９月３０日（土）ねじり編みブレスレット作り講座
外国人１人、日本人７人
３月２８日（水）湊地区ワールドツアー 外国人６人、日本人３１人
社北地区 ６月２５日（日）社北地区防災訓練で総合ボランティアセンター訓練参加
事務局１人
災害時の多言語支援センター設置の体制づくりと、センター設置の具体的な計画作成
に向け、近隣市町の国際交流団体と連携して、研修会やワークショップを開催した。ま
た、外国人の防災意識向上を目的に、防災キャンプ等を開催した。

13

災害多言語支援
事業

〇鯖江市・越前市との協働事業「外国人の防災対策実行委員会」
第１回：実行委員会 日時：６月２２日（木） １２人
第２回：研修会「情報難民ゼロプロジェクトについて」
日時：８月１８日（金）２６人
第３回：実行委員会 日時：９月２９日（金）
８人
〇防災キャンプ等
第１回 ワールドわんぱくサバイバルキャンプ
（初期消火、ロープワーク、ＡＥＤ、応急処置、着衣水泳）
日時：７月２９日（土） 外国人１０人、日本人１０人
第２回：消防訓練参加
日時：９月３０日（土） 外国人２人、ボランティア１人
第３回：災害時通訳ボランティア研修会
日時：３月１１日（日） 外国人２人、日本人１３人
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市民の多文化共生への理解を深めるため、在住外国人ボランティアによる母国の文化
紹介ワークショップ、市内施設を利用したイベント、料理・文化教室等を実施した。
第１回 子どもまなびフェスタ ワールドブース出展
日時：４月１５日（土）、１６日（日） ＡＯＳＳＡ
外国人２２人、ブース来場者１，１６６人、ボランティア２１人
第２回 ワールドリレー（芝政リレーマラソン参加）
日時：６月１８日（日） 芝政 外国人７人、日本人５人
異文化理解推進
14
第３回 クッキングワールドツアー
事業
日時：７月１日（土） ＡＯＳＳＡ 外国人８人、日本人３８人
第４回：クッキングワールドツアー（中央公民館青年講座との共催）
日時：１０月７日（土） ＡＯＳＳＡ 外国人７人、日本人１５人
第５回：おもてなし英会話講座（中央公民館青年講座との共催）
日時：１１月２１日（火）ＡＯＳＳＡ 外国人１人、日本人５人
第６回：日本のお弁当作り講座（福井市社会福祉協議会との共催）
日時：１２月３日（日）ＡＯＳＳＡ 外国人２人、日本人６人

公民館などの社会教育施設、福祉施設、児童館、学校等での集まりに在住外国人ボラ
異文化理解地域 ンティアを派遣し、地域住民との交流を通して異文化理解を促進し、多文化共生の地域
15
交流事業
づくりを推進する。
回数：２０回 子ども１７４人、大人４１２人、計５８６人

市民レベルでの国際交流・多文化共生活動を推進するため，市内で活動する市民団体
が新たに企画・実施する各種の国際交流・多文化共生事業を募集し、優れた事業に対
市民活動促進事
16
し、その経費の一部を助成する。
業
該当団体なし
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教材の研究・開発
など、技能向上や知識習得にあたった。また、放課後日本語サポートクラスを開催し
た。
外国人児童生徒
日
時：８月１９日（土） 子どもの日本語ワークショップへのボランティア派遣
17 サポーター研修
派遣人数：３人
事業
外国籍の子どものための日本語サポートクラス
回数：２１回 子ども４５人、ボランティア３３人

計７８人

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
めの研修会を開催し、国際交流・多文化共生交流における通訳ボランティア活動機会の
拡大を図った。
研修会： 年５回
福井の歴史文化
第１回 ７月１６日（日） 永平寺での１日研修 日本人１９人
18
通訳研修事業
第２回 ８月２０日（日） 案内翻訳作業 日本人 １０人
第３回１１月１１日（土） ＮＢ受入れ 一乗谷朝倉氏遺跡２人 ＮＢ訪問団１４人
第４回 ３月１８日（日） 案内資料作成 日本人 ８人
第５回 ３月１８日（日） 実践案内（永平寺） 日本人１０人 外国人２１人
対象外国語： 英語、中国語、韓国語

19 会員等研修事業

第１回：国内研修（北陸都市国際交流連絡会研修会参加）
日時：７月７日（金）～８日（土） 外国人１人、日本人１４人
第２回：会員意見交換会
日時：８月４日（金）ＡＯＳＳＡ ３２人
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【その他】
広報紙「fciaだより」を７月、１０月、３月に発行
ホームページやフェースブック等のＳＮＳを利用し、情報を発信した。
広報紙発行・情
20
福井街角放送で外国人ボランティアによる外国語を交えた情報番組（１５分）を発信
報発信事業
した（第１、第３木曜日 午後４時半～４時４５分）。
福井県国際交流協会が主催する「福井国際フェスティバル」に参加した。

