
               令和４年度  事業計画書  

                               
【公益目的事業（国際化促進事業）】 〔予算額   146,721 千円〕 

本県の国際化に寄与することを目的に、幅広い県民の参加による全県的な国際理解、国際交流・ 

国際協力および多文化共生を推進するため、下記のとおり事業を実施する。 

1 国際交流事業 〔予算額  1,863 千円〕 

事 業 名 実 施 概 要 

(1) CIR と英語で国際交流事業 

【指】 

〔76 千円〕 

CIR（国際交流員）と英語で気軽に、楽しく交流できる場を設け、英語に

触れる機会を提供する。 

○英語のお話し会（リモート BUZZ CAFÉ 2022）  

中学生以上対象 

リモートで実施 

毎月テーマを決めて英語で交流する。(全 6 回) 

○絵本の読み聞かせ会（英語で！STORY TELLING@FIA） 

未就学児とその保護者対象 

     英語の絵本の読み聞かせや手遊び歌等を通じて英語に慣れ 

親しむ。（全 3 回） 

(2) 国際交流・協力のつどい 

開催事業【指】 

〔1,600 千円〕 

国際交流会館および嶺南地域において県民および外国人がともに集

い、多様な異文化に触れ合う機会を提供するとともに、国際交流・協力に

取り組む県内団体の活動等を紹介する。 

○福井国際フェスティバル開催事業 〔1,300 千円〕 

○REINAN 国際交流のつどい開催事業 〔300 千円〕 

(3) 福井県国際交流関係団体 

連絡会支援事業【指】 

〔187 千円〕 

県内の国際理解、国際交流・協力活動に取り組んでいる団体・グルー

プが相互に意見交換、連携を図り、事業を推進するなど、その資質向上

と継続的な活動ができるよう運営費の補助等を行う。 

○福井県国際交流関係団体連絡会支援事業 〔85 千円〕 

○嶺南地域国際交流推進連絡会支援事業 〔102 千円〕 

２ 国際協力事業〔予算額  17,141 千円〕 

事 業 名 実 施 概 要 

(１) 技術研修員受入事業【受】 

〔16,364 千円〕 

国際協力の推進のため、技術研修員等を受け入れ、必要な技術の習

得および県民との交流を通じて、研修員の母国の技術の向上、経済発展

と国際的視野を有する人材育成に寄与するとともに、日本と相手国の相

互理解と友好親善に資する。 

○海外技術研修員受入  （ブラジル 3 名…8 か月）〔9,997 千円〕 

○浙江省技術研修員受入（2 名…8 か月）〔6,367 千円〕 

(2) 海外ボランティア支援事業【受】 

〔777 千円〕 

本県出身の青年海外協力隊員等の要請に応じ、派遣国での活動に必

要な物資を広く県民から募集し、現地での活動・交流に役立てるととも

に、県民の国際協力への意識を高める。 

自 令和４年４月 １日 

至 令和５年３月３１日 



３ 国際理解・研修事業〔予算額  6,812 千円〕 

事 業 名 実 施 概 要 

(1) おちゃっとサロン開催事業【指】 

〔277 千円〕 

国際交流会館および嶺南センターが県民にとって利用しやすい施設

となるよう、県民が外国人と気軽に交流できる場を設け、世界の多様性を

知る機会を提供する。(全 12 回) 

(2) 留学生県内就職・定着支援事業

【受】 

〔5,334 千円〕 

海外展開のため外国人留学生の採用等を計画している県内企業に対

し、オンラインによる留学生採用支援セミナー、定着支援セミナーと対面

による留学生との企業説明会を開催するほか、県内企業に就職が決まっ

た留学生に対し、就職支援奨励金の助成や社内定着を図るためのオン

ライン日本語講座を開催する。 

(3) 国際理解促進講座開催事業 

【自】 

〔349 千円〕 

県内の小中学校に、外国人講師等の派遣・受入れをすることにより、

多様な文化や価値観を学ぶとともに、積極的にコミュニケーションを取る

ことができるグローバルな人材を育成する。 

(4) ○新 ＳＤＧｓ推進事業【自】 

〔122 千円〕 

  ＳＤＧｓの紹介展示を通して、ＳＤＧｓに対する関心や理解を深め、地球

規模の課題に向き合い、自然環境や生活環境等の良化に繋げる。 

(5) 海外派遣事業 

〔730 千円〕 

時代を担う若者等に国際的視野を養ってもらい、県民レベルでの相互

交流や友好親善の促進を図るため、県民を派遣する。 

○フィンドレー大学奨学生派遣【自】〔283 千円〕 

○研修生中国派遣促進【受】〔447 千円〕 

４ 多文化共生事業〔予算額 18,928 千円〕 

事 業 名 実 施 概 要 

(1) 多言語防災カード作成事業 

【自】 

〔330 千円〕 

福井県内に在住している外国人や外国人観光客等向けに災害が起こ

った時にすべき行動や福井県の防災情報等が書かれたカードを配布

し、防災意識を高める。 

(2) 外国人相談体制強化事業【受】 

〔9,280 千円〕 

ア ふくい外国人相談センター運営 

イ 出張法律相談会 



 

(3) 外国人が暮らしやすい環境 

づくり事業【受】 

〔5,748 千円〕 

平成３１年４月の入管法改正により、今後も在住外国人の増加が見込

まれることから、外国人の長期在住、活躍による今後の地域の活性化を

図るため、在住外国人が地域に馴染み生活しやすい環境づくりを進め

る。 

（１）各地域での日本語ボランティア養成講座開催 

（２）市町等との連絡会議の開催 

（３）災害時における外国人支援研修会の開催 

（４）国際交流協会ホームページの自動翻訳システム運営 

（５）外国人コミュニティーリーダー養成 

(4) 外国人生活相談事業【指】 

〔2,258 千円〕 

○日常生活において必要な情報や教育等の悩みの相談に対応する。 

○無料弁護士相談、無料行政書士相談（各月 1 回） の開催 

(5) ボランティア登録・活動推進 

事業【自】 

〔136 千円〕 

国際交流・協力活動、異文化理解、国際理解、多文化共生の促進を

図るため、人材の登録と公的機関等への紹介を行う。 

(6) 日本語常設講座開催事業【指】 

〔487 千円〕 

日常生活を営む上で必要な初級から初中級レベルの日本語を学ぶた

めの講座を開催する。（前期・後期 全 8 コース） 

(7) 医療・災害における外国人 

支援事業【自】 

〔451 千円〕 

緊急時に弱者となりうる外国人を支援するため、医療、災害時におけ

る外国人支援体制を整える。 

○外国人医療支援セミナー 

（医療・保健・福祉従事者用、医療通訳サポーター用） 他 

○災害時外国人支援者研修会 

○災害時外国人支援ツール整備・配布  他 

(8) 日本語支援事業【指】 

 

〔238 千円〕 

新規の日本語指導ボランティアの養成およびすでに活動しているボラ

ンティアの日本語指導技術の向上を図ることにより、多様な在住外国人

の日本語学習ニーズに応えられる地域づくりを進める。 

５ 情報提供・発信事業〔予算額  772 千円〕 

事 業 名               実  施  概  要 

(1) 情報誌発行事業【指】 

〔367 千円〕 

県民と外国人に、国際交流・協力活動への参加促進、国際理解の 

促進のため、情報紙を発行する。 

○多言語情報紙「FIA Pocket」（やさしい日・英・中・伯・越）【指】 

○協会年報発行【自】 

(2) インターネットによる情報提供 

事業【指】 

〔405 千円〕 

インターネット等を利用し、県民に広く国際交流・協力情報を発信 

する。 

○ホームページ 

○フェイスブック 

○Instagram 

 



６ 旅券発給（事務補助）事業 〔予算額 13,903 千円〕 

７ 福井県国際交流会館管理運営事業 〔予算額 87,302 千円〕 

外国新聞・図書等常備〔1,019 千円〕                                                               

上記１から６の事業の活動拠点である国際交流会館と国際交流嶺南センターの維持管理〔86,283千円〕                                                                                                                        

  

【収 益 事 業】 〔予算額   54,216 千円〕 

１ 公益目的事業以外の施設管理運営事業（福井県国際交流会館）〔  48,801千円〕 

２ 喫茶運営事業(福井県国際交流会館)〔 5,415千円〕 

 

【法人運営事業】 〔予算額 18,547 千円〕 


