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平成24年度事業計画書 

 

Ⅰ 基本方針 

   平成元年の愛媛県国際交流協会の設立以来、愛媛県内における在県外国人数

は同年の2,873人から10年間で約２倍、20年間で３倍余りにまで増加したが、平

成20年の9,728人をピークに近年はやや減少している。しかしながら、世界的な

グローバリゼーションの状況において、愛媛県でも国際交流の意義や重要性は、

ますます高まっている。実際、県内においてＮＰＯ等各種団体による国際交流

や国際協力、在県外国人への支援活動は活発化しており、様々な独自の活動が

行われている。 

   愛媛県国際交流協会は、平成24年４月１日に公益財団法人へ移行するが、依

然厳しい財政状況が継続するとの認識のもとで、経費の節減に努めるとともに、

限られた財源を効果的に活用しながら、愛媛県の地域の実情に応じた国際交流

を推進していくこととする。 

  今後の当協会事業としては、県内の国際化の状況を踏まえ、以下の点に重点

的に取組むこととする。 

 

 １ 地域の実情に応じた国際交流・国際協力活動、在県外国人支援体制の基盤  

  づくりや多文化共生の社会づくりを推進する。 

 

 ２ 平成18年度から実施しているスリランカへの協力事業と米国ハワイ州との

人材交流事業は、継続発展させ、愛媛県独自の地域レベルでの国際交流・国

際協力事業を推進する。 

 

 ３ 外国人の日本語学習支援をはじめとした各種事業については、関係機関と 

  の連携を密にして実施する。特に、現在、松山市及び近郊地域に比べて、外 

  国人支援が十分ではないと思われる東予地域・南予地域において重点的に事 

  業を実施し、支援体制をバックアップする。 

 

 

Ⅱ  事業計画（カッコ内の数字は、23年度予算額→24年度予算額） 

 

１ 国際交流・国際協力に関する情報収集・提供事業 

(１)ＥＰＩＣ情報発信事業（982千円→733千円） 

 ＥＰＩＣのインターネットホームページの運営やメールマガジンの配信により、

広く県民や関係団体との間で情報の発信・交換を行うとともに、協会の財務状況

等に関する情報公開を行う。 

また、ＥＰＩＣが実施している事業の概要をわかりやすくコンパクトに整理し

た事業案内パンフレットを作成する。 

  〔ＨＰ開設日〕 平成12年12月１日 
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〔ドメイン名〕 http://www.epic.or.jp 

〔内   容〕 

①ＥＰＩＣ及び県内国際交流団体が行うイベントをホームページやメ  

 ールマガジンで紹介 

・メールマガジンの配信 

       日本語版：月２回配信 

       英語・中国語・ハングル版：月１回配信 

        ②外国人生活相談に関する情報の提供 

        ③県内の国際交流関係団体の情報のデータベース化と検索・閲覧 

    ④協会の業務・財務に関する情報公開  

    ⑤掲示板等による情報の発信 など 

   

(２)国際交流センター運営事業（6,883千円→6,353千円） 

国際交流センターに次の機能を置く。 

 ①新聞、図書、ビデオの閲覧や貸出 

     ②パソコンを利用した海外情報の提供 

       ③在県外国人に対する生活情報、観光情報の提供       

    ④海外安全情報ネットワークや留学等の情報提供 

    ⑤国際協力に関する情報資料の提供 

    ⑥情報交換の場としてのインフォメーション・ボードの管理 など 

       

 

２ 国際交流・国際協力に関する普及啓発事業 

(１)韓国語スピーチコンテスト開催事業（新規：328千円） 

韓国文化院が実施している「話してみよう韓国語」スピーチコンテストの地

方大会を開催し、韓国語や韓国文化に対する関心を高めるとともに、韓国語学

習の一助とする。 

    〔実施時期〕  平成24年12月 

    〔場  所〕  松山市男女共同参画推進センター 大会議室 

  〔内  容〕 ・中学・高校生部門、指定スキット部門、スピーチ部門に分 

          かれて、各部門10組までの参加を予定。 

・ 中学・高校生部門は、当大会での最優秀１組が東京大会へ  

 出場。 

  〔開催経費〕 韓国文化院から補助あり。  

 

(２)国際交流イベント促進事業（964千円→386千円） 

平成23年度まで実施していた「えひめ国際まつり」の内容を一新し、(財)松

山国際交流協会が従来から実施している「地球人まつり in まつやま」と連携

して、24年度は国際交流イベントを実施する。 

 「地球人まつり in  まつやま」の概要 

    〔実施時期〕  平成25年１月 

http://www.epic.or.jp/
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    〔場  所〕  松山市総合コミュニティセンター 企画展示ホール 

  〔内  容〕 ［従来からの継続］（(財)松山国際交流協会が主に担当） 

 ・在県外国人とボランティアによるブースの出展、パフォ 

 ーマンス、チャリティバザー、民族衣装試着体験など 

         ［24年度新規］（(公財)愛媛県国際交流協会が主に担当） 

          ・企画展示ホール２階でのＥＰＩＣブースの出展 

 ・県内市町国際交流担当課、国際交流協会等のブース出展 

  や関係者のボランティア参加 

 ・県内国際交流、国際協力団体の出展 

 

(３)国際交流チャレンジ講座開催事業（219千円→312千円） 

国際交流員(中国、韓国の各１名)を講師として、日常会話や文化紹介、文化

比較などをテーマとした参加型講座を開催する。24年度は、県内各地域におい

て、市町ＣＩＲ（国際交流員）やＡＬＴ（外国語指導助手）、在住外国人等と

ともに、各市町・国際交流協会・民間団体等と協力しながら、出前講座を実施

する。 

〔開催回数〕 中国講座：５回、韓国講座：５回 

  〔場  所〕 東予地域、南予地域など県内５か所を予定 

  〔対 象 者〕 参加を希望する県民  各回20名程度 

 

(４) えひめ韓国交流促進事業（679千円→732千円） 

［(財)日韓文化交流基金との連携事業］ 

(財)日韓文化交流基金と共同で、韓国大学生等の本県訪問を受け入れ、ホ

ームステイ等を通じて、愛媛と韓国の相互理解と交流を促進する。 

   〔実施時期〕  平成25年１月頃(年１回) 

   〔対 象 者〕  韓国大学生等訪日研修団 20名程度 

 

 

３ 在県外国人等に対する支援事業 

(１)在県外国人相談・支援事業 

外国人相談システムの運営(506千円→362千円） 

  外国人生活相談員を配置し、医療、法律、教育、就労等各種悩みごとの相 

談に応じて在県外国人の生活を支援する。 

  ・外国人生活相談員：１名 

  ・関係団体とのネットワーク会議開催：年２回 

・ＥＰＩＣキャラバン支援隊（24年度は各市町国際交流協会に赴き、外国人

との交流事例調査、在住外国人の生活相談などを実施） 

  

(２)生活情報提供・県民理解促進事業（1,175千円→324千円） 

   外国人に対する情報提供体制の強化のため、生活ガイドＤＶＤを作成する。 

   〔内  容〕ハローワーク等の利用方法、運転免許更新等について 
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   〔作成枚数〕英語・中国語 各100枚 

   〔配 布 先〕外国人生活支援ネットワーク会議構成機関、各市町、市町国

際交流協会等 

 

（３）外国人サポーター養成講座開催事業（206千円→540千円） 

   23年度新規事業として、外国人の災害時対応をテーマとする「外国人サポ

ーター養成講座」を新居浜市で開催したが、24年度はさらに内容を拡充させ

て、関係市町や関係団体と連携しながら、講座や研修を実施する。 

  ①外国人のための防災体験講座 

   〔実施時期〕 平成25年１月 

   〔場  所〕 新居浜ウィメンズプラザ 

   〔対  象〕 新居浜市在住外国人 

   〔内  容〕 緊急カードや避難地図の配布、緊急電話のかけ方、消火器  

          訓練、ＡＥＤ体験、起震車体験、クイズなど 

  ②外国人サポーター語学研修 

   〔実施時期・場所〕 ・平成24年９月 愛媛県国際交流センター 

             ・平成24年11月  新居浜ウィメンズプラザ 

   〔対  象〕 行政サービス分野の通訳に関心のある方 

   〔内  容〕 ・医療制度と医療知識、訳者の基礎トレーニングとロール  

           プレイ 

          ・災害時の外国人のニーズとボランティアの役割、訳者の 

           基礎トレーニングとロールプレイ 

 

(４）外国人日本語学習支援事業（1,274千円→1,264千円） 

 在県外国人を対象に、日本語学習講座を実施することにより、日本語能力 

を向上させ、日常生活への適応と日本文化の理解を促進する。また、夏季集 

中講座では、(財)松山国際交流協会と連携しながら、韓国で日本語を学ぶ学  

生の受入れを推進する。 

①日本語グループ学習集中講座（５レベル） 

〔実施時期〕 夏季及び春季（各期10日間 １日２時間〈昼間〉） 

      〔場  所〕  愛媛県国際交流センター 

      〔対 象 者〕  16歳以上の在県外国人（夏季90名、春季50名程度） 

      〔講   師〕  日本語教育ボランティアグループ 

  ②日本語学習イブニング講座 

    在県外国人の日本語学習の機会を確保するため、前期、後期の２期実施

する。 

〔実施時期〕   前期４月～６月、後期９月～11月  

       （各期16回 週２回 １回２時間〈夕方〉） 

      〔場  所〕   愛媛県国際交流センター 

      〔対 象 者〕   16歳以上の在県外国人（120名程度） 

      〔講   師〕    日本語教育ボランティアグループ 
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 (５)日本語教育支援助成事業（373千円→292千円） 

   外国人に対する日本語教育を行う民間ボランティアを支援し、地域におけ 

  る日本語学習の機会の確保を図る。 

  ①日本語教室運営助成事業 

〔助成対象〕日本語教室を運営する民間ボランティア団体、個人、企業 

〔対象経費〕講師謝金、交通費、教材費などの直接経費 

〔助成金額〕１教室当たり上限10万円 

  ②日本語教師育成助成事業 

〔助成対象〕日本語教師育成のための研修･勉強会等を実施する民間団体、

ボランティアグループ 

〔対象経費〕講師謝金、交通費、教材費などの直接経費 

〔助成金額〕１教室当たり上限10万円 

③日本語アドバイザー派遣助成事業 

〔助成対象〕日本語教室の運営に関し、専門的知識や経験を持った日本語

教師を招き、活動の自立や活性化に役立てるボランティア団

体（参加者が５名以上） 

〔対象経費〕講師謝金、交通費 

〔その他〕 対象となる指導時間は計10時間まで 

  

（６）南予日本語学習支援事業（453千円→416千円） 

   日本語教室やボランティア日本語教師が不足している南予地域において、

平成21年度から３年間、日本語学習支援事業を実施して成果を上げてきたが、

地域独自で教室指導・運営を行う状態には至っていない。そこで、24年度も

引き続き日本語学習機会の提供をして、支援を行う。 

   〔実施時期〕前期：５月～７月、後期：９月～11月 

（週１回 ２時間 各期10回）   

   〔対  象〕16歳以上の在県外国人（20名程度） 

   〔場  所〕宇和島市内公共施設 

   〔講  師〕日本語教育ボランティアグループに委託予定 

 

(７)「Ｖ」案内所運営事業（157千円→140千円） 

外国人観光客に対し、きめ細かな情報提供サービスを行うとともに、レン

タル自転車制度の運営を行う。 

 

 

４ 地域における国際交流の推進 

(１) 国際交流団体活動支援事業（1,155千円→992千円） 

   県内の国際交流活動・協力活動団体が行う国際交流・協力活動に対する助 

  成を行うことにより、地域の実情に即した相互理解の促進を図る。 

  〔助成対象〕事業の拡充や先進性等が認められ、団体等が直接実施する本県 

        国際交流活動等の推進に寄与する事業  
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  〔対象経費〕謝金、旅費、消耗品等助成事業に関する直接経費 

  〔助成金額〕１事業当たり上限10万円 

        (総事業費から参加費収入等を減じた金額の１／２以下) 

 

(２)国際交流ふれあい事業（158千円→106千円） 

  ①ウェルカム トゥ ＥＰＩＣ開催事業 

 愛媛県国際交流センターへ学校や地域などの様々なグループを招待し、  

ゲームなどを取り入れた参加型の国際理解講座を開催する。 

     〔実施時期〕 年間随時 

      〔対 象 者〕 40名までのグループ 

      〔内   容〕・国際交流員の出身国紹介プログラム 

                  ・外国人生活相談員の国際理解プログラム 

                  ・ＪＩＣＡ国際協力推進員の国際協力プログラム 

 ②ボランティア活動促進事業 

    愛媛県国際交流センターの事業をサポートするボランティアの募集、登 

録を行う。 

       〔実施時期〕   随 時 

       〔登録区分〕 ・ホストファミリーボランティア 

・イベントボランティア 

 

(３)地域国際交流担当者連絡会議開催事業(264千円→177千円)    

   県内各地域の在県外国人の現状と課題について、地域の自治体及び国際交 

  流協会等を対象とする情報交換や連携を強化する場としての会議を開催し、  

  地域における在県外国人の支援組織づくりへとつなげる。  

   〔開催場所〕東予・中予・南予地域 

   〔開催回数〕各地域 年１回 

     〔講  師〕各地域のテーマ別に適任者を選任 

   〔対   象〕自治体・国際交流協会職員、国際交流関係団体等 各25名 

〔事業概要〕関係機関による事例発表、情報交換、ネットワークづくり、

地域の国際交流推進への取り組みの検討等 

 

 

５ 海外人材交流・協力事業 

(１)えひめ・スリランカ農業技術研修事業（2,962千円→710千円）  

   平成18年度から、愛媛県とスリランカとの間で、柑橘栽培の農業技術研修

を通して、人材交流や海外協力を行うことを目的として、スリランカ農業省

職員の受け入れや愛媛県農業関係職員の派遣を行ってきた。 

   24年度は、愛媛県から同国へ専門家を派遣し、実地指導を行う。 

 

(２)愛媛・ハワイ交流事業（2,569千円→2,175千円） 

   愛媛県と姉妹提携を締結したハワイ州から短期インターン生として現地大  
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  学生等を受け入れ、外国人等からの相談への対応や異文化理解講座の実施に 

  より、国際交流・協力に貢献しうる人材を育成するとともに、県とハワイ州 

  との友好親善に寄与する。 

       〔受入れ人数〕 ２名 

       〔受入れ期間〕 夏季の３ヶ月 

    〔内    容〕 ・窓口での県民及び在県外国人への対応 

            ・ハワイ州を中心とするアメリカ文化紹介講座の実施 

           ・地域で開催される行事における地域住民との交流   

           ・県内中・高・大学におけるハワイの文化の紹介、交流 

           ・ＨＰ等での情報発信 

 

（３）えひめ海外移住者交流促進事業費（2,593千円→2,600千円） 

旧（財）愛媛県農業拓殖基金協会からの寄付金を活用し、県海外移住者関

係者への支援・交流を促進する。 

  ①海外移住県人の里帰り経費補助事業 

        〔実施時期〕 平成24年10月頃 １週間程度 

    〔対 象 者〕 ３名程度 

           ・愛媛県出身の移住者及びその親族 

           ・移住国における愛媛県人会の会員 

           ・事業実施年度の４月１日現在で年齢３０歳以上   

        〔対象経費〕  渡航費及び滞在費 

    〔そ の 他〕 当事業により帰国する海外移住県人との連絡調整や、里

帰り時の行動サポートに協力をいただく愛媛県海外協会

に対して、１県人会あたり10万円の事業負担金を支出 

  ②在外県人会記念事業活動費補助 

    愛媛県出身の親睦交流組織として結成された県人会に対し、創立記念に 

   係る活動（記念誌の発行、記念式典の実施等）を支援することにより、来 

   日困難な移住者及びその親族等関係者に対し、現地での日系人社会の発展 

   と対日理解及び親善交流を図る。 

    〔対象事業〕 県人会が主催する創立記念に係る活動 

           （記念誌の発行、記念式典の実施等） 

    〔対象経費〕 謝金、交通費、消耗品費等の直接経費 

                   （団体運営にかかる費用は対象外） 

    〔補助金額〕 １事業について上限110万円            


