議案第２号

１. 平成 26 年度事業報告
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【ボランティア】平成 26 年度ボランティア活動参加者 118 名
登録者数（複数登録者あり）
交流員事業
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事業概要
１．国際理解事業
（１）国際交流まつり事業
（２）外国人市民による文化紹介事業
（３）国際交流員活動事業
２．多文化共生事業
（１）多文化共生まちづくり事業
（２）留学生支援事業

2,822 千円
2,170 千円
78 千円
574 千円
11,575 千円
229 千円
11,346 千円

３．団体等活動支援事業

449 千円

（１）連携推進事業

419 千円

（２）ボランティア等育成事業
４．情報サービス事業
（１）情報収集提供事業
（２）本町交流スクエア事業

30 千円
6,271 千円
6,053 千円
218 千円

１．国際理解事業【決算】2,822 千円
（１）国際交流まつり事業

①国際交流まつり 2014 の開催

【決算】2,170 千円 ・日時：平成 26 年 6 月 28 日(土)～29 日(日)
・会場：しいのき迎賓館広坂緑地・石の広場
・参加：40 団体
・主催：国際交流まつり 2014 運営委員会
（参加団体及び当財団で構成）
（２）外国人市民による文化紹介事業

①世界の家庭料理教室の開催

【決算】78 千円 ・ワールドクッキング教室～第 1 回インドネシア～
平成 26 年 5 月 21 日（水）19 名
・ワールドクッキング教室～第 2 回タイ～
平成 26 年 8 月 27 日（水）17 名
・ワールドクッキング教室～第 3 回フィリピン～
平成 26 年 10 月 15 日（水）17 名
・ワールドクッキング教室～第 4 回スペイン～
平成 26 年 12 月 10 日（水）20 名
（３）国際交流員活動事業

①国際理解講座の開催

【決算】574 千円 ・やってみよう！英語コミュニケーション
平成 26 年 5 月 30 日（土）6 月１日（日）11 名
・国際交流員ジュリーの文化紹介講座
～伝統豊かな東フランス～
平成 26 年６月 14 日（土）13 名
・作ってみよう！韓国屋台料理Ⅱ
～「キンパプ」
、
「トッポッキ」作り～
平成 26 年７月６日（日）14 名
・文化も楽しめる！はじめての韓国語講座
平成 26 年８月９日（土）10 日（日）11 名
・国際交流員ウェルナのベルギー紹介講座～食と歴史～
平成 26 年 10 月 25 日（土）14 名
・作ってみよう！中国家庭料理
平成 26 年 11 月９日（日）15 名
・アメリカとフランスのクリスマスを体験しよう！
平成 26 年 12 月 14 日（日）30 名
・フランスの“クレープ祭り”を味わってみよう！
平成 27 年２月８日（日）21 名
平成 27 年３月１日（日）14 名
②総合学習・講演会・研修会等への講師派遣
・小中学校・公民館 延 57 か所
③その他
・国際交流員による通訳・翻訳、相談業務等

２．多文化共生事業【決算】11,575 千円
（１）多文化共生まちづくり事業
【決算】229 千円

①多文化共生まちづくりに向けた活動、調査
市内大桑地区、田上地区をモデル地区とし、
「まちの日本
語教室」等の事業を開催し、外国人市民と地域住民の相
互理解、相互交流のためのノウハウを習得蓄積する。
1)まちの日本語教室
大桑地区：毎月第２、４土曜日 11:00～13:00
大桑町市営住宅集会場
田上地区：毎月第４土曜日 13:30～15:00
石川県留学生交流会館
2)その他の事業
・若松杜の里さくら祭り参加
日程：平成 26 年 4 月 12 日（土）
地区：田上地区
主催：若松杜の里さくら祭り実行委員会
・若松杜の里秋祭り参加
日程:平成 26 年 9 月 21 日（日）
地区：田上地区
主催：若松杜の里秋祭り実行委員会
・せかいのおともだちをつくろう
日程：平成 26 年 11 月 15 日（土）
地区：田上地区
共催：杜の里児童館

②外国籍の子どもサポート
・泉小学校日本語教室｢コスモス｣の学習活動支援
泉小学校日本語教室「コスモス」に子弟を通わせている
保護者に対する支援（週５回実施）
・
「日本の学校について知ろう！第６回日本語を母語
としない子どもと保護者のための高校進学説明会」
外国人児童生徒やその保護者に向けて、高校進学の仕組
みや進路に関しての説明会を実施
日 程：平成 26 年９月 28 日（日）
会 場：近江町交流プラザ
参加者：13 名

（２）留学生支援事業
【決算】11,346 千円

①国民健康保険料等助成の実施
大学・専門学校の所得 33 万円以下の私費留学生に保険料
７割減額後の残り３割を助成（保険料負担は実質なし）
・助成件数：682 名 10,964,277 円
②新規留学生の生活ガイダンス
・留学生が多く在籍する大学に出向き、国民健康保険・ゴ
ミ・防災等を説明
金沢大学

平成 26 年 ４月 ４日（金）
平成 26 年 ９月 26 日（金）
平成 26 年 10 月 ３日（金）

北陸大学

平成 26 年 ４月 ５日（土）

金沢星稜大学 平成 26 年 ４月 ３日（木）
③新規留学生の金沢歴史・文化体験
新規留学生を対象に、金沢の歴史・文化等の様々な体験
機会を提供
・歴史・文化体験
第１回 平成 26 年 ５月 17 日（土）和菓子・茶道体験
第２回 平成 26 年 11 月８日（土）味噌蔵見学・箔貼
り体験
・金沢暮らし入門（ホームビジット）
第１回 平成 26 年６月 14 日（土）
第２回 平成 26 年 11 月 22 日（土）
・地域行事への参加
第１回 若松杜の里さくら祭り
平成 26 年 4 月 12 日（土）
第２回 国際交流まつり 2014
平成 26 年 6 月 29 日（日）
第３回 若松杜の里秋祭り
平成 26 年 9 月 21 日（日）

３．団体等活動支援事業【決算】449 千円
（１）連携推進事業

①民間国際交流団体活動支援助成
【決算】419 千円 ・金沢日仏協会等 ９件 383,000 円
②民間国際交流団体の活動への共催・後援等
・石川県ロシア協会等への名義後援９件
③国際交流関係団体連絡会
・当財団及び参加団体相互の情報交換
日 程：平成 27 年 2 月 18 日（水）
参加者：35 団体（加盟 90 団体）
④北陸都市国際交流連絡会総会・研修会（富山市）
日 程：平成 26 年７月４日（金）
参加者：8 都市 11 協会から 60 名
内 容：北陸３県の自治体と国際交流協会が集い、情報
交換と課題解決を目指す。
研修会：
「地域で暮らす外国人とともにつくるインバウン
ド観光～北陸新幹線開業をきっかけに～」
「多文
化の子どもたちへのサポートの実現に向けて～
はじめの一歩～」をテーマにグループディスカ
ッションを実施
⑤ＪＩＣＡとの連携
金沢に滞在するＪＩＣＡ研修員を対象に、金沢の文化・
家庭生活を体験する機会を提供するため、ボランティア
宅でホームビジットを実施
・メキシコ、ミャンマー研修員ホームビジット受入れ
日 程：平成 26 年７月 12 日（土）
内 容：研修員 11 名を 9 家庭で受入れ

（２）ボランティア等育成事業
【決算】30 千円

①ＫＩＥＦ全事業に随時ボランティアが活躍
平成 26 年度ボランティア活動参加者：118 名
・新規ボランティア募集説明会
第１回 日 程：平成 26 年４月 12 日（土）
参加者：28 名
第２回 日 程：平成 26 年９月 13 日（土）
参加者：12 名
②国際的人材の育成
・国際コース等への講師派遣
金沢ボランティア大学校（国際交流コース） ４件
金沢大学（共通教育機構・国際学類）

２件

金沢医療センター附属金沢看護学校

１件

４．情報サービス事業【決算】6,271 千円
（１）情報収集提供事業

①ＫＩＥＦひろばを活用した情報提供

【決算】6,053 千円 ・閲覧・貸出用図書、雑誌の購入
・図書、ＣＤ、雑誌貸出実績

35 冊
30 冊

・民間交流団体等の情報・ポスター掲示 87 件
・相談による各種情報の提供

105 件

②「ＫＩＥＦニュース」の発行（８月、３月）
・第 75、76 号（日英各 1,000 部発行）
③財団ホームページによる情報提供
http://wwww.kief.jp/
・内容：財団からのお知らせ、各種団体からのお知らせ
（２）本町交流スクエア事業

①国際交流まつり 2014PR 展

【決算】218 千円 ・内容：国際交流まつり 2013 の来場者やスタッフのメッセ
ージ、
パネル写真等を展示し、
国際交流まつり 2014
の開催をＰＲ
・日程：平成 26 年３月３日（月）～６月 26 日（木）
・主催：当財団
②西安日中友好書画展
・日程:平成 26 年６月 28 日（土）～29 日（日）
・主催：石川県日中友好協会
④多文化が共生する県民フェスタパネル展
・日程：平成 26 年 10 月 12 日（日）
・主催：石川県国際交流協会
⑤フェスタバイカル 2014 友好交流写真展
・日程：平成 26 年 10 月 14 日（火）～19 日（日）
・主催：金沢市ロシア協会
⑥21 世紀石川少年の翼 交流写真展
・日程：平成 26 年 10 月 25 日（土）～11 月２日（日）
・主催：石川県海外青年交流協議会
⑦ベトナム児童絵画展
・日程：平成 26 年 12 月２日（火）～平成 27 年１月４日（日）
・主催：北陸ベトナム友好協会
⑧北陸新幹線開業によせる外国人市民のメッセージ
・日程：平成 27 年３月７日（土）～５月 10 日（日）
・主催：当財団
＜関連企画＞
『国際交流カフェ～多文化の隣人たちと交流しよう
～』
・内容：市内在住の留学生が母国のお菓子を紹介。
・日程：平成 27 年３月７日（土）
・主催：当財団

