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令和 2年度公益財団法人水戸市国際交流協会事業計画書 

 

１ 基本方針  

当協会は，平成 7年の設立以来，市民レベルの国際交流活動を推進しながら，国際交

流に関する各種事業等の実施や水戸市国際交流センターの管理運営を柱として，地域に

おける国際化に関わってきました。 

昨今の社会経済環境の構造的変化に伴い，地域の国際化が進むなか，本市の観光振興

への取り組みや，入管法改正による在留資格の新設などから，本市及び周辺市町村への

外国人の来訪・在住は今後一層増加することが予想され，地域における多文化共生の必

要性はますます高まっています。 

令和 2年度につきましても，市民，関係団体，行政などとの連携を図りながら，本市

の国際交流の中核的組織として，水戸市国際交流センターを拠点に，地域の多文化共生

推進のための様々な事業を展開してまいります。 

具体的には，海外諸都市との国際交流事業として，水戸市と中華人民共和国重慶市が

友好交流都市締結 20 周年を迎えるに当たり，両市間の親善訪問団の派遣及び受入事業

や青少年交流事業を行うほか，記念誌発行事業，記念行事などを実施し，一層の交流促

進を図ります。国際親善姉妹都市アナハイム市とは，親善訪問団の受入事業を行うほか，

学生親善大使の派遣及び受入事業を継続して行うなど，一層の交流促進を図ります。ま

た，他の海外諸都市との友好交流も視野に入れ，市と連携をとりながら，一層の交流を

進めてまいります。 

 地域市民と外国人市民との交流に対する支援事業では，「国際交流のつどい」や各種

国際交流パーティーなどを通して，国際交流団体等の活動紹介や外国人市民との交流の

場の創出に努めてまいります。また，各国の文化への理解を深めるため，国際理解講座

を開催してまいります。さらに，子どもたちの国際理解の促進を図るため，市内の小学

校等への外国人のゲストティーチャーの派遣を積極的に実施してまいります。 

 市内及び周辺の外国人市民に対する支援事業では，定期的に開催する「どようサロン」

及び「ティーパーティー」や市内在住外国人児童・生徒に対する日本語教育の支援等を

実施するとともに，水戸市で暮らすために必要な知識や情報を提供する多言語生活ガイ

ドの改訂，外国人向け生活情報紙の発行，市民団体と協働して防災意識の啓発を図るな

ど，生活する外国人の支援に向けた施策の充実に努めてまいります。外国人材の受入れ

拡大に伴い，外国人市民が増加，多様化しつつあることから，生活に必要な日本語の学
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習支援の重要性は，今後ますます高まると予想されます。既存の日本語ボランティア団

体の活動支援を継続するとともに，新たなボランティアの担い手や，活動の場の創出に

向けて，環境を整えてまいります。また，地域住民と外国人とが同じ地域に暮らす市民

として互いに認め合い，共に地域づくりができる多文化共生の実現に向けて事業を推進

してまいります。 

さらに，「MITO インターナショナルライブラリー」につきましては，より多くの市

民に利用していただけるよう引き続き所蔵資料の整備に取り組んでいき，ライブラリー

を活用した事業を展開してまいります。また，水戸市から受託している水戸市国際交流

センターの管理運営につきましても，今後とも，市民サービスの一層の向上に努め，国

籍を問わず，市民の皆様に親しまれる施設となるよう努力してまいります。 

 

 

２ 国際交流事業 

(１) 海外諸都市との国際交流事業 

市民間の交流，相互理解，友好親善を目的に，国際親善姉妹都市アナハイム市，

友好交流都市重慶市との交流を更に深めます。 

ア 国際親善姉妹都市アナハイム市との交流事業 

(ア) アナハイム市からの訪問団受入 

内容：市民との友好交流，歓迎レセプション 

対象：アナハイム市民 

時期：現在調整中 

(イ) 水戸市学生親善大使の派遣 

内容：アナハイム市でのホームステイ等を通じて，市民との友好交流，

アメリカの歴史・文化等の学習と体験 

       対象：13歳以上 17歳までの学生（8名程度） 

時期：7月下旬から 8月上旬 

(ウ) アナハイム市学生親善大使の受入 

       内容：市民宅へのホームステイや学校への授業参加等を通して，日本文

化への理解と友好交流 

       対象：アナハイム市の学生（6名程度）及び引率者 

       時期：6月下旬から 7月上旬 

イ 友好交流都市重慶市をはじめ海外諸都市との交流の推進 

(ア) 重慶市親善訪問団の派遣 

内容：重慶市民との友好交流，行政・文化視察 

 対象：市民 
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 時期：10月中旬から 11月中旬 

(イ) 重慶市からの訪問団受入 

内容：市民との友好交流，歓迎レセプション 

対象：重慶市民 

時期: 現在調整中 

(ウ) 重慶市青少年交流事業 

内容：重慶市青少年交流団の受入等 

       対象：水戸市及び重慶市の中学生等 

時期：現在調整中 

(エ) 他諸都市との交流 

内容：アナハイム市，重慶市以外の都市との交流 

時期：随時 

 

 

(２) 市民の国際交流活動に対する支援事業 

国際交流ボランティア団体等の活動が，円滑に行えるよう支援していきます。 

また，市民に対し，団体等の交流活動の紹介や講演会を通じ，国際理解を深め

てもらうための啓発事業を行います。 

ア 国際交流のつどいの開催 

内容：市民の国際理解を深めるため，国際交流に関する講演会や料理教室等

を開催 

対象：市民，外国人 

時期：2月から 3月 

イ 国際交流団体活動紹介展の開催 

内容：市内で行われている国際交流活動について市民に周知し，参加を促進す

るため，センターを拠点に活動する国際交流団体の活動紹介展を開催 

対象：市民，外国人 

時期：年 5回 

ウ 国際交流団体連絡会の開催 

     内容：国際交流ボランティア団体が，互いの情報や意見を交換できる環境の

促進 

     対象：当センターを利用する国際交流ボランティア団体等 

時期：12月 

エ 外国人に日本語指導をしているボランティア団体への支援 

     内容：センターを拠点に外国人に対して日本語指導をしているボランティア

団体のネットワーク組織（MIJネットワーク）が行う研修会等の活動

を支援 
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対象：日本語ボランティア団体 

     時期：連絡会議(毎月)，研修会(10月，1月) 

 

 

(３) 国際交流に関する講座等の実施事業 

市民に，国際交流及び世界の文化などについて理解を深めてもらうため，各種

の講座を行います。また，国際交流パーティーを開催し，市民と外国人との交流

の場の創出に努めます。 

また，市内の学校や地域団体に国際理解や国際交流のため，外国人を講師とし

て派遣します。 

ア 国際理解講座の開催 

     内容：世界各国の生活・文化・歴史等の理解を深めるため，関係団体等の協

力を得て国際理解講座を開催 

     対象：市民（子ども～大人） 

時期：親と子の国際理解講座     6月，1月 

国際理解のつどい            12月 

        世界の文化講座        7月～8月，9月～10月，1月～2月 

世界の文化と芸術講座      1月～ 2月 

    世界の料理講座         6月～7月，11月～12月，1～2月 

    子どものための国際教育講座   7月～9月 

    本と親しもう｢読み聞かせ/読書会」  6月，12月，3月 

    そのほかの国際理解講座    随時 

  イ 国際交流パーティーの開催 

     内容：日本文化や様々な国の文化にふれあうことができるパーティーをボラ

ンティア団体と共に開催 

     対象：市民，外国人 

     時期：10月，1月（年 2回） 

  ウ 国際理解のための外国人紹介 

内容：水戸市の英会話教育事業を支援し，国際理解及び国際交流を促すた

め，要望のあった市内の学校等に外国人を講師として派遣 

     対象：市内の学校及び地域団体等 

     時期：随時 

 

 

(４) 外国人市民に対する支援事業 

外国人市民に対し，水戸市や日本の文化の良さを理解してもらうため，各種事

業を行い，相互理解を深めます。また，多文化共生の視点に立ち，災害時の対応
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をはじめ,生活する外国人の支援のための事業を行ってまいります。 

  ア 子どものための日本語ボランティア 

     内容：市内在住外国人の子どものために日本語を指導 

対象：小・中学校に在籍する外国人の子ども 

時期：通年(日曜日ほか)  

  イ 多文化共生のための日本語教育等支援事業 

     内容：日本語ボランティア養成，地域日本語教育に係る多文化共生講座等の

実施，新規日本語教室(ゼロ初級クラス)開設 

対象：市民，外国人 

時期：通年 

ウ 外国人市民からの聞き取り 

内容：市内在住の外国人からアンケート調査を行い，今後の事業に反映 

対象：外国人 

時期：随時 

エ 外国人のための防災対策事業の実施 

(ア）防災訓練・防災講座 

内容：避難，初期消火，AED (自動体外式除細動器）の訓練，防災情報

に関する基礎知識講座 

    対象：市民，外国人  

 時期：6月，12月 ほか 

(イ）防災情報の提供 

    内容：水戸市内の避難場所や防災に関する情報を提供  

    対象：市内在住の外国人 

オ 外国人のための生活情報紙（Culture Pot MITO）の発行 

内容：外国人市民に対し，生活に役立つ情報をわかりやすく届けるとともに，

水戸市への理解を深めてもらうことを目的として,生活情報紙を発行 

  対象：市内在住の外国人 

  言語：英語版・日本語版 

  時期：年 4回（5月，8月，11月，2月） 

  カ 生活ガイドブック作成 

  内容： 現行の「生活ガイドブック」を改訂 

  言語：やさしい日本語，英語，中国語，韓国語 

対象：外国人 

キ どようサロンの開催 

   (ア) どようサロン（通常） 

内容：外国人と市民との交流，外国人同士の情報交換の場を提供 

対象：市民，外国人 
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時期：月 1～2回の土曜日 

   (イ) ティーパーティー（特別企画） 

      内容：外国人と市民との交流，日本文化や様々な国の文化に触れあうこと

ができる交流の場を提供 

      対象：市民，外国人 

      時期：5月，9月，2月 

ク 外国人のための日本文化体験等事業の実施 

(ア) 市内ウォッチング 

内容：市内公共施設等の案内  

対象：外国人 

時期：2月 

 (イ) 日本料理教室 

内容：伝統的な日本の料理を学ぶ講座 

対象：外国人 

時期：9月 

(ウ) 日本文化体験及び見学 

内容：日本の四季・伝統文化の体験，歴史的建造物等の見学 

対象：外国人 

時期：11月 

ケ 英文地図の提供 

内容：英語で表記された水戸市の地図の提供（有償頒布） 

対象：市民，外国人  

時期：頒布は随時 

コ 相談窓口の常設 

内容：国籍等を問わず，生活様式や習慣などの違いから生じる悩みなどの相

談に対し，アドバイスや情報を提供 

対象：外国人，市民 

時期：随時 

 

(５) 国際交流に関する情報の収集及び提供事業 

外国文化，日本文化，国際交流等に関する図書，資料等を広く集め，市民や外国

人に提供します。また，機関紙，ホームページなどにより，情報の発信に努めます。 

ア 協会機関紙の発行 

内容：協会で実施する事業や国際交流に関する情報を提供 

外国人向けに，事業のほか水戸市などの生活情報を提供 

日本語版 3回  

外国語版 1回（3か国語） 
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時期：日本語版 5月，11月，3月  

         外国語版 5月 

  イ 資料の収集及び提供 

     内容：国内外の図書，資料等の収集及び提供，ホームページによる情報提供， 

インターネットサービス(Wi-Fi 回線の提供を含む) 

     対象：市民，外国人 

     時期：随時 

  ウ 広報活動促進事業 

内容：センター及び当協会の活動を広く知ってもらうため， PR カードを地

域住民及び外国人市民に広く配布するほか，Facebook 等のメディアを

積極的に利用 

     言語：日本語，英語 

     時期：随時 

 

(６）水戸市・重慶市友好交流都市締結 20周年記念事業 

中華人民共和国重慶市と友好交流都市を締結して，20年を迎えます。これまで

の歩みを振り返るとともに，両市の交流が一層深まるよう記念事業を行います。 

ア 記念事業の開催 

内容：記念展示，記念式典の開催など 

時期：現在調整中 

イ 記念誌の発行 

内容：これまでの両市の交流 20年の歩みをまとめ，記録集を発行 

時期：3月  

 

 

（７）水戸市国際交流センターの管理及び運営の受託 

   水戸市から国際交流センターの管理運営を受託します。市民の皆様に親しまれる

施設となるよう努力していきます。 

ア 水戸市国際交流センターの管理及び運営 

イ 使用料の徴収 


