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※決算額は管理費部分を除く純事業費を記載（以下同様） 

 

１．外国人の受入拡大事業 3,569,853 円  

本県とのつながりが深く、県が重点的に交流を進めている北東アジア地域につい

て、当該地域と交流実績のある関係団体と連携しながら、民間レベルでの相互交流

の一層の拡大を図った。 

(1) 北東アジア友好交流促進事業 

ア 中国黒龍江省との友好交流促進事業 

(ｱ) 日本語教師派遣支援事業〔県委託事業〕 

黒龍江省への日本語教師１名の派遣に対し助成を行った。 

(ｲ) 平成 27 年 10 月実施「“新潟杯”日本語演劇大会」最優秀賞新潟招待旅行の

実施 

   最優秀賞受賞者３名と引率教師１名を４月10日から15日まで新潟に招待し、

県内各地を案内し、新潟県及び日本の伝統・文化・文物を紹介した。 

イ モンゴルとの友好交流促進事業 

(ｱ) モンゴルで設立された「モンゴル新潟友好協会」及びモンゴル・日本センタ

ーと連携し、ウランバートル市において、大学等で日本語を学ぶ学生を対象と

した「2016“新潟賞”日本語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ」を開催した。平成 29 年度に、優秀

賞受賞者を副賞の新潟旅行に招待する。 

【ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ】 

 期日：９月 16 日（金） 

 会場：モンゴル・日本センター（ウランバートル市） 

 参加者：11 名（観覧者約 220 名） 

(ｲ) モンゴルへの技術協力事業 

(特活)新潟県対外科学技術交流協会他関係 

団体とともに実行委員会を組織し、次の技術協力事業を実施した。 

ｱ) モンゴル国緑化推進技術協力事業〔JICA 草の根技術協力事業〕 

東ゴビ砂漠に位置するドルノゴビ県の中心であるサインシャンド周辺の

緑化に貢献することを目的に､専門家を派遣するとともに研修生を受け入れ

た。 

・実行委員会構成団体： 

新潟県対外科学技術交流協会、新潟県(国際課､林政課､森林研究所）、 

(公財)環日本海経済研究所、(公財)新潟県国際交流協会 

 

 

 

2016“新潟賞”日本語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 



 

 

ｲ) モンゴル国ウランバートル市地区排水技術協力事業 

〔JICA 草の根技術協力事業〕 

ウランバートル市の技術者の地区湛水排除の知識・技術力の向上を図り、

直面する地区湛水問題を解決することを目的に、専門家を派遣するとともに

研修生を受け入れた。 

・実行委員会構成団体： 

新潟県対外科学技術交流協会、新潟県(国際課､都市整備課)、 

(公財)環日本海経済研究所、(公財)新潟県国際交流協会 

ｳ) モンゴル国中小都市の中小企業等への技術協力事業 

〔新潟･国際協力ふれあい基金事業〕 

モンゴルにおける製造業を中心とする技術力の向上及び地域の経済発展

に貢献することを目的に、研修生を受け入れた。 

・実行委員会構成団体： 

新潟県対外科学技術交流協会、新潟県(国際課)、 

(公財)環日本海経済研究所、(公財)新潟県国際交流協会 

 

(2) 留学生就職支援セミナー 

新潟県内の大学や専門学校等で学ぶ留学生を対象に、日本での就職活動や企業

で働くために必要となる基本的な知識を提供するとともに、企業との意見交換会

を実施した。 

【第１回】 

・期日及び会場：６月４日(土)、朱鷺メッセ 

・参加者：留学生 48 名、企業等８名、講師･主催者等 17 名、計 73 名  

・内容：第１部 講演「日本の就職活動に関する基礎知識」について 

新潟雇用労働相談センター ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 酒井 和美 氏 

第２部 講演「留学生の就職に伴う在留資格」について 

新潟県行政書士会 国際業務委員会委員長 南 直人 氏 

第３部 企業・留学生 OB との意見交換 

【第２回】 

・期日及び会場：10 月 31 日(月)、朱鷺メッセ 

・参加者：留学生 49 名、企業等 23 名、 

講師･主催者等７名、計 79 名  

・内容：第１部  

「留学生の就職に伴う在留資格」について 

東京入国管理局新潟出張所 統括審査官 松田 一之 氏 

第２部 参加企業の紹介 

第３部 留学生と企業との意見交換 

 

 

 

 

留学生就職支援セミナー 



 

 

２．アジアを知る事業 543,665 円  

(1) 国際理解セミナー 

多様な姿で急速に発展し、世界の中で重要な役割を果たすようになっているア

ジアの社会・文化等を学ぶ国際理解セミナーを、県内大学の教授等を講師として、

県内４地区で計 11 回開催した。 

ア 新潟市 

①「ロシアを愛しロシアと闘った文化人～ゴーゴリからソルジェニーツィンまで～」 

新潟県立大学教授 袴田 茂樹 氏 

・期日及び会場：９月 18 日(日)、新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」 

・参加者：52 名 

②「中国少数民族の歴史と現在～「秘境」チベットの実情～」 

敬和学園大学講師 木下 光弘 氏 

・期日及び会場：９月 22 日(木・祝)、新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」 

・参加者：54 名 

③「イスラム教 シーア派の思想と歴史」 

新潟大学准教授 青柳 かおる 氏 

・期日及び会場：10 月９日(日)、 

新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」 

・参加者：44 名 

④「奇皇后～貢女から皇后になった女性の最期～」 

新潟大学教授 白石 典之 氏 

・期日及び会場：10 月 16 日(日)、新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」 

・参加者：48 名 

⑤「ベトナムの村落社会～現代化の中の伝統～」 

新潟大学研究員 蓮田 隆志 氏 

・期日及び会場：10 月 30 日(日)、新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」 

・参加者：45 名 

⑥「バリにおける「空間の圧縮」と「圧縮された近代」」 

新潟大学教授 中村 潔 氏 

・期日及び会場： 

11 月６日(日)、新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」 

・参加者：30 名 

 ⑦「「ひと」が平和をつくる～カンボジア和平交渉における日本の積極外交～ 

  新潟国際情報大学講師 山田 裕史 氏 

・期日及び会場：11 月 27 日(日)、新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」 

・参加者：33 名 

 

 

 

国際理解セミナー(チベット) 



 

 

イ 南魚沼市 

「東アジア国際関係の歴史と現状～中華世界が復活するか？～」 

敬愛大学教授 家近 亮子 氏 

・期日及び会場：９月 24 日(土)、国際大学 

・参加者：52 名 

ウ 柏崎市 

「ベトナムの中のフランス～マルグリット・デュラス「愛人・ラマン」をめ

ぐって～そしてベトナムの現在」 

新潟産業大学教授 梅比良 眞史 氏 

・期日及び会場：10 月 29 日(土)、柏崎市民プラザ 

・参加者：11 名 

エ 上越市 

①「祝 姉妹友好都市交流 20 周年！韓国・浦項市を知ろう！」 

元浦項市派遣行政研修生 斉藤 一彦 氏 

・期日及び会場：７月 11 日(月)、上越市市民プラザ 

・参加者：32 名 

②「祝 姉妹友好都市交流 20 周年！中国・琿春市を知ろう！」 

上越市河川海岸砂防課副課長 中村 有弘 氏 

元琿春市派遣行政研修生 加藤 久美子 氏 

琿春市出身 李 文鎬 氏 

・期日及び会場：10 月 22 日(土)、上越市市民プラザ 

・参加者：20 名 

 

３．受け皿整備事業 163,718 円 

(1) ホストファミリー整備事業 

国際理解の推進と海外からの来県者のホームステイ先の拡充を図るため、ホス

トファミリー講座及び受入れ体験説明会を開催した。また、参加者を対象に外国

語指導助手(ALT)や留学生の１泊２日のホームステイ受入体験を春と秋の２回実

施した。 

ア ホストファミリー講座・説明会 

① 新潟会場（秋） 

・期日及び会場：８月 27 日(土)、新潟県国際交流プラザ 

・参加者：日本人７名、留学生・ALT６名 

② 長岡会場（秋） 

・期日及び会場：９月４日(日)､まちなかキャンパス長岡 

・参加者：日本人７名、留学生・ALT７名 

③ 上越会場（秋） 

・期日及び会場：９月 10 日(土)､上越市市民プラザ 

・参加者：日本人７名、ALT１名 



 

 

イ ホームステイ体験 

① ＜春＞５月～７月の週末１泊２日で実施 

・参加者：11 家庭、留学生･ALT13 名 

 ② ＜秋＞10 月～11 月の週末 

  ・参加者： 11 家庭、留学生･ALT11 名 

※アンケートに回答した受入家庭に対し､ 

受入 1名につき 3,000 円を補助した。 

留学生のホームステイ体験 



 

 

ⅡⅡⅡⅡ    国際協力活動の支援国際協力活動の支援国際協力活動の支援国際協力活動の支援    6666,,,,361361361361,,,,737373734444 円円円円        
 

４．新潟・国際協力ふれあい基金事業 6,361,734 円   

(1) NGO 等への助成 

海外の開発途上国や紛争被災地で活躍する NGO の人道援助活動等に対する財

政支援等を通じ、新潟からの国際協力の推進を図ることを目的に、「新潟･国際

協力ふれあい基金」の運用益をもとに、１団体当たり 100 万円を限度に助成金を

交付した。 

・助成実績：６件、計 5,614,000 円 

 

(2) 基金運営 

ア 審査委員会の運営 

助成対象の審査等を行う審査委員会を開催した。 

・期日：12 月 12 日(月) 

・会場：新潟県国際交流協会 

イ 募金活動 

市町村役場や県内各地の日帰り温泉施設及び宿泊施設等に引き続き募金箱の

設置を依頼し、広く県民に「新潟･国際協力ふれあい基金」事業の周知を図ると

ともに、県民から基金への寄附を募った。 

ウ 募金実績 

                        (単位：円) 

 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

募金額 137,714 125,993 122,786 109,576 98,748 

累 計 15,179,907 15,305,900 15,428,686 15,538,262 15,637,010 

    



 

 

ⅢⅢⅢⅢ    多文化共生の支援多文化共生の支援多文化共生の支援多文化共生の支援        13131313,,,,601601601601,,,,528528528528 円円円円         
 

５．国際理解推進事業 5,375,247 円  

(1) 広報誌の発行 

県内における国際交流や多文化共生推進の取組を紹介することにより県民の

国際理解を促進するため、県民を対象とした広報誌「NIA Letter」を発行し、県

内高校･大学等や公共施設等に配付した。 

・発行時期：７月(第８号)、10 月(第９号)、12 月(第 10 号)、 

平成 29 年３月(第 11 号) 

・配付先：【日本語版】県内高校･大学等､公民館､図書館､市町村､民間団体等 

 計 13,500 部 

【英語版】 県内大学等､公民館､図書館､市町村等 計 3,500 部 

 

(2) 国際交流プラザ講座 

新潟県国際交流プラザにて、国際交流員や JICA ボランティア経験者等が講師

となり、出身国の文化や海外ボランティア活動等について児童・生徒に紹介した。 

・講座実施数：２回(小学生 1回、高校生１回) 

 

(3) 国際交流プラザでの展示等 

県民の国際理解を促進するため、新潟県国際交流プラザにおいて各種展示やイ

ベントを実施した。 

① 夏休み国際交流プラザフェア 

期間：７月 23 日(土)～８月 28 日(日)  

② 子ども講座中国編 

期日：７月 31 日(日) 参加者：７名     

③ 子ども講座アメリカ編 

期日：８月 21 日(日) 参加者：14 名     

④ 子ども講座韓国編            

期日：８月 28 日(日) 参加者：７名     

 

(4) 国際理解教育推進協議会 

県内の各学校における国際理解教育の推進を図ることを目的として、教育関係

者や教育関係機関で構成する国際理解教育推進協議会を設置し、ともに活動を行

っている。なお、協議会の総会を平成 29 年２月 20 日(月)に開催した。 

 

(5) 国際理解教育プレゼンテーションコンテスト 

学校での教科や「総合的な学習の時間」又はクラブ活動における国際理解に関

する学習及び国際理解に関する地域活動についてプレゼンテーションを行うコ

ンテストを新潟県国際理解教育推進協議会と連携して開催した。コンテストは中

子ども講座韓国編 



 

 

学生部門と高校生部門に分けて実施し、副賞として各部門最優秀チームを海外ス

タディツアーに派遣した。 

【プレゼンテーションコンテスト】 

・期日及び会場：12 月 17 日(土)、朱鷺メッセ 

・参加チーム数：中学生部門 10、高校生部門 15 

・来場者数：延べ 400 名 

・最優秀賞： 

〈中学生部門〉葵中学校（加茂市立葵中学校）チーム 

「それぞれの将来の夢から」 

〈高校生部門〉N 倶楽部（県立村上中等教育学校） 

チーム 

「真の「国際理解」とは何か？」  

【スタディツアー】 

・派遣期間：平成 29 年３月 27 日(月)～31 日(金) 

・派遣先：台湾・台北市、台南市、高雄市 

・参加者：生徒８名、指導者２名 

・活動内容：樹人醫護管理専科学校日本語科との交流会及び生徒宅へのホーム 

ステイ、現地大学生との台北市内見学 等 

 

６．在住外国人支援事業 2,445,387 円   

(1) 外国人生活相談事業 

主に県内の在住外国人が文化・習慣や制度の違い等から直面している生活上の

諸問題について、その解決をサポートするため、通訳員を配置して相談業務を実

施した。また、月１回、行政書士が来所して相談に対応した。 

・対応言語：４カ国語(日本語、英語、中国語、タイ語) 

・相談件数：142 件(延べ回数 461 件(来訪 182 件、電話 279 件)) 

・相談内容：在留手続き、労働、教育、結婚･離婚等 

 

(2) 相談員・通訳員育成 

県内で外国人生活相談に対応する相談員や通訳員の資質向上を図る研修会を

実施した。 

・期日及び会場：平成 29 年３月 10 日(金)、新潟県国際交流協会研修室 

・講師：新潟県行政書士会 国際業務委員会委員長 南 直人 氏 

 

(3) 相談関係機関との連携 

ア 「１日入管インフォメーションセンター」の開設 

主に外国人の在留資格等についての相談を受ける「１日入管インフォメーショ

ンセンター」を東京入国管理局とともに開設した。 

・期日及び会場：６月 17 日(金)、新潟県国際交流協会 

・相談件数：３件 

プレゼンテーションコンテスト 



 

 

イ 新潟県行政書士会との相談会の開催 

在留資格等の専門的な分野を中心とする外国人相談会を新潟県行政書士会と

の共催により開催した。 

・期日及び会場：11 月 21 日(月)、東京入国管理局新潟出張所 

・相談件数：10 件 

 

(4) 外国籍児童生徒就学支援 

外国につながる子どもと保護者等を対象に、日本の学校制度や高校入試等につ

いて通訳者を交えて説明する進路ガイダンスを開催するとともに、多言語版説明

資料(10 言語：日・英・中・韓・ロシア・インドネシア・タイ・タガログ・スペ

イン・ポルトガル)を更新しホームページに掲載した。 

ア 上越会場｢日本語を母語としない子どもと保護者のための進学ガイダンス｣の開催 

・期日及び会場：８月 27 日(土)、上越市市民プラザ 

・参加者：６カ国(中国､フィリピン､インド、タイ、ペルー､日本) 22 名 

イ 下越会場｢外国につながる子どもたちと保護者のための進路ガイダンス「日本の学校

について一緒に話そう！」｣の開催 

・期日及び会場：11 月 13 日(日)、早通コミュニティセンター 

・参加者：６カ国（中国､フィリピン､パキスタン､ネパール､バングラデシュ

日本）25 名 

また、教育相談員による電話教育相談窓口（毎週火曜）を開設したほか、新潟

大学と連携して「新潟県外国につながる児童 

生徒等教育支援ネットワーク協議会（通称： 

新潟県多文化子どもネット）」を設立し、課 

題の解決に向けて会議等を開催した。 

・第１回会議 10 月 15 日（土） 

・第２回会議 ２月 27 日（月） 

 

７．留学生支援事業 5,780,894 円   

(1)留学生国際交流活動促進支援事業  

県内大学の留学生を活用し、国際交流や多文化共生活動の活発化を図るため、

国際交流等の活動に意欲のある私費留学生を県内各大学からの推薦に基づき、審

査委員会を経て、留学生交流委員に任命した。 

交流委員には活動支援金を交付し、国際交流に関するさまざま活動に参加して

もらうとともに、出身国への新潟県の PR 等について協力を得た。 

活動支援金：月額 30 千円×８月×20 名 

審査委員会：８月 26 日（金） 

任命式：９月 10 日（土） 

活動報告会：３月７日（火）

新潟県外国につながる児童生徒等教育支援ネットワーク協議会 

（第２回会議） 



 

 

Ⅳの１Ⅳの１Ⅳの１Ⅳの１    基盤強化（民間活動活発化）基盤強化（民間活動活発化）基盤強化（民間活動活発化）基盤強化（民間活動活発化）    5555,,,,993993993993,,,,855855855855 円円円円 

 

８．民間団体助成事業 1,273,394 円  

(1) 国際化推進活動助成金の交付 

民間団体等が実施する国際交流等の活動を支援し、地域における活動の一層の

促進を図るため、活動助成金を交付した(年２回)。 

・助成実績：民間団体等９団体、計 1,252,000 円 

・事業内容：国際交流、人材育成、多文化共生推進等 

 

(2) 研修室等の貸出 

民間団体の国際交流活動を促進するため､国際交流プラザや研修室の貸出を 

行った｡ 

・利用時間：原則として平日の 14 時～21 時、土日･祝日の９時～21 時 

・利用件数：36 件 

 

９．民間団体ネットワーク構築事業 121,261 円  

(1) 国際交流連絡会議 

県内３地域において、市町村や民間団体等と情報交換・意見交換を行う国際交

流連絡会議を開催した。 

① 上越会場 ・期日及び会場：４月 26 日（火）、上越市市民プラザ 

       ・参加者：14 団体 17 名 

② 長岡会場 ・期日及び会場：４月 27 日(水)、まちなかキャンパス長岡 

・参加者：10 団体 15 名 

③ 新潟会場 ・期日及び会場：４月 28 日(木) 、朱鷺メッセ 

・参加者：39 団体 52 名 

 

10．在外県人会活動支援事業 4,599,200 円  

ブラジル、アルゼンチン、ホノルル、ペルー、パラグアイの各新潟県人会に対し、

活動を支援するための助成金を交付した。また、ブラジル新潟県人会に対し、同県

人会館改修助成金を交付した。 

団 体 名    助成額（円） 

ブラジル新潟県人会 450,000 

ホノルル新潟県人会 150,000 

アルゼンチン新潟県人会 150,000 

パラグアイ新潟県人会 150,000 

ペルー新潟県人会 150,000 

ブラジル県人会館改修補助 3,500,000 

合 計 4,550,000 



 

 

Ⅳの２Ⅳの２Ⅳの２Ⅳの２    基盤強化（人材育成）基盤強化（人材育成）基盤強化（人材育成）基盤強化（人材育成）    3333,,,,000066666666,,,,379379379379 円円円円     

 

11．人材育成事業 3,066,379 円  

民間国際交流団体の人材育成や次世代を担う若者の国際理解の推進を図るため、

講座やワークショップ等を開催した。 

(1) 災害多言語支援ボランティア育成事業 

災害時の外国人支援や支援体制について共通認識を持ち、有事の際に速やかな

連携が図れるようにするため、行政職員、社会福祉協議会担当者、在住外国人、

留学生交流委員、当協会登録ボランティア等を 

対象とした研修を実施した。 

・期日及び会場： 

平成 29 年２月 18 日(土)、朱鷺メッセ 

・内容： 

災害時外国人支援セミナー（講演、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）、 

模擬訓練 

・講師： 

(公財) 福島県国際交流協会ふくしま多文化共生ｻﾎﾟｰﾀｰ 城坂愛氏 

(公社)中越防災安全推進機構地域防災力ｾﾝﾀｰ長 諸橋和行氏  

(公財)柏崎地域国際化協会事務局長 清水由美子氏 

・参加者：69 名 

 

(2) 医療通訳育成支援事業 

医療通訳制度の実施を目指す「にいがた医療通訳委員会」が取り組む医療通訳

者（英語・中国語）の育成研修実施を支援した。 

・期日及び会場：平成 28 年５月～11 月 全７回、朱鷺メッセ 

 

(3) ボランティアバンクの運営 

国際交流イベントを支援する意志のある者を「通訳･翻訳ボランティア」ある

いは「アースサポーター(イベント運営ボランティア)」としてボランティアバン

クに登録し、主催者からの要請に基づきボランティア保険を付保して派遣した。 

また、登録ボランティアに対する研修会を実施し、ボランティアの資質向上及

びボランティアバンクのさらなる活性化を図った。 

ア 通訳･翻訳ボランティア、アースサポーターの活用 

・通訳･翻訳ボランティア登録者数 185 名 

(英語 106 名、中国語 47 名、韓国語 20 名、スペイン語 4名、 

ロシア語 3名、その他の言語 2名) 

・アースサポーター登録者数 75 名 

・イベント等への派遣 要請 13 件、派遣 64 名 

 

 

災害時外国人支援模擬訓練 



 

 

イ 通訳ボランティアセミナーの開催 

登録者を対象に通訳技術の向上等を図る 

セミナーを開催した。 

・期日及び会場：平成 29 年３月 26 日(日)、 

朱鷺メッセ 

・講師：スペイン語学講師/フリーランス通訳 

 岩田 久美 氏 

・参加者：52 名 

 

(4) 国際交流インストラクター養成事業 

〔新潟国際情報大学､敬和学園大学､新潟県立大学､上越教育大学、新潟大学連

携事業〕 

大学生 112 名（国情大 36 名、敬和大 14 名、県立大 32 名、上教大 15 名、新潟

大 15 名)を国際交流インストラクターに委嘱し、小中学生・高校生等を対象に国

際社会への関心と学習意欲を高めるための国際理解ワークショップを実施した。 

・派遣実績：県内 29 校(小学校 18 校､中学校３校､中等教育学校１校､ 

高等学校６校、学習支援教室１校） 

・テーマ：「世界の現実」､「世界の不平等」､「異文化理解」  

 

(5) NGO スタッフ育成講座 

国際交流･国際協力等を目的に設立された既存の NGO 団体のスタッフやこれか

らNGO活動を始めたい人を対象とする研修会を(特活)にいがたNGOネットワーク

に委託して開催し、NGO で活動する人材の育成を図った。 

・期日及び会場：平成 29 年３月５日(日)、クロスパルにいがた 

・テーマ：国際協力人材育成セミナー 

「フェアトレードからはじめよう！あなただけの国際協力ライフ」 

・講師：明石 祥子 氏（フェアトレードシティくまもと推進委員会代表）等 

 

(6) 国際理解教育推進支援事業 

県内における国際理解教育の充実・進展を図るため、小・中・高校の教職員等 

を対象とした国際理解教育セミナー及びワークショップを開催した。 

①セミナー     

・期日及び会場：８月 19 日（金）県立教育センター 

②ワークショップ  

・期日及び会場：９月 24 日（土）クロスパルにいがた 

11 月６日（日）まちなかキャンパス長岡 

通訳ボランティアセミナー 



 

 

Ⅳの３Ⅳの３Ⅳの３Ⅳの３    基盤強化（広報情報提供）基盤強化（広報情報提供）基盤強化（広報情報提供）基盤強化（広報情報提供）    1111,,,,189189189189,,,,888855551111 円円円円 

 

12．広報・ライブラリー運営事業 743,320 円  

県内団体や一般県民等に対し、国際交流や国際協力に関する情報及び当協会の事

業等に関する情報を広く提供した。 

(1) 広報誌の発行(再掲) 

県内における国際交流や多文化共生推進の取組を紹介することにより県民の

国際理解を促進するため、県民を対象とした広報誌「NIA Letter」を発行し、県

内高校･大学等や公共施設等に配付した。 

・発行時期：７月(第８号)、10 月(第９号)、12 月(第 10 号)、 

平成 29 年３月(第 11 号) 

・配付先：【日本語版】県内高校･大学等､公民館､図書館､市町村､民間団体等 

 計 13,500 部 

【英語版】 県内大学等､公民館､図書館､市町村等 計 3,500 部 

 

(2) 年次報告書の発行 

当協会の事業について周知を図るとともに関係機関から事業推進への協力を

得るため、平成 27 年度事業についてまとめた年次報告書を作成し、関係各所に

配布した。 

 

(3) ＰＲ記事掲載 

イベント「夏休み国際交流プラザフェア」の開催及び賛助会員の募集について

朱鷺メッセのフリーペーパー「トッときガイド」を活用してＰＲした。 

 

(4) プラザ・ライブラリー運営 

各種情報資料(図書､ビデオ､CD､雑誌､新聞､各種団体刊行物)を整備し、県民の

利用に供した。 

ア 蔵書等の状況(平成 29 年 3 月末現在) 

・図書 4,121 冊 

・各種団体発行物 

(一財)自治体国際化協会､他都道府県･政令指定都市国際交流協会が作成し

た調査､会議､フォーラム等の報告書等 

・開発途上地域での NGO 活動を伝える映像資料等(ビデオ 533 本､DVD63 本､

CD134 本､CD-ROM８本) 

・雑誌 31 誌 

・新聞 日本語２紙(新潟日報、日本経済新聞) 

外国語４紙(イズベスチャー、ジャパンタイムズ､人民日報､東亜日報) 

・その他（県内外の NGO や全国の国際交流協会の機関誌、語学学習用教材等） 

 



 

 

イ 蔵書等の活用 

各種情報資料(図書､ビデオ､CD､雑誌､新聞､各種団体刊行物）を県民の利用に供

した(貸出は賛助会員のみ)。 

 

13.ＩＴ活用促進事業 362,880 円   

多言語ホームページ(日本語､英語､中国語､韓国語､ロシア語)を運営し、各種情報

を掲載するとともに、県協会ニュースや関連団体の県内外イベント情報等を定期的

にメールマガジンとして配信(配信先 453 カ所)した。また、フェイスブックでも情

報を発信した。 

 

14．賛助会員募集事業 57,051 円   

(1) 賛助会員数の推移                    

 (単位：会員数) 

 24 年度末 25 年度末 26 年度末 27 年度末 28 年度末 

個人 30 32 42 38 39 

団体 53 56 65 61 58 

計 83 88 107 99 97 

 

(2) 賛助会員へのサービス 

賛助会員向けに主に次のサービスを実施した。 

個人会員 

・旅行会社利用割引 

・レストラン等利用割引 

・朱鷺メッセ関係施設等利用割引 

(県立万代島美術館割引券利用件数 ８件) 

(県立近代美術館割引券利用件数  ９件) 

団体会員 

・研修室の貸出(36 件) 

・国際化推進活動助成金の交付 

(９団体、総額 1,252,000 円) 

・印刷機の利用 

個人会員 

団体会員 

共通 

・イベント案内等の送付 

・国際情報ライブラリーの図書貸出 

・国旗貸出(73 件)、 

ふれあい地球人ボックス貸出(13 件) 

 

15．国旗等貸出事業 26,600 円  

国際交流活動を行う賛助会員や団体に対して、世界各国の国旗や地球人ボックス

(民族衣装・グッズ等)の貸出を行った。 

・貸出実績：国旗 24 団体 73 件 

地球人ボックス 8 団体 13 件 


