
10 （公財）鹿児島県国際交流協会

（1） 概要

公益財団法人鹿児島県国際交流協会は，県民の交流・協力推進のため，県・市町村・

財界の協力を得て設立された公益法人である。

平成２年１月に自治大臣から国際交流を推進するにふさわしい中核的国際交流組織で

ある「地域国際化協会」の認定を受けるとともに，同年７月には「国際交流プラザ」の

管理・運営を県から委託されている。また，平成24年４月には，鹿児島県の認定を受け

て公益財団法人へ移行した。

同協会は，情報収集・提供等による国際理解の推進，海外や在住外国人との交流，国

際交流団体との連携・支援，国際交流ボランティアの登録等による国際交流活動の展開，

在住外国人と日本人との相互理解・異文化交流等による多文化共生社会の推進，留学生

への支援や国際協力機関等との連携等による国際協力の推進など，様々な活動を行って

いる。

① 設置の目的

鹿児島と諸外国との交流や地域レベルの国際交流並びに国際協力を積極的に推進す

るとともに，国際理解を深め，国際性豊かな地域社会づくりに寄与する。

② 名称等

公益財団法人 鹿児島県国際交流協会

会 長 三反園 訓 （鹿児島県知事）

理事長 津曲 貞利 （鹿児島経済同友会代表幹事）

③ 所在地

〒892-0816

鹿児島市山下町14－50 かごしま県民交流センター１階

TEL：099-221-6620，FAX：099-221-6643

④ 事業内容

ア 国際理解の推進

施設の運営及び情報収集提供機能の拡充，広報出版活動の充実，国際理解事業の

推進

イ 国際交流活動の展開

海外との相互交流の推進，在住外国人との交流促進，国際交流組織の連携・支援

の強化，国際交流ボランティア制度の拡充，旅券発給業務補助を通じた海外交流等

の環境づくり

ウ 多文化共生の推進

在住外国人と日本人の相互理解の促進，異文化交流の促進



エ 国際協力の推進

留学生への支援，国際協力に対する理解の促進，国際協力機関等との連携

⑤ 組織の沿革

昭和２年９月 鹿児島県海外移住組合設立

（昭和25年４月１日 組合廃止）

昭和30年２月１日 鹿児島県海外協会設立（任意団体）

11月５日 財団法人鹿児島県海外協会設立

昭和62年４月27日 財団法人鹿児島県国際交流協会に名称・目的変更

平成２年１月 自治大臣から「地域国際化協会」に認定

７月 鹿児島商工会議所ビルに国際交流プラザ設置

平成６年４月 アジア・太平洋農村研修センター開館

平成15年４月 国際交流プラザかごしま県民交流センターに移転

平成24年４月 公益財団法人鹿児島県国際交流協会へ移行



(2) 国際交流協会事業

１ 事業名 国際交流プラザの運営 開始年度

(事業主体） 平成２年度

事業概要 （施設の運営及び情報収集提供機能の充実）「国際交流プラザ」の運営につい

て，県の委託を受けて県民や在住外国人等をはじめ関係団体等に幅広く利用さ

れるよう各種サービスの提供を行う。

平成30年度実績 入館者数：15,821名,会議室利用件数：224件

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）入館者数：15,761名，会議室利用件数：204件

（計画を含む）

２ 事業名 インターネットによる情報収集提供機能の充実 開始年度

(事業主体） 平成10年度

事業概要 （施設の運営及び情報収集提供機能の充実）インターネットによる情報収集に

加え，ホームページにより協会事業等の案内を行う。

平成30年度実績 日本語，英語，中国語，韓国語のホームページの各種情報の随時更新を行い，

県民及び在住外国人にインターネットにより様々な情報を提供した。

令和元年度実績 日本語，英語，中国語，韓国語のホームページの各種情報の随時更新を行い，

（計画を含む） 県民及び在住外国人にインターネットにより様々な情報を提供する。

３ 事業名 国際交流プラザのサービス機能の充実 開始年度

(事業主体） 平成２年度

事業概要 （施設の運営及び情報収集提供機能の充実）ライブラリーの整備・図書類の整

備・利用促進

平成30年度実績 図書類：2,111冊，ビデオ・DVD：189巻 外国新聞：４紙，外国雑誌：４紙

語学学習・異文化理解等に役立つ図書等の収集・充実を図り，閲覧サービスを

行う。また，外国語新聞・雑誌等も閲覧に供する。

４ 事業名 国際交流プラザのサービス機能の充実 開始年度

(事業主体） 平成２年度

事業概要 （施設の運営及び情報収集提供機能の充実）情報提供サービスの推進

平成30年度実績 県民向け並びに在住外国人向け情報提供サービスの充実に努め，国際理解の増

進を図った。

令和元年度実績 県民向け並びに在住外国人向け情報提供サービスの充実に努め，国際理解の増

（計画を含む） 進を図る。

５ 事業名 国際交流プラザのサービス機能の充実 開始年度

(事業主体） 平成２年度

事業概要 （施設の運営及び情報収集提供機能の充実）相談機能の充実

平成30年度実績 在住外国人からの相談等に応じる相談員を配置し，相談機能の充実を図った。

令和元年度実績 在住外国人からの相談等に応じる相談員を配置し，相談機能の充実を図る。

（計画を含む）

６ 事業名 日本語情報誌「暖流」の発行 開始年度

(事業主体） 平成５年度

事業概要 （施設の運営及び情報収集提供機能の充実）県内の国際交流活動情報を盛り込

んだ県民向けの日本語情報誌発行

平成30年度実績 年１回，2,300部発行

令和元年度実績 年１回，2,300部発行予定

（計画を含む）



７ 事業名 英文情報誌「South Wing」の発行 開始年度

(事業主体） 平成１年度

事業概要 （広報出版活動の充実）県内在住の外国人を対象に鹿児島の日常的に必要な情

報を提供する。

平成30年度実績 年１回，800部発行

令和元年度実績 年１回，800部発行予定

（計画を含む）

８ 事業名 「国際交流ひろば」の発行 開始年度

(事業主体） 平成12年度

事業概要 （広報出版活動の充実）県民向けイベント情報誌

平成30年度実績 毎月１回，各600部

令和元年度実績 毎月１回，各600部発行

（計画を含む）

９ 事業名 文化講座等の開催 開始年度

(事業主体） 平成15年度

事業概要 （国際理解の推進）

県国際交流員等による文化講座等

平成30年度実績 CIR文化紹介講座 実施回数：７回 参加者人数：延べ169名

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）CIR文化紹介講座 実施回数：４回 116名

（計画を含む）

10 事業名 文化講座等の開催 開始年度

(事業主体） 平成21年度

事業概要 （国際理解の推進）

在住外国人による公募型国際理解講座の開催

平成30年度実績 実施回数：４回，参加者総数：延べ129名

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）公募型国際理解講座 実施回数：２回

（計画を含む）

11 事業名 文化講座等の開催 開始年度

(事業主体） 平成４年度

事業概要 （国際理解の推進）ランチタイム・イングリッシュ・クラブの開催

平成30年度実績 24回／年（毎週金曜日開催）

令和元年度実績 毎週金曜日開催

（計画を含む） （令和２年２月末現在）26回

12 事業名 文化講座等の開催 開始年度

(事業主体） 平成22年度

事業概要 （国際理解の推進）中国語ランチタイムトークの開催

平成30年度実績 33回／年（毎週火曜日開催）

令和元年度実績 毎週火曜日開催

（計画を含む） （令和２年２月末現在）21回

13 事業名 文化講座等の開催 開始年度

(事業主体） 平成23年度

事業概要 （国際理解の推進）韓国語ランチタイムトーク

平成30年度実績 40回／年（毎週水曜日開催）

令和元年度実績 毎週水曜日開催

（計画を含む） （令和２年２月末現在）34回



14 事業名 文化講座等の開催 開始年度

(事業主体） 平成24年度

事業概要 （国際理解の推進）「来て，見て，知って！」国際理解ミニ講座

平成30年度実績 実施回数：４回，参加者総数：延べ171名

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）実施回数：４回，参加者数：延べ９名

（計画を含む）

15 事業名 文化講座等の開催 開始年度

(事業主体） 平成24年度

事業概要 （国際理解の推進）「英語絵本のよみかたり」講座

平成30年度実績 実施回数：12回，参加者数：延べ304名

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）実施回数：７回，参加者数：延べ167名

（計画を含む）

16 事業名 文化講座等の開催 開始年度

(事業主体） 平成24年度

事業概要 （国際理解の推進）一般向け国際理解講座「鹿児島と世界を考える」国際理解

講座

平成30年度実績 実施回数：２回，参加者数：延べ275名

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）実施回数：９回，参加者数：延べ104名

（計画を含む）

17 事業名 国際理解教材の整備・貸出 開始年度

(事業主体） 平成２年度

事業概要 （国際理解の推進）国際理解，国際交流，国際協力等に資する地域の国際化を

目的とした事業等の実施者に対して，民族衣装や国旗，地図等の貸出を行うと

ともに，その整備・充実を図る。

平成30年度実績 民族衣装：13回，国旗：13回，地図：１回

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）民族衣装：11回，国旗：９回，地図：０回

（計画を含む）

18 事業名 国際理解プログラム事業 開始年度

(事業主体） （｢協力隊OBと留学生が先生～見える・学べる・世界の国々～｣事 平成７年度

業実行委員会）

事業概要 （国際理解の推進）協力隊ＯＢと留学生が先生事業の一環として，青年海外協

力隊鹿児島県ＯＢ会と鹿児島県青年海外協力隊を支援する会とともに県内の小

・中学校に留学生及び協力隊ＯＢを講師として派遣する。

※（公財）鹿児島県国際交流協会は，実行委員会構成団体として参加

平成30年度実績 実施回数：38回，参加者総数：2,519名

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）実施回数：36回，参加者数：2,649名

（計画を含む）



19 事業名 海外派遣交流の推進 開始年度

(事業主体） （鹿児島県青少年国際協力体験事業実行委員会） 平成２年度

事業概要 （海外との相互交流の促進）青少年国際協力体験事業の一環として，青年海外

協力隊鹿児島県ＯＢ会及び鹿児島県青年海外協力隊を支援する会と連携し，ア

ジアにおける国際協力の現場を体験させるため，県内の中・高校生等を海外に

派遣する。

※（公財）鹿児島県国際交流協会は，実行委員会構成団体として参加

平成30年度実績 派遣国：スリランカ民主社会主義共和国

派遣時期：平成30年７月25日～８月１日，派遣人数：15名

令和元年度実績 派遣国：カンボジア王国

（計画を含む） 派遣時期：令和元年７月21日～７月28日，派遣人数：15名

20 事業名 海外派遣交流の推進 開始年度

(事業主体） 平成２年度

事業概要 （海外との相互交流の促進）留学相談，交流推進員等による留学相談を実施す

る。

平成30年度実績 相談件数：９件

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）相談件数 ：９件

（計画を含む）

21 事業名 海外派遣交流の推進 開始年度

(事業主体） 平成11年度

事業概要 （海外との相互交流の促進）ワーキングホリデー促進への協力

平成30年度実績 相談件数：６件

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）相談件数：１件

（計画を含む）

22 事業名 海外派遣交流の推進 開始年度

(事業主体） 平成21年度

事業概要 （海外との相互交流の促進）本県と交流のある韓国全羅北道について，県民の

方々に韓国の全羅北道の魅力を知っていただく良い機会と捉え今後の交流が拡

がるよう期待し，県内の文化団体等を派遣する。

平成30年度実績 派遣時期：平成30年10月24日～28日，派遣人数：９名（協会職員除く。）

令和元年度実績 派遣時期：令和元年10月29日～11月２日，派遣人数：６名（協会職員除く。）

（計画を含む）

23 事業名 広域的受入事業 開始年度

(事業主体） 平成20年度

事業概要 （海外との相互交流の促進）大学生の受入

本県と交流のある香港の日本語学習を希望する大学生等に対し，日本語及び日

本文化学習の機会を提供し，本県と友好国・地域との交流促進を図る。

平成30年度実績 受入時期：平成30年７月10日～29日

香港城市大学専上学院日本語研修：学生11名受入

（日本語学習，ホームステイ，視察，日本文化体験（着付け・日本料理等），

大学生との交流などを実施）

令和元年度実績 受入時期：令和元年７月９日～28日

（計画を含む） 香港城市大学専上学院日本語研修：学生10名受入

（日本語学習，ホームステイ，視察，日本文化体験（着付け・日本料理等），

大学生との交流などを実施）



24 事業名 国際交流活動の促進 開始年度

(事業主体） 平成２年度

事業概要 （在住外国人との交流促進）市町村・企業・団体等が在住外国人との交流活動

を行う場合，企画立案等の相談に応じるとともに，共催や後援の形で必要な協

力を行う。

平成30年度実績 後援件数： 12件

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）後援件数：11件

（計画を含む）

25 事業名 地域国際交流促進事業 開始年度

(事業主体） 平成25年度

事業概要 （在住外国人との交流促進）在住外国人に県内各地で開催される国際交流イベ

ント等に関する情報を提供し,参加を働きかける取り組みを通し,県民と在住外

国人との交流促進を図る。

平成30年度実績 実施回数：２回

MBC夏祭り：平成30年7月25日～26日

日置市：平成30年12月９日

令和元年度実績 実施回数：２回予定

（計画を含む） MBC夏祭り：令和元年7月24日～25日

日置市：令和元年12月８日

26 事業名 民間団体の国際交流・協力活動への助成 開始年度

(事業主体） 平成２年度

事業概要 （国際交流組織の連携・支援の強化）県内の民間団体が行う国際交流活動，県

民の国際理解の推進を目的とする活動，地域レベルの国際交流・協力の推進を

目的とする活動等に対し，助成金を交付する。

平成30年度実績 １団体：３００千円

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）２団体

（計画を含む）

27 事業名 市町村や市町国際交流協会・国際交流団体とのネットワークの推 開始年度

(事業主体） 進 平成１年度

事業概要 （国際交流組織の連携・支援の強化）共通の課題や問題を抱える市町国際交流

協会や県内国際交流団体との意見交換会を開催し，問題解決のための方策の検

討を行うとともに，ネットワーク作りを推進する。

平成30年度実績 市町村及び市町国際交流協会職員を対象とした講演会並びに意見交換会

実施日：平成30年９月14日

令和元年度実績 市町村及び市町国際交流協会職員を対象とした講演会並びに意見交換会

（計画を含む） 実施日：令和元年８月30日

28 事業名 市町村や市町国際交流協会・国際交流団体とのネットワークの推 開始年度

(事業主体） 進 平成23年度

事業概要 （国際交流組織の連携・支援の強化）国際交流団体等のネットワークの一助と

するため「鹿児島県の国際交流・協力団体ダイレクトリー」を作成する。

平成30年度実績 県内の103団体の情報を協会ホームページに掲載した。

令和元年度実績 県内の103団体の情報を協会ホームページに掲載する。

（計画を含む）



29 事業名 ボランティア活動の拡充・促進 開始年度

(事業主体） 平成２年度

事業概要 （国際交流ボランティア制度の充実）各種ボランティア登録者の拡大を図る。

平成30年度実績 登録者の状況

語学ボランティア：52名

ホストファミリーボランティア：32家庭

令和元年度実績 登録者の状況（令和２年２月末現在）

（計画を含む） 語学ボランティア： 55名

ホストファミリーボランティア： 31家庭

30 事業名 ボランティア活動の拡充・促進 開始年度

(事業主体） 平成２年度

事業概要 （国際交流ボランティア制度の充実）協会の各種事業において，ボランティア

の活動の機会を提供する。

平成30年度実績 語学ボランティア４名，ホストファミリーボランティア４家庭

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）

（計画を含む） 語学ボランティア ０名，ホストファミリーボランティア 15家庭

31 事業名 旅券業務の遂行 開始年度

(事業主体） 昭和62年度

事業概要 （旅券発給業務補助を通した海外交流等の環境づくり）県の委託を受けて，か

ごしま県民交流センター内に設置されているパスポート窓口及び北薩地域振興

事務所において，旅券の申請受付・作成・交付の業務を行う。

平成30年度実績 旅券交付件数 29,335件

令和元年度実績 （令和２年１月末現在）旅券交付件数 24,532件

（計画を含む）

32 事業名 在住外国人日本語教室 開始年度

(事業主体） 平成16年度

事業概要 （在住外国人と日本人の相互理解の促進）県内に在住している外国人を対象に，

日本語の研修を行い，生活の充実とコミュニケーションの円滑化を図る。

平成30年度実績 （1） 水曜午前クラス

開催時期：５月～２月，研修回数：30回，受講者数：18名

（2） 木曜夜間クラス

開催時期：５月～２月，研修回数：30回，受講者数：28名

令和元年度実績 （1） 水曜午前クラス

（計画を含む） 開催時期：５月～２月，研修回数：30回，受講者数：21名

（2） 木曜夜間クラス

開催時期：５月～２月，研修回数：30回，受講者数：27名

33 事業名 日本語サロンおしゃべりひろば 開始年度

(事業主体） 平成16年度

事業概要 （在住外国人と日本人の相互理解の促進）日本語の日常会話が可能な在住外国

人を対象にフリートｰキングを主な内容とする「おしゃべりひろば」を実施し，

在住外国人同士のネットワーク構築や日本語会話の上達を図る。木曜日開催。

平成30年度実績 開催時期：５月～３月，研修回数：20回，受講者数：延べ126名

令和元年度実績 （前期）開催時期：５月～７月，研修回数：５回，受講者数：延べ 41名

（計画を含む） （後期）開催時期：９月～３月，研修回数：13回，受講者数：延べ 97名



34 事業名 生活相談等 開始年度

(事業主体） 平成２年度

事業概要 （在住外国人と日本人の相互理解の促進）関係機関・団体等と連携しながら，

各種の生活相談を行う。

（在住外国人の生活支援）在住外国人等からの相談などに多言語で応じられる

外国人総合相談窓口を運営する。

平成30年度実績 199件（22件） ※（ ）は，外国人の相談数

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）362件（210件） ※（ ）は，外国人支援の相談数

（計画を含む）

35 事業名 相談・支援体制の充実 開始年度

(事業主体） －

事業概要 （在住外国人と日本人の相互理解の促進）交流推進員及び交流相談員を中心に，

外国人等の生活相談，国際交流に係る相談に適切に応じられるよう，職員の専

門知識の習得やカウンセリング技術の向上に努める。

平成30年度実績 交流推進員及び交流相談員を中心に，外国人等の生活相談，国際交流に係る相

談に適切に応じられるよう，職員の専門知識の習得やカウンセリング技術の向

上に努めた。

令和元年度実績 交流推進員及び交流相談員を中心に，外国人等の生活相談，国際交流に係る相

（計画を含む） 談に適切に応じられるよう，職員の専門知識の習得やカウンセリング技術の向

上に努める。

36 事業名 多文化共生地域づくり事業の実践 開始年度

(事業主体） 平成22年度

事業概要 （在住外国人と日本人の相互理解の促進）在住外国人を対象として，多文化共

生の地域づくりに資する講座・教室を開催する。

平成30年度実績 開催回数：２回，受講者数：57名

令和元年度実績 開催回数：８回実施，受講者数：延べ241名

（計画を含む）

37 事業名 外国人による日本語スピーチコンテスト 開始年度

(事業主体） －

事業概要 （異文化交流の促進）各種国際交流団体と連携して県内在住外国人によるスピ

ーチコンテストを開催し，県民との相互理解・国際交流を促進する。

平成30年度実績 予選：平成31年１月19日，出場者：38名

本選：平成31年１月26日，出場者：10名

令和元年度実績 予選：令和２年１月11日，出場者：32名

（計画を含む） 本選：令和２年１月25日，出場者：10名

38 事業名 研究活動費の助成 開始年度

(事業主体） 平成３年度

事業概要 （留学生への支援）一定の条件を満たす留学生の学会等への出席などの研究活

動を支援するため，助成を行う。

平成30年度実績 件数：３件，助成金額：88千円

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）件数：１件，助成金額：30千円

（計画を含む）



39 事業名 留学生の交流活動への助成 開始年度

(事業主体） 平成５年度

事業概要 （留学生への支援）留学生会等が主催する国際交流・理解事業等に要する経費

に対して助成する。（外国人留学生交流活動事業助成金，留学生会等への支援，

東文子・外国人留学生活動等支援事業）

平成30年度実績 東文子・外国人留学生活動等支援事業：１件，０千円

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）東文子・外国人留学生活動等支援事業：１件

（計画を含む）

40 事業名 留学生支援資金貸付制度 開始年度

(事業主体） 平成10年度

事業概要 （留学生への支援）留学生が一時的・臨時的に多額の出費を必要とする場合に，

無利息で資金の貸付を行う。

平成30年度実績 貸付件数：１件，貸付額：100千円

令和元年度実績 （令和２年２月末現在）貸付件数：０件

（計画を含む）

41 事業名 各大学等留学生担当者意見交換会 開始年度

(事業主体） 平成18年度

事業概要 （留学生への支援）留学生に関する情報交換や支援のあり方等について，各大

学等留学生担当者との意見交換会を実施し，連携を深める。

平成30年度実績 開催日：平成30年４月25日，参加人数：23名

令和元年度実績 開催日：令和元年４月24日，参加人数：21名

（計画を含む）

42 事業名 留学生のための生活ガイドブックの発行 開始年度

(事業主体） 平成18年度

事業概要 （留学生への支援）日本語や日本の生活習慣等に不慣れな新入学の留学生が戸

惑うことなく安心して鹿児島での生活を送ることができるようガイドブックを

作成する。

平成30年度実績 内容の見直しを行い，ホームページ掲載（ダウンロード可）

令和元年度実績 内容の見直しを行い，ホームページ掲載（ダウンロード可）３月予定

（計画を含む）

43 事業名 在外県人会の育成 開始年度

(事業主体） 昭和62年度

事業概要 グラフかごしま，県政かわら版等を定期的に送付し郷土情報の提供を行う。

平成30年度実績 グラフかごしま等を26団体へ送付

令和元年度実績 グラフかごしま等を27団体へ送付

（計画を含む）

44 事業名 在外県人会の育成 開始年度

(事業主体） 昭和62年度

事業概要 （国際協力機関等との連携）在外県人会が行う移住者の援護指導，消息不明者

の調査，移住者の実態調査，県人子弟の育成・指導，母県との交流などの活動

支援を県人会に委託する。

平成30年度実績 委託先：ブラジル鹿児島県人会，アルゼンチン鹿児島県人会，ペルー鹿児島県

人会，パラグアイ鹿児島県人会

令和元年度実績 委託先：ブラジル鹿児島県人会，アルゼンチン鹿児島県人会，ペルー鹿児島県

（計画を含む） 人会，パラグアイ鹿児島県人会


