
 

 

 

平成 26年度事業報告 
 

〔事業活動〕 

平成 26年 3月 26日開催の理事会において承認を得た平成 26年度事業計画に基づき各事業

を推進した。その概要は以下のとおりである。 

 

１ 国際相互理解の促進 

 (1) 講演会、シンポジウム等の開催 

ア 国際理解講演会等の開催  

   会員をはじめ道民の国際理解を促進するため、講演会等を開催した。 

「カザフスタンセミナー in Hokkaido」  

平成 27年 1月 26日（月） 札幌市 京王プラザホテル札幌 参加者 130名 

〈講 演〉 

「発展し続けるカザフスタン、日本との協力」  

    駐日カザフスタン共和国特命全権大使 アクルベク・カマルディノフ氏 

         〈トークセッション〉 

        駐日カザフスタン共和国特命全権大使 アクルベク・カマルディノフ氏 

北海道ロシアビジネス未来の会会長 丹治宏剛氏  

        ハイエック研究員 吉村慎司  

     ※ 当初予定していた蒲原正義駐カザフスタン共和国特命全権大使の特別講演「可能

性の大地カザフスタン ― 北海道はそこに何を見いだすか」は、大使の公務の都

合により急遽中止。 

駐日カザフスタン共和国大使館、北海道経済連合会、北海道商工会議所連合会、 

札幌商工会議所との共催 

 

イ 北方圏講座の開催  

北方圏諸国の産業経済や生活文化等に関する蓄積を学び、地域づくりについての情報 

交換を図るため他団体と連携し開催した。 

第 1回  5 月 27日（火） 札幌市 ホテルモントレーエーデルホフ札幌 参加者 64名 

「現代スウェーデンの教訓」 

       国際医療福祉大学大学院教授（元スウェーデン特命全権大使）  

渡邉芳樹 氏 

北海道スウェーデン協会との共催 

第 2回  6 月 13日（金） 札幌市 かでる２・７ 参加者 45名 

        「フィンランドで学ぼう！～フィンランド留学の手引き」 

       北海道大学ヘルシンキ事務所副所長 テロ・サロマー 氏 

      北海道フィンランド協会との共催 

第 3回 11 月 28日（金） 札幌市 札幌プリンスホテル  参加者 41名 

「研究と実務を通じてみたカナダの市町村制度」 

      北海道教育大学函館校講師（前在カナダ日本国大使館専門調査員） 

古地順一郎 氏 

北海道カナダ協会との共催 

 



 

第 4回  2 月 2日（月） 札幌市 ホテルモントレーエーデルホフ札幌  

（中止）    「政権交代後のスウェーデンと今後の日本との関係」 

      駐スウェーデン日本国特命全権大使 森元誠二 氏 

北海道スウェーデン協会との共催 

※ 講師の森元大使の公務の都合により、開催直前に中止を決定 

第 5回  2 月 25日（水） 札幌市  かでる２・７ 参加者 64名 

「今後の日ロ関係の展望と課題」 

      在札幌ロシア連邦総領事 ファブリーチニコフ・アンドレイ 氏  

NPO法人北海道日本ロシア協会との共催 

 

  ウ 北太平洋地域研究事業（国際シンポジウム・セミナーの開催） 

北東アジアの政治経済・外交に関係する重要テーマについて海外の研究者等を招き、

シンポジウム・セミナーを開催した。 

  ①中国・北海道経済交流会議 

中国経済の現状に対する理解を深め、食を中心とする北海道と中国の経済交流

の展望について意見交換を行うため、中国社会科学院訪日団を迎え、平成 23年

2月以来 3 年ぶりに会議を開催した。 

「第 9回経済交流会議（札幌会議）」 

平成 26年 6月 12日（木） 札幌市 北海学園国際会議場 参加者 70名 

第 1部 ＜基調講演＞ 

「中国における経済構造の転換―原因・挑戦・対応」」  

    中国社会科学院世界経済・政治研究所（IWEP）主席研究員 張 斌  

（チョウ・ヒン） 氏 

          第 2部 ＜基調報告＞ 

       ・ 「北海道フード・コンプレックス国際戦略について」  

          一般社団法人北海道食産業総合振興機構事務局長 佐川泰隆 氏 

       ・ 「中国対外貿易の現状と展望について」 

中国社会科学院ＩＷＥＰ 研究員 孫 杰（ソン・ケツ） 氏  

        ＜ディスカッション＞ 

          中国側 中国社会科学院訪日団 陳国平（チン・コクヘイ）団長（中

国社会科学院 IWEP 副所長）、王徳迅氏（同副所長）、外 6名 

          北海道側 山崎哲史氏（北海道国際ビジネスセンター中国アドバイザ－）、 

               小玉俊宏氏（北海道経済部国際経済室長）、計８名 

          コーディネーター 西川博史氏（北海商科大学教授） 

北海学園北東アジア研究交流センター、中国社会科学院世界経済・政治研究所との共催 

② ロシアビジネスセミナー 

他団体と連携し、対ロシアビジネスに関するセミナーを開催した。 

     「第 1回 ロシアビジネスセミナー2014」 

 5月 28日（水） 札幌市 北海道経済センター  参加者 80名 

「ロシア極東と北海道 ビジネスの可能性」 

   パネルディスカッション 

報告者  亀井良司 氏（(株)北洋銀行国際部調査役)  

中村 幸 氏（（一社）北海道総合研究調査会研究員） 

丹治宏剛 氏（(株)EFCマネージメント代表取締役） 

 主催／ハイエック、札幌商工会議所 共催／北海道商工会議所連合会 

 



 

「第２回 ロシアビジネスセミナー2014」 

11月 19日（水） 札幌市 北海道経済センター  参加者 80名 

＜講演＞ 「経済制裁と日ロビジネス」 

日露経済交流コンサルタント 朝妻幸雄 氏 

＜報告＞ 「サハリン、ウラジオストクでのビジネス交流について」 

多羽田結衣 氏 （(株)ＦＥＣマネージメント スペシャリスト） 

          主催／北海道 共催／札幌商工会議所 実施／ハイエック、(株)FEC ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 

（参考）北海道委託事業「平成 26 年度ロシア極東地域課題解決型ビジネス参入

促進産学官金連携事業」の一環 

③ 国際情勢シンポジウム 

 ○「第５回北東アジア国際情勢シンポジウム」 

【第 1 ステージ】 12月 5日（金） 札幌市 北海道大学  参加者 40名 

「北極海航路の社会・経済的インパクト：ノルウェー・ロシア・日本の視点」 

報告者 ノルウェーバレンツ事務局 ルーネ・ラファエルセン 氏 

ロシア中央海洋船舶設計研究所上級研究員 ヴラジーミル・セミューノフ氏 

           (株)北日本港湾コンサルタント企画部長 大塚夏彦 氏 

コメンテーター 日本大学助教 大西富士夫 氏 

【第２ステージ】 1月 27日（火）札幌市 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾙｽﾀｰ札幌 参加者 120名 

「パネルディスカッション“変化する北極海～北極海航路と北海道”」 

基調講演 ① 「北極圏と北極海航路」  

      北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター教授 田畑伸一郎 氏 

② 「北極海航路と日本・北海道」 

      北海道大学大学院工学研究院教授 田村 亨 氏 

パネルディスカッション  

  北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター教授 田畑伸一郎 氏 

  北海道大学大学院工学研究院教授 田村 亨 氏 

北海道開発局港湾空港部長 川合紀章 氏 

(株)北日本港湾コンサルタント企画部長 大塚夏彦氏 

        北海道大学スラブ研究センターとの共催 

   ④「ボーダーツーリズム（国境観光）シンポジウム in Hokkaido」 

10月 2 日（木） 札幌市 ホテル札幌ガーデンパレス   参加者 130名 

基調報告 「日本発の国境観光の可能性と北海道」  

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター教授 岩下明裕 氏 

パネルディスカッション～「国境観光稚内モデルの可能性を考える」 

 伊豆正人 氏（ＡＮＡセールス(株)常任顧問） 

 藤田幸洋 氏（藤建設(株)代表取締役・稚内日露経済交流協会会長） 

米田正博 氏（北都観光(株)専務取締役） 

岩下明裕 氏（北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター教授） 

         北海道大学スラブ研究センター［境界研究ユニット］、境界地域研究ネットワ 

ークＪＡＰＡＮ、ＮＰＯ法人国境地域研究センターとの共催 

  ⑤ 国際情勢セミナー  11月 26日（水） 札幌市 北海道大学  参加者 40名 

 「ロシア極東：その戦略と現実」   

ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所長・アカデミー会員 Ｐ・Ａ・ミナーキル 氏 

       主催／北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター、ハイエック、ＮＰＯ法

人ロシア極東研   

 



 

   ⑥ 北海道・モンゴル経済交流促進セミナー 

     11月 26日（水） 札幌市 TKP札幌ビジネスセンター  参加者 60名 

講演 「モンゴルの経済事情について」   

JICAモンゴル事務所長 加藤 俊伸 氏 

      発表 「北海道の取り組みについて」 

             北海道経済部国際経済室長 小玉俊宏 氏 

         「モンゴル国商工会議所の活動について」 

             モンゴル国商工会議所・日本 会頭 Ｕ・ウルジ氏 

     主催／北海道・ハイエック・モンゴル国商工会議所・北海道国際ビジネスセンター 

(参考) 平成 26年度から一般財団法人自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）の助成を受けて

北海道が実施する「ロシア極東・モンゴル貢献と参入ビジネス促進事業」にハ

イエックはその共同事業者として参画し、本セミナーを共催するほか、モンゴ

ルの訪問調査に参加。 

 

(2) 国際関係情報の収集・提供 

ア 調査研究・資料収集事業 

    各種対外経済交流関係の事業に参画し、調査・情報収集を行った。 

・「ロシア沿海地方・北海道経済ミッション」への参加 

 6月 4日～6月 7日 

ウラジオストクでのビジネス交流会や企業視察等に参加 

     ・北海道緊急雇用創出推進事業（地域人づくり事業）「平成 26 年度ロシア極東地域

課題解決型ビジネス参入促進産学官金連携事業」の受託 

7月 24 日～平成 27年 2月 27日 委託元 北海道 

株式会社ＦＥＣマネージメントとのコンソーシアムにより受託 

       ・自治体国際協力促進事業（モデル事業）「ロシア極東・モンゴル『貢献と参入』

ビジネス促進事業」の共同実施 

           平成 26～27年度 

           一般財団法人自治体国際化協会の助成を受け、北海道（経済部）と共同でモ

ンゴル現地訪問や道内企業等調査を実施。 

 

イ 国際情報ネットワーク事業  

インターネットを活用して国際交流等の情報を集約・蓄積し、広く道民などに提供し 

た。また、Facebook により、事業の実施予定や実施結果に関する情報のタイムリーな 

発信に努めた。 

    ホームページアクセス数   4月～2月  月平均 59,304 件 

 

   ウ 年報発行 

    ２０１４年版を７月に発行し、会員や関係団体等へ配付した。 

 

エ 国際協力情報収集提供事業 

道内の国際協力活動などを紹介するため、国際協力情報誌｢であい｣を３回発行し、会 

員や関係団体、市町村等に配布した。 

 

オ 季刊誌 ｢Hoppoken(北方圏)｣の発行 

会員を始めとした道民に、国際理解の促進に資する情報や、国際交流等の取り組みに

関する情報を提供することを目的に、年４回、各 1,500部発行している。 



 

      夏号（168 号）7 月発行     特集として台湾を取り上げ、言葉や食文化、建築物

など台湾社会に息づく「日本」、そして北海道と台湾の知られざる深い結びつ

きを紹介。また、ハイエック研究員による現地レポート「ユーラシアの中心・

カザフスタン」やハイエック平成 26年度通常総会の開催結果などを掲載した。 

      秋号（169 号）10 月発行    特集は毎日新聞社サンパウロ支局記者がＷ杯サッカ

ー開催で浮かび上がったブラジルの今をリポートする「サッカーW杯奮闘記『見

た、来た、蹴った』」。また、３年ぶりに開催された中国・北海道経済交流会議

（札幌会議）や道内の高校生２名が参加したユース・エコ・フォーラム 2014の

結果概要などを掲載した。 

      冬号（170 号）1 月発行      特集は「アメージング・タイランドへようこそ」、観

光客の増加で道民にとって身近な国になってきた「ほほえみの国・タイ」を紹

介。また、ブラジル移住９５周年、パラグアイ移住７５周年の両記念式典や在

北海道外国公館・通商事務所等協議会主催「インターナショナルウイーク 2014」

などの開催状況などを掲載した。 

       春号（171号）3月発行      特集は、宗教対立を乗り越え、多様な価値観の共存を

目指す 12億人の知恵を紹介する「宗教と向き合う～他宗教の国・インドは今」。

また、平成 26年度海外派遣事業参加者の感想文や 1月の「カザフスタン・セミ

ナー IN北海道」の開催結果などを掲載した。 

 

  (3) 海外派遣研修 

ア 海外派遣事業  

       海外の地域事情や関係機関の視察、関係者との意見交換等を通じて、国際的視野を持

って地域づくりに貢献する人材を育成するため、道内各地の青年を海外に派遣した。 

    派遣期間：11月 2日（日）～9 日（日）  派遣先：ミャンマー、マレーシア 

    参加者：道内青年 6 名 

 

イ 高校生・世界の架け橋養成事業  

     ① 高校生・アジアの架け橋養成事業 

様々な人々と協働できる国際感覚を持った人材を育成するため、将来の北海道を担 

う高校生を開発途上国に派遣した。 

派遣期間：8月 3日（日）～10 日（日）    派遣先：カンボジア 

参加者：高校生 10名 

その他：事前研修 2回、事後研修 2回、報告会 7回（学校、市民向け） 

   ② ユース・エコ・フォーラム事業 

道内の高校生２名をユース・エコ・フォーラム 2014に派遣し、北方圏諸国の若者 

    との環境問題に関する意見交換等交流の機会を提供し、人材の育成を図った。 

    派遣期間：8月 1日（金）～10日（日）派遣先：サハ共和国／ヤクーツク市 

   参加者：高校生 2名 

   その他：事前研修 3回、事後研修 4回、報告会 2回（学校、市民向け） 

   ③ 第５回済州青少年フォーラム 2014 

他地域からの参加者とグローバルなテーマについてディスカッションを行うとと 

    もに交流を深め、相互理解を図るため、韓国・済州特別自治道が主催する青少年フォ 

ーラムに道内の高校生を派遣した。 

   派遣期間：11月 6日（木）～10 日（月）   派遣先：韓国・済州島 

参加者： 高校生 2名 

 



 

 

(4) 多文化共生の推進  

   外国人にも暮らしやすい地域づくり推進事業  

     ① 北海道多文化共生地域づくり推進協議会の開催 

外国人居住者が年々増加し、地域社会を構成する一員となりつつある現状を踏まえ、 

道民と外国人居住者が互いの文化や生活習慣などを相互に理解・尊重し、ともに地域 

の発展・活性化に貢献することができる多文化共生社会の実現に向け、課題や解決方 

策を検討するため協議会を開催した。 

◎ 平成 26年度テーマ「来道外国人観光客に対するホスピタリティと安全・安心」 

  ・ 第１回会議の開催   

4月 22 日（金） 基礎的情報の共有及び意見交換  HIECC 特別会議室 

             講師：北海道経済部観光局 参事（国際観光）後藤 規之 氏 

             講師:北海道開発局開発監理部開発計画課 

国際室長 柴田 哲史 氏 

  ・ 第２回会議の開催 

    6月 24日（火） 講演及び意見交換  HIECC 特別会議室 

             講師：ＮＰＯ法人 エスニコ代表理事 芦田 科子 氏 

   ・ 第３回会議の開催 

    7月 30日（水） 講演、意見交換及び報告書について  HIECC 特別会議室 

             講師：（一財）自治体国際化協会 多文化共生部長 

                  渡辺 裕人 氏 

  ② 多文化共生の各種取り組み 

        道内各地域における外国人との共生に向けた環境づくりを一層推進するため、各種 

      の事業を推進した。 

・ 災害支援多言語サポーター事業 

   登録サポーター数  38人 

・ 多文化共生啓発事業 

  北海道の少子高齢化が全国を上回るスピードで進む中、外国人も地域社会を構 

成する一員として、地域の発展・活性化に資することを目的に道内各地で講演会 

を開催した。 

4月 21 日（月）札幌市 （公財）札幌国際プラザと共催 

        「地域活性化と多文化共生～外国人も暮らしやすい地域 

                                づくり」 

                講師：多文化共生センター大阪代表理事 田村 太郎 氏 

                参加者   47名 

              11月 18日（火）函館市 （一財）北海道国際交流センター／ＨＩＦと共催 

               「人口変動への対処とダイバーシティの促進」 

                講師：多文化共生センター大阪代表理事 田村 太郎 氏 

                              「外国人人材がもたらすチカラと可能性」 

                講師：グローバル人財サポート浜松代表理事 堀 永乃 氏 

                参加者  30名 

       2月 5日（木）北見市 北見市と共催 

               「国際交流と多文化共生 ～ 地域活性化の視点から」 

                講師：多文化共生センター大阪代表理事 田村 太郎 氏 

                参加者  41名 

      ・ 世界の料理教室 



 

       料理を通じて諸外国の生活・文化について学び交流を深めるため、関係機関と 

      共催のうえ実施した。 

11月 1 日（土）    

11月 6 日（木）   

2月 15 日（日） 

札幌市 

旭川市  

札幌市 

北海道ブラジル協会との共催 

日ロ文化協会「リャビーナ」の会との共催 

北海道フィンランド協会との共催 

 

   ・ 国際交流ボランティアの登録と派遣 

     登録ボランティア数  50人 

  ・ 多文化共生コーディネーター研修会 

      多文化共生社会の実現を目指すため、道内各地域で活動する様々な分野の事 

業担当者（コーディネーター）を対象に研修会を行った。 

         3月 23日（月） 滝川市   参加者 10名 

  ・ 外国人サポートデスク  

  ・ 留学生支援物品等登録事業  

    今年度登録数 9件 

 

２ 国際交流の推進 

 (1) 諸外国との各種交流の実施 

  ア 日中青年交流の実施    

    黒竜江省側の事情により実施を見送った。 

 

イ 南米訪問事業 

  北海道人ブラジル移住 95周年、パラグアイ移住 75周年の両記念式典に参列するため、 

 北海道及び北海道議会の訪問団とともに両国を訪問した。 

   北海道人ブラジル移住 95周年記念式典  10月 19日（日） サンパウロ市 

   北海道人パラグアイ移住 75周年記念式典 10月 17日（金） イグアス移住地 

 

ウ 北海道外国訪問団受入事業   

       南米からの北海道出身移住者子弟の訪問団を受け入れ、「父祖の地・北海道」につい 

   て理解を深め、一層の親善交流に資するため、本道関係者との交歓・交流や道内企業の 

視察等を実施した。 

  受入期間  1月 29日（木）～2月 5 日（木） 

  ブラジル青年訪問団  6名 

 

  エ 日韓交流事業 （伊藤組 100年記念基金助成事業） 

北海道と韓国との特色ある交流・協力を創出するため、昨年度に引き続き HIECCが主 

催して、高齢化社会に対応した特色あるローカルスポーツを韓国（慶尚南道）に紹介し、

交流を行った。 

         派遣期間 11月 12日（水）～15日（土） 

     派遣団員 11名（HIECC、北海道ミニバレー協会など） 

交流内容 ミニバレー交流、ミニバレー交流覚書の締結 

 

  オ 他団体との連携による交流事業 

① カルチャーナイト 

  カルチャーナイトに参加し、道民に「世界のあそび」や「世界の民族衣装試着」な 

ど諸外国の文化体験の機会を提供した 



 

7 月 18日(金)  ＨＩＥＣＣ会議室ほか  来訪者  146人 

    ② 全国中国語スピーチコンテスト北海道大会 

         11月 9日（日） 札幌市 かでる２・７ 

北海道日中友好協会との共催 

③ インターナショナルナイト 

世界の青年の国際的なふれあいの場とするため、北海道青少年科学文化財団などと 

共催し、三笠宮彬子女王殿下による特別講演、また留学生と日本人学生等によるディ

スカッションや交流会を開催した。 

12 月 14日（日） かでる２・７（主会場） 

参加者  日本人 350人、外国人 16カ国 71人 

   ④ 第 34回北海道カーリング選手権大会兼アルバータ杯カーリング大会 

         1月 21日～1月 25日  名寄市 

         北海道カーリング協会との共催 

   ⑤ 国際交流「ＤＡＹ」事業 

     北海道と姉妹・友好提携地域とのより一層の交流拡大を図るため、北海道と共催し 

て、各提携記念日等にそれぞれの地域の文化紹介イベントを開催した。                      

韓国・慶尚南道     6 月 5日（木）～6日（金） 

中国・黒竜江省     6 月 12日（木）～13日（金） 

         カナダ・アルバータ州  9月 4日（木）～5日（金） 

         韓国・ソウル特別市   10月 30日（木）～31日（金）  

         ロシア・サハリン州   11月 27日（木） 

         韓国・釜山広域市    12月 15日（月）～19日（金） 

         アメリカ・マサチューセッツ州  2月 7日（土） 

         タイ・チェンマイ県    2月 26日（木）～27日（金） 

         ※アメリカ・ハワイ州は中止 

      ⑥ 国際交流定例講演会 

      ５回開催  5月 22日（木）、7月 10日（木）、9月 18日（木）、 

10月 27日（月）、1月 13日（火）、 

北海道国際女性協会との共催 

 

(2) 留学生と道民との交流  

   ア 外国人留学生国際交流支援事業   

      道内大学に対する外国人留学生受入れ促進を支援するため、外国人私費留学生に修

学助成を行うとともに、助成金受給者を「外国人サポーター」として登録し、地域の

交流事業への参加等を促進した。（修学助成 月額 1万 5千円、50 名） 

 

   イ 外国人留学生受入促進事業  

    外国人留学生の受入れを促進するため、海外の関係機関や大学・学生等に対し、道

内大学のプロモーションを行った。 

① プロモーションサイトの運営（http://study-hokkaido.com）、多言語化（韓国語） 

② 留学ガイドブックの作成、配布 

③ 日本留学フェア（日本学生支援機構主催）への参加 

インドネシアにおいて、学生等へのプロモーション及び北海道や大学関係資料を配

付した。 

      10月 18日（金） スラバヤ会場  ブース来場者約 150名  

      10月 19日（日） ジャカルタ会場 ブース来場者約 200名 



 

 

ウ 留学生等地域交流の実施    

       外国人留学生等の北海道に対する理解を促進するとともに、地域住民との交流を推進

するため、地域イベントへの参加や交流会の開催を行った。 

    北海道留学生ふれあい交流 inくりやま （中島記念国際交流財団助成事業） 

      7月 25 日（金）～ 26日（土） 栗山町  参加留学生 29名 

 

(3) 海外移住者への支援 

ア 移住者支援事業 

  北海道出身移住者で組織する各道人会の活動等を支援するため助成を行った。 

    在伯道人会、在亜道人会 

    在芭道人会、サハリン道人会 

 

イ 移住者子弟留学生受入事業 

南米圏交流を促進するため、北海道出身移住者の子弟を留学生として受け入れ、修学

を支援した。 

  受 入   ブラジル １名 

  就学先   天使大学 

 

(4) 各種交流事業への助成 

 国際交流助成事業 

     世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、 

国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成 

した。 

助成対象事業名 主催者 助成額(千円) 

北海道・ロシア極東交流事業 北海道・ロシア極東交流事業実行委員会 500 

ロシア・サハリンアンサンブル北海道公演

2014 
NPO法人北海道日本ロシア協会 100 

韓国・ソウル－札幌 相互・国際交流事業 公益財団法人北海道演劇財団 250 

日本・カナダアイスホッケー国際交流会 
日本・カナダアイスホッケー国際交流実
行委員会 

200  

ナーダム祭 in北海道 北海道内モンゴル友好協会 100 

“イランカラプテ”ミュージック・フェス
ティバル 2014 

“イランカラプテ”ミュージック・フェ
スティバル実行委員会 

250 

サケ学習国際交流研修団カナダ派遣事業 北海道サーモン協会 300 

第 27回昭和新山国際雪合戦大会開催事業 昭和新山国際雪合戦実行委員会 200 

ユジノ・サハリンスク市青少年レスリング

交流訪問団受入事業 
旭川市国際交流委員会 300 

日本・ウクライナ国際交流公演 安田文子＆キエフデュオ実行委員会  250 

フォールディング・コスモス・ヘルシンキ フォールディング・コスモス実行委員会 200 

国際協力フェスタ 2014 北海道ＮＧＯネットワーク協議会 200 

第 7回日台友好合唱会 日台友好合唱会実行委員会 150 

第 24回ジュニア大使訪問団派遣事業 一般社団法人滝川国際交流協会 200 

            計  １４事業  3,200 

 

 



 

 

(5) 地域、諸団体との連携   

ア 地域連携ネットワーク事業 

     各地域や交流団体間の連携を促進するため、国際交流・協力活動等についての情報交 

換などを図る懇談会を開催した。 

      国際交流地域懇談会   

6月 26日（木） 苫小牧市 

8月 26日（火） 浦河町 

11月 21日（金） 中標津町 

1月 21日（水） 帯広市 

 

イ 外国公館交流促進事業  

  在道の総領事館、領事館、通商事務所、名誉領事館等と連携し、地域の国際化を推進

するための取り組みを実施した。 

① 在北海道外国公館・通商事務所等協議会 総会   

5月 28 日（水） 札幌市 札幌プリンスホテル 国際館パミール 

   ② 学校訪問事業 

     道内中学校・高等学校からの要請に基づき、在道外国公館の総領事等が学校を訪問 

    するなど、生活・文化の紹介や交流を実施し、相互理解を深めた。 

      5月 8日（木）留寿都中学校        10月 17日（金）札幌清田高校、 

10月 10日（金）東海大四中等部     12月 3日（水）札幌南ヶ丘中学 

10月 14日（火）札幌東川下小学校   2月 24日（火）厚真中学校、厚真南中学校 

   ③ インターナショナルウィーク   

     在北海道外国公館・通商事務所等協議会を構成する外国公館及び名誉領事館等が連 

携し、各国の文化や歴史などについて紹介するため、パネルや映像資料による展示・ 

ＰＲ展、伝統舞踊や音楽演奏などの文化紹介パフォーマンスを行うとともに、道民の 

みなさんに外国公館を身近な外国として感じていただくため、各国の総領事などと交 

流する機会を設定し、異文化交流や国際理解の促進をはかった。 

       展示・ＰＲ 10月 11日（土）～13日（月・祝） 札幌駅前通地下歩行空間 

       文化紹介パフォーマンス 10月 11日（土）～13日（月・祝）  〃 

       来場者数（延べ人数） 約 7,200人 

   ④ 新年交礼会 

     協議会の構成員である各国外国公館の総領事や名誉領事はもとより、北海道副知事、 

札幌市長、北海道経済産業局長をはじめとする官公庁の方々、道内経済界や大学、

報道機関の代表者、さらには国際交流・協力団体などの代表の皆様方のご参加をい

ただき、「在北海道外国公館・通商事務所等協議会」主催による新年交礼会を開催し

た。   

       1月 15日（木） 札幌プリンスホテル 国際館パミール  参加者 83名 

       ・主催者挨拶 ロシア総領事 

       ・来賓挨拶  北海道副知事、札幌市長 

       ・新年の乾杯 北海道経済産業局長  

       ・〆の乾杯  北海道開発局長 

 

 

 

 



 

 

３ 国際協力の促進 

(1) 開発途上国向けのＪＩＣＡ研修事業への参画 

 ＪＩＣＡ研修事業の実施 

     ＪＩＣＡ北海道国際センター（札幌）が実施する研修事業の一部を受託し、研修実 

施機関とのカリキュラムの調整や研修のコーディネートを行った。 

期 間 研修コース名 

7 月  7日～ 9月 16日 課題別研修（上水道施設技術総合(B)） 

7 月 27日～8月 16 日 
国別研修（ウガンダ国アチョリ地域コミュニティ開発計画策

定能力強化） 

10 月 6日～11月 6日 課題別研修（官民連携による地域観光マーケティング） 

10月 20日～11 月 6日 
国別研修（マレーシア国ＥＰＰ効率的・効果的な漁業/漁業施

設経営） 

10月 22日～11 月 20日 
課題別研修（認証制度やブランド化を通じた森林資源の総合

利用による地域振興） 

1 月 21日～ 2月 5 日 青年研修 （中央アジア・コーカサス混成地方行政） 

2 月 26日～ 3月 26日 課題別研修（新生児マススクリーニングシステム普及支援） 

 

(2) 海外からの研修員の受入 

   海外研修員受入事業 

南米圏交流を促進するため、北海道出身移住者の子弟を技術研修員として受け入れ、 

技術研修を行った。 

           受 入   ２名（パラグアイ１、アルゼンチン１） 

      研修先   北海道テレビ放送株式会社 

学校法人布川学園 北海道美容専門学校 

 

 

４ ハイエック後援事業 

 実施日 事業名 主催団体 

1 4/19 
プラン・ジャパン映画上映会 
「Girl  Rising～私が決める、私の未来～」 

(公財)プラン・ジャパン 

2 5/16～5/18 第 29 回 2014オホーツク「木」のフェスティバル 実行委員会 

3 5/24 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「いま日本とスウェーデンが出来ることⅡ」 (一財)ｽｳｪｰﾃﾞﾝ交流ｾﾝﾀｰ 

4 6/2～6/19 
2014 年日･EU フレンドシップウィークエンドイベント

「Visit Sweden!」 
北海道大学附属図書館 

5 6/18 国際家具デザインフェア旭川 2014 開催委員会 

6 7/13～10/20 「日露武道交流年」合気道交流記念事業 
合気道国際平和文化 

交流倶楽部 

7 7/24～7/26 ロシア･サハリンアンサンブル北海道公演 2014 実行委員会 

8 7/30～8/2 “イランカラプテ”ミュージックフェスティバル 2014 (公財)札幌国際プラザ 

9 9/22～9/27 
第 21 回国際親善交流特別演奏会 
 （日本・セルビア文化交流演奏会） 

日本音楽文化交流協会 

10 10/25 第 9回Ｎ１グランプリ 2014 
(一社)日本デザイナーク
ラブ北海道 



 

11 11/13～1/18 SAPPORO こども領事 2015 (公財)札幌国際プラザ 

12 11/23 第 3 回｢魂心（きしん）の人｣～シベリウスとモダニズム～ 北欧の森演奏会企画 

13 12/2～12/4 第 30 回寒地技術シンポジウム 
(一社)北海道開発技術

センター 

14 2/6～2/11 第 56 回旭川冬まつり 実行委員会 

15 2/8 第 25 回おおたき国際スキーマラソン 実行委員会 

16 2/15～2/19 第 30 回北方圏国際シンポジウム-オホーツク海と流氷- 実行委員会 

17 2/21～2/22 
第 30 回湧別原野オホーツク 100 ㎞クロスカントリー
スキー大会 

実行委員会 

18 2/28～3/1 第 27 回昭和新山国際雪合戦 実行委員会 

19 3/26～4/3 2014青少年サケ学習国際交流カナダ派遣事業 北海道サーモン協会 

 

 

〔管理部門〕 

１ 会員の状況 

  平成 26年度においては、会員の加入が 24件（個人会員 12件、法人会員 12件）、退会が

42件（個人会員 28件、法人等会員 14件）あり、会員数は 18の減となった。 

 

区   分 
平成26年度 

当初会員数 

平成26年度(3月まで)増減 平成27年 

3月末会員数 入会数 退会数 差引増減 

個
人
会
員 

一般会員 １７１ ６ ２３ △１７ １５４ 

会
費
特
例
会
員 

学生等会員  ４ ０ ３ △  ３ １ 

主婦(夫)等会員 ４ ０ １ △  １ ３ 

シニア会員  １４ ６ １ ５ １９ 

小 計 ２２ ６ ５ １ ２３ 

特別会員 ５ ０ ０ ０ ５ 

個人会員計 １９８ １２ ２８ △１６ １８２ 

法人等会員 ４８２ １２ １４ △  ２ ４８０ 

合  計 ６８０ ２４ ４２ △１８ ６６２ 

 

２ 会議の開催 

  平成 26年度においては、これまで次の通り理事会及び総会を開催した。 

(1)  理事会 

ア 平成 26年度第 1回理事会 

     平成 26年 5月 20日(金) 13:30～  ホテルポールスター札幌 

出席  理事総数 32名のうち 20名、監事 2名のうち 1名 

     内容  平成 25年度事業報告を承認 



 

         平成 25年度決算を承認 

         通常総会の招集を議決 

         理事及び監事の選任案を了承 

         顧問の委嘱を承認 

 

イ 平成 26年度第 2回理事会 

     平成 26年 6月 18日(水) 15:15～  ホテル札幌ガーデンパレス 

出席  理事総数 29名のうち 17名、監事 2名のうち 2名 

     内容  会長、副会長及び専務理事を選定 

         顧問の委嘱を承認 

         平成 26年度事業計画及び予算の補正を承認 

 

  ウ 平成 26年度第 3回理事会 

平成 27年 3 月 25日(水) 13:30～ ホテルポールスター札幌 

出席  理事総勢 29名のうち 19名、監事 2名のうち 1名 

内容  平成 26年度事業の実施状況を報告 

平成 26年度予算の補正を承認 

    平成 26年度予算の補正専決を承認 

平成 27年度事業計画を承認 

平成 27年度予算を承認 

資産管理運用規定運用方針の改正について承認 

特定費用準備資金取扱規程の制定について承認 

特定費用準備資金の保有について承認 

顧問の委嘱を承認 

 

(2) 総 会 

   平成 26年度通常総会 

平成 26年 6 月 18日(水) 13:30～  ホテル札幌ガーデンパレス 

出席   会員総数 649のうち 465 （出席 79、委任状出席 386） 

内容   平成 25年度決算を承認 

    平成 25年度事業報告を報告 

平成 26年度事業計画及び予算の理事会決定を報告 

    理事及び監事を選任（理事 29名、監事 2名） 

 

 

附属明細書 

  事業報告の内容を補足する重要な事項が存在しないため、作成しない。 


