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1. はじめに 

 

(財)大阪府国際交流財団は、大阪の国際化と府民の国際交流の促進を図り、

国際都市・大阪の発展と国際親善に寄与することを目的として、平成元年（1989

年）1 月に設立された。設立後、大阪の国際化とそれを支える府民の国際交流活

動の促進や外国人留学生の受入体制の整備など、府域における国際化を推進す

る中核的組織としての役割を果たしてきた。 

この間、国際社会のグローバル化の進展により、各国の相互依存が複雑に深

化するとともに、国境を越えた多面的な交流が急速に進んでいる。 

これにより、各国・地域間においては、国際社会における存在感を高めるための

取り組みの強化が不可欠になるとともに、地域に暮らす在住外国人の増加や滞在

期間の長期化などによる地域の課題も顕著になってきている。 

大阪においても、グローバル化の流れの中でアジアの活力を取り込み国際競争

力を高めていくことが求められるとともに、これらの流れに対応できる環境整備が

不可欠である。 

この中で、財団においては、これまでのノウハウやネットワークを活かして、大阪

の国際化の進展に資する役割が期待されており、今後とも大阪の国際化に積極

的に取り組んでいく必要がある。 

 

２. 策定の背景 

 

財団の中期経営計画は、平成 19 年度から概ね 5 年間を対象期間として策定さ

れた。 

中期経営計画では、これまでの基本的な考え方を継承し発展させるため、「大

阪における国際化を促進する中核的団体として、ネットワーク機能・シンクタンク機

能を充実し、情報発信機能を充実し、情報発信機能を強化することで存在感を高

めるとともに、効果的な事業展開を図り大阪の国際化を推進する」ことをめざすこ

ととし、これを踏まえて設立趣旨に基づく民間国際交流の促進をはじめとした４つ

の事業柱に基づく事業を展開してきた。 

そうした中、大阪府においては、平成 20年 6月に策定された「財政再建プログラ

ム案」において、すべての事務事業、出資法人、公の施設についてゼロベースで
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の見直しを行う財政構造改革に取り組み、当財団についても、必要な事業は府で

実施するという方向性及び府が出捐した資金のうち府で事業展開するために必要

な財源相当額の寄附を求めるという考え方が示された。こうした点を踏まえ、大阪

府との役割分担を明確化し、設立以後展開してきた４つの事業柱を「民間国際交

流の促進」と「留学生等在住外国人に対する支援」に重点化して事業を実施するこ

ととされた。 

一方で、グローバル化の進展が都市間競争を激化させ大阪の国際競争力の強

化が大きな課題となる中、大阪府において、平成 20 年 12 月には「将来ビジョン・

大阪」が策定され、大阪のより一層の国際化を目指すとともに、平成 22年には「大

阪の成長戦略」が策定され、大阪が再び力強く成長する都市となるために今後 10

年間の成長目標が掲げられた。 

この「大阪の成長戦略」に基づき、大阪の国際競争力の強化をめざして、平成

23年 3月に「大阪府国際化戦略」が策定され、この中で改めて当財団について、そ

のノウハウ、ネットワーク、資金などの資源を最大限に活用し、グローバル人材の

育成や外国人が生活しやすい環境整備等をめざすとともに、他の民間団体の活

動強化を図ることが求められた。 

このような状況を受け、当法人においても、平成 19年度からの中期経営計画及

びその後の情勢の変化に適切に対応し、大阪府をはじめ他機関で実施が可能な

事業の廃止や効率的に事業を実施するための他機関との共同実施などを進め、

財団に求められる事業への重点化に精力的に取り組んできた。 

また、円高や低金利の影響を受け、基本財産運用収入が減少するなど、非常に

厳しい財政状況の中、経営評価に財団事業活動支出の削減や管理コストの抑制

を戦略目標に掲げ、コストの削減に努めてきた。 

一方で、こうした経営改革を進めるとともに、平成 23 年 3 月に策定された「大阪

府国際化戦略」を受け、同 3 月以降、理事会、評議員会において財団の今後の方

向性について議論を重ねてきた。 

   この中で、日本におけるグローバル化に対する人材育成・活用の遅れや府域国

際交流団体の活動が過渡期を迎えていること、厳しい世界経済情勢を受け財団

の基本財産運用収入が激減していることなど緊急に対応すべき課題が山積する

中、今こそ府と施策目的を共有し必要な事業を提案しながら、財団の資源を活用

し、府と共同で早急に大阪の国際競争力を高めていくための事業展開が必要であ

るという結論に至った。 

 この結論を踏まえ、大阪府とともに「大阪府国際化戦略」を具体化するための

「大阪府国際化戦略アクションプログラム」を平成 23年 10月に策定し、この枠組み

のもと、基本財産を取崩しながら今後 10 年間、集中的に事業に取り組むこととし

た。 
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このため、今後 10 年間で市町村の国際交流団体や教育機関などの関係団体

が共同で大阪の国際化に役割を果たせるよう、大阪府国際化戦略アクションプロ

グラムを通じて当財団のノウハウやネットワークを関係機関に移行していく必要が

あり、今まで以上に大きな使命を果たすことが求められている。 

また一方では、府市統合本部において、（財）大阪府国際交流財団と（財）大阪

国際交流センターの統合も含めた今後のあり方が検討されるなど、国際交流団体

をめぐる新たな動きも出てきている。 

以上の点を踏まえ、激変する社会経済状況の中、大阪の国際競争力を強化す

るため、大阪府国際化戦略アクションプログラムに基づき事業を積極的に展開す

ることとし、アクションプログラムの期間にあわせ、今後 3 年間の基本的な方向性

についての中期経営計画を策定する。 
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＜中期経営計画策定以降の経過＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４つの事業柱 

大阪の国際化の促進

民間国際交流の促進 

国際協力の推進 

 留学生支援 

中期経営計画 

（平成 19年策定） 

「財団法人大阪府国際交流財団の抜本的見直しについて」 

（平成 20年 12月 22日付け） 

「大阪府国際化戦略アクションプログラム」 

（平成 23年 10月策定） 

新中期経営計画 

（計画期間：平成 24 年度～平成 26年度） 

財政再建プログラム（案）

（平成 20年 6月策定） 

大阪府の出資法人等への

関与事項を定める条例に

基づく審査・評価 

（平成 20年 9月実施） 

ＯＦＩＸあり方検討会議（府・

OFIX平成 20年度） 

将来ビジョン・大阪 

（平成 20年 12月策定） 

「中期経営計画」の４

つの事業柱※から２つ

の事業柱に重点化 

財政改革構造プラン（案）

（平成 22年 10月策定） 
大阪の成長戦略 

（平成 22年 12月策定） 

新公益法人移行 

（平成 24年 4月） 

財団の資源を活用

し、府とともに実行

委員会を設置 

大阪府国際化戦略 

（平成 23年 3月策定） 
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３．大阪の国際化の現況 

 

 

 (1)  日本人若年者の状況  

 平成 22 年 7 月に内閣府が実施した「労働者の国際移動に関する世論調査によ

ると、外国で働くことに関心がないとした 20 代の若者は 58.8％ と過半数を占め

ている。 その理由としては、「外国で生活することに不安を感じる 58.8%」「語学力

に自信がない 55.7%」「家族や友人と離れたくない 43.3%」「外国で働くために必要な

情報を知らない 33%」などとなっている。（複数回答上位４項目） 

 反面、若い世代が外国で働く経験を「積むべきだと思う」とした者の割合は全体

で 73.8％と、グローバル化のニーズは高い。また、若い世代が外国で働くために

必要なことは、「語学の教育を受けること 79.6％」「ビジネスマナーに代表される、

外国の文化や習慣を理解すること 51.7％」「海外留学を経験すること 39.5％」「外

国での働きが日本国内の企業に評価される仕組みを利用できること 34.4％」など

となっている。（複数回答上位４項目） 

 大阪府教育委員会においては平成 23 年度より「使える英語プロジェクト」事業を、

大阪府においては「実践的英語教育」強化事業をそれぞれ実施し、グローバル人 

材の育成のための英語力強化に力を入れているところである。 

 

(2)  留学生の流出入の状況  

 大阪の大学等と諸外国の大学等の協定等に基づき、3 ヶ月以上、海外の大学に 

派遣された日本人学生数（（独）日本学生支援機構調べ）及び大阪の高校から 3ヶ 

月以上海外の高校等に派遣された生徒数は平成 20年には 1,614人であったが平

成 22年度は大阪府調べで 1,984人となっている。 

 一方で、外国人留学生は平成 19 年度以降、1 万人を越え、平成 22 年には、

10,791人にのぼっている。 

海外からの留学生に比べ、大阪からの海外への留学者は約 2割に過ぎず、さら

なる留学促進が求められる。また、大阪の企業の海外展開意欲は高く、府内でも

毎年合同企業説明会を実施しているが、平成 23 年度は東日本大震災の影響で

大阪で学ぶ留学生も約 400 名減少し 10,325 名となり、これまで全国 2 位であった

のが、東京、福岡についで全国第 3位となっている。 
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 大阪府への留学生の流出入数 

 2010年 2008年 2006年  

海外への大阪からの留学生数 1,984 1,614 1,597 

大阪への外国人留学生数 10,791 10,289 9,986 

  ※大阪への外国人留学生数については、2011 年統計が公表され 10,325 名と約 400 名減少している。 

 

 

(3)  大阪府に滞在・在住する外国人の状況  

府内の外国人登録者数は、22 年末現在で 20 万 6 千 951 人となっており、平成

20 年から 2 年続けて減少している。内訳として韓国・朝鮮人が減少する一方で、

1980 年代以降に来日し、定住したいわゆるニューカマーと呼ばれる外国人が増え

ている。 

 

 

 

 

 (4)  大阪府内の国際交流団体の状況  

 平成 23 年度現在、府内の法人格を有する国際交流協会は 13 協会あるが、その

形態は財団法人や特定非営利活動団体などさまざまであり、その活動内容も姉妹
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都市交流を主とするものや文化交流や在住外国人支援など多岐にわたる。このうち、

財団法人立の国際交流協会は当財団も含め、9団体にとどまっている。 

 このほか、府内には民間で活動している外国人支援団体や国際交流団体もあるが、

その活動は財政難や後継者不足など厳しい環境下で行われているのが現状であ

る。 
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４．財団の方向性 

 

(1) 方向性を定めるにあたっての現状認識 

当法人では、平成 23年 10月に立ち上げた大阪府国際化戦略実行委員会に参

画し、大阪府の国際化に一定の役割を担っていくこととしている。この戦略期間が

終了する１０年後は、民間で取り組むべきものは民間で、また民間で取り組めない

ものや広域的に展開すべきものは大阪府で実施することが必要である。 

しかし、現状では、民間の国際交流団体や外国人支援団体は財政基盤が弱く

厳しい財政下で活動せざるをえない状況にあり、また、市町村と連携して事業を実

施している財団法人の国際交流団体も８団体にとどまっている状況である。 

また、多言語支援に必要な人的資源や専門機関等のネットワークは行政では

十分に有しているとは言えず、外国人材を受入・活用する取り組みについても、高

等教育機関や経済団体、行政が個別に取り組みを進めているものの効果的な連

携には至っていないなど課題は山積している。 

現在、当財団の基本財産は約 40億円であるが、これを「大阪府国際化戦略アク

ションプログラム」の実施のため、一定額を取崩しながら戦略的な展開をしていくこ

ととしている。このため、10 年後には運用収入も大幅な減少が見込まれ、将来的

に財団の運営方針について抜本的に見直す必要があることから、現時点における

財団の存続期間については平成 34年 3月末までとし、10年後の状況を踏まえて、

改めて存続の可否を検討することとしている。 

このような中、当法人のノウハウ、ネットワーク、資金等を最大限に活用し、10

年後を見据えた取り組みを進めていくことが不可欠となっている。 

 

（2） 財団の方向性 

 既に述べた大阪の国際化の現状を受け、喫緊の課題である若年者のグローバル

化への対応を支援するための「グローバル人材の育成」と大阪へ海外の活力を呼び

込むための「外国人の受入環境整備」、今後の当法人のノウハウ、ネットワークの移

行の準備として関係機関のネットワーク強化を図るための「国際交流情報の収集、

発信」に重点的に取り組んでいく。 

また、10 年後の大阪の国際化を見据えるとともに、これまでの実績や大阪府の地

域国際化協会としての使命に鑑み、以下の４点を財団の方向性として定めるもので

ある。 

 

 ① 財団のノウハウ、ネットワーク、資金等を活用した大阪府国際化施策への協力 

 大阪府とタッグを組み「大阪府国際化戦略アクションプログラム」の具体化を図る。 
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 ② 広域的な国際化への対応 

当法人では、外国人相談の対応や多言語情報提供を行ってきた。このうち、府域

で共通の多言語情報の作成や専門的な相談対応など、広域で実施する方が効果的

なものについては、これまでのノウハウやネットワークを行政機関等と共有しながら、

引き続き、充実した内容にしていく必要がある。 

また、府内大学・専門学校等の教育機関や大阪府弁護士会、大阪府行政書士会

等の専門機関、経済団体等が必要に応じて連携して活動できる体制整備にも努め

ていく必要がある。 

 

③ 都道府県間の連携体制の整備 

各府県には、総務省の認定を受けた地域の国際交流を推進するにふさわし    

い中核的民間国際交流組織である地域国際化協会があり、当財団は大阪府の地域

国際化協会として大阪府域の国際化推進の中核的役割を担っている。 

まずは、喫緊の課題である災害発生に対応するため、当財団が大阪府の地域国

際化協会として他府県の地域国際化協会との連携を強化していくことが必要である。

このため、近畿の地域国際化協会の連携組織である近畿地域国際化協会連絡協議

会において災害時に被災地となった府県に対し相互に通訳・翻訳ボランティアの派

遣を行うために締結している「災害時における外国人支援ネットワークに関する協定

書」を実効性のあるものとするための研修活動や全国の地域国際化協会で組織す

る地域国際化協会連絡協議会における各ブロック間の連携のための取り組みに参

画し、都道府県間の連携強化を進めていく必要がある。 

 

④ 府民に身近な市町村や民間国際交流団体へのノウハウ等の移管 

 大阪府においては、（財）大阪国際交流センターを含めても、財団立の市町村国際

交流協会は８協会にとどまっている。今後、外国人材としての留学生や外国人観光

客をはじめとする外国人の受け入れを促進していく中で、それぞれの地域における

外国人に対する情報提供や相談窓口の整備が進んでいないのが現状である。 

このような中で、当財団では、府内の外国人情報提供窓口のネットワーク会議を

運営し支援に努めるとともに、窓口を持たない市町村を含め府内全域からの外国人

相談の対応や広域的な多言語情報提供を行っているが、今後、府民に身近な団体

に当法人のノウハウ等を移管し、地域での活動の強化を目指していく必要がある。 
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＜財団の方向性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府の地域国際化協会としての 

使命を果たし、大阪の国際化を推進 

 

 

府民に身近な市町村や民間国際

交流団体へのノウハウ等の移管 

 

「大阪府国際化戦略アクションプ

ログラム」の具体化 

広域的な国際化への対応 

 

  

  

都道府県間の連携体制の整備 

財団のノウハウ、ネットワーク、資金等の資源を 

最大限に活用した大阪の国際化のための取組強化 
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５．計画期間 

 

 計画期間 

大阪府国際化戦略アクションプログラムの第 1期計画期間にあわせ、平成 24 

年度から概ね 3年間を計画期間とする。 

この計画は、毎年度事業実績を検証し、経済・社会情勢等の変化に合わせ

随時見直しを行うものとする。 

 

６．３年間の事業目標と事業方向 

 

 

 (1) 財団事業の方向性 

これまで述べてきた大阪の国際化の現況や取組方向を踏まえ、「グローバル

人材の育成」「外国人の受入環境整備」「国際交流情報の収集・発信」の 3 つの

事業分野に引き続き取り組む。 

事業展開にあたっては、府とともに策定した当法人の強みを活かしたグロー

バル戦略である「大阪府国際化戦略アクションプログラム」の具体化に努めると

ともに、広域的な事業展開（市町村支援）、都道府県連携などの視点に十分配

慮するものとする。 

また、大阪府の地域国際化協会として、これまで果たしてきた役割や活動実

績から得られたノウハウやネットワーク等を、今後を見据え、関係機関において

も活用できるような形にしていくことも必要である。 

 

 （2）３年間の行動目標と事業方向 

当法人の事業については、10 年後にはそれぞれの主体が自主的に展開でき

るよう、大阪府とともに実施していく大阪府国際化戦略アクションプログラム事業

に関係機関や必要となる人材や施設などの資源を巻き込みながら収斂させてい

く方向で取り組みを進めていく。 

このため、行動目標は同プログラムと同じ目標を目指すとともに、個々の事業

目標については当法人の経営評価にあわせて毎年度設定し、効果的な事業展

開を図っていくものとする。 

同プログラム第１期では、各主体への当法人のノウハウ、ネットワーク等の移

行に必要なモデル事業推進や市町村国際交流協会等の取り組み強化などの基

盤整備を進めるものである。 
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  ① グローバル人材の育成 

    

 

 

     グローバル人材の育成については、当法人ではこれまで国際理解教育や海外

の若者と大阪の若者の交流などに力を入れてきたが、大阪府国際化戦略アクショ

ンプログラムの第 1 期では、留学可能な対象者である高校生・大学生について、

大阪府国際化戦略実行委員会で新規に事業を立ち上げ、重点的に実施する。 

     当法人の従来事業である国際理解教育事業は、小・中学生など同プログラム

で取り組まれない部分に重点化して行い、同プログラム事業につなげていけるよ

う第 2期に向けて整理を図る。 

     また、大阪府短期海外建築・芸術研修生受入事業などの事業については、大

阪の若者や社会人がグローバルな視野を持つ重要な契機になる事業でもあり、

同プログラムを補完する事業として関係機関と協力して引き続き実施する。 

     グローバル人材の育成については、将来的には小・中学生においては市町村、

高校生・大学生については教育機関が主体となって行えるよう取り組むべきもの

であり、この 10 年間の戦略期間中に同プログラム事業を通じてモデル的な取り組

みを示すとともに、経済団体や民間、専門家など必要な資源を巻き込んで大阪と

して一体となって推進できる環境整備を行っていく。 

 

 ② 外国人の受入環境整備 

    

 

 

     外国人の受入環境整備については、当法人ではこれまで外国人相談・多言語

支援事業を中心に実施してきたが、これに加え、留学生の支援・活用ノウハウを

外国人の受入環境整備に活用できるよう、戦略的な事業を進めていく。 

 

（ア） 留学生などの外国人材の受入・活用の促進 

    大阪府国際化戦略アクションプログラムの第 1 期では、関心がありながら、ま

だ留学生の受入経験がない又は少ない高等教育機関や企業も多い中で、これ

まで当財団が行ってきた大阪府堺留学生会館オリオン寮への留学生受入や奨

学金支給による勉学支援、留学生と大阪の企業をつなげる合同企業説明会な

ど、一連の事業をシステム化するため、大阪府国際化戦略実行委員会で新規に

事業を立ち上げ、重点的に取り組みを実施する。 

        当法人の従来事業のうち、奨学金支給については平成 23年度で終了すると

目標：大阪から海外に留学する学生数・生徒数（3年後／10年後） 

1,000人の増加／留学総数 3,500人以上 

目標：大阪で学ぶ外国人留学生数（3年後／10年後） 

留学生数 4,000人増加／留学生数 23,000人以上 
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ともに、日本文化理解や就職支援については、システム整備の状況を見据えつ

つ、第 1期では引き続き取り組みを進めるとともに、第 2期に向けて整理を図る。 

    また、大阪府堺留学生会館オリオン寮の管理・運営については、留学生や高

等教育機関のニーズ把握や災害時の対応拠点として活用することが必要であり、

第 1 期では戦略期間（10 年）後のあり方を検討しながら、寮生への入寮・退寮時

に大阪の留学インセンティブについてのアンケート実施や大学、近隣寮を巻き込

んだ災害時訓練などを実施し、同プログラムが円滑に進められるよう取り組みを

進める。 

留学生などの外国人材の受入・活用の促進については、将来的に行政や高

等教育機関、経済団体などが連携して取り組める体制を構築することが必要で

あり、第 1 期では関係機関を巻き込んだ外国人材活用システムの構築とそのた

めの大阪府堺留学生会館オリオン寮の活用を進めていく。 

 

（イ） 外国人受入環境整備のための多言語支援、外国人相談 

  多言語情報の提供や通訳・翻訳ボランティアの育成・活用などの多言語支援

や外国人相談については、当法人では重点的に取り組みを進めてきたが、その

背景には、既に述べたように府民に身近な地域での取り組みが進んでいないこ

とがその要因の一つになっている。 

  多言語支援には語学能力のある人材の育成・活用ノウハウが必要であり、

外国人相談には専門知識や関係機関とのネットワークが必要である。現段階で

は、当法人のノウハウやネットワークを移行する受け皿となる市町村国際交流

協会等の取り組み支援が不可欠である。 

  また、災害時の緊急対応のための都道府県の国際交流協会の連携や市町

村国際交流協会の連携については、引き続き、当法人において精力的に進め、

関係機関で共有できるよう連携体制整備に努める。 

    大阪府国際化戦略アクションプログラムの第 1 期では、まずは各主体への当

法人のノウハウ、ネットワーク等の移行に必要な各主体の取り組み強化につな

がるよう、府域の多言語支援の拠点となる市町村国際交流協会や市町村相談

窓口と連携した地域での相談会や通訳・翻訳ボランティア研修の実施、通訳派

遣制度のあり方検討などの取り組みを進め、基盤整備を図る。 

 

 ③ 国際交流情報の収集・発信 

   国際交流情報の収集・発信について、大阪の情報・魅力をワンストップで世界

に発信する事業については、アクションプログラム事業として大阪府国際化戦略

実行委員会が平成２４年４月にホームページを立ち上げる予定である。 

当財団としては、大阪府国際化戦略実行委員会のホームページとリンクさせる
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など実行委員会とも連携しながら情報の発信を行うとともに、府域の国際化を推進

する地域国際化協会として、民間国際交流団体との連携や OFIX プラザ、ホームペ

ージの運用、OFIXニュースの発行などを通じて国際交流情報の発信に努めていく。 

また、これらのツールを用いて、当法人のノウハウやネットワークを関係機関と共

有できるよう、適切な事業実施に努めていく。 
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【具体的な主要事業の方向性（第１期：3年間）】 

 

１ グローバル人材の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFIX従来 

事業 

実行委員会

（OFIX/府）事業 

府事業 

留学対象者である高校生・大学生について、新規に事業を立ち上げ、重点的に実施（下記アク

ションプログラム事業①～⑤参照） 

・国際理解教育事業 

当面、小・中学生など実行委員会で取り

組まれない部分に重点化。 

外国人サポーターの派遣について、市町村

国際交流協会を通じた広報や受付を可能とす

るなど市町村国際交流協会への移行を視野に

事業を展開  

（目標：満足度 80％以上／3 年後には、市町

村国際交流協会でも実施できる魅力的な事業

をめざす） 

・海外からの研修生等受入事業 

大阪の若者や社会人がグローバルな

視野を持つ重要な契機になる事業でもあ

り、継続。 

大阪府海外短期建築・芸術研修生受入事業

及びエセック商科大学院大学生研修支援事

業については、大阪の大学生等との交流機会

を盛り込んで実施 

整 理 

 

補 完 

【OFIX/府で共同で実施するアクション・プログラム事業】 

 

 ① 「グローバル人材育成のあり方を考える」  キックオフシンポジウム   

    ・府内の高校生や教育・企業関係者等を対象としてグローバル人材育成に向けたシンポジウムを開催  

 ② おおさかグローバル塾 

    ・自らの意思を海外で十分に伝えられるよう、英語で日本や世界の歴史・文化・制度等を学ぶとともに、文書

作成能力やディベート力、プレゼンテーション力を磨く。 

    ・海外の大学進学に必要な教育情報等のアドバイスや、大学進学適性試験等の講習を実施  

 ③ グローバル体験プログラム（「使える英語プロジェクト」・「実践的英語教育強化事業」連携事業） 

    ・実践力を身につけるため、府内の高校生を対象に、ホテル・空港カウンター等の模擬施設を活用した実践

英語学習を行うなど、体験型の学習を実施 

 ④ 留学体験プログラム （３年間で 300 人を派遣）  

    ・府内の高校生の留学意欲を向上させるため、海外の大学に派遣し授業を体験させるほか、現地の生活情

報などを学ぶ短期研修を実施  

 ⑤ 留学・海外研修への助成 （３年間で留学生 300 人＋海外研修 400 人）  

    ・府内の高校や大学等が推薦する生徒・学生を対象に、留学費用の一部を助成 

・10名以上を引率する海外研修の場合、引率者１名の費用の一部を助成 

 ⑥ GLOBAL OJT プログラム （海外経験を就職につなげる）⇒府事業として実施  

    ・留学経験者等を対象に、専門学校等でのグローバルビジネスに必要な研修や、府内企業でのジョブトレー

ニングを実施し就職につなげる。 
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２ 外国人の受入環境整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員会

（OFIX/府）事業 

府事業 

OFIX従来 

事業 

・留学生支援 

寮運営を除く留学生

支援は、実行委員会事

業の進捗を見ながら、第

2期に向けて整理を図

る。 

留学生のための文化施

設等特別入場制度は当面

の間、継続実施。就職支援

事業は実行委員会事業で

行う外国人材活用システ

ムの構築迄の間、規模を縮

小して実施 

留学生会館は外国人の

受入環境整備のために活

用。 

 

大阪留学プロモーションや、留学生受入・勉学支援・就職支援等の一連の事業をシステム化するな

ど、新規に事業を立ち上げ、重点的に取り組みを実施（下記アクションプログラム事業①～③参照） 

 

 整 理 

奨学金支給事業については

H23で終了 

・外国人相談・多言語支援 （以下 3項目をAP事業下記④～⑦として強化） 

当法人において実施しながら、当法人のノウハウ、ネットワーク等の移行

に必要な各主体の取り組み強化につながるモデル事業や連携事業、資源

の共有化を推進し、基盤整備を進める。 

当法人での相談対応を強化するとともに、市町村相談窓口担当者とのネット

ワーク会議や地域での相談会を共同で実施。 

（目標：相談件数 1,333 件以上／3 年後には、事務所での相談対応ノウハウを向

上させるとともに、市町村国際交流協会とのノウハウ共有のためのモデル相談会を

推進することをめざす。） 

通訳・翻訳ボランティアの研修を当法人だけでなく、市町村国際交流協会に

委託して地域でも実施。府内で育成した人材のレベルチェックを当法人で行い、

府域の資源の共有化を図る。通訳派遣制度について市町村国際交流協会と検討。 

 

・留学生会館の管理運営・活用 

災害時に備え、府内市町村をはじめとした関係機関と研修・訓練を通じて連

携を図るとともに、留学生会館では近隣大学や寮などを巻き込んだ災害時訓練

等を実施。オリオン寮の魅力を高めることで併せて入居率の向上をめざし、外

国人の受入環境整備に活用する。 

（目標：入居率 88％以上／3 年後には、現在維持している水準からさらに入居率

向上をめざし、平成 23年度目標値から 3％増） 

 

・大阪国際クラブを強化し、おおさかグローバルネットワークを構成 

OFIX及び実行委員会の事業を活用した留学生等を登録、データを集積し、情

報提供等によりグローバル活動を支援することで、今後の事業に活用する。 

連 携 

【OFIX/府で共同で実施するアクション・プログラム事業】 
 

① 大阪の情報・魅力をワンストップで世界に発信 

    ・マスコミや情報誌・市町村等と連携し、多言語による大阪の情報や魅力をワンストップで提供 

 ② 海外での留学プロモーションの実施  

    ・大学や専門学校等と連携し、アジア諸国・地域や府の友好交流都市等において、留学プロモーションを展開  

 ③ 外国人材活用システム（全国初）  

    ・大学・専門学校等でのビジネス・専門学習から府内企業への就職支援、企業の海外拠点（留学生出身国）への 

派遣までを支援する人材活用システムを構築 

 ④ おおさかグローバルネットワーク  

    ・留学生等をネットワーク化、情報提供や情報交換等によりグローバル活動を支援  

 ⑤ 多言語による相談体制の強化 

    ・多言語相談支援体制の強化、外国人支援ボランティアのレベルアップ研修等を実施  

 ⑥ 災害時の外国人支援体制の確立 

    ・府内市町村や国際交流団体と連携し、緊急時の連絡体制、安否確認の方法、通訳・翻訳体制、メディアを通じ 

た情報提供、諸外国への対応など支援体制を確立  

 ⑦ 外国人が暮らしやすい環境づくり 

    ・案内表示など公的表示の多言語化を促進する翻訳サービスの提供や、留学生が住みやすい環境づくりを支援 
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３ 国際交流情報の発信・収集(OFIX継続事業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当法人のノウハウやネットワークを関係機関と共有できるよう、民間国際交流団体との連携や OFIX プラ

ザ、ホームページの運用、OFIXニュースの発行などを継続実施。 

災害時の連携を進める近畿地域国際化協会連絡協議会への参画や KIV-NET の事務局運営などとともに、タイム

リーに情報提供を行うための大学等関係機関に対する連絡会議を実施 

ホームページや OFIX ニュースを通じ、幅広い対象への情報提供を実施 

（目標：HPアクセス件数  3年後もアクションプログラムの立ち上げとともに増加した高いアクセス数を維持することを

目指し、年 78,000件を目標とする。） 

上記１～３について 

戦略期間(10年)後にめざす姿 

「グローバル人材の育成」「外国人の受入環境整備」「国際交流情報の収集・発信」の３つの事業

の柱について、大阪府国際化戦略に基づく事業を強力に推し進めることにより、戦略期間後は行

政（※）、教育機関、経済団体、民間国際交流団体、企業などが主体となって取り組める環境が

整備されていることをめざす。 

※ 当法人が実施している「４ 財団の方向性」で示した４つの視点で行うべき事業については、

戦略期間後も必要に応じて大阪府でそのあり方を検討する必要がある。 
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７．財団運営の現状課題と今後の取り組み 

 

 

１．現 状 

 超低金利や歴史的な円高の影響下にある経済環境のもとで、基本財産運用収

入は減少してきており、特に、仕組債（円貨建て外国債）の一部については、

年によって利息がつかないものもあるなど、基本財産運用収入を押し下げる要

因となっている。 

 また、長引く景気の低迷から法人賛助会員も減少するなど、会費収入も年々

減少してきており、果実を基本とする従来型の運用では、資金の確保が困難な

状況となっている。 

 このような状況の中、大阪の国際競争力を強化するため、府が平成 23 年 3

月に策定した「大阪府国際化戦略」に基づき、府と当財団とが連携して積極的

に事業を展開する「大阪府国際化戦略アクションプログラム」（平成 23 年度～

26 年度）を策定し、事業をすすめるにあたっては当財団の基本財産を活用する

こととした。 

 当財団においては、平成 24 年 4 月 1 日に公益財団法人に移行することを予定

しているが、新法人においては、基本財産の一部を取り崩し、新たに特定資産

として「国際交流事業積立資産」を保有し、国際交流事業や財団運営にかかる

費用は、国際交流事業積立資産を取り崩して充てる方針である。 
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◆仕組債の期末保有残高、運用収入、利率の推移について 

区  分 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

期末保有残高 

（券面額） 
5億円 10億円 14億円 19億円 18億円 17億円 

運用収入 

（決算） 
18,333千円 57,581千円 57,196千円 48,499千円 42,303千円 20,995千円 

運用利率 3.67% 5.76% 4.09% 2.55% 2.35% 1.23% 

 

２．課 題 

（１）新法人の資産管理運用規程において、仕組債の保有限度額を基本財産の

２分の１から３分の１に引き下げを行ったため、将来的に仕組債の保有割合

を減らしていく必要がある。 

 

（２）会費収入は、平成 18 年度と比較して半減しており、会員の確保に努める

必要がある。 

 

（３）国際交流事業積立資産の取崩しにより、運用収入が年々減少することと

なるため、公的補助金などの外部資金の導入に努める必要がある。 

 

３．今後の取り組み 

（１）基本財産の運用 

 新法人における基本財産は、その大部分が仕組債での運用となっている。

計画期間内に仕組債が期限前償還となった場合には国債等の債券で運用する

こととし、資産管理運用規程で定める仕組債の保有制限に適合するよう努め

る。 

 

（２）国際交流事業積立資産の運用 

  国際交流事業積立資産については、国際交流事業及び財団運営に充てる資

金として、毎年、取り崩しを行いながら運用を行うこととなる。 

  取り崩した資金については、資金の支出時期にあわせた運用を行うなど、

元本の安全や流動性にも留意して資産管理を行う。 

 

（３）賛助会員 

  新法人においては、賛助会員規程を改正し個人会員については会費を１万

円から３千円に引き下げるなど、参画しやすい賛助会員制度に改めたところ
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である。 

来年度、新たな賛助会員制度を周知するチラシを作成し、アクションプロ

グラム実施事業を通じて積極的に府民にＰＲするなど、計画期間内に新規の

個人賛助会員５０名の加入を目指す。 

 

（４）補助金等外部資金の導入 

 外部資金について、平成 22 年度及び平成 23 年度は、大阪府の緊急雇用創

出事業として、外国人府民への情報流通促進調査事業や語学活用人材育成事

業を受託してきたが、これら事業は平成 23 年度で終了となるため、平成 24

年度は大幅な減少となる見込みである。 

引き続き、国際交流・協力事業に対する外部団体等の助成金制度を積極的

に活用するなど、事業を計画する際には、各種助成制度の対象となるよう努

め、平成 24 年度予算額 6,470 千円を基準に計画年度内に 5%の増を目指す。 

  目標値 平成 25 年度 6,632 千円、平成 26 年度 6,793 千円 

 

（５）管理費 

 管理費については、これまでも府派遣職員の見直しや事務所の移転などコ

スト削減に努めてきており、厳しい財政状況の中、財団運営に必要最小限の

費用を計上している状況である。 

 平成 24 年度は、公益財団法人への移行に伴い、管理費と事業費に共通して

発生する費用を一定割合のもと事業費にも費用配賦したため、平成 23 年度と

比較して減少したものである。 

このため、支出については、平成 24 年度予算額 22,220 千円を基準に計画

年度内に 5％削減することを目指す。 

  目標値 平成 25 年度 21,665 千円 平成 26 年度 21,109 千円 

 

（６）事務局体制の整備 

  大阪府からの出向職員、嘱託職員、派遣職員を中心とした構成だけでなく、

日本に留学経験を持つ外国人の受入や語学能力を有する人材の活用など、専

門性を高める。また、大阪府国際化戦略アクションプログラムに基づき、府

と財団が連携して事業を積極的に展開するため、大阪府国際化戦略実行委員

会に職員を派遣する。 

 

（７）公益財団法人としての財団運営 

  一般社団及び一般財団法人に関する法律及び定款に基づき、評議員会及び

理事会の適正な運営を行うとともに、公益社団法人及び公益財団法人の認定



 - 21 - 

等に関する法律に定める認定基準を下回ることがないよう公益財団法人とし

て適切な財団運営を行う。 


