⑦ 国際協力事業（④、⑤、⑥を除く）
地域国際化
協会名

事業名

(公社)北海道国際交 ＪＩＣＡ技術研修事業
流・協力総合センター
(公財)岩手県国際交
流協会
(公財)宮城県国際化
協会

(公財)山形県国際交
流協会
(公財)茨城県国際交
流協会

事業概要

URL

ＪＩＣＡが実施する研修事業を受託し、地域の国際協力活動の推進に資
する。

「身近な国際協力～世界フェアト フェアトレードを通じて国際協力の意識啓発を図るため、関係団体と連
http://www.iwate-ia.or.jp/
レードディ」
携し、フェアトレード等に関するイベント等を実施する。
国際協力セミナー
県民に対する国際協力への理解を深めるためのセミナーを国際協力機
構東北支部との共催により開催する。
宮城県海外研修員日本語研修事 宮城県が招聘する国際友好省県である中国吉林省からの研修員を対
業
象とした専門研修前の日本語研修を行う。
使用済み切手の収集
国際協力活動の一環として随時使用済み切手の収集を行い、国際協力
http://www.airyamagata.org
関係団体へ送付している。
高校生のための地球市民講座の 高等学校やＪＩＣＡ筑波と連携し、高校生を対象にワ－クショップ等を通し
開催
て国際協力への理解を深める。
義援金募集・援助
・県民の協力により書き損じハガキ、外国コインなどを収集換金し、国際
http://www.ia-ibaraki.or.jp
協力を行っている団体の活動を支援する。
・海外で発生した大規模自然災害について、ＮＧＯ団体と協働で街頭募
金や銀行に義援金口座を開設するなど募金活動を行い、被災地の援助
に役立てる。

(公財)栃木県国際交
流協会

国際協力機構（JICA）協力事業

ＪＩＣＡが県内国際協力の窓口として配置している栃木デスクの設置・運
営を支援する。

JICA教師海外研修報告会

本県における国際理解教育を推進するため、JICA教師海外研修参加者
による研修報告会を開催する。

（公財）埼玉県国際交 彩の国さいたま国際協力基金事 県内のNGOによる国際協力活動に資金助成を行い、NGOの育成を図る http://www.sia1.jp/internation
流協会
業
とともに、地域からの国際協力を推進する。
al/assist/
ＪＩＣＡ埼玉デスク活動場所の支援 ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）が県内国際協力の窓口として配置 http://www.jica.go.jp/tokyo/de
している埼玉デスクの設置・運営を支援する。
sk/saitama.html
(公財)ちば国際コンベ 国際フェスタCHIBAの開催
県民の国際交流・協力に対する機運を醸成するとともに、国際交流団体
ンションビューロー
相互のネットワークづくりにも役立てるため、参加・活動事例等について http://www.mcic.or.jp/
知り得る機会を提供する。
ちば出前講座

(公財)かながわ国際
交流財団

かながわ民際協力基金運営事業

(公財)新潟県国際交
流協会

新潟・国際協力ふれあい基金助
成事業

(公財)とやま国際セン 青年海外協力隊事業への支援
ター

国際協力機構（JICA）と連携して、在住外国人、ＪＩＣＡボランティアＯＢ/
ＯＧ等をちば出前講座講師として、千葉県内の学校、公民館等へ派遣
し、出身国の話、開発途上国での体験談を伝えることにより多くの県民
へ国際協力への意識啓発を行う。

http://www.mcic.or.jp/

「かながわ民際協力基金」の運用益をもとに、県内のNGOによる国際協
力活動に資金助成を行い、NGOの育成を図るとともに、地域からの国際 http://www.kifjp.org/ngo
協力を推進する。
http://www.niigata「新潟・国際協力ふれあい基金」の運用益をもとに、北東アジア地域を中
ia.or.jp/jp/ct/001_nia_info/002_
心とするアジア地域等において、県内の団体・個人、企業等が行う人道
fureai_fund/001_fureai_fund.ht
援助活動や国際協力活動に対し助成する。
ml
JICAボランティア事業の帰国報告会の開催を支援

http://www.tic-toyama.or.jp/

(公財)福井県国際交
流協会

海外ボランティア支援事業（県か
本県出身青年海外協力隊員等の要請に応じ、派遣国での活動に必要
ら受託）
な物資を広く県民から募集し、現地での活動・交流に役立ててもらうとと https://www.f-i-a.or.jp/
もに、県民の国際協力への意識を高める。

(公財)山梨県国際交
流協会

グローバル支援事業

年間を通じて募金活動を行い、開発途上国及び海外の被災地等の支援
に役立てる。（通年）

(公財)長野県国際化
協会

国際協力機構共催事業

県民の国際理解を深めるため、国際協力機構との共催によるグローバ
ルセミナー等を開催する。

(公財)愛知県国際交
流協会

国際貢献支援事業

国際協力活動についての理解を高め、推進を図るため、民間国際交流
団体の国際協力活動に対する助成金交付および海外への緊急援助を
行う。

(公財)三重県国際交
流財団

パラオ青少年育成事業

三重県とパラオ共和国の友好提携を機に民間から寄贈された基金でパ http://www.mief.or.jp/jp/palau_
ラオ共和国の青少年育成に資する事業に助成
kenjinkai.html

外国語案内ボランティアのコー
ディネート業務

三重県で開催される伊勢志摩サミットの取材で訪れる外国人報道関係
者の円滑な取材や報道活動を支援するため、国際メディアセンターや県 http://www.mief.or.jp/jp/summ
内主要駅等に設置するインフォメーションセンター等において外国語で it.html
案内可能なボランティアの募集・研修を実施

(公財)大阪府国際交
流財団
(公財)兵庫県国際交
流協会

ワン・ワールド・フェスティバルへ 国際協力に携わる政府関係機関、NGO・NPOなどが一堂に会し、府民 http://www.interpeople.or.jp/o
の参画
の国際協力に対する意識啓発を図る。
wf/
国際協力セミナー等の開催
開発途上国の問題や国際協力に対する理解を深め、国際協力活動へ
の参画を促すため、NGO関係者や青年海外協力隊ＯＢ等を講師に招き
セミナーを開催する。
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⑦ 国際協力事業（④、⑤、⑥を除く）
地域国際化
協会名
(公財)和歌山県国際
交流協会

事業名
ブラジル移民記録映像化事業

和歌山移民展

(公財)しまね国際セン 国際交流団体等連携協力事業
ター
（国際交流団体等連携・協力事
業）
(一財)岡山県国際交
流協会

フェアトレード推進事業
（おかやまフェアトレードデー！
他）

事業概要

URL

戦後、本県より移住された先人の足跡を辿るため、その生活・文化・子
弟教育を中心にインタビューを行い、完成した移民学習用ＤＶＤを、当協
会ホームページのYouTubeチャンネル（WIXAS Open The World）にアッ
プロードした。また同時に、県内青少年の国際理解の推進に役立てるた
め、ブラジル移
民記録映像編集委員等の協力のもと、学校等教育機関等を中心に紹介
並びに配布する。
和歌山県は、全国で６番目に多くの海外移住者を送り出した移民母県で
す。オーストラリアへも県人が海を渡り、異国において、その国の漁業を
中心にさまざまな分野の発展に貢献されてきた。その生活の営みや歴
史などについて、村上安吉の写真や資料を展示し、県民の方々にわか
りやすく移民の方々の歴史や生活への関心を高めてもらう機会とする。
サンパウロ州カサパーバ市と連携し、市の環境教育の実践力を高め、
児童や市民の環境保全への理解や取り組みの向上を図る。（研修員受
入、専門家派遣ほか）JICA受託事業
フェアトレードのコーヒーを提供するカフェマップの実施、商品の展示販
売、ワークショップ・セミナー等を通じて、誰でもできる身近な国際協力と
して、フェアトレードへの理解と参加を呼び掛ける。また、イベントへの出
展や他団体との共催などにより、年間を通じてフェアトレードを啓発・推
進する。

NGOの活性化支援事業

NGO団体の地域における国際交流・協力活動の活性化を図るため、活
動にかかる経費の一部を助成し、支援する。

国際貢献・協力セミナー

国際貢献のあり方やＮＧＯ団体、関係機関、県民の役割についてのセミ
ナーを実施する。(1回）

(公財)山口県国際交
流協会

国際交流協会ＪＩＣＡ共同出展

(公財)愛媛県国際交
流協会

愛媛スリランカ技術交流事業

(公財)高知県国際交
流協会

国際ふれあい広場inこうち開催事 県民の国際交流・国際協力に対する理解と関心の高揚、活動参画への
業
きっかけづくりなどを目的に、民間国際関係団体等による活動報告会、
http://www.kochi-kia.or.jp/
写真パネル展等の国際交流・国際協力に関する総合イベントを開催す
る。
講演会等開催事業
国連ハビタット福岡本部の活動を紹介するイベントの他、NPO等国際交 http://www.kokusaihiroba.or.jp
流団体と共催で、国際交流・国際理解に関する講座やイベントを開催。 /project/international/

(公財)福岡県国際交
流センター

県内主要イベントにＪＩＣＡと共同出展。留学生や一般学生もスタッフ参加
し、クイズやゲームで県民との交流を図るとともに、国際理解の推進を
図る。 県内３箇所(下関市、山口市、防府市）
スリランカ民主社会主義共和国に、農業・水産加工技術に精通した研究
員及び業者を短期派遣し、現地においてスリランカに適した技術を伝承
するとともに、商品化に向けたサポートを行う。

(公財)佐賀県国際交
流協会

国際交流団体等助成事業

県内の民間国際交流団体等が行う国際交流事業の振興を図り、本県の
https://www.spira.or.jp/
国際化推進に資する事業に要する経費の一部を助成する

(公財)長崎県国際交
流協会

カレンダー・手帳リサイクル市＆
世界のカレンダー即売会

民間団体との共催により、被災地、途上国への支援を目的に、カレン
ダー・手帳のリサイクル市及び世界のカレンダー展示即売会を開催す
る。

フェアトレードマーケット
フェアトレードについて県民への理解を深めるため、ワークショップとフェ
アトレード製品の販売を実施する。
(公財)宮崎県国際交
流協会

独立行政法人国際協力機構
(JICA)との連携

(公財)鹿児島県国際
交流協会

独立行政法人国際協力機構
(JICA)との連携

ＪＩＣＡとの連携により，協会内に国際協力推進員を配置し，国際協力等 http://www.mif.or.jp/japanese/
modules/content020/index.ph
に関する情報提供や相談等に応じる。
p?id=2
ＪＩＣＡとの連携により，協会内に国際協力推進員を配置し，国際協力等 http://www.synapse.ne.jp/kia/i
に関する情報提供や相談等に応じる。
nternational/jica.html

（公財）沖縄県国際交 国際理解・国際協力のための高
高等学校生徒の主張を通して、国際連合の理解と意義の普及を目的と
流・人材育成財団
校生の主張コンクール
する。
国際理解・国際協力のための全
国中学生作文コンテスト沖縄県 中学校生徒に対し、国際連合についての作文を通し、国際理解・国際協
力について考える機会を提供する。
予選
市民が国際協力活動についてさらに理解を深め、今後の活動に役立つ
(公財)札幌国際プラザ 国際協力NGO・JICA支援事業
情報を提供するための事業を実施する。また、国際協力団体の活動を
支援する。
(公財)仙台観光国際 国際理解プログラム（B．国際協 市内で活動する国際協力団体を学校や市民センターに講師として派遣
協会
力プログラム）
し、国際協力についての情報を提供し、市民の国際協力活動を推進す
る。
地球市民育成
持続的な社会を目指して、市民が自ら世界の諸問題について考え、行
動するきっかけを作るための青少年対象の講座を開催する。受講者に
よるNGOへの取材や、イベントの開催、開発教育の勉強会などを行う。
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⑦ 国際協力事業（④、⑤、⑥を除く）
地域国際化
協会名
(公財)千葉市国際交
流協会

事業名

事業概要

URL

国際交流・国際協力団体活動助
http://www.ccia成
市民の自主的な国際交流･国際協力の活動の促進を図るため、市内の
chiba.or.jp/index.php/about/m
ボランティア団体へ経費の一部を助成する。
ajorprojects/h27reportlist.html
ちば市国際ふれあいフェスティバ
市内で活動する国際交流・協力団体が連携して開催している「ちば市国
ル支援
際ふれあいフェスティバル」に参加・支援。国際協力チャリティーの実施。

(公財)横浜市国際交
流協会

国際協力・交流プラットフォーム
事業

(公財)浜松国際交流
協会

フェアトレード普及啓発事業

フェアトレード商品を扱う店舗や関連市民団体などと連携して、フェアト
レードの普及啓発活動を行う。

地球人教育出前講座

ＪＩＣＡ中部や市民団体と連携し、多様な文化的背景を持つ外国人市民
や企業人、青年海外協力隊として海外経験を積んだ日本人市民などの
http://www.hi-hice.jp/
人材を活用し、市内の学校や社会教育現場へ派遣する。

国際理解教育セミナー

ＪＩＣＡ中部・ＪＥＴＲＯ浜松などど連携して国際理解教育に関する講座や
セミナーを開催し、次世代のグローバル人材を育成する。

NGO/NPO、国際機関、行政、大学、企業などが連携する「よこはま国際
協力・国際交流プラットフォーム」のネットワークを活用し、以下のプロ
https://www.yokeweb.com/pla
ジェクトを実施する。「よこはまCプラット参加団体ミーティング」「よこはま tform
国際フェスタ2017」「よこはま国際フォーラム2018」
http://www.hi-hice.jp/

http://www.hi-hice.jp/

(公財)名古屋国際セン ”世界寺子屋運動”名古屋実行委
ユネスコが推進している途上国の識字運動支援活動に対して、書き損じ http://www.nicター
員会の事務局運営
はがきの回収による資金作り、市民啓発、プロジェクト支援などを通して nagoya.or.jp/japanese/nicnews
協力する。
/aramashi/nicjigyo/terakoya
国際交流協力協働事業

(公財)大阪国際交流
センター

国際交流･国際協力･多文化共生などを推進している他団体との協働に
より、互いのリソースを活かして、地球の課題と私たちの関係について考
http://www.nic-nagoya.or.jp
える事業を実施する。

ワン・ワールド・フェスティバル
for Youth～高校生のための国際 高校生が中心となり企画・運営する高校生のための国際交流・協力のお
交流・国際協力EXPO～
祭り。高校生・NGO・大学等の国際協力・交流ブース、ステージ、ワーク http://www.ih-osaka.or.jp/
ショップ、活動発表等を通して、国際交流・協力への理解を深める。
国際協力ひろば
(独) 国際協力機構関西国際センター（JICA関西）との共催で、「国際協
力」について広く市民の方に知ってもらうための体験型イベントを年1回 http://www.ih-osaka.or.jp/
程度開催。
開発教育・国際教育セミナー

(公財)福岡よかトピア 地球市民どんたく
国際交流財団

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

NGO協働SAKURA祭り事業

（公財）大阪府国際交流財団、（独）国際協力機構(JICA)関西国際セン
ターと共催で、地球的な課題への理解→共感→行動へとつながる学び
の場をつくる連続セミナーを開催。

http://www.ih-osaka.or.jp/

国際協力・交流活動及びそれを支えるＮＧＯについて、市民の理解と支
http://www.rainbowfia.or.jp/cit
援を得ること、また各ＮＧＯ間の情報交換と連携を深めることを目的に実
izen/05.html
施。ブース展示による各団体の活動紹介及びワークショップ等で構成。
国際協力・交流団体、まちおこし団体と地域が連携し、広く市民とつなが
る国際交流・協力活動となるよう団体紹介パネル展示や熊本市国際交
流会館を活用したイベントを実施。
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