
 

 

４ 事業内容別一覧 
 



①　外国人住民支援事業

(1)　日本語講座の開催（日本語指導者の養成・育成を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)青森県国際交
流協会

多文化共生の自力型地域拠点づ
くり推進事業

在住外国人が地域に溶け込み、心豊かに生活できるよう、広域拠点的な
観点に立って在住外国人のための日本語学習や社会参加等の推進を
図る民間団体を育成・支援を行う。
平成29年度は、県内在住の外国人への日本語学習指導を行っていない
地域での取組みを推進するとともに、要支援児童への日本語学習指導
のノウハウを学ぶ研修会を開催する。

http://www.kokusai-
koryu.jp/business/machidukuri
/

（公財）岩手県国際交
流協会

日本語サポーター研修
　日本語サポーターの登録者拡大と日本語指導能力の向上を図るた
め、6回シリーズの日本語サポーター研修を実施

http://www.iwate-ia.or.jp

MIA日本語講座

・初級１、初級２：第１期、第２期（各６０回）
・中級：第１期、第２期（各３０回）
・漢字１、漢字２：第１期、第２期（各１８回）
・夜間初級１、初級２：第１期、第２期（各２０回）

http://mia-
miyagi.jp/japanesecourse.html

地域日本語教育支援事業

地方圏域での支援者養成を目的とした講座、マンツーマンによる学習支
援を行う「MIA日本語サポーター」登録者を対象とした基礎講座、支援者
のスキルアップのためのセミナー、市町村日本語教室のネットワークづく
りを目的とした連絡会議等を実施する。

（公財）秋田県国際交
流協会 日本語教育支援

県内各地の日本語教室の指導者のレベルアップ及び指導者層拡大のた
め、日本語教授法の研修を実施する。

(公財)山形県国際交
流協会 日本語教室開設事業

在住外国人支援として、中級の日本語教室を開設するとともに、最寄り
の日本語教室に通えない日本語学習希望者に対し、日本語サポーター
の紹介を行う。

http://www.airyamagata.org

(公財)福島県国際交
流協会 ふくしま地域連携型日本語学習

総合推進事業
文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育事業（B)により、日
本語講座及び日本語ボランティアスキルアップ研修会を実施する。

http://www.worldvillage.org/ko
domo/report.html

(公財)茨城県国際交
流協会 日本語学習の支援

茨城県日本語教育アドバイザーを講師とする日本語教授法講座を実施
し、ボランティア日本語教室を支援する。

http://www.ia-
ibaraki.or.jp/kokusai/volunteer
/adviser/index.html

(公財)栃木県国際交
流協会 日本語学習支援事業

日本語指導ボランティアを対象とした日本語教室の運営や考え方を学ぶ
情報交換会や日本語教育の現状と全国的な流れを紹介するセミナーを
開催する。

http://tia21.or.jp/volunteer.htm
l

(公財)群馬県観光物
産国際協会

日本語ボランティア養成講座・入
門編

在住外国人支援のため、各地域で日本語教室等の活動に協力し日本語
を教えるボランティアを養成する。

日本語ボランティア基礎講座
日本語ボランティアの希望者を対象に、日本語の基礎知識や、外国人と
のコミュニケーション力を高め、日本語ボランティアとしての資質を高める
講座を開催する。

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

日本語ボランティア・スキルアップ
研修

日本語ボランティア講座修了者の円滑な活動と日本語教室の開催支援
のため、経験者による更なる資質向上を目指す講座を開催する。

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

地域日本語ボランティア意見交換
会

日本語を母語としない子どもへ日本語指導を行うボランティアによる専門
知識の習得、意見交換を目的とした会議を開催する。

日本語ボランティア養成講座 外国人の日本語学習を支援するボランティアの養成講座 http://www.tic-toyama.or.jp/

日本語ボランティア・スキルアップ
研修会

県内各日本語教室のボランティアのスキルアップや情報交換を目的に、
研修会を開催

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

日本語教室アドバイザーの派遣 地域日本語教室に日本語教育専門アドバイザーを派遣 http://www.tic-toyama.or.jp/

外国人のための日本語教室
県内在住の外国人住民に日本語学習の機会を提供する。入門から上級
まで、クラスレッスンとプライベートレッスンを提供。

http://www.ifie.or.jp/ijsc/

外国人に日本語を教えたい人の
ための基礎講座

地域の日本語教室で外国人住民と日本語を使って交流してみたい県民
に対して、日本語教室に参加する上で必要となる基本的な知識を提供
し、教室活動を受講者同士で考えるなど実践的な研修を行う。

http://www.ifie.or.jp/ijsc/basic
s/index.html

日本語教育研修講座
日本語教育や多文化共生等の各分野の専門家を招き、県内の日本語
教師や日本語教育、多文化共生に関心を持つ県民に対して、関連分野
の研究、実践の最新動向や知識を提供する。（テーマ別研修会）

http://www.ifie.or.jp/ijsc/j-
seminar/index.html

(公財)福井県国際交
流協会

日本語常設講座開催事業

外国籍住民を対象に、日常生活を営む上で必要な初歩の日本語を学ぶ
講座を開催する。
第1期（4～7月）　初級1、初級2、日本語能力試験対応
第2期（9～11月）　初級1、初級2、日本語能力試験対応
第3期（12～3月）　初級1、初級2
県内の日本語指導ボランティア団体に委託。

https://www.f-i-a.or.jp/

(公財)福井県国際交
流協会 日本語支援事業

新規の日本語指導ボランティアの養成およびすでに活動しているボラン
ティアの日本語指導技術の向上を図ることにより、多様な在住外国人の
日本語学習ニーズに応えられる地域づくりを進める。

https://www.f-i-a.or.jp/

(公財)山梨県国際交
流協会 日本語講座

県内在住の外国人の日本語能力向上を図るため、日本語講座を開催
し、日本語の学習機会を提供する。（通年、週2回）

http://yia.or.jp/wordpress/?pa
ge_id=179

(公財)長野県国際化
協会 バイリンガル日本語指導者養成

講座、外国人コミュニティーのた
めの日本語教室、スキルアップ研
修

県内の外国籍住民でバイリンガルで日本語を使える方を対象に、地域の
外国籍住民への日本語教室を開催するための知識等を学ぶ講座を開催
する。また、実際に日本語教室を企画、開催する。スキルアップ研修とし
て、バイリンガル日本語指導者等を対象に開催する。

http://www.anpie.or.jp/

(公財)宮城県国際化
協会

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)とやま国際セン
ター
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①　外国人住民支援事業

(1)　日本語講座の開催（日本語指導者の養成・育成を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)岐阜県国際交
流センター 日本語指導者育成支援事業

日本語指導者育成研修、情報交換会や研修会を行う。
（外国人の子ども向け日本語指導者研修、日本語教室連絡会議・研修会
の開催）

http://www.gic.or.jp

外国人技能実習生を対象とした
地域連携日本語支援事業

技能実習生を受け入れている企業に日本語指導ボランティアを派遣す
る。

http://www.sir.or.jp

外国人学校日本語支援事業
県内の外国人学校で日本語を学ぶ環境の整備及び日本語授業の充実
支援を図る。

日本語講師ボランティア養成事業
県下ボランティアを指導する人材を育成するためのセミナーや研修会を
開催する。

あいち国際プラザにほん語教室
日本語ボランティア入門ゼミナール修了生が自主活動として開催する日
本語教室
（回数：５クラス×約１０回×３期）

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ik
usei/j/nihongo/main.html

外国人児童生徒日本語指導員育
成講座

企業・教員OB/OGなどを対象とした外国人児童生徒への学習支援活動
に関する研修を実施し、地域における日本語教育の担い手を育成する
講座を開催する。

外国人児童生徒指導関係者共同
研修

学校とNPOの外国人児童生徒指導担当者を対象とした情報交換、連携
強化のための共同研修を実施する。
また、外国人児童生徒及び保護者を対象とした教育相談会を併せて開
催し、日本の教育制度等の情報供と日ごろの学習関する悩みの解決策
について、学校・NPOの外国人児童生徒関係者とともに考える機会を設
ける。

日本語ボランティアスキルアップ
講座

日常生活の中で役立つ日本語を学ぶ「行動・体験型の日本語教室活動」
のノウハウやスキルを習得する講座を開催する。

日本語ボランティア入門講座
地域で活動する日本語ボランティアを新たに養成することを目的に、外
国人住民の背景や日本語ボランティアの心構えなどを学ぶ講座を開催
する。

リソースルーム発「使える！日本
語教室」

外国人が日本で生活する上で必要なテーマを取り上げた行動・体験型教
室活動を実施し、そのノウハウや成果などを発信することで、行動・体験
型教室活動の周知に繋げる。

青空日本語教室

「ワールド・スマイル・ガーデン」（刈谷市）に参加しながら地域の人と交流
し、地域の人が話す日本語に触れたり、地域の情報を知る日本語教室を
開催することで、日本語習得や外国人の地域住民との交流と社会参画
を促進する。

あかさたな日本語教室
日本で暮らす外国人が、生活していくうえで必要な日本語を学ぶ日本語
教室をNPOのALOEとの共催で実施する。

多文化共生社会実現に向けた地
域の日本語教育推進事業（文化
庁受託事業）

市町村と連携した「日本語教室実践講座」や、「行動・体験型プログラム
研修」、「日本語ボランティア入門講座」などを実施した。（28年度）

（公財）三重県国際交
流財団 日本語指導ボランティア育成事業 県内日本語教室ボランティアを対象とした実践的な研修を2回実施。

(公財)滋賀県国際協
会

外国人児童生徒日本語指導者養
成講座、ボランティア日本語指導
者養成講座の開催

外国人児童生徒日本語指導者向けDLA活用講座の開催、県内日本語
教室のネットワークとの共催により指導者向け養成講座を開催。

http://www.s-i-a.or.jp

日本語教室月木コース・・・初級日本語の教室（年３期、週２回）
日本語教室土曜コース・・・初級日本語の教室で、場面場面で対応できる
よう、体験授業（年３期、週１回）

http://www.kpic.or.jp/

モデルカリキュラム、テキストブックの作成、地域日本語教室講師による
見学

http://www.kpic.or.jp/

日本語プライベートレッスン 登録ボランティアが希望者に対して個別に日本語を教える http://www.kpic.or.jp/

日本語ボランティア育成支援・
ネットワーク構築事業

日本語ボランティアの養成・活動支援（研修会の開催）、日本語教室・ボ
ランティアの広域的連携促進（広域的事業の協議・企画）

http://www.kpic.or.jp/

外国人県民日本語講座の開催
外国人県民を対象に、初級から初中級までの全6クラスに分かれ、週１
～2回（各回2時間）、生活に必要な日本語を学ぶ。年間3期開講（16回／
期、夜間）

http://www.hyogo-ip.or.jp/

「すぐに役立つ日本語講座」（夏
期集中日本語集中講座）の開催

外国人県民を対象に、日常の生活場面と密着したコミュニケーション能
力を高めることを目的とした短期集中講座を夏期に開催（2レベル、54時
間、昼間）

http://www.hyogo-ip.or.jp/

外国人県民・児童生徒の居場所
づくり事業

ボランティア団体等との共催で、成人対象の「地域日本語教室」、児童生
徒等対象の「日本語教室・日本語による教科学習教室」を実施、その運
営経費の一部を負担。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

セーフティネットとしての地域日本
語教室運営強化事業

当協会との協働（2年間）により日本語教室を開設した市町を対象に、よ
り円滑に教室を運営できるよう支援を継続（3年間以内）

http://www.hyogo-ip.or.jp/

地域日本語教室セーフティネット
モデル事業

地域日本語教室が有する交流の場や災害時等のセーフティネットワーク
といった重要な役割について意識付けするとともに、地域間ネットワーク
として機能するようなモデルシステムを構築する。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

日本語学習支援アドバイザー派
遣事業

県内各地で在住外国人のための日本語教室を運営し、研修を希望する
ボランティア団体等に対して日本語教師を派遣することにより、ボランティ
アの養成や研鑽、運営面の課題解決や活性化に役立てる。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

生活者のためのモデル日本語教
室

(公財)兵庫県国際交
流協会

(公財)愛知県国際交
流協会

(公財)京都府国際セン
ター

(公財)静岡県国際交
流協会
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①　外国人住民支援事業

(1)　日本語講座の開催（日本語指導者の養成・育成を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

外国人児童生徒への日本語・学
習支援等を担う人材育成研修会
の開催

日本語能力が不十分な外国人児童生徒に日本語学習や教科学習の効
果的な支援方法、日本語教育そのものに対する理解を深めるため、外国
人県民・児童生徒支援者等を対象に、支援に役立つ研修を実施する。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

地域日本語教室リーダー養成講
座の開催

日本語学習の場であるとともに交流の場として多文化共生社会づくりに
重要な役割を担っている地域日本語教室の活動の活性化と継続的運営
を支援することを目的として日本語教室のリーダー養成研修を実施す
る。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

日本語クラス
レベル別に分かれ、ひらがな・カタカナから勉強し簡単な文法を学ぶ（初
級クラス）テキスト「留学生のための日本語Ⅰ」使用

おはようクラス
ボランティア日本語教師による日本文化交流会を含めた日本語クラスを
開催する。

もっと日本語日曜クラス
ボランティア日本語教師による課外活動を含めた日本語会話主体の日
本語クラスを開催する。

日本語ボランティア研修会

ボランティア教室を運営することについて実質的な内容について考えると
ともに、習得が難しい学習者に対する効果的な指導方法等について講師
からアドバイスをいただき、具体的な文法項目の指導方法について、グ
ループで意見を出し合い考える機会とした。

日本語クラス
在住外国出身者で継続して学習する意欲のある方を対象として、専任講
師によるレベル別・クラス形式の日本語教室を開催

日本語講師・ボランティア養成講
座

クラス講師等を中心とした日本語学習支援の中核的人材育成のための
講座を開催

ボランティア研修事業
（日本語ボランティア研修の開催）

日本語ボランティア基礎講座：日本語ボランティアの養成研修を開催
日本語ボランティアスキルアップ研修：活動者向研修を県内2ヶ所で開催

外国人住民日本語研修事業
外国人技能実習生、ALT等のための日本語研修を、しまね日本語支援
協会の協力で実施。

日本語講座 週7回、2つのボランティアグループと共催で日本語教室を開催する。
http://www.opief.or.jp/?page_id
=470

日本語ボランティアスキルアップ
事業

県内で活躍している日本語ボランティア活動者及び日本語ボランティア
活動に参加意欲を有するものを対象に研修会を実施する。（年1回）

日本語教室開設・活動支援事業
グループ又は個人が新しく日本語教室を開設する場合、及び日本語教
室が研修会等を行う場合助成金を交付する。または、既存の教室の見
学について協力する。

日本語学習支援等事業
日本語学習リソースコーナーの図書資料の購入や管理・貸出業務を行
う。

「やさしい日本語」の普及事業
外国人への情報提供が正しく適切に伝わるように、どの国の人にも理解
できる「やさしい日本語」の研修会を開催する。

ワンペア日本語学習
日本語を学びたい外国人と日本語を教えたい日本人ボランティアがペア
になり、お互いが都合のよい時間にそれぞれのカリキュラムで学習を行
う。

http://hiroshima-ic.or.jp

日本語ボランティア支援事業
外国人等に対して日本語学習支援を行っているボランティアを対象に、
日本語学習支援の基礎的な知識及びボランティアの社会的役割や学習
支援の方法を考えるための講演会、ワークショップ、意見交換を行う。

http://hiroshima-ic.or.jp
http://hiroshima-ic.or.jp/hip/

日本語ボランティア養成講座開催
事業

日本語ボランティア登録に関心のある者を対象にボランティア講座を開
催する。

http://www.yiea.or.jp

日本語ボランティアスキルアップ
研修会

県内で活躍している日本語ボランティア活動者を対象に研修会を実施
し、スキルアップを図る。（年1回）

外国人のための日本語講座支援
事業

日本語ボランティア団体が運営する外国人住民を対象とした日本語講座
への助成及び後方支援を行う。

http://www.yiea.or.jp

生活支援講座（日本語教室）
「みんなの日本語初級Ⅰ、Ⅱ」を使用し、初級レベルの日本語を指導す
る。全２０回（半期）各回1時間30分。レベル別に７クラス。

http://www.topia.ne.jp/docs/2
015080700014/

日本語指導ボランティア養成講座 日本語指導ボランティアのスキルアップ講座を開催

日本語講座

外国人住民が、安心して生活するために必要な日本語を習得できるよ
う、学習の機会を提供する。日本語を初めて学ぶ学習者を対象とする
「入門1」から、初級終了程度の日本語力を身につけることを目的とする
「日本語3」までの5つのレベルを開講する。

http://www.i-pal.or.jp/nihongo/

日本語ボランティア養成講座

外国人住民が、生活に必要な日本語や地域に根ざした社会知識を身に
つけるのに重要な役割を果たしている地域の日本語教室の存続、また、
新しい教室の開設に必要となる日本語指導ボランティアを育成するため
の講座を実施する。

http://www.i-pal.or.jp/jpvl/

日本語サロン
外国人住民の日本語学習を支援するとともに、生活相談や社会知識の
習得ならびに情報収集等ができる機会や居場所を提供すること、また、
支援を行うボランティアの活動の場とすることを目的として開催する。

http://www.i-pal.or.jp/salon/

(公財)徳島県国際交
流協会

(一財)岡山県国際交
流協会

(公財)山口県国際交
流協会

(公財)兵庫県国際交
流協会

(公財)和歌山県国際
交流協会

(公財)しまね国際セン
ター

(公財)鳥取県国際交
流財団

(公財)香川県国際交
流協会

(公財)ひろしま国際セ
ンター
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①　外国人住民支援事業

(1)　日本語講座の開催（日本語指導者の養成・育成を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)愛媛県国際交
流協会

日本語グループ学習集中講座

在県外国人を対象に、日本語学習講座を実施することにより、日本語能
力を向上させ、日常生活への適応と日本文化の理解を促進する。
実施時期：夏季（8月）及び春季（3月）の各期10日間・１日2時間、場所：松
山市・愛媛県国際交流センター、対象：原則16歳以上の在県外国人（各
期100名程度）、レベル別5クラス、講師：日本語教育ボランティアグルー
プ

http://www.epic.or.jp/kurasu/j
apanese.html#a01

日本語講座開催事業
日本語の不自由な在住外国人を対象に、日常生活に適応できるよう基
礎的な日本語講座（初級３クラス､読み書きクラス）を開設する。各３０回
（各回１．５時間）

http://www.kochi-kia.or.jp/

日本語ボランティア研修

県内在住外国人に対し､日常生活を送るうえで必要な日本語学習支援の
活動を行っている支援者（ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱの方々）に対し、日本語教育の専門
的な理論や日々の支援活動に直接役立つ教授方法・内容などに関する
研修を実施することによって、支援者の実践能力の向上を図る。

http://www.kochi-kia.or.jp/

(公財)福岡県国際交
流センター

日本語教室ボランティア支援事業
日本語教室のボランティアを対象に、複数の日本語教育の専門家による
講座を地域を分けて開催する。

日本語支援ボランティア養成講座 日本語ボランティアのスキルアップ講座 https://www.spira.or.jp/

日本語集中講座 主に交換留学生（高校生）を対象とした日本語集中講座（６時間×６日）

(公財)宮崎県国際交
流協会 多文化共生社会推進事業

在住外国人のための日本語学習支援（日常生活に必要な最低限の日本
語能力と防災対策に必要な知識の習得）

在住外国人のための日本語・日
本理解講座

県内に在住している外国人を対象に，日本語及び地域社会で生活す
る上で必要な生活情報等についての研修を行い，生活の充実とコ
ミュニケーションの円滑化を図る。（２クラス，年６０回開催）

http://www.synapse.ne.jp/kia/
event/1109japanese.html

日本語サロン　おしゃべりひろば
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
な内容とし，在住外国人どおしのネットワーク構築や日本語会話の上達
を図る。

(公財)沖縄県国際交
流・人材育成財団

日本語読み書き教室

県系移住者を中心とする県内在住外国人に対して、漢字の基礎的な読
み書き学習の機会を提供することにより、日常生活に必要な識字能力の
養成と勉学意欲の向上を図る。また、在住外国人が日本語を習得するこ
とで地域への社会参加を促し、本県における多文化共生社会の推進に
寄与する
（週1回、２時間）

外国に関わりのある子どものため
の長期休業にあわせた学習支援

外国につながる子どもを対象とし、夏・冬・春の学校の長期休業に合わせ
て、宿題などの学習支援を行う。

地域日本語教育セミナー
日本語教室で活動するボランティア等を中心に、日本語教育の担い手を
対象に、地域日本語教室の在り方、各団体の抱える問題や情報の共有
など、WSを交え学びながら連携を図る。

日本語講座
生活に必要な日本語の学習を支援するため、市民センターや市民団体
との協働により日本語講座を開講する。

http://int.sentia-
sendai.jp/j/life/japanese_lesso
n.html

日本語学習支援

外国人の日本語学習をサポートするボランティアの人材育成を行う。登
録しているボランティアや地域で活動するボランティアなどを対象とした
研修会を実施し、スキルアップを図る。また、生活に日本語のサポートが
必要な外国の方へ日本語ボランティアを紹介し、学習支援を行う。

http://int.sentia-
sendai.jp/j/life/japanese_lesso
n.html

日本語弁論大会 平成29年度は事業実施なし

日本語ボランティア養成講座
地域で活躍する日本語ボランティアを対象とする講座を行うことにより、
ボランティアの活動を支援するとともに、新規に日本語ボランティアの養
成を行う。

http://www.stib.jp/kokusai/jvt.
shtml

日本語支援事業
「にほんごのへや」

在住外国人が地域で生活するのに必要な日本語の学習を支援。日本語
ボランティアが地域のリソースを使って、生活情報を提供しながら日本語
学習を支援する。

http://www.stib.jp/kokusai/act
.shtml

日本語支援（日本語交流員）講座

新基本講座（基礎編）：（3回/講座）×4期
新基本講座（実践編）：（3回/講座）×2期
日本語交流員ステップアップ講座：（7回/講座）×1期
どうなってるの日本語文法講座：（3回/講座）×1期
東京五輪で外国人と日本語を話そう：（2回/講座）×1期

https://www.facebook.com/chi
batabunka26/

日本語クラス

テーマでつながる日本語クラス：（3回/講座）×3期
日本語ペア活動実践交流会：(1回/講座)×11期
若葉区日本語会話クラス：（8回/講座×1期）
日本語読み書きクラス（5回/講座×1期）
日本語初級文法グループ（10回/講座×6期）
日本語会話グループ（5回/講座×5期）
はじめての日本語クラス（12回+8回／コース）×4期

http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/forforeign
/jalangstudysupport.html
https://www.facebook.com/chi
batabunka26/

マンツーマンによる日本語交流 日本語支援ボランティア（日本語交流員）によるマンツーマン日本語交流
http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/forforeign
/jalangstudysupport.html

第三国定住難民（ミャンマー難
民）への日本語支援

市内に定住を始めた難民に対し、アジア福祉教育財団からの受託事業と
して地域の日本語教室の協力により日本語支援を実施

(公財)千葉市国際交
流協会

(公社)さいたま観光国
際協会

(公財)札幌国際プラザ

(公財)鹿児島県国際
交流協会

(公財)高知県国際交
流協会

(公財)佐賀県国際交
流協会

(公財)仙台観光国際
協会
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①　外国人住民支援事業

(1)　日本語講座の開催（日本語指導者の養成・育成を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

やさしい日本語ガイダンス
やさしい日本語の有効性を学ぶガイダンス（対象：ボランティア及び行政
職員）

http://www.ccia-chiba.or.jp/

YOKE日本語教室 日本語教室の開催。全3期・各期20回（週2回）
https://www.yokeweb.com/nih
ongkyoshitsu

なか国際交流ラウンジ日本語学
習支援事業

日本語ボランティア入門講座・日本語ボランティアブラッシュアップ講座、
日本語教室（60回）の開催。

http://nakalounge.main.jp/

みなみ市民活動・多文化共生ラ
ウンジ　日本語ボランティア講座

外国人の日本語学習をサポートするボランティアとして活動を始めたい
人のための講座（入門編）、及びボランティアとして既に活動している人
たちのスキルアップを図る講座（実践編）を実施。

http://tabunka.minamilounge.c
om/

鶴見国際交流ラウンジ
日本語学習支援事業

鶴見区日本語ボランティアの育成及びブラッシュアップのための講座の
開催。外国人親子を対象とするカンガルーサロン、日本語によるおしゃべ
り会の実施。

http://www.tsurumilounge.com
/

日本語講座
外国人市民等に日本語講座を開催する。（年間３期、午前及び夜間コー
ス）

http://www.kian.or.jp/nihongo.h
tml

日本語講座(特別講座)
日本語講座の受講生に川崎市及び日本文化紹介の特別講座を開催す
る。(市内施設見学、手工芸、七夕まつり、書道体験、観梅会、防災訓
練、抹茶体験等)

日本語講座ボランティアブラシュ
アップ研修

現在活動中の日本語講座ボランテイアを対象に専門的な知識、技能、資
質能力の向上など総合力アップを目的とした講座を開催する。

日本語ボランティア登録事前研修
協会登録の日本語講座ボランティアになる方を対象に研修を開催する。
（全10回）

外国人市民による日本語スピー
チコンテスト

市内の大学や専門学校の留学生や日本語講座等の受講生および企業
等の外国人研修生よる日本語スピーチコンテスト

外国人への日本文化紹介及び生
活情報提供

外国人市民に生活情報や日本文化紹介の機会を提供する。

外国人親子日本語サロン
日本文化や生活につながる情報をもとに親子で日本語を学ぶ機会を提
供する。乳幼児健診、小児救急、保育園情報等

生活者としての外国人のための
日本語教室

文化庁の「生活者としての外国人のための日本語教育」のカリキュラム
にもとづく生活に密着した基礎日本語教室。学習者と日本語サポーター
のプライベートレッスン。10回のコースを年3回開講。運営に携わるボラン
ティアを対象に年１～２回研修を行う。

日本語ボランティア養成講座
定住外国人への日本語学習支援を希望する市民を対象としたボランティ
ア養成講座

日本語指導ボランティアの支援 日本語指導を行うボランティア団体に助成する。

日本語教室
入門・初級・基礎文法・実践・読み書き・検定クラスを設定。待機学習者を
出さないよう初級・読み書きクラスは年間を通じて実施。

http://www.hi-hice.jp/u-
toc/class.php

若者のための日本語教室

学齢年齢を超えた外国にルーツを持つ若者を対象に２つのコースを開催
①比較的来日間もない若者を対象にした日本語入門クラスの教室。平日
毎日（3ヶ月間）実施し、基礎的な日本語の習得を目指す。
②日本語をある程度マスターした若者を対象にした教室。週２回全４０回
実施し、日本語検定試験（ＪＬＰＴ）や高校入学を目指し漢字や作文などを
習得する。

http://www.hi-hice.jp/u-
toc/class.php

日本語ボランティア養成講座･日
本語学習支援者スキルアップ講
座

定住外国人への日本語学習支援を行うボランティアの養成講座及びス
キルアップ講座。

http://www.hi-hice.jp/u-
toc/class.php

浜松版地域日本語教師育成検討
事業

浜松ならではの外国人の日本語の特徴やニーズをつかみ、今後増加が
見込まれる新たな外国人らに地域共生に即した日本語指導ができる人
材を育成する体制づくりを行う。

http://www.hi-hice.jp/u-
toc/class.php

教職員のための多文化共生講座
教育現場における外国につながる子どもたちへの指導スキル向上のた
めの講座。

http://www.hi-hice.jp/u-
toc/class.php

日本語ボランティアシンポジウム
東海日本語ネットワーク（TNN）との共催により、東海地域において日本
語支援活動に携わるボランティアの連携と情報交換を図るシンポジウム
を開催する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

日本語ボランティア研修
東海日本語ネットワーク（TNN）との共催により、日本語学習支援、多文
化の担い手を育成する研修をテーマごとに講師を招いて開催する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

NIC日本語の会

基本的な日本語の習得と生活情報の提供を目的とした３ヶ月単位全１０
回程度（日曜日開催）の講座を、ボランティアの運営協力のもと、教室形
式で実施する。また、学習者とボランティアとの対話・交流を促進するサ
ポートサロンを実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

NIC子ども日本語教室

日本語を母語としない学齢期の子どもを対象に、生活や学校に必要な日
本語学習の機会を提供するため、ボランティアの運営協力のもと、小グ
ループ指導形式による日本語教室を、名古屋国際センターなどで開催す
る。また、教科学習に必要な学習言語の指導も行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

やさしい日本語普及啓発事業

在住外国人の母語の多様化を背景に、災害時のコミュニケーション手段
の確保や日常的なコミュニケーションを促進することを目的に、「やさしい
日本語」の概要を理解し、日常的に使用できるようになるための実践的
な講座を行政職員等を対象に実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

http://www.samenet.jp

(公財)名古屋国際セン
ター

(公財)千葉市国際交
流協会

(公財)川崎市国際交
流協会

(公財)浜松国際交流
協会

(公財)横浜市国際交
流協会

静岡市国際交流協会
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地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

日本語チューターによる日本語ク
ラス

 日本語チューター（ボランティア）が学習者と対等な関係で日本語学習
支援に関わることにより，学習者の日本語習得をすすめるとともに，同じ
地域に住む住民同士の学びと交流の場になることを目指す。「暮らしに
役立つ日本語」を学ぶ場を提供。
＜日本語クラスのコンセプト＞
生活の場で使う日本語の習得
学習者のニーズをとらえる
狭義の日本語習得に留まらない
出会いと交流の場を提供
学習者と日本語チューターの対等な関係

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/nihongo/jp/vol_room/index.ht
ml

やさしい日本語

日本語を母国語としていない受講者が、一日も早く京都の生活に順応す
る手助けとなることを目的とした日本語講座。(3か月12回　年4期）
（レベル）
＜やさしい日本語I＞挨拶・食事・買物等日常生活に最低限必要な日本
語を身につける。
＜やさしい日本語II＞参加者の能力に応じて、今までに身につけた表現
を発展させる。
第2期は各クラス共「サマーコース」（1か月半　12回）として、日本文化講
座体験を含めたコースを実施

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/nihongo/jp/yasashii/nihongo.h
tml

日本語教室開講時の支援

日本語チューター終了者等が、日本語の理解が十分でない外国籍市民
等を対象とした日本語教室を自主的に運営できるよう、開講時におい
て、実施上のアドバイスや広報面での支援、ホームページの運営を行
う。現在、河原町三条、北白川と西陣で運営中。
Ａ．河原町三条午前教室（開講：２０１３年５月） ：毎週日曜日 １０：３０～１
２：００
Ｂ．河原町三条午後教室（開講：２０１２年５月） ：毎週日曜日 １４：００～
１５：３０
Ｃ．北白川教室（開講：２０１５年９月） ：毎週月曜日 １０：３０～１２：００
D．西陣教室（開講：２０１６年４月） ：毎週火曜日 １０：００～１２：００

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/nihongo/jp/shinai/index.html

外国人ふれあいサロン 外国人を対象に、1対1形式で実施、毎週1回開催。
http://www.ih-
osaka.or.jp/international/post_
6.html

たのしい日本語
外国人を対象に、日本語レベルにあわせ4つのクラスを開講。1クラスごと
に1クール12回、年3クール、テキストを使いスクール形式で開催。

http://www.ih-
osaka.or.jp/international/tanos
hii-nihongo.html

生活日本語コース

外国人を対象に、独立行政法人日本学生支援機構大阪日本語教育セン
ターとの共催により生活日本語コースを実施。専門の日本語教師により
体系的な日本語学習指導を行う。日本語レベルにあわせ6つのクラスを
開講。1クラスごとに1クール約50回、年3クール、スクール形式で実施。
大阪日本語教育センターにて開催。

http://www.ih-
osaka.or.jp/international/post_
8.html

日本語学習支援リーダー育成研
修

センターが実施する各日本語教室活動ボランティアや、日本語学習支援
に関心のある方を対象に日本語指導等のスキルアップを図るため年4回
程度開催。

未就学・ダイレクト向け日本語・学
習支援教室

外国人の両親、あるいは国際結婚など、外国にルーツを持つ就学前のこ
どもを対象に、小学校での学習に必要な、日本語や日本の学校そのもの
について学ぶ「プレスクール」を、小学校入学前の時期である1月～3月に
2会場・計8回開催。
また、小学1年生～高校生及び母国で中学校を卒業した後来日した生徒
(通称「ダイレクト」)を対象に、日常生活や高校・大学進学に必要な日本
語と教科の学習支援教室「こどもひろば」を週1回（高校受験前は別途補
習あり）開催。

http://www.ih-
osaka.or.jp/international/kodo
mohiroba.html

日本語文化学習支援事業
登録された日本人サポーターが、外国人に日本語、日本文化（書道・華
道）をマンツーマンで教える。

http://www.kicc.jp/kicc/volunt
eer/index.html

日本語サポーター入門講座・実
践講座

登録されている日本人サポーターの資質向上のため、専門家による日
本語教授法の講座を行う。

日本語教室助成事業 民間の国際協力・交流団体が開催する日本語教室に対して助成する。

(公財)北九州国際交
流協会

ママとパパのためのにほんご教
室

子育て中の外国人を対象に、日常生活で必要な読み書き、会話を学習
する教室を開催。平成２８年度から、日本語学習に特化した教室を新規
開設。

http://www.kitaq-koryu.jp/

（公財）福岡よかトピア
国際交流財団

日本語ボランティア養成講座
民間ボランティア団体が運営している日本語教室で在住外国人の日本
語学習を支援するボランティアを養成する講座を実施する。また，各日本
語教室で活動しているボランティアのスキルアップ研修を行う。

http://www.rainbowfia.or.jp/citi
zen/06.html

くらしのにほんごくらぶ
日本語だけに限らず、生活習慣、季節イベントを通して生活全般にわ
たって日本語を学ぶ教室

初級日本語集中講座
日本語を学んだことのない、日本に来たばかりの外国人を対象に日本語
の基礎文法を36時間で学ぶ講座

地域日本語教室
子育てや交通機関の状況等で国際交流会館への来館が困難な外国人
を対象に、特に在住外国人が多く居住している地域で開催

日本語支援ボランティアのための
研修会

日本語ボランティアのスキルアップ研修会

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

(公財)神戸国際協力
交流センター

(公財)京都市国際交
流協会

(公財)大阪国際交流セ
ンター
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地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

在住外国人が直面する問題についての相談を受け、助言などを行うた
めの窓口を設置する。

中国語・韓国語での対応可能な相談員、また、フィリピン人対応の相談
員を配置している。

在住外国人の抱える課題を解決するため、県行政書士会との連携によ
り月１回相談日を設ける。

生活支援セミナーの開設 在住外国人の相談や生活支援ニーズへの対応を強化するため、長期在
住の外国人を対象に社会保障制度などをテーマにしたセミナーを開催
する。

相談コーナー 県内在住の外国人、留学生の生活相談及び県民の国際交流・協力に関
する相談業務を行うため、相談員１名を配置し、各種相談に応じる

みやぎ外国人相談センター設置
事業 外国人の多様な困りごとに対し、多言語（日本語、英語、中国語、韓国

語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア
語）で適切に応えることができるよう相談センターを設置。

http://mia-
miyagi.jp/sodancenter.html

外国人相談センターの運営 在住外国人の日常生活等の相談に対応するため、中国語、英語、韓国
語、日本語による相談窓口を設置している。（中国語・英語・韓国語：毎
週木曜１３～１５時、日本語：月～金曜９時～１７時４５分、タガログ語は
予約制。それ以外でも可能な限り対応）

地域相談員配置事業 地域外国人相談員の活動支援

(公財)山形県国際交
流協会

相談窓口設置事業
在住外国人の日常生活の困りごとなどに対して適切に対応できるよう嘱
託相談員（中国語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語）、CIR（英語）、日
本人の統括相談員を配し、電話（3者通話可能）、面接、Ｅメール等によ
る生活相談を実施する。（火～土）

http://www.airyamagata.org

(公財)福島県国際交
流協会

多言語行政サービス提供事業
英語・中国語の相談員、ポルトガル語・韓国語・タガログ語の通訳員を配
置し、生活全般について相談を実施する。英語、中国語は開館日の9時
～17時15分。その他の言語は、毎週木曜日10時～14時 （第４、第５水
曜日は事前予約制）。

http://www.worldvillage.org/lif
e/sodan.html

外国人相談センターの運営 英語、中国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、スペイン語、韓国語、
インドネシア語、ベトナム語の相談員を配置し、法律、労働、教育等生活
全般について相談を実施する。月２回無料弁護士相談を行う。

http://www.ia-
ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/c
enter/index.html

外国人のための１日無料弁護士
相談の実施 弁護士会と共催で、県内の外国人集住地域（筑西市）において、休日出

張弁護士相談を行う。

http://www.ia-
ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/c
enter/index.html

相談事業
国際交流相談員を常時配置し、県民や外国人住民等からの各種相談に
多言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語　※ベトナム語：火曜日
午前）で応じるとともに、専門機関との連携により法律などの専門相談を
行う。また、市町等の要望に応じて国際交流相談員を派遣する。

http://tia21.or.jp/consultation.
html

相談員・通訳協力者実務研修会 外国人に関わる相談や通訳などに従事する者を対象として、実務に関
する研修会を開催する。

外国人のための法律相談
在住外国人の生活上の不安解消のため、法律、労働などに係る「外国
人のための法律相談」を、弁護士会・行政書士会・社会保険労務士会の
協力のもとに県内４カ所で実施する。対応言語：英語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語、中国
語、ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

外国人相談窓口実務者のための
研修事業

市町村国際交流協会等で外国人相談業務に携わる実務者を対象に、
必要とされる専門知識の研修及び情報交換やネットワーク構築等を目
的とした研修会を実施する。

多言語インフォメーションセンター
運営

県民と在住外国人との共生、国際交流、観光振興の推進を図るうえで
必要となる通訳、翻訳並びに在住外国人の日常生活に係る各種相談に
ついて、ポルトガル語・スペイン語・中国語・英語の嘱託員が常時対応で
きる多言語インフォメーションセンターを運営する。

http://www.gtia.jp/kokusai/jap
anese/gtia/business.php

法律相談
埼玉弁護士会と連携して無料法律相談を行う。

http://www.sia1.jp/foreign/leg
al/

外国人総合相談センター埼玉 ８か国語（英語、ポルトガル語、中国語、スペイン語、韓国・朝鮮語、タガ
ログ語、ベトナム語、タイ語）及びやさしい日本語による案内や生活相
談、公共機関窓口との電話による仲介通訳を行う。 また、社会保険労
務士、弁護士など専門家による雇用・労働相談、入管相談、法律相談を
対面で行う。

http://www.sia1.jp/foreign/adv
ice/

グローバル人材育成センター埼
玉

留学生の就職支援を行うため、無料職業紹介事業の許可をとり、就職
相談の実施

http://www.ggsaitama.jp/

在住外国人のための無料法律相
談

県内在住外国人の地域社会における日常生活上のトラブルや悩みを解
決するため、千葉県弁護士会・千葉県行政書士会と連携して無料法律
相談を実施(年12回）

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

外国人テレホン相談 県内在住の外国人が安全で快適な生活を送ることができるよう千葉県
が実施している「外国人テレホン相談事業」を受託する。

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

(公財)岩手県国際交
流協会

外国人相談の実施

http://www.iwate-ia.or.jp

(公財)宮城県国際化
協会

(公財)秋田県国際交
流協会

(公財)群馬県観光物
産国際協会

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

(公財)茨城県国際交
流協会

http://www.aiahome.or.jp/supp
ort/index.html

(公財)栃木県国際交
流協会

(公財)埼玉県国際交
流協会
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地域国際化
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東京都国際交流委員
会

リレー専門家相談会
区市の協会、NPO、行政等と共催で17回開催

https://www.tokyo-
icc.jp/relay_soudan/

外国人生活相談事業
外国籍住民等を対象に、５カ国語（日本語、英語、中国語、タイ語、タガ
ログ語）で生活相談を行う。（電話・来所）

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/003_zaiken_sup/0
01_seikatu_soudan/001_seikaku
_soudan.html

相談関係機関との連携 行政書士会・入国管理局等の専門機関と連携して相談会等を実施す
る。

(公財)とやま国際セン
ター

外国人のための生活相談 外国人生活相談員等による相談業務(英語、中国語、韓国語、ロシア
語、ポルトガル語)

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

外国人のための無料相談 弁護士・行政書士による無料相談（英語・中国語・韓国語・ポルトガル
語・ロシア語での通訳対応可）を月１回ずつ実施。(弁護士：第３木曜日・
行政書士：第１木曜日）

http://www.ifie.or.jp/japan/for
eigners/legal/houritu_home.ht
ml

トリオフォン相談 三者通話が可能な専用電話により、通訳（英語・中国語・韓国語・ポルト
ガル語・ロシア語での対応可）を介し、専門機関に相談できる機会を提
供。

http://www.ifie.or.jp/japan/for
eigners/useful_info/triophone_
home.html

情報提供・相談業務（英語、中国
語、ポルトガル語）

外国人に日本語学習、観光、イベントなど必要な情報を提供するととも
に、生活相談には関係機関の協力を得て対応。県民には、主に国際交
流や相互理解に必要な情報、国際協力推進に関する情報や外国語学
習、留学情報等を提供。

https://www.f-i-a.or.jp/

外国人生活相談事業 弁護士による無料法律相談会（国際交流会館月1回、嶺南センター年12
回程度随時）、無料行政書士相談会（月1回）を実施

https://www.f-i-a.or.jp/

外国人法律相談 弁護士による外国人相談を実施（通年、月２回）
＜英語、ポルトガル語、スペイン語他＞

外国人相談の日 山梨県及び県弁護士会との共催による外国人相談会を開催（年1回）
＜英語、ポルトガル語、スペイン語他＞

地域出張相談 市町村と連携して地域で相談会を開催（年１回）
＜英語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語他＞

(公財)長野県国際化
協会

多文化共生くらしのサポーター設
置事業

くらしのサポーター4名（ポルトガル語・中国語・タガログ語・タイ語・英語・
日本語）を常時配置し、各種相談や通訳・翻訳等に対応

http://www.anpie.or.jp/tabunka
/index.htm

情報サービス事業 各種相談に対応（日本語・英語・中国語・ポルトガル語、タガログ語） http://www.gic.or.jp

在住外国人支援相談員配置事業 多様な相談に対応するため、専門家と連携して「行政書士相談」、「カウ
ンセラー（こころの）相談」を実施

http://www.gic.or.jp

(公財)静岡県国際交
流協会

相談窓口設置事業
嘱託相談員（スペイン語・ポルトガル語）による生活相談（週2回） http://www.sir.or.jp

外国人相談・多文化ソーシャル
ワーカー事業

多文化ソーシャルワーカーによる英語、ポルトガル語、スペイン語、中国
語、フィリピノ語/タガログ語での各種生活相談・情報提供及び、複雑な
問題への個別継続支援を行う。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/s
odan/j/sodancorner.html

外国人のための弁護士相談 高度な法律知識を要する相談内容に対応するため、外国人のための弁
護士相談を行う。
無料、第２･４金曜日、予約制

http://www2.aia.pref.aichi.jp/s
odan/j/bengosi.html

外国人住民総合ヘルプデスク事
業

①7言語による生活相談：平日9：00～17：00（ポルトガル語、スペイン
語、フィリピノ語、英語、中国語、タイ語、ベトナム語）
②外国人住民相談窓口担当者研修会：担当者としての知識を深めると
ともに、担当者間の顔の見える関係づくりを目的として年3回実施。

外国人住民のための法律相談 外国人住民が日常生活において困っている法律問題について、弁護士
による通訳付きの相談会を開催（奇数月　第2日曜日）

労働相談室電話相談通訳事業 県が実施する労働相談において、トリオフォンを用いてポルトガル語、ス
ペイン語の通訳業務を行う

県営住宅外国人入居者への指導
管理業務

県が実施する県営住宅入居者への指導管理業務において、トリオフォン
を用いてポルトガル語、スペイン語の通訳業務を行う

(公財)滋賀県国際協
会

相談窓口設置事業
嘱託相談員（ポルトガル語、スペイン語、タガログ語（英語））による外国
人向け相談（月～金曜）を実施する。※タガログ語（英語）のみ月～木
外国人住民が地域の一員として快適な生活が送れるために必要な情報
を提供および関連機関とつなぎ、外国人住民からの相談に対応する。

http://www.s-i-
a.or.jp/projects/multicultural

外国人相談事業 総括相談員（英語）等が中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、スペイン
語、ベトナム語、フィリピン語、タイ語の登録相談員（通訳）を交えた三者
通話により各種相談・問い合わせに対応。（月）～（金）９時から17時30
分まで
※祝日、12/29～1/3のぞく

http://www.ofix.or.jp/life/index
.html

外国人のための一日インフォメー
ションサービス

法務局や医師会等、府内の関係機関が実行委員会形式で年1回開催
（事務局：（公財）大阪国際交流センター）　10言語で対応

外国人県民相談の実施
外国人県民インフォメーションセンターを設置・運営し、4言語（英語、中
国語、スペイン語、ポルトガル語）による生活相談を月曜から金曜まで実
施する。また、毎週月曜には、法律の専門相談も実施する。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

ＮＧＯ外国人県民相談への支援 ＮＧＯが実施する外国人県民相談に対し、活動経費の一部を助成し、活
動の充実に向けた支援を行う（３団体）。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

(公財)大阪府国際交
流財団

(公財)兵庫県国際交
流協会

(公財)山梨県国際交
流協会

(公財)愛知県国際交
流協会

(公財)三重県国際交
流財団

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)新潟県国際交
流協会

(公財)福井県国際交
流協会

(公財)岐阜県国際交
流センター
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①　外国人住民支援事業

(2)　相談業務（相談員や専門家による）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

外国人県民生活サポート活動の
支援

外国人コミュニティが行う母語による相談（スペイン語、ベトナム語）等の
活動に要する経費の一部を負担する。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

外国人生活相談 外国人生活相談員（英語・中国語・フィリピノ語）による相談対応

外国人のための「専門家による
一日相談会」

法律、在留資格・帰化、保険、年金、教育、女性等各分野の専門家によ
る相談会を２か所で実施（英語、中国語、フィリピノ語等の通訳有り）

外国人のための無料法律相談 法テラス和歌山の協力を得て、民事・家事・行政事件に係る法律相談を
奇数月１回実施（英語、中国語、フィリピノ語の通訳有り）

国際交流コーディネーターの配置 外国出身者が気軽に母国語で生活相談ができるよう、英語圏・中国語
圏の国際交流コーディネーターを配置

在留資格相談 申請取次行政書士が無料で在留資格の申請等にかかる手続きについ
ての相談に応じる（本所：毎月第二日曜日）

多文化共生推進事業
（外国人住民への相談業務）

外国語相談（本所、英語・中国語・タガログ語：週4日、ポルトガル語：対
応日はHPで告知）を実施し、生活情報の提供、各種相談への対応、専
門機関の紹介、ケースワークなどを行うとともに、市町村等からの依頼
に応じて出前相談を実施。
行政書士による無料相談（本所・支所、月1回ずつ、予約制）を実施。

http://www.sic-
info.org/support/consultation/

多文化共生推進事業
（外国人相談体制充実事業）

外国人住民と行政等との橋渡し役としての「外国人地域サポーター」を
外国人住民数が概ね200人以上の自治体にモデル的に配置する。

外国人のための無料法律相談
県内在住の外国人を対象とし、様々な法律に関わる相談に、岡山弁護
士会所属の弁護士が対応する。（必要に応じて中国語、英語、ポルトガ
ル語等の通訳を配置）（年11回）

多言語相談事業 岡山国際交流センターにおいて、多言語相談員による一般生活相談を
実施する。（中国語・ポルトガル語：月4回、タガログ語：月3回、韓国語・
ベトナム語：月2回）

行政書士による出入国手続き等
相談事業

行政書士のＮＧＯと共催して、在留資格や出入国の手続きについての相
談会を実施する。（月2回）

情報相談コーナーの運営 センター1階カウンターにおいて、協会職員が英語・日本語で一般生活
相談に応じる他必要な情報を提供する。

(公財)ひろしま国際セ
ンター

外国人相談窓口運営事業 外国籍県民に対する生活相談及び専門相談（在留資格、社会保険・労
働問題）を実施。対応言語（英語、韓国語、フィリピノ語）

http://hiroshima-ic.or.jp

(公財)山口県国際交
流協会

外国籍住民トータルサポート事業
（無料法律相談窓口の設置等） 協会職員による生活相談。必要に応じ弁護士及び行政書士による無料

法律相談を手配する。　また、平成２８年１月から相談件数の多いタガロ
グ語の相談員を月2回協会内に配置した。

http://www.yiea.or.jp

(公財)徳島県国際交
流協会

多言語相談窓口運営事業 在住外国人や観光で訪れた外国人などを主な対象として、観光案内、
生活相談などを実施する。（英語・中国語：毎日（ただし年末年始を除
く））

http://www.topia.ne.jp/docs/2
013031800011/?doc_id=18

人権法律相談・行政書士相談
日常生活で人権、法律上のトラブルや、在留資格等に関する疑問等を
抱えた外国人住民を支援することを目的に、弁護士と法務局職員による
法律相談ならびに行政書士による行政手続き相談を無料で実施する。

http://www.i-pal.or.jp/law.html

生活相談 外国人住民が日常生活で抱いた疑問や問題に関する相談に多言語で
対応し、必要な情報提供や助言をしたり、適切な相談機関を紹介するこ
とで、日本語や日本の生活に不慣れな外国人住民の情報不足の解消を
図り、外国人住民がより安心して豊かな暮らしを営むための支援を行
う。

http://www.i-pal.or.jp/soudan/

(公財)愛媛県国際交
流協会

在県外国人相談・支援事業 外国人生活相談員（英語）を配置し、医療、法律、教育、就労等各種悩
み事の相談に応じて外国人の生活を支援する。

http://www.epic.or.jp/kurasu/s
odan.html#a01

(公財)高知県国際交
流協会

外国人生活相談 県内在住外国人や外国人留学生などの生活相談の窓口を開設する。
対応言語：日本語､英語、中国語､韓国語

http://www.kochi-kia.or.jp/

人権相談 法務局、人権擁護部との共催（月１回：日本語、英語対応）

国籍、在留手続等相談 行政書士会との共催（月2回：日本語、英語、中国語、韓国語対応、※韓
国語は月1回

(公財)佐賀県国際交
流協会

在住外国人生活支援事業 協会職員による生活相談と、メディカルソーシャルワーカー及び看護士
による健康相談（年3回程度）、弁護士による緊急法律相談を実施

https://www.spira.or.jp/

(公財)長崎県国際交
流協会

生活相談など
協会職員が相談に応じ、必要に応じて各機関を紹介する http：//www.nia.or.jp

熊本県国際協会 国際相談コーナー 専門の相談員による在熊外国人及び県民から法律、労働、教育等生活
全般について相談を実施する（5ヶ国語対応：日・英・韓・中・西）

http://www.kuma-koku.jp/

外国人無料相談会 月1回行政書士を招き、在留資格に関する内容を主とした相談に応じ
る。（原則日本語・英語）

タガログ語相談 フィリピン人自助組織の会長を相談員として招き、月2回フィリピン人の
相談に応じる。

(公財)兵庫県国際交
流協会

(公財)しまね国際セン
ター

(一財)岡山県国際交
流協会

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団
（おおいた国際交流プ
ラザ）

(公財)鳥取県国際交
流財団

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/infomation/consultati
on.html

(公財)福岡県国際交
流センター

(公財)香川県国際交
流協会

(公財)和歌山県国際
交流協会
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①　外国人住民支援事業

(2)　相談業務（相談員や専門家による）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

中国語相談 中国語業務受託者（中国出身）を招き、毎週木曜日に中国語での相談
に応じる。

一般相談 職員による相談対応（日本語・英語）

(公財)宮崎県国際交
流協会

多文化共生社会推進事業 在住外国人のための弁護士等による法律・生活相談、生活相談窓口の
設置（英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語、ポルトガル語による相
談）

(公財)鹿児島県国際
交流協会

生活相談等 協会職員や国際交流員が，在住外国人の生活を支援するため，関係機
関・団体等と連携しながら各種の生活相談等を行う。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
services/index.html

外国人のための無料相談会
弁護士、行政書士による在住外国人等のための法律問題、ビザの更新
や国際結婚の手続などに関する相談会を年７回実施する。（うち1回は
各分野の専門家による合同相談会）

専門家による無料セミナー 外国人住民が直面する様々な問題について弁護士や税理士など専門
家が解説する市民向けセミナーを実施する。

相談・情報カウンターの運営 職員（英語、中国語、日本語）により各種相談・問い合わせに対応。（月
１～２日の休館日を除く毎日９時から２０時まで）

http://int.sentia-
sendai.jp/j/exchange/index.ph
p

通訳サポート電話
職員が英語・中国語・韓国語・タガログ語・ポルトガル語・ベトナム語・ネ
パール語のボランティア通訳を交えた三者間通話により各種相談・問い
合わせに対応。（月１～２日の休館日を除く毎日９時から２０時まで）

http://int.sentia-
sendai.jp/j/exchange/index.ph
p

国際交流サロン（ぷらっとサロン）
運営事業

市民ボランティア（サロンスタッフ）による在住外国人に対する簡易的な
相談、情報提供、在住外国人と市民との交流の場として、国際交流サロ
ンを運営している。

http://www.stib.jp/kokusai/ce
nter.shtml

多言語生活相談
多言語による問合せや生活相談に対応できる窓口を設置し、適切なアド
バイスや情報提供を行い、在住外国人の生活相談を行う。（英語、韓国
語、中国語　各言語週１回）

http://www.stib.jp/kokusai/co
nsult.shtml

外国人生活相談
嘱託相談員（英語、フィリピン語、中国語、韓国語、スペイン語）による生
活相談を実施するとともに、三者電話通訳サービスにより公的機関と外
国人市民との通訳を行う。

http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/forforeig
n/dailyconsultationservices.ht
ml

外国人法律相談
弁護士による日常生活に関する無料法律相談を月1回実施する。（うち4
回は夜間実施）

http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/forforeig
n/freelegalconsultation.html

YOKE情報・相談コーナーの運営 在住外国人への多言語での相談・情報提供。国際交流・協力に関心の
ある市民への情報提供。
対応時間：月～金　１０：００～１７：００（相談受付１６：３０）　第二・第四土
１０：００～１３：００（相談受付：１２：３０）　対応言語：英語・中国語・スペイ
ン語

https://www.yokeweb.com/lou
ngerenkei

なか国際交流ラウンジ運営事業/
情報提供生活相談の実施

地域に暮らす外国人に様々な情報を提供するため、毎日英語・中国語
のできるスタッフが対応。　日～土　10時～17時　火・土　10時～20時
毎月第3日曜及び年末年始は休館

http://nakalounge.main.jp/

みなみ市民活動・多文化共生ラ
ウンジ運営事業　　情報提供・生
活相談の実施

地域に暮らす外国人に情報提供と相談業務を実施。　日～土　9時～17
時　（第3月曜日・年末年始休館）　対応言語：日本語・中国語（毎日）・英
語（水）・タイ語（木）・タガログ語（金）

http://tabunka.minamilounge.c
om/

鶴見国際交流ラウンジ運営事業/
情報提供・生活相談の実施

地域に暮らす外国人に様々な情報提供と相談業務を実施。　月～土　9
時～21時　日曜・祝日 9時～17時（第3水曜日・年末年始休館）　対応言
語：日本語・英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・ハング
ル

http://www.tsurumilounge.com
/

外国人相談事業 外国人市民等へ英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル
語、タガログ語での相談を実施する。

http://www.kian.or.jp/soudan.h
tml

区役所での外国人相談事業 川崎市の北部(麻生区)及び南部(川崎区)で外国人相談を実施する。（第
１・第３の指定曜日、英語、中国語、タガログ語）

http://www.kian.or.jp/soudan.h
tml

渉外行政書士会との連携事業 専門的な相談内容に対し、渉外行政書士会と連携し必要に応じて紹介
を行う。

http://www.kian.or.jp/topics/c
ounseling-visa.shtml

協会窓口による相談事業 多言語による生活相談や、行政窓口での手続きに関する相談に対応
し、協会相談員が中国語、スペイン語、ポルトガル語、フィリピン語で対
応する。

外国人住民のための生活相談会 静岡県行政書士会や法テラス静岡の協力により、在留資格や出入国の
手続きについての相談会を実施する。（年３回）

外国人市民のための生活相談 多言語（ポルトガル語、英語、中国語、スペイン語、タガログ語）による生
活相談

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

ワンストップ相談コーナーの運営 入国管理局等と連携して、それぞれの専門相談窓口を開設
http://www.hi-
hice.jp/hmc/consultation.php

外国人のための無料法律相談 弁護士会の協力により月1回の弁護士による法律相談
http://www.hi-
hice.jp/j_soudan.php

http://www.samenet.jp/about/
business_scheme.html

(公財)札幌国際プラザ

(公財)仙台観光国際
協会

(公財)川崎市国際交
流協会

静岡市国際交流協会

(公財)横浜市国際交
流協会

(公財)浜松国際交流
協会

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団
（おおいた国際交流プ
ラザ）

(公社)さいたま観光国
際協会

(公財)千葉市国際交
流協会
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①　外国人住民支援事業

(2)　相談業務（相談員や専門家による）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

外国人のための行政書士無料相
談

行政書士会の協力により会社設立、在留、自動車登録、国籍、結婚、離
婚、交通事故などの相談。無料、月1回。（通訳：ポルトガル語・スペイン
語）

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

ソーシャルワーク研修
外国人相談員や通訳者などのスキルアップのための研修。多様化する
外国人市民からの相談への対応の充実を図り、講座を通して外国人
リーダーと顔の見える関係を構築。

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

メンタルヘルス相談
専門家によるメンタルヘルス相談（ポルトガル語）。

http://www.hi-
hice.jp/hmc/consultation.php#
kokoro

中国残留邦人支援事業 各区役所に派遣した支援相談員による相談。 http://www.hi-hice.jp/hmc/

外国人のための無料税務相談 税理士会の協力による確定申告時における相談。
http://www.hi-
hice.jp/j_soudan.php

海外児童生徒教育相談 家族の海外勤務による出国・帰国に際しての編入学等に関する相談
や、外国籍児童・生徒の教育に係る相談への対応を関係機関・団体と
の緊密な連携のもと専門の相談員が行う。水曜日・金曜日・日曜日に実
施。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人行政相談
市政や行政に関する相談や情報提供を行政書士を含む専門家が英
語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ハングル、フィリピノ語の通訳を
介してで実施。火曜日から土日曜日。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人法律相談
結婚・離婚、在留資格や労働問題等、日本で生活する上で生じる法律上
の問題について、専門家（弁護士）が相談に応じる。週１回（土曜日）英
語、ポルトガル語、スペイン語、中国語の4言語で実施。予約制。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人税務相談
名古屋税理士会との共催により、確定申告書の書き方のほか税金に関
する全般の相談に専門家（税理士）が対応する。英語、ポルトガル語、ス
ペイン語、中国語等で確定申告の時期に開催。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人こころの相談 外国人が日本の生活で抱く不安や悩みなどを解消するため、母国で資
格、経験のある相談員が通訳を介さずに相談に応じる。また、相談員の
スキルアップ及び情報共有のための研究会を実施する。英語、ポルトガ
ル語、スペイン語、中国語で実施する。予約制。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ピア・サポートサロン
外国人が孤独や孤立感を感じながら精神的に不安定になることを未然
に防ぐため、仲間づくり、居場所、悩みを共有する場としてのサロンを年
４回開催。ポルトガル語、スペイン語等。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人健康相談 （特活）外国人医療センターとの共催により、外国人が健康について気
軽に相談できる相談会を年２回程度実施。英語、ポルトガル語、スペイ
ン語等。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人の「心」と「からだ」健康相
談会 　外国人住民が健康に安心して暮らせるように病気の早期発見、予防、

制度の周知啓発等、「健康・福祉・保健」について総合的に対応できるワ
ンストップ型の総合相談会。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人生活出張サービス 外国人住民が生活の中で困ったときに、居住する地域など、より身近な
場所で様々な公共サービスにアクセスできる環境づくりに向け、地域で
行われる保健、福祉、教育などの相談活動等に通訳ボランティアや相談
員を派遣する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

難民相談
（財）アジア福祉教育財団難民事業本部との共催で、インドシナ難民定
住者、条約難民及び難民認定申請者等のための生活相談、保護措置
等に関する相談に応じる。毎週木曜日。英語等。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人の子どもと保護者のため
の進学ガイダンス

中学卒業後の進路についての情報提供と相談に対応するガイダンス
を、教育委員会、学校等の関係団体の協力のもとに実施。英語、ポルト
ガル語、スペイン語、中国語、フィリピノ語。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人のための法律相談 法律の専門家による判断を必要とする相談に対処するため，京都弁護
士会の協力のもと，個別相談を行う。原則として毎月第１・3土曜日。予
約が必要。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/sodan/jp/horitsu/law_visa.ht
ml

外国人のための入国管理手続き
相談

出入国管理に関する具体的な手続きについて，京都入管業務行政書士
協議会の協力のもと，個別相談を行う。原則として毎月第１・3土曜日。
予約が必要。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/sodan/jp/horitsu/law_visa.ht
ml

在住外国人生活専門相談事業
「外国人のためのカウンセリング・
デイ」

在住外国人が日本での暮らしの中で抱える諸問題のうち，法律，出入国
管理，税金，社会保険，年金，労働問題、メンタルヘルス    など専門家
による判断を必要とする相談に応えるため，各相談機関との連携し，各
専門家を相談員として招き相談会を実施。年4回開催。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/sodan/jp/counseling/top/ind
ex.html

在住外国人のための生活相談
在住外国人の生活相談に対応。

http://www.kcif.or.jp/HP/guide
/komatta/jp/sodanbasho.html

(公財)京都市国際交
流協会

(公財)浜松国際交流
協会

(公財)名古屋国際セン
ター
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①　外国人住民支援事業

(2)　相談業務（相談員や専門家による）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

行政通訳相談事業 京都市国際交流会館内に、通訳操舵人を配置し、区役所を始めとする
公共機関を外国籍住民が訪れた際の通訳をトリオフォン(三者通話）で
対応。来館による相談にも対応。
　火･木曜日　　英語　　9:00～17:00
　水・金曜日　　中国語　9:00～17:00

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/sodan/jp/gyosei/annai.html

インフォメーションカウンター 市民の国際交流活動に資する情報や、在住外国人が日本で快適に過
ごすための情報を提供するほか各種の相談に、ボランティアの協力を得
て多言語で対応。
TEL.(06)6773-8989 FAX(06)6773-8421
受付時間：年末年始を除く毎日　9:00～21:00

http://www.ih-
osaka.or.jp/information/counte
r.html

多言語による「外国人のための
相談窓口」

在住・来阪外国人を対象に、市政に関する各種の相談や生活に必要な
情報提供や専門相談機関等の紹介を、3言語で行う。TEL.(06)6773-
6533、受付時間：9:00～21:00、対応言語：英語、中国語、韓国・朝鮮語
（年末年始を除く毎日）

http://www.ih-
osaka.or.jp/information/counte
r.html

外国籍住民のための法律・ビザ
相談

生活上の問題で、弁護士に相談したい外国人を対象に無料で法律相談
を受付。また、婚姻や就職などに伴う在留資格の変更や日本国籍の取
得（帰化・認知）など在留に関することで行政書士に相談したい方を対象
に無料相談を受付。日本語での相談が不安な場合、英語、中国語、韓
国・朝鮮語の通訳がサポート。一人あたり40分。
受付時間：毎日：9:00～21:00（年末年始を除く）　予約TEL:06-6772-1127
法律相談日：毎月　第1・第3水曜日13：00～16：00
　　　　　　　　偶数月第3水曜日のみ17：00～20：00
行政書士相談日：毎月　第2水曜日13：00～16：00、第4水曜日17:00～
20:00

http://www.ih-
osaka.or.jp/information/counte
r.html#03

外国人のための「一日インフォ
メーションサービス」

外国人の生活に密接に関係する在阪の諸機関・団体の協力のもと、多
言語による相談会を当センターを会場に、1日開設。
相談内容　法律、人権、出入国・在留、労働、職業、保険年金、生活、市
政、税金、医療、歯科、薬剤、進学、子育て、その他
対応言語：英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、イン
ドネシア語、タイ語、フィリピノ語、ベトナム語、ネパール語（年１回）
【平成28年度】
　平成28年6月26日開催

(公財)広島平和文化
センタ－

外国人市民の総合相談窓口事業
日本語に不慣れな外国人市民のために、多言語（中国語、ポルトガル
語、スペイン語、他）で対応できる相談窓口を開設するとともに、行政機
関等への通訳派遣、生活関連情報の翻訳、情報提供を行う。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

無料法律相談会 就労、住宅、結婚、離婚、人権問題など、法律で解決されるような問題に
ついて、弁護士が月１回相談に応じる。なお必要な場合は通訳を用意す
る。

http://www.kitaq-
koryu.jp/lifeinfo/freeadvice.ht
ml

無料入国・在留・国籍手続相談会
招聘、在留資格変更、在留期間更新、再入国、資格外活動、永住、外国
人登録、国際結婚、国籍関係などの手続について、行政書士が月１回
相談に応じる。なお必要な場合は通訳を用意する。

http://www.kitaq-
koryu.jp/lifeinfo/freeadvice.ht
ml

無料心理カウンセリング
人間関係の悩み、ストレスといった心理面の問題について、臨床心理士
が随時相談に応じ、一緒に解決方法を探る。なお必要な場合は通訳を
用意する。

http://www.kitaq-
koryu.jp/lifeinfo/freeadvice.ht
ml

外国人インフォメーションセンター
における相談

小倉北区と八幡西区の２ケ所のインフォメーションセンターにおいて、主
に外国人住民が相談員となり、日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、
ベトナム語での相談に応じる。

http://www.kitaq-
koryu.jp/lifeinfo/freeadvice.ht
ml

外国語相談員による電話通訳の
実施 平成28年度から、市役所・区役所・学校等の関係機関と日本語でのコ

ミュニケーションが難しい外国人市民との電話通訳サービスを実施。

http://www.kitaq-
koryu.jp/lifeinfo/interpreter.ht
ml

外国人のための無料法律相談 外国人に対し、福岡県弁護士会と共催で法律的助言・情報提供を行う。
（月２回、４件／回、予約制）

http://www.rainbowfia.or.jp/for
eigner/01.html

外国人のための無料心理カウン
セリング

外国人に対し、臨床心理士（財団嘱託員）が異文化ストレス等の問題解
決に向けてのカウンセリングを行う。（週３回、英語・日本語対応、予約
制）

http://www.rainbowfia.or.jp/for
eigner/09.html

外国人のための入国・在留・国籍
に関する無料相談会

在留資格、在留期間、家族の呼び寄せ、永住・帰化、国際結婚の手続き
などに関する正確な情報と助言を福岡県行政書士会と共催で提供す
る。（月１回）

http://www.rainbowfia.or.jp/for
eigner/04.html

外国人相談窓口 多言語による生活全般にわたる相談窓口。日本語、英語、中国語、韓国
語、タガログ語、ドイツ語、スペイン語、フランス語

外国人のための無料法律相談 県弁護士協会の協力のもと、法律的助言、アドバイスを行う（月１回、予
約制）

外国人のための出入国管理相談 県行政書士会の協力のもと、在留資格等の相談、アドバイスを行う

外国籍児童のための教育相談 海外からの呼び寄せ児童の転編入に関する相談。高校進学等

地域サポート事業 第３者の介入なしに解決しない問題の解決までをサポートする。まだ、行
政サービスとして行う保健師等の家庭訪問に同行し、相談、アドバイス
を行う

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

(公財)福岡よかトピア
国際交流財団

(公財)大阪国際交流
センター

(公財)京都市国際交
流協会

(公財)北九州国際交
流協会
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①　外国人住民支援事業

(2)　相談業務（相談員や専門家による）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

心の相談室 熊本地震以降、心のケアが必要な外国人へのサポート（月1回）

(一財)熊本市国際交
流振興事業団
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①　外国人住民支援事業

(3)　情報提供

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

国際情報ネットワーク事業 ホームページにより、在住外国人向けにハイエックの概要を英文で紹
介する。　　生活情報を提供しているホームページにリンク。

http://www.hiecc.or.jp/english
/foreign.html

外国人留学生受入促進事業 インターネットサイトより、海外の留学生向けに北海道の大学への留学
情報を提供する。北海道留学ガイドブックを作成し配布する。

http://study-hokkaido.com

刊行誌「国際交流つうしん」の発
行

協会の事業内容、民間国際活動団体の紹介、情報提供等を盛り込ん
だ日本語刊行誌を年４回発行する。

http://www.kokusai-
koryu.jp/about/magazine/

ホームページによる情報提供 協会の事業内容、民間国際活動団体の紹介、ボランティア情報等を提
供する。

http://www.kokusai-koryu.jp

国際交流情報紙の発行 県内外の国際交流・協力のイベント情報、外国人への生活情報などを
掲載した国際交流情報紙の発行（隔月発行、日本語・英・中国語）。

http://www.iwate-ia.or.jp/

ホームページによる情報提供 多言語（日本語・英語・中国語・韓国語）のホームページにより、最新の
イベント情報や外国人生活情報、協会事業や県内の国際交流活動の
情報発信。

http://www.iwate-ia.or.jp/

みやぎの国際情報誌「倶楽部
MIA」の発行

県内で活躍している外国人、国際活動団体の取組、協会情報等を紹介
する機関紙を発行する。

http://mia-
miyagi.jp/publication.html

多言語生活情報紙の発行 日常生活に密着した情報を日・英・中・韓・越・インドネシアの6言語で年
4回作成し、ホームページで公開。

http://mia-
miyagi.jp/publication.html

くらしに関する各種機関リストの
作成

日常生活に関する県内の各種機関のリストを日・英・中・韓・越・インド
ネシア・葡で作成し、ホームページで公開。

http://mia-
miyagi.jp/guidebook.html

国際交流ライブラリーの整備 日本語教育教材の整備・貸出しを行う。また。地方公共団体、国際交流
団体等に貸し出すための万国旗を整備する。

国際活動団体ダイレクトリーの発
行

県内の国際活動に携わる団体等の概要を掲載した名鑑を作成し、ホー
ムページで公開する。

ホームページ、フェイスブック、ブ
ログによる情報提供

当協会主催事業や民間国際交流団体の活動概要、ボランティア情報等
を提供する。

生活情報誌「えぃあぃえぃ!!!」の発
行

日本語ルビ、中国語、英語、韓国語、フィリピノ語の対訳付き情報誌を
随時発行

http://www.aiahome.or.jp/aia/
detail.html

ホームページによる情報提供 協会の事業やイベント、生活支援情報、県内の国際交流活動情報など
を多言語（日本語、中国語、英語、韓国語）で発信

http://www.aiahome.or.jp/

ホームページによる情報提供 協会のホームページ上で、各種講座や県内の国際交流関係団体の情
報等を多言語で提供する

http://www.airyamagata.org

機関誌「AIRY」の発行
国際交流の動向、国際交流関係団体の紹介、情報提供等を盛り込ん
だ機関誌を年3回発行する。

http://www.airyamagata.org

多言語情報誌「Face to Face」

在住外国人を対象に山形観光情報や生活相談情報、国際交流等の情
報を掲載した情報誌（日本語、中国語、英語、韓国語）を年3回発行する

http://www.airyamagata.org

機関誌「ふれあい茨城」の発行 協会や民間国際交流団体の活動や国際交流・協力情報を紹介する機
関誌を年３回発行する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

ホームページによる情報提供・交
流

協会のホームページ上で、国際交流協力の情報や国際交流協力団体
及びボランティア等に関する情報を発信するとともに、多言語でのホー
ムページを開設し、外国人が生活するうえで必要な情報を発信する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

多様な広報媒体・言語による生
活情報提供

インターネット、携帯メ－ル、フェイスブックなどにより、９言語（英語、中
国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、スペイン語、韓国語、ｲﾝﾄﾞﾈｼ
ｱ語、ベトナム語）による震災・防災、観光、当協会の催事などについて
情報を提供する。また、多言語による生活ガイドブック、災害時マニュア
ル、メディカルハンドブックを配布する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

いばらきインタ－ナショナルアン
バサダ－による茨城の魅力発信

多文化共生サポ－タ－バンクに茨城の情報発信を行うサポ－タ－を登
録し、留学生、在住外国人や過去に本県に在住したことのある方など
本県にゆかりのあるグロ－バルな人材により、ＳＮＳ等を利用し国内外
への本県の観光地やイベントについての情報提供を行う。

http://www.ia-
ibaraki.or.jp/iiam/index.html

インターナショナル・ライブラリー 国際交流・協力等に関わる図書、国際理解教育や日本語教育の教材
等、書籍、ビデオ等を収集し、閲覧や貸出に供する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

国際交流サロンの開設
県民と外国人が自由に話し合いのできる交流の場として交流サロンを
開設するとともに、サロン内のインターネットを開放し、広く情報を入手
する機会を提供する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公財)福島県国際交
流協会

多言語による情報提供事業

外国出身県民の本県での暮らしをサポートするため、当協会ホーム
ページやフェイスブック等のSNSを活用し、中国語、英語、タガログ語、
韓国語、ポルトガル語で地域イベント情報や生活情報を提供する。

http://www.worldvillage/org

機関誌「ふれあい茨城」の発行 協会や民間国際交流団体の活動や国際交流・協力情報を紹介する機
関誌を年３回発行する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)青森県国際交
流協会

(公財)岩手県国際交
流協会

(公財)宮城県国際化
協会

(公財)秋田県国際交
流協会

(公財)茨城県国際交
流協会

(公財)茨城県国際交
流協会

(公財)山形県国際交
流協会
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①　外国人住民支援事業
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地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

ホームページによる情報提供・交
流

協会のホームページ上で、国際交流協力の情報や国際交流協力団体
及びボランティア等に関する情報を発信するとともに、多言語でのホー
ムページを開設し、外国人が生活するうえで必要な情報を発信する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

多様な広報媒体・言語による生
活情報提供

インターネット、携帯メ－ル、フェイスブックなどにより、９言語（英語、中
国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、スペイン語、韓国語、ｲﾝﾄﾞﾈｼ
ｱ語、ベトナム語）による震災・防災、観光、当協会の催事などについて
情報を提供する。また、多言語による生活ガイドブック、災害時マニュア
ル、メディカルハンドブックを配布する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

いばらきインタ－ナショナルアン
バサダ－による茨城の魅力発信

多文化共生サポ－タ－バンクに茨城の情報発信を行うサポ－タ－を登
録し、留学生、在住外国人や過去に本県に在住したことのある方など
本県にゆかりのあるグロ－バルな人材により、ＳＮＳ等を利用し国内外
への本県の観光地やイベントについての情報提供を行う。

http://www.ia-
ibaraki.or.jp/iiam/index.html

インターナショナル・ライブラリー 国際交流・協力等に関わる図書、国際理解教育や日本語教育の教材
等、書籍、ビデオ等を収集し、閲覧や貸出に供する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

国際交流サロンの開設
県民と外国人が自由に話し合いのできる交流の場として交流サロンを
開設するとともに、サロン内のインターネットを開放し、広く情報を入手
する機会を提供する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

ホームページ運営事業
協会及び県内国際交流団体の活動内容や県内外の多岐にわたる最新
情報を収集し、県民に提供するとともに、在県外国人へ多言語にて最
新の生活情報を提供する。

http://tia21.or.jp/

携帯メール多言語情報提供事業
携帯電話のメールサービスを活用し、より多くの外国人住民へタイム
リーで役に立つ情報を多言語でスピーディに提供する。また、大規模災
害発生時の避難情報等の伝達手段として活用する。

http://tia21.or.jp/mobile.html

外国語情報誌｢The Gunma
Guide｣の発行

在住外国人を対象に観光情報や生活情報、各国際交流団体等の情報
を掲載した外国語（英語、ポルトガル語、中国語、スペイン語）の情報誌
を年６回発行する。

多言語地域情報サイト「All
Around Gunma」による情報提供

群馬県についての地域情報を求める県内外の外国人を対象とした生
活・観光ガイドとして多言語地域情報サイト（英語、ポルトガル語、スペ
イン語、中国語）による情報提供を行う。

http://www.gtia.jp/kokusai/jap
anese/

多言語メールマガジン発行
多言語地域情報サイトと連動し、県内外の外国人を対象として生活情
報や観光情報を月刊で発信する多言語メールマガジンを４カ国語（英
語、ポルトガル語、スペイン語、中国語）で発行する。

http://www.gtia.jp/kokusai/jap
anese/gtia/subscription.php

「フレンドシップニュース」発行 協会事業や国際交流・協力に興味のある方への有益な情報を掲載す
る、年４回発行の日本語情報紙。

http://www.sia1.jp/t-pu-f/

メールマガジン発行 協会事業や県内および近郊で行われるイベント情報などの情報を掲載
する、月２回発行の日本語によるメールマガジン。

http://www.sia1.jp/mailmaga/

Webページによる情報提供
協会事業や防災情報などを日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、
中国語のWebページと、日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語による
携帯サイトで情報提供する。

http://www.sia1.jp/

会報「つうしん」の発行 千葉県国際交流センターの事業や民間団体の活動等を紹介し、国際
交流・協力活動への意欲を高める。

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

インターネットによる情報収集・
提供事業

インターネットを活用した情報収集を行うとともに、千葉県国際交流セン
ターホームページを通じて多言語による情報提供を行う。　「学校から
のおたより」、「あなたの町の日本語教室」など。

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

国際交流伝言板による情報提供
県内の民間団体の実施事業（イベント・情報）を取りまとめ、日本語版、
英語版、中国語版、スペイン語版を作成し、ホームページ等を通じて情
報提供する。

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

千葉県外国人学生住居アドバイ
ザー事業

千葉県と連携し、（一社）千葉県宅地建物取引業協会及び（公社）全日
本不動産協会千葉県本部の協力を得て住宅に関する情報提供、助言
を行う。

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

情報コーナーの設置 情報収集・提供
https://www.tokyo-
icc.jp/information_corner.html

情報誌「れすぱす」(日本語、英
語）の配信

ホームページ上に毎月掲載する。

http://www.tokyo-
icc.jp/lespace/index.html
http://www.tokyo-
icc.jp/english/lespace/index.h
tml

外国人支援団体情報（日本語、
英語）

データベースを作成しホームページに掲載する。

https://www.tokyo-
icc.jp/dantai/index.html
https://www.tokyo-
icc.jp/english/dantai/index.ht
ml

東京都国際交流委員
会

(公財)埼玉県国際交
流協会

(公財)栃木県国際交
流協会

(公財)茨城県国際交
流協会

(公財)群馬県観光物
産国際協会

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー
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地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

外国人のための生活ガイド（日本
語、英語、中国語、朝鮮・韓国
語、やさしい日本語）

緊急災害時の対応、生活ガイドを多言語で情報提供する。

http://www.tokyo-
icc.jp/guide/index.html
http://www.tokyo-
icc.jp/guide_eng/index.html
http://www.tokyo-
icc.jp/guide_chi/index.html
http://www.tokyo-
icc.jp/guide_kor/index.html

多文化共生ポータルサイト「Life
in Tokyo」の運営

区市町村、区市協会、支援団体の多文化共生に関する活動や地域情
報、イベントなどを、日英二言語でポータルサイトに掲載する。

https://www.lifein.tokyo.jp/
https://www.lifein.tokyo.jp/en
/

多言語医療問診票 NPO等との協働によって作成した多言語医療問診票。１８言語（日本語
併記）、１１科目で展開

http://www.kifjp.org/medical/

かながわ日本語学習マップ 県内で開催されている外国人住民を対象とした、日本語教室、母語教
室、補習教室等の情報を掲載

http://www.kifjp.org/classroom

INFO KANAGAWA 神奈川県内のお知らせやイベントを月４回程度日本語、英語、スペイン
語、ポルトガル語、タガログ語、中国語でメール配信する

http://www.kifjp.org/infokanag
awa

「かながわ・こみゅにてぃ・ねっと
わーく・さいと」運営

外国人住民の暮らしに役立つ情報、支援者に役立つ情報、多文化共生
に関する情報、交流に役立つ情報などをまとめたポータルサイト「かな
がわ・こみゅにてぃ・ねっとわーく・さいと」を制作・運営

http://www.kifjp.org/kcns/

災害時情報提供事業 県内外の自治体、国際交流協会、NGO等と防災対策、災害時外国人
支援に関する情報共有を行い、災害時の協力体制を強化するととも
に、災害時には、神奈川県と協働で、「神奈川県災害多言語支援セン
ター」の設置・運営を行う

多言語支援センター運営事業 外国人が生活や安全・安心について問い合わせができるコールセン
ターを設置し、情報提供と通訳支援を行う。

http://www.kifjp.org/kmlc

多言語ホームページの運営 協会事業、国際交流等の情報を５カ国語のホームページにて提供す
る。

http://www.niigata-ia.or.jp/

　 県国際交流プラザを開館して、国際交流・国際協力に関する情報等を
書籍及びパンフレット等で県民へ提供する。

広報紙「NIA Letter」英語版発行

協会事業や国際交流・協力に関する情報を英語で発信する。
http://www.niigata-
ia.or.jp/en/ct/004_siryou/001_
siryou/003_siryou.html

情報誌の発行 イベント誌What's Happening(日、中、韓、英、ポルトガル、ロシア語　隔
月)機関誌TICNEWS(日本語　年４回)の発行

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

外国人への防災情報提供 防災情報を4ヶ国語(やさしい日本語、中国語、ポルトガル語、英語)で提
供するラジオ番組「BOUSAI RADIO」を放送、またホームページでも6ヶ
国語で情報提供(やさしい日本語、中国語、韓国語、ポルトガル語、英
語、ロシア語)

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

多言語メールマガジンの配信
当センターのイベント・講座情報、防災情報、生活情報、県内イベント情
報などの各種情報を多言語（日・中・韓・英・ポルトガル・ロシア語）で配
信（月1～2回）

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

多言語情報サイト「石川ＥＸＰＲＥ
ＳＳ」の運営

多言語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・ロシア語）のウェブページ
を更新し、外国人住民の石川県に対する理解を深めるとともに、生活に
必要な情報を提供。

http://www.ifie.or.jp/japan/ifie
/publication/express_home.ht
ml

FM放送による情報提供
小松・加賀地区を対象とする「ラジオこまつ」、金沢地区を対象とする「ラ
ジオかなざわ」、七尾地区を対象とする「ラジオななお」において、在住
ブラジル人の支援に役立つ情報をポルトガル語と日本語で提供。

http://www.ifie.or.jp/japan/ifie
/member/brazil/radio_brazil.ht
ml

国際情報ライブラリーの運営 海外の新聞、雑誌、内外の文化事情、国際交流全般に関する図書・ビ
デオ・DVD等を整備し、閲覧・貸出を行うほか、無料で利用できるイン
ターネット機器を設置。また、名古屋米国領事館名古屋アメリカンセン
ターの協力により、米国の社会・歴史・文化等に関する図書を展示する
「アメリカン・シェルフ」を開設。

http://www.ifie.or.jp/japan/res
idents/library/libra_home.html

ホームページによる情報提供 日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語の６言語によ
り、協会の取組や国際交流情報、生活情報等を提供。

http://www.ifie.or.jp/index.php

国際交流に関する情報掲示板の
設置 国際交流団体の活動や外国人との語学交流等を紹介するメッセージ

ボードを設置。

http://www.ifie.or.jp/japan/fac
ilities/center/center_3f.html#s
alon

国際交流広報誌「交流ふくい」発
行事業

国際交流についての情報や県内の国際交流の動き、当協会事業等を
紹介した機関誌を発行

https://www.f-i-a.or.jp/

多言語情報紙「FIA　Pocket」発
行事業

県民や県内在住の外国人に協会事業をはじめ、県内のイベント情報、
県内外の国際交流・協力関連行事などを紹介した機関紙をルビ付き日
本語、英語、中国語およびポルトガル語により隔月末発行

https://www.f-i-a.or.jp/

FM放送による広報事業 ＦＭ放送を通して協会事業や外国事情などを紹介（週1回10分） https://www.f-i-a.or.jp/

東京都国際交流委員
会

(公財)とやま国際セン
ター

(公財)かながわ国際
交流財団

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)福井県国際交
流協会

(公財)新潟県国際交
流協会
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地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

携帯電話を活用した情報発信事
業 緊急時の連絡先、土日祝日の当番医院、外国語の対応可能な医院、

福井県内での国際交流事業を掲載（日本語と英語）
https://www.f-i-a.or.jp/k/

外国新聞・図書等常備事業 福井県国際交流会館および嶺南センターで諸外国・日本の雑誌・新聞・
図書・資料およびビデオテープ・CR-ROM・DVD等を閲覧用として常備

https://www.f-i-a.or.jp/

地域国際化情報発信強化受託
事業（県から受託）

県が所管する多言語ホームページの内容変更にかかる翻訳および更
新

http://info.pref.fukui.jp/kokusa
i/tagengo/

協会機関誌の発行
協会事業の周知や実施報告をはじめ、国際交流や国際協力関連情報
などを掲載した機関誌を季節ごとに年３回発行
＜日本語、英語、ポルトガル語＞

http://www.yia.or.jp/

協会ホームページの運営管理 協会の概要をはじめ、イベント情報、外国人向け生活情報、機関誌など
協会の発行物、国際交流センターの利用に関するセンター情報等を多
言語で掲載したホームページの運営管理（通年）
＜google翻訳機能対応＞

http://www.yia.or.jp/

フェイスブックのよる情報提供 国際交流、国際協力、多文化共生に関する各種情報をタイムリーに配
信（通年）

県内メディアへの情報提供 当協会のイベント情報等のPRのため、本県地方新聞及びローカルFM
局に情報提供を行い、多言語により各種情報を発信（通年）

母語による情報提供事業 電話及び来所者の問い合わせに母語で情報提供
言語：ポルトガル語、中国語、タイ語、タガログ語、英語

http://www.anpie.or.jp/suppor
ter/index.html

ホームページ・フェイスブック・メ
ルマガ等による情報提供 外国籍県民等に向けた情報提供の実施

https://www.facebook.com/公
財長野県国際化協会-ANPI-
425419897496212/

情報紙「世界はひとつ」発行 財団の取り組みやイベント情報、外国人向け生活情報等を掲載した情
報誌（日本語・英語・中国語・ポルトガル語）の発行。年３回

http://www.gic.or.jp/aboutgic/
publication/world/

「アニュアルレポート」・「国際交
流の窓」の発行

センターの活動実績・経営状況についての年報、県内の国際交流活動
概況を展望する冊子を作成。　年１回

http://www.gic.or.jp/aboutgic/

国際交流ネットワークの構築 国際交流・協力活動を行っている団体や個人が情報交換できるメーリ
ングリストを運営。

http://www.gic.or.jp/aboutgic/
mailinglist/

ホームページ・フェイスブックの
運営

財団の取り組みやイベント情報、外国人向け生活情報等を多言語で掲
載したホームページ、フェイスブック（日本語・英語・中国語・ポルトガル
語・タガログ語）の運営。

http://www.gic.or.jp

情報誌の発行 情報誌「JOY Press」を年11回発行 http://www.sir.or.jp

ホームページ 日本語・英語・ポルトガル語・スペイン語で情報配信、 http://www.sir.or.jp

i-net（国際交流情報システム）に
よる情報提供 インターネットにより国際交流に関する各種情報を日本語、英語、ポル

トガル語、スペイン語、中国語、韓国・朝鮮語で提供する。
http://www2.aia.pref.aichi.jp/

ラジオ放送による情報の提供
ラジオ放送により多言語で生活情報や防災関連情報を発信するととも
に、災害時、緊急時の友好な情報伝達ツールであるラジオに日頃から
慣れ親しんでもらう機会を提供する。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/radio/main.html

外国人のための生活情報冊子
「愛知生活便利帳」の作成

外国人が愛知県で生活していくうえで役立つ各種生活情報を多言語
（ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、日本語）で記載した生活情
報冊子「愛知生活便利帳」を作成する。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/s
odan/j/benricho/index.html

機関誌「あいち国際プラザ」の発
行

愛知県国際交流協会の活動内容や国際化・多文化共生に関する話題
や市町村、NPOの活動紹介などを掲載した機関誌「あいち国際プラザ」
を作成・発行し、県民の国際交流・多文化共生への関心を高め、地域
の国際化・多文化共生社会づくりの推進を図る。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/aichikokusaipraza/kika
nshiindex.html

図書コーナー等の運営
国際交流に関する様々な図書・資料を収集し、図書コーナー、新聞・雑
誌コーナー及びビデオコーナーにおいて提供する。特に日本語教育に
関する資料については、コーナーを設けて提供している。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/lib/libr.html

国際交流ハンドブックの発行 地域における国際交流団体間の連携を強化し、国際交流活動の活性
化を図るため、県内の国際交流関係団体の活動内容等を一冊にまとめ
た「国際交流ハンドブック」を作成し、市町村・市町村国際交流協会、民
間国際交流団体、賛助会員等に配布する。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/insatu/handbookindex.
html

「あいちの国際交流メールマガジ
ン」の配信

愛知県国際交流協会や市町村・市町村国際交流協会、ＮＰＯ・ＮＧＯ等
が行うイベント情報等を広く県民に対して提供するため、隔週でメール
マガジンを配信している。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/mm/index.html

外国人のための日本語教室一
覧 県内の日本語教室への調査を実施し、日本語教室の情報を掲載した

一覧を発行する。
http://www2.aia.pref.aichi.jp/r
esource/j/class/classtop.html

インターネットによる情報提供 ポルトガル語・中国語・英語・スペイン語・フィリピノ語・日本語の6言語
による財団情報、生活情報、国際交流情報等の提供

情報紙の発行 当財団の事業案内・報告など年3回発行

外国人向け情報紙「みみタロウ」
の発行

県内外国人住民を対象に生活情報、県内イベント情報等を掲載し、７カ
国８言語（日本語ルビ付き、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語
（繁体字・簡体字）、ハングル、タガログ語）で隔月に発行。

http://www.s-i-
a.or.jp/references/mimitaro

(公財)愛知県国際交
流協会

http://www.mief.or.jp/

(公財)山梨県国際交
流協会

(公財)岐阜県国際交
流センター

(公財)三重県国際交
流財団

(公財)静岡県国際交
流協会

(公財)福井県国際交
流協会

(公財)滋賀県国際協
会

(公財)長野県国際化
協会
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地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

ホームページの運営
日本語・英語・ポルトガル語・スペイン語・中国語（繁体字・簡体字）、ハ
ングル、タガログ語で生活情報、進路、子育て、防災関連等の情報を提
供。　Facebookによる情報提供もあり。

http://www.s-i-a.or.jp

メールマガジンの配信 国際交流、国際協力、多文化共生に関する各種情報とボランティア募
集情報等をタイムリーに配信（通年）

http://www.s-i-
a.or.jp/references/

情報誌「SIA しーあ」の発行
地域住民を対象に特集記事や、県内で活躍する外国にルーツをもつ方
へのインタビュー等の情報を掲載した情報誌を年３回発行。

http://www.s-i-a.or.jp/

センターニュースの発行
日本語版・英語版を各年４回発行

http://www.kpic.or.jp/about/r
eport/news.html

ホームページでの情報提供 英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国・朝鮮語で、ホームペー
ジの主要部分を翻訳して情報提供

http://www.kpic.or.jp/index.ht
ml

メールマガジンによる情報提供
センターやボランティア団体の活動紹介等（日本語）を配信・月１回

http://www.kpic.or.jp/fumin/m
elma/

携帯メールによる情報提供
生活情報（日本語・ひらがな・英語・中国語・フィリピン語）を配信・月２回

http://www.kpic.or.jp/njfumin/
mobile.html

フェイスブックによる情報提供
生活・防災情報、センター活動紹介等（日本語、英語）を週２回程度

http://www.facebook.com/kpi
c.kyoto

(公財)大阪府国際交
流財団

多言語生活情報提供
大阪で生活する際に必要な情報を日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮
語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語、ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾍﾞﾄﾅﾑ語、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語、ﾀｲ語、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語の10
か国語で当財団のホームページに掲載

http://www.ofix.or.jp/life/guide.html

(公財)兵庫県国際交
流協会

多言語生活情報の提供
１０ヶ国語による基本的な生活情報をホームページ上で提供する。 http://www.hyogo-ip.or.jp/

国際交流センター広報誌「セン
ターだより」の発行

県民の方に、センターの活動を知ってもらい、参加して頂くことを目的
に、年3回（日本語のみ）発行。センターのイベント情報を中心に情報提
供している

情報収集・提供事業 新聞、雑誌、図書を整備し、情報を収集。図書の貸出を行う。県内の国
際交流事業、イベントなどの情報をホームページ・テレビ・新聞・ラジオ
等様々なメディアを駆使して提供する

ホームページの運営

国際交流センターの活動を広く紹介し、来館者増加につなげるため、
「お知らせ＆イベント案内」で交流イベントや在住外国人支援に関する
研修会の告知や実施報告を行う。（日本語・英語・中国語・フィリピノ語
版）

http://www.wixas.or.jp

機関紙「とっとり国際通信」の発
行

財団の活動状況や地域の国際交流・協力事業に関する情報や地域の
国際化に資する情報を提供するための機関紙「とっとり国際通信」を発
行（年４回発行、Ａ４一部カラー刷10ページ、一部英語・中国語に翻訳）

http://www.torisakyu.or.jp/?id
=92

ホームページの運営
財団の情報を迅速に提供、公開し、また地域における国際交流のため
の情報交換や、外国人が生活していくうえで必要な生活情報を盛り込
んだホームページ（日本語・英語・中国語版）を運営

http://www.torisakyu.or.jp/

多言語メールマガジンの配信
国際交流イベント情報を掲載したメールマガジン（日本語版）をパソコン
向けに配信。また、イベント情報や生活に役立つ情報を掲載したメール
マガジン（英語・中国語・タガログ語）を携帯電話向けに配信。

http://www.torisakyu.or.jp/?id
=89

ホームページの運営 外国人住民向け生活情報、イベント情報、報告、県内国際交流団体の
紹介、当センターの事業概要などを提供。英語・中国語・タガログ語・ポ
ルトガル語併設

http://www.sic-info.org

多言語メールマガジンの配信
多言語（英語・中国語・タガログ語・ポルトガル語）による生活情報、イベ
ント情報等を配信する。週１回程度

http://www.sic-
info.org/services/mailmagazin
e/mm/

日本語メールマガジンの配信

県内外のタイムリーなイベント・募集などの情報を配信する。月2回
http://www.sic-
info.org/services/mailmagazin
e/japanese/

機関紙「まいるすとんず」の発行 財団の事業及び地域の国際交流・協力活動等の紹介。年1回、2000部
発行

「SIC応援団ニュース」の発行 賛助会員を対象とした情報紙を発行する。　隔月

図書資料室の運営 外国事情、国際関係、日本語等に関する図書及び外国の新聞・雑誌を
整備し、閲覧に供する。

情報相談コーナーの運営 窓口で生活情報・観光情報を提供するとともに、インターネットを通じて
情報が収集できるようにパソコンを設置・開放する。

情報ボックスの設置・運営 約２００の資料ボックスを配置し、県・各市町村別観光情報、NGO活動
紹介、各国観光情報等を提供する。

ホームページの運営

協会の事業やイベント情報、外国人への生活情報・支援情報等を多言
語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・ベトナム語）で提供する。

http://www.opief.or.jp

(公財)和歌山県国際
交流協会

(公財)鳥取県国際交
流財団

(公財)京都府国際セン
ター

(公財)滋賀県国際協
会

(公財)しまね国際セン
ター

(一財)岡山県国際交
流協会
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地域国際化
協会名
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一日領事館 岡山国際交流センターにおいて、駐日外国公館との共催による一日領
事館を開催し、在住外国人の支援を行うとともに、多文化共生の地域づ
くりに寄与する。（1回）

多文化共生マップ インターネットで提供されている地図情報サービスを利用して、多文化
共生に必要な施設や団体等の多言語情報を地図でホームページ上に
掲載する。

http://www.opief.or.jp/tabunka
map

多言語による情報提供事業
在住外国人が日常生活に必要な情報を提供する「外国人のための岡
山生活ハンドブック」（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・ベトナム語・
スペイン語・インドネシア語版）をホームページ上に掲載する。

http://www.opief.or.jp/?page_i
d=65

岡山の魅力発信事業
岡山の見どころ、グルメなどの情報をＷｅｂサイト「Welcome to Okayama
晴れの国おかやまへようこそ」に掲載し、地域資源の魅力を海外へ発
信することで岡山に人を呼び込み、地域の活性化を図る。年150記事。

機関誌「ＨＩＣ通信」の発行 県内イベントや日本文化、センター事業等を紹介した情報誌（一部英
語）を、年４回発行する。

http://hiroshima-ic.or.jp

情報Ｃ・図書室の運営 外国事情、国際関係、日本語等に関する図書及び外国の新聞・雑誌を
整備し閲覧に供する。

http://hiroshima-ic.or.jp/hip/

多言語ポータルサイトの運営
ホームページによる在住外国人向けの生活情報等の提供。 http://hiroshima-ic.or.jp

HPの活用促進事業 HP,FB,TWITTERによる国際交流・国際協力・多文化共生に関する各種
情報の収集や提供を行う。（日本語・英語）

http://www.yiea.or.jp

携帯メール配信事業 メールマガジン配信希望登録者に、国際交流イベント等の情報を掲載
したメールマガジンを配信。（日本語・英語）

http://www.yiea.or.jp

(公財)徳島県国際交
流協会

外国語情報誌の発行 在住外国人を対象に、生活情報やイベント情報を掲載した外国語（英
語、中国語）の情報誌を月１回発行する。

http://www.topia.ne.jp/awalife
/

多言語生活ガイドブック・会話集
生活ガイドブック及び指差し会話集を多言語で作成、配付（ホームペー
ジにも掲載）することで、日本語での意思疎通が困難な外国人が、香川
県での生活に速やかに適応できるよう支援する。

http://www.i-pal.or.jp/guide/

http://www.i-
pal.or.jp/conversation/

機関誌「アイパル通信」の発行 協会事業や県内国際交流団体紹介、外国人住民へのお役立ち情報な
ど、様々な情報を提供する。

http://www.i-
pal.or.jp/kikanshi/

ホームページ及びフェイスブック
での情報提供

協会事業に関する情報（講座、イベント案内含む）のほか、外国人住民
が必要とする情報を提供する。ホームページには、協会発行の印刷物
（生活ガイドブック・会話集・協会機関誌）や、お役立ち情報リンクなども
掲載。（日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・タガログ語）

http://www.i-pal.or.jp/
https://www.facebook.com/ip
al.kagawa/

アイパルお知らせメールの発信 協会主催の講座やイベント開催情報等を、希望者の登録メールアドレ
スに送信し、周知する。

http://www.i-
pal.or.jp/oshirase/

お役立ち情報の提供 県国際課「お役立ち情報提供制度」に協力する形で、外国人住民に県
内のイベントや日本語講座等の情報の提供を行う。

ライブラリーの管理運営
書籍等の閲覧および貸出を行う。  

(公財)愛媛県国際交
流協会

EPIC情報発信事業 インターネットホームページの運営やメールマガジンの配信により、情
報の発信・交換を行うとともに、協会の財務状況等に関する情報公開を
行う。（メールマガジン：日本語月2回、英中韓国語月1回）（ホームペー
ジ：随時更新）

http://www.epic.or.jp/index.ph
p

在住外国人のための生活情報
冊子発行

在住外国人や留学生が快適に暮らせるように、生活情報冊子「Tosa
Wave｣(日本語､英語、中国語)を発行する。

http://www.kochi-kia.or.jp/

在住外国人への防災・災害情報
提供システム構築事業

今世紀前半までに発生すると言われている南海トラフ地震から在住外
国人を守ると同時に、彼らの自助・共助の取り組みを支援する取り組み
を構築する。

http://www.kochi-kia.or.jp/

外国語機関誌の発行
県民及び在住外国人を対象に、国際化に関する理解と関心を深めるた
め、機関誌「こくさいひろば」を日本語と外国語(英語、中国語、韓国語)
で年3回発行する。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/magazine.php

ＦＭ放送による情報提供
県内の国際交流事業や日本での生活に関する情報を提供する。

資料等による情報提供 国際交流等関係資料、イベント情報、留学情報、生活情報、外国語雑
誌・新聞等の情報を提供する。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/plaza/

ホームページ及びフェイスブック
による情報提供

財団の広報および、国際交流関係イベント、県内の国際交流に関する
情報、外国人のための日本語教室・相談窓口・生活・医療・安全・防災
等の情報をホームページおよびフェイスブックで、日本語、英語、中国
語、韓国語の4か国語により提供する。

http://www.facebook.com/fief.
kokusaihiroba

海外留学説明会、相談会開催に
よる情報提供

在外公館や公的機関と連携して、留学体験談を聞くイベント等を年６回
開催する。

Hello SAGA 発行 協会および県内民間国際交流団体等のイベントなど各種国際交流・協
力に関する情報の提供。隔月、年６回発行（日本語）

https://www.spira.or.jp/

ホームページなど ホームページ（日英中韓）、ブログ、facebookでの情報提供 https://www.spira.or.jp/

(公財)佐賀県国際交
流協会

(公財)香川県国際交
流協会

(公財)福岡県国際交
流センター

(公財)山口県国際交
流協会

(公財)高知県国際交
流協会

(公財)ひろしま国際セ
ンター

(一財)岡山県国際交
流協会
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長崎県国際交流協会ホームペー
ジ

協会の活動紹介や、国際交流関係のイベント等紹介など（日、英、中、
韓）

http://www.nia.or.jp

なぴあ 県内団体の活動紹介や国際交流・協力活動に関するニュース、協会事
業の紹介、イベント情報などの広報誌

「NAPIA」 在住外国人を対象に観光情報やイベント情報、生活情報などの情報を
掲載した英語、中国語、韓国語の機関誌

「ながさき生活ガイドブック」
長崎在住外国人にとって日本での生活の一助となるよう生活情報等ま
とめた多言語対応の冊子（日本語・英語・中国語・韓国語）

http://www.nia.or.jp/record/fil
es/medias/07link/seikatugaido
.pdf

病院に行く時につかう本
在住外国人が病院に行く時の不安を少なくするための本。病院に行く
時に何が必要なのかなど事前に知っておくと役に立つと思われる内容
を掲載している。（日本語、英語、中国語、韓国語）

http://www.nia.or.jp/record/fil
es/medias/iryouguide.pdf

「知っておこう！災害が起こるそ
の前に！！」 在住外国人にとって、災害時にどう対応すればいいか、対処法を掲載

したチラシ（A3　日英中韓4カ国語標記）
http://www.nia.or.jp/record/fil
es/medias/07link/saigai.pdf

広報誌「ＶＯＩＣＥ」年2回発行
会員団体の活動紹介をはじめ、県内で国際交流・国際協力等に積極的
に活動される方の紹介や県・協会において実施される主要事業などを
記事にし、日本語で発行し、会員団体及び県内外主要機関にも配布。

http://www.kuma-koku.jp/

ミニ情報誌 国際協力・国際交流や助成金に関する情報を不定期で発行する。 http://www.kuma-koku.jp/

ホームページ
ＨＰにより協会会員団体が実施する事業をはじめ、協会において行わ
れる主要事業や国際交流・国際協力に関する活動,、相談業務に関する
情報等を提供する。

http://www.kuma-koku.jp/

外国語情報誌の発行
主に在住外国人を対象に観光情報や生活情報、各国際交流団体等の
情報を掲載した英語情報誌を年４回、中国語情報誌を年４回発行。

http://www.oitaplaza.jp/japane
se/publications

おおいた国際交流プラザ(HP)の
運営

県内の日本人･外国人及び国外の大分県出身者を対象に、国際交流プ
ラザやその他の団体の国際交流に関する種々の情報や、大分の最新
情報などをホームページに掲載。　(日･英・中）

http://www.oitaplaza.jp/

無料携帯メール配信
県内の外国人住民を対象に緊急時の外、様々な生活・文化情報を無料
で携帯電話に配信。(日本語・やさしい日本語･英語･中国語）

http://www.oitaplaza.jp/japane
se/oipm

(公財)宮崎県国際交
流協会

インターネット・広報紙等による
情報提供

国際交流イベント情報や各種の国際的な話題を掲載した情報誌を発行
し、市町村、国際交流団体、会員等に配布するとともに、ホームペー
ジ、Ｅメール等を活用して情報発信を行う。

情報収集発信事業
ホームページ（日本語・英語・韓国語・中国語）において情報提供を行
う。また，国際交流プラザにおける国際交流・国際理解・国際協力に資
する情報掲載を行う。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
services/index.html

ライブラリー整備事業 海外・国内・県内の図書・ビデオ等の整備や海外新聞・海外雑誌等の
定期的な購入による利用を促進する。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
services/index.html

広報誌発行事業

国際交流の情報や，生活情報，イベント情報をとりまとめた情報誌を発
行する。「暖流」（日本語，年１回），「South Wing」（英語，年１回），「国
際交流ひろば」（日本語，月１回）

http://www.synapse.ne.jp/kia/
publication/index.html

鹿児島県の国際交流・協力団体
ダイレクトリー 県内の国際交流団体等の主な活動等の情報を掲載

http://www.synapse.ne.jp/kia/
info/group.html

(公財)沖縄県国際
交流・人材育成財団

多言語生活情報提供
県医師会と歯科医師会と協力し、外国語で対応することのできる県内
の医療機関情報をまとめた「おきなわメディカルインフォ」を、誰でも閲
覧できるようホームページに掲載している。

http://oihf.or.jp

サロンカウンターの運営
札幌への来訪者、市民等への多種多様なインフォメーションサービス
（観光・レクリエーション情報、外国人への生活情報、市民への国際交
流情報提供等）を行う。

http://plaza-
sapporo.or.jp/citizen_j/salon/

英文生活情報誌の提供 北海道国際女性協会発行の「What's on in Sapporo」を無料で配布す
る。

http://kokusaijosei.wixsite.co
m/hiwasince75/wois

多言語メール配信サービス

生活情報、イベント情報などを多言語（日本語、英語、中国語、韓国語）
で提供。同情報をウェブサイトにも掲載する。

【PC】
http://www.sapporolife.info/
【登録先】
日本語：
http://www.sapporolife.info/
英語：
http://www.sapporolife.info/english/

中国語：http://www.sapporolife.info/chinese/

韓国語：http://www.sapporolife.info/korea/

広報誌の発行 イベントや国際交流団体等の情報を掲載した広報誌「交流コーナーだ
より」（隔月）、外国人向け広報紙「SENDAI Lifestyle」を英語版、中国語
版、韓国語版、ネパール語版、ベトナム語版、やさしい日本語版（年2
回）で発行する。

(公財)札幌国際プラザ

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団
（おおいた国際交流プ
ラザ）

(公財)長崎県国際交
流協会

(公財)鹿児島県国際
交流協会

(公財)仙台観光国際
協会

熊本県国際協会
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(3)　情報提供

地域国際化
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ＦＭ放送による多言語情報提供
FMラジオ局の協力を得て、防災に関する情報、季節の話題や生活情
報、協会からのお知らせ等を月に１回（15分程度）紹介する番組を、英
語、中国語、韓国語、「やさしい日本語」で実施する。

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

メールマガジンの発行 日本人と外国人市民を対象に、日本語、英語、中国語、韓国語による
メールマガジンを月２回程度配信している。

http://int.sentia-
sendai.jp/j/activity/mailmagazi
ne.html

相談・情報カウンター
市民ボランティア団体の協力を得て、生活情報や観光情報などを日本
語、英語で提供する。三者間通話サービスを利用した「通訳サポート電
話」では、英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム
語、ネパール語で情報提供を行う。

http://int.sentia-
sendai.jp/j/exchange/index.ph
p

ホームページなど ホームページ、ブログ、facebook、twitterでの日本語、英語、中国語、
韓国語による情報提供

http://int.sentia-sendai.jp/j/

ぷらら発行事業 在住外国人の生活支援を目的に、多言語情報誌「ぷらら」を発行してい
る。（英語、中国語、韓国語、スペイン語、日本語）

http://www.stib.jp/kokusai/ma
gazine.shtml

国際交流センター情報誌「IEC
News」発行

国際交流センター事業の報告や情報の提供を行い、国際交流・国際理
解を推進する。年4回、日本語で作成。

http://www.stib.jp/kokusai/lib
-magazine.shtml

情報ラウンジ 外国語の雑誌・新聞や国際交流・国際協力に関する図書等により、情
報提供を行うとともにインターネットを通じて情報収集ができるようパソ
コンを設置している。また、掲示版（ふれあいボード）を設置し、外国人
市民やボランティアの情報の場ともなっている。

生活情報誌発行
千葉市広報紙「ちば市政だより」の中で外国人市民にも必要とされる情
報を中心に英語・中国語・やさしい日本語に翻訳し、インターネット及び
印刷物による配布を行う。

http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/forforeig
n/residentialnewsletter.html

ホームページ運営 協会の事業内容や外国人市民の生活に必要な情報等について、イン
ターネットを通じて多言語で発信する（日本語、英語、中国語、韓国・朝
鮮語、スペイン語）また、災害時等にリアルタイムでの情報発信を可能
とするため、フェイスブックを併用し、情報提供の頻度、量の充実を図っ
ている。

http://www.ccia-chiba.or.jp/
https://www.facebook.com/cc
ia1994/

(公財)横浜市国際交
流協会

多言語情報発信事業 在住外国人に多言語（英語・中国語・スペイン語・ハングル・ポルトガル
語・インドネシア語・ベトナム語・やさしいにほんご）により、生活情報、
行政情報をWEB版で提供。月１回更新（ベトナム語のみ隔月）。また、
ホームページでも情報を提供（英語・中国語・ハングル・スペイン語・ポ
ルトガル語）。

https://www.yokeweb.com/ta
gengo

外国語による情報提供
外国人市民に7言語による情報紙「ハローかわさき」を発行する。(年10
回。英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ
語、やさしいにほんご)

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.h
tml

図書・資料室での情報提供 国際交流センターの図書・資料室において、国際交流等に関わる図書
及び資料、雑誌、新聞、ビデオにより市民及び外国人に各種情報を提
供する。

http://www.kian.or.jp/kic/003.
shtml

ホームページでの多言語情報提
供 ホームページ、特に多言語情報発信については多言語ブログにて、6言

語(英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語
及びやさしい日本語）により情報提供を行う。
フェイスブックは、イベントや講座等の事前告知だけでなく、事後報告に
ついても日本語で情報提供を行う。

http://www.kian.or.jp/guidebo
ok.html
https://www.facebook.com/
http://www.kian.or.jp/blog/kia
n/

日本語情報誌「SAME NEWS」の
発行

協会の活動や市内の国際交流事業に関するお知らせを掲載した情報
紙を発行する。年11回発行。

外国語情報誌の発行
在住外国人を対象に生活情報、行政からのお知らせなどを掲載した外
国語（英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フィリピン語）の情報誌
を毎月発行する。

ホームページの運営
５言語（英語、スペイン語、中国語、フィリピン語、ポルトガル語、日本
語）で協会の活動や国際交流事業などの情報提供を行う。

機関誌ハイスニュースの発行 月1回発行し、会員や公共施設に配布する。（日本語、ポルトガル語、英
語）

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

CIR　NEWSの配信 市国際交流員によるメールマガジンの配信（英語、日本語） http://www.hi-hice.jp/

ホームページの運営 協会の活動や国際交流に関する情報を提供（日本語、英語、ポルトガ
ル語）

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

フェイスブックの運営 協会の活動や緊急情報等をフェイスブックで発信（日本語、英語、ポル
トガル語）

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

図書コーナーの運営 国際交流、国際協力、多文化共生に関する図書や外国語の図書・資料
の収集と貸出を行う。

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

情報カウンターの運営 各種多文化共生・国際交流等情報を窓口にて提供。 http://www.hi-hice.jp/hmc/

情報サービスコーナーの運営 各種生活情報や観光情報などを日本語のほか、英語・ポルトガル語・ス
ペイン語・中国語・ハングル・フィリピノ語・ベトナム語で提供。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ライブラリーの運営
海外紹介図書、辞典・辞書、教科書、国際理解・多文化共生に関する
図書、日本語教材、地図、海外の新聞・雑誌等の収集・配架及び閲覧・
貸し出しを行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

静岡市国際交流協会

(公財)名古屋国際セン
ター

http://www.samenet.jp/about
/business_scheme.html

(公社)さいたま観光国
際協会

(公財)千葉市国際交
流協会

(公財)仙台観光国際
協会

(公財)浜松国際交流
協会

(公財)川崎市国際交
流協会
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地域国際化
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FM放送による外国人向け情報
提供

生活関連情報・イベント情報等をFMラジオ局ZIP‐FMの番組にて英語・
ポルトガル語・中国語・ハングルで提供する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ニック・ニュースの発行 センターの活動紹介と国際交流・協力に関する情報提供のため、月刊
広報誌「ニック・ニュース」を隔月刊で10,000部発行する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

子ども版「ニック・ニュース」の発
行

地球市民意識を子どものころから養うため、日々の暮らしと世界との繋
がりを考える事例や国際協力・多文化共生のヒントなどを取り上げる子
ども版「ニック・ニュース」を年２回、各68,500部発行する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ナゴヤ・カレンダーの発行
名古屋地域に暮らす外国人を対象に、生活情報のほかイベントや観光
情報等を紹介する月刊情報誌「ナゴヤ・カレンダー」を毎月英語版6,000
部、ポルトガル語版4,000部発行する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ホームページによる情報発信 センターの事業紹介、生活関連情報、イベント情報、災害情報、市政情
報等を日本語のほか多言語でホームページに掲載し、広く情報発信す
るまた、フェイスブックやツイッターといったソーシャルメディアを活用し、
幅広い利用者への情報発信を行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

メールマガジンの配信 外国人に対しては、災害情報等緊急性・即時性の高い情報やイベント
情報等を、また日本人に対しては、国際交流イベントや国際理解・国際
協力に関する情報等を掲載したメールマガジンを毎月発行し、きめ細か
い情報提供を行う。日本語、英語、ポルトガル語。

http://www.nic-nagoya.or.jp

インターネットによる情報受発信
事業（日本語，英語，ハングル，
中国語，スペイン語）

インターネット上の当協会ホームページより協会事業の案内や実施報
告、会館紹介及び国際交流に関する各種情報等を発信。多言語ページ
がブログ形式になり、外国人自らによる情報発信を可能にし、情報の多
言語化や外国人コミュニティのネットワーク化を図る。また、トップページ
のバナー広告による収入源としても重視。イベントの参加受付及び登録
者へ最新事業案内を送るメールマガジンを発行し、より即時性を持ち、
かつ広範囲にわたる情報の提供・受信を行う。ホームページ作成は職
員と協会ボランティア「ホームページ作成ボランティア」が対応。（日本
語、英語、ハングル、中国語、スペイン語）

http://www.kcif.or.jp

Ｈｏｕｓｅ ｎａｖｉ （京都の外国人の
ためのお部屋情報）の運営

日本賃貸住宅管理協会と協働で運営する「外国人のためのお部屋情
報House navi」で、物件情報及び多言語対応可能な不動産業者の情報
を提供する。

http://housenavi-jpm.com/

情報誌『ＬＩＦＥ　ＩＮ　ＫＹＯＴＯ』の
発行

協会ボランティアの取材・編集・翻訳により、在住外国人が関心を持つ
情報・読み物を掲載した情報誌『LIFE IN KYOTO』を隔月で各号英語
900部、日本語800部発行。ホームページ上では英語、日本語に加え、
中国語、スペイン語でも公開。留学生寮や大学等を中心に約40ヵ所で
配布。
また、収入源を重視し企業等の広告を募集。

http://lik.kcif.or.jp(日本語)
http://lik.kcif.or.jp/index_en.ht
m(英語)

『京都市生活ガイドブック』の配
布及び改訂版の発行
（英語版／中国語版／韓国･朝
鮮語版／スペイン語版・各日本
語併記）

初めて京都で生活する外国人の方々が，安心して有意義に暮らせるよ
うに，医療，行政，災害，コミュニケーション，便利な情報から困ったとき
の相談窓口まで，図や地図でわかりやすく説明しています。巻末には各
種施設・外国語での診療可能な病院のリストを掲載。
京都市国際交流会館で配布，当協会ホームページからも閲覧可能。

http://www.kcif.or.jp/HP/guid
e/top/jp/index.html

『京都市生活地図（ＧＵＩＤＥ　ＴＯ
ＫＹＯＴＯ）』の販売 公共施設・大学・書店から映画館まで生活に必要なさまざまな施設を詳

しく掲載した地図。すべて日英併記，各施設の電話番号リストもあり，大
変便利。会館で在住外国人を含む一般の方を対象に販売。（一部200
円）。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/koho/jp/guide/index.html

情報サービスコーナーの運営 在住外国人が京都で生活していく上での不便・不満を解消し，より快適
な生活を実現するために，情報サービスコ ーナーを運営しています。
外国人観光客・旅行者に観光・旅行情報を提供，一般市民から寄せら
れる外国事情や留学などについての質問に応じるなど、さまざまな情報
提供を電話・ｅ-ｍａｉｌでも職員と協会ボランティア「市民生活アドバイ
ザー」が対応。

http://www.kcif.or.jp/adviser/i
ndex-j.htm

メッセージコーナー 国際的なイベントや展覧会の案内をはじめ，国際交流の推進に役立つ
各種情報，在住外国人の日常生活に必要な情報を随時掲示。また，
メッセージボードでは，個人レベルでの文化交流や情報交換の場とし
て，専用紙（A5版）でメッセージの掲示を行う。A4サイズのチラシを設置
できるメッセージボックスは有料で貸出し。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/jyoho/jp/message/index.html

機器による情報提供 来館者がインターネットやワード，エクセルなどのソフト（多言語対応）を
利用できるサービス。世界各国の最新情報の収集ができる。フリーメー
ルは，日本語，英語，ハングル，中国語，スペイン語、他計１０ヶ国語の
利用が可能。
また，交流ロビーのＴＶ（5台）では，「BBC」（世界の「今」を伝える英国
BBC[放送をリアルタイムで放映），「ＣＣＴＶ大富」（中国最大のテレビ局
「中国中央電視台」の番組），「ＫＢＳ　World」（韓国の今を紹介する番組
を放映）の視聴が可能。

http://www.kcif.or.jp/HP/kaik
an/syoukai/jp/koryu.html

(公財)名古屋国際セン
ター

(公財)京都市国際交
流協会
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①　外国人住民支援事業

(3)　情報提供

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

図書･資料室の運営
１．国内外の新聞・雑誌
　さまざまな国内外の新聞・雑誌の閲覧が可能。
２．一般図書
　（海外へでていくための情報、外国人の日本での生活に役立つ情報を
重点として図書を収集・所蔵しており，閲覧ができます。）
より多くの市民の方々が利用しやすくなるように、既存の公共図書館の
運営内容やインターネット時代の流れを反映させ、「図書・資料室」の独
自性を持たせて運営。そのために資料等を調べやすく整備し、「特定の
分野を調べるなら京都市国際交流会館へ」のイメージをつくる。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tosho/jp/top/index.html

ＪＮＴＯ（日本政府観光局）認定
「外国人観光案内所」の運営

２０１３年２月よりＪＮＴＯ（日本政府観光局）認定の「外国人観光案内
所」にも認定されており、観光情報提供の一層の充実を図り、外国人観
光客に観光情報の提供を行っている。

http://www.jnto.go.jp/jpn/refe
rence/visitor_support/tic/list.
html

インフォメーションセンターの運
営

多文化共生、国際交流・協力、外国人留学生支援等に関する情報・資
料を収集・提供し、多言語による相談業務を行っている。
●インフォメーションカウンター●海外・国内新聞コーナー●海外・国内
雑誌コーナー●国際交流情報・図書・機関誌コーナー●インターネット・
ＰＣコーナー●カタログスタンドコーナー●情報交換ボード　ほか
TEL.(06)6773-8989 FAX(06)6773-8421
開館時間：毎日9：00～21：00（土・日・祝含む/年末年始除く）

http://www.ih-
osaka.or.jp/information/center
.html

多言語メールマガジン
国際交流に関するイベント情報や在住外国人のための生活情報を多
言語（日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語）メールマガジ
ンで週１回配信（スペイン語版は隔週）。

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

神戸リビングガイド（多言語生活
ガイド）

日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、ベト
ナム語、やさしい日本語での多言語生活ガイドをホームページに掲載。

http://www.kicc.jp/kicc/guide
/index.html

図書コーナー・情報提供コーナー 神戸国際コミュニティセンター内に、書籍、新聞、雑誌を閲覧できる図書
コーナーと、各種行事や行政情報・生活情報を掲示板や広報物で提供
する情報提供コーナーを運営する。また、日本語学習図書の貸し出しを
行う。

http://www.kicc.jp/kicc/kicc/i
ndex.html

情報誌の発行 外国人市民の広島での生活に役立ててもらうため、生活・文化情報誌
「HIRO CLUB NEWS」を作成・配布している。また、これらの情報をイン
ターネットでも提供している。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

国際交流ラウンジの運営 国際交流・協力に関する情報や外国人のための日常生活に関する情
報などを提供するとともに、国際交流・協力のための場所を提供してい
る。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

(公財)北九州国際交
流協会

ホームページ等による情報提供 北九州国際交流協会のホームページやメールマガジンを英語、中国
語、韓国語、やさしい日本語で編集し、最新の協会事業や生活情報・イ
ベント情報の提供を行う。

http://www.kitaq-koryu.jp/

一般相談・情報提供 外国人に対して，生活全般に関する情報等を提供する，情報提供カウ
ンターを設置（英語・中国語・韓国語対応）。外国語情報紙、ホームペー
ジ、フェイスブック、メールマガジンなどによる生活、イベント等情報提
供。

http://www.rainbowfia.or.jp/

外国人向け広報ラジオ番組 財団が実施するイベントや外国人のためのサービスの内容を、ラブエフ
エム国際放送のラジオ番組にて、英・中・韓３ヵ国語で広報を行う。

ニュースレター熊本の発行 国際交流や多文化共生に関する情報を発信。年４回

生活情報メールマガジン やさしい日本語、英語、中国語で定期的に生活情報、イベント情報を配
信。また、災害時には、災害情報、避難情報を配信

KIFメールマガジン 熊本市国際交流振興事業団が主催するセミナー、交流会、講座の他、
民間国際交流協力団体が実施する催し物情報を毎週１回配信

市政だよりの多言語化 市政だよりの生活、催し、健康の中から、在住外国人にとって必要な情
報を多言語化（英語、中国語、韓国語）に翻訳し、ホームページへ掲載

ホームページによる情報発信・提
供

(公財)神戸国際協力
交流センター

(公財)広島平和文化
センター

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

(公財)福岡よかトピア
国際交流財団

(公財)大阪国際交流
センター

(公財)京都市国際交
流協会
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①　外国人住民支援事業

(4)　通訳派遣業務

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)青森県国際交
流協会

語学ボランティアの紹介 依頼に応じて、登録してある通訳・翻訳の語学ボランティアの紹介を行
う。

http://www.kokusai-
koryu.jp/about/volunteer/

(公財)岩手県国際交
流協会

いわて国際化人材の登録・活用
　外国人が日常生活に不便を感じず、快適に生活できるよう、生活上の
アドバイスをする多言語対応可能な人材の登録を行い、依頼に応じて登
録者を紹介する。

http://www.iwate-ia.or.jp/

外国人支援通訳サポーター育成
紹介事業

保健・医療機関からの要請に基づき、保健・医療通訳サポーターを紹介
するとともに、在住外国人の日常生活上の問題に応えられるよう、行政
機関や民間の国際活動団体からの要請に基づき、生活相談通訳サ
ポーターを紹介する。

災害時における通訳ボランティア
整備事業

大規模災害が発生した場合、通訳ボランティアとして活動できる人材を
県民から募集し、被災地に派遣する。併せて、通訳ボランティアに対する
研修会を実施し、ボランティアの養成を図る。

JET参加者生活支援事業 JETプログラムのALTがスムーズに生活を送ることができるように、教育
委員会からの要請に基づき、英語通訳サポーターを紹介する。

(公財)秋田県国際交
流協会

ＡＩＡサポーターバンク・ボランティ
アの運営事業

公共団体等の依頼に応じて、ＡＩＡコミュニティサポーターとして登録して
いる県民を派遣し、国際交流や国際協力、行政や教育などの現場にお
ける通訳を行う。

http://www.aiahome.or.jp/tran
slation/index.html

(公財)山形県国際交
流協会

サポーターの登録、紹介事業 他機関や団体等の依頼に応じて、語学サポーターとして登録している人
材を紹介する。

http://www.airyamagata.org

(公財)福島県国際交
流協会

ふくしま多文化共生・国際交流人
材バンク制度 非営利の多様な主体からの依頼に応じて、登録者を紹介する。

http://www.worldvillage.org/fia
/jinzaibank/jinzai.html

(公財)茨城県国際交
流協会

多文化共生サポーターバンクの
登録・活用

多文化共生のための語学サポーター（災害時支援、医療通訳等）、外国
人のための地域生活アドバイザー、各国事情紹介講師、ホームステイホ
ストファミリー等の登録を促進するとともに、サポーターバンク検索システ
ムによりサポーター情報を公開し、その活用促進を図る。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公財)栃木県国際交
流協会

通訳・翻訳協力事業 外国からの来訪者との交流等を通じて友好親善と相互理解を促進する
ためのホームステイの受け入れや、来訪者、外国人住民や公共機関か
らの要請を受けて翻訳・通訳の活動を行うボランティアを募集し、協力者
として登録する人材バンクを運営する。

http://tia21.or.jp/bank.html

(公財)群馬県観光物
産国際協会

多言語インフォメーションセンター
運営

総合相談機能を有する多言語インフォメーションセンターにおいて、国際
交流・観光振興の推進に資する通訳・翻訳を有料で実施する。　言語：
英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語

http://www.gtia.jp/kokusai/jap
anese/gtia/translation.php

(公財)埼玉県国際交
流協会

ボランティア登録・紹介事業 外国語に精通した通訳・翻訳ボランティアを募り、公的機関からの依頼
に基づき紹介・派遣する。

http://www.sia1.jp/residents/v
olunteer/

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

国際交流ボランティア制度の運
営

地方公共団体や非営利団体等からの依頼により、国際交流を深めるこ
とを目的とする事業や多文化共生社会づくりを推進する活動に対し、当
財団に登録されているボランティアを紹介する。

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

(公財)新潟県国際交
流協会

通訳・翻訳ボランティアの登録・
活用 県内の公共機関（学校含む）等が実施する国際交流・協力事業に対し、

公的機関等からの要請により、通訳・翻訳ボランティアを紹介し、派遣す
る。

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/001_nia_info/006_
kokusai_bran/001_kokusai_bran.
html

(公財)とやま国際セン
ター

国際交流人材バンクの運営 通訳、翻訳、ホストファミリー、日本語指導者、海外事情紹介者、災害時
外国人支援ボランティアを登録し、依頼に応じ紹介する。

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

(公財)石川県国際交
流協会

国際交流員及び通訳ボランティア
の通訳派遣業務

国・県・市町等公的機関及び国際交流団体が行う国際交流・国際理解
に関する行事に派遣。

(公財)福井県国際交
流協会

国際交流ボランティア登録事業 協会に登録している通訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを県内国際交流団体、県・関係施設、
病院等の依頼に応じて紹介

https://www.f-i-a.or.jp/

(公財)山梨県国際交
流協会

国際交流人材バンクの運営 県民や市町村協会等からの依頼に基づき、人材バンクに登録してある
通訳・翻訳のボランティアを派遣（通年）

http://yia.or.jp/wordpress/?pa
ge_id=302

(公財)長野県国際化
協会

通訳派遣事業 県内の公共機関（学校含む）で公的なサービスを受ける際に、公的機関
からの要請により通訳を派遣する。

http://www.anpie.or.jp/support
er/index.html

(公財)岐阜県国際交
流センター

ボランティア支援事業
市町村や国際関係団体等からの依頼に応じて、登録してある通訳・翻訳
の国際交流ボランティアを紹介。
県内利用医療機関からの依頼に応じて、登録してあるポルトガル語、中
国語、タガログ語の医療通訳ボランティアを派遣。

http://www.gic.or.jp

(公財)静岡県国際交
流協会

通訳ボランティア派遣 官公庁主催行事・事業等に対して、必要に応じて通訳ボランティアを派
遣。

http://www.sir.or.jp

(公財)愛知県国際交
流協会

語学ボランティア派遣 地方公共団体等から依頼のあった、国際交流・国際協力・外国人支援
活動等における行事での通訳

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ik
usei/j/vtop/main.html

財団パートナー制度運営事業（通
訳翻訳パートナー）

公益等に適う内容の通訳・翻訳依頼に対し、通訳・翻訳パートナー登録
者の協力を得て対応

http://www.mief.or.jp/jp/partn
er_tsuhonyaku.html

(公財)三重県国際交
流財団

(公財)宮城県国際化
協会
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①　外国人住民支援事業

(4)　通訳派遣業務

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

財団パートナー制度運営事業（医
療パートナー）

医療機関等からの要請を受けて医療パートナー（ポルトガル語、スペイ
ン語、フィリピノ語、中国語、英語）を紹介し、診療、投薬、退院時の生活
指導等の際の通訳を行う

http://www.mief.or.jp/jp/partn
er_iryou.html

ボランティア活動促進事業
「ＳＩＡボランティア」の通訳登録者を協会事業や関連機関等からの依頼
に応じてコーディネートする。但し、個人情報を取り扱う業務において派
遣していない。（例：医療通訳、学校懇談会）

http://www.s-i-
a.or.jp/inquiries/volunteers

災害時外国人サポーター登録制
度事業 地震などの大規模災害時に外国人を支援するサポーターの登録制度を

設け、その中で通訳可能な人材の派遣を行う。
http://www.s-i-
a.or.jp/inquiries/bosai

(公財)大阪府国際交
流財団

OFIXボランティアによる通訳(翻
訳)業務

公的団体等より依頼があった場合に、OFIXボランティアを派遣し通訳(翻
訳)業務を行う

http://www.ofix.or.jp/accept/v
olunteer/request.html

(公財)兵庫県国際交
流協会

同行通訳派遣事業 公的団体等より依頼があった場合に、ボランティアを派遣し通訳支援業
務を行う

(公財)和歌山県国際
交流協会

通訳ボランティア派遣事業
国、地方公共団体、非営利団体の依頼に応じて登録ボランティアを派遣

専門通訳（医療、コミュニティ）通
訳ボランティアの派遣 外国出身者、医療・保健機関や学校・公的機関窓口等からの依頼を受

け、登録している医療及びコミュニティ通訳ボランティアを派遣し、通訳
活動を行う。

http://www.torisakyu.or.jp/?id=
1575

国際交流コーディネーターの配置 英語・中国語圏出身のコーディネーターを公的機関の要請に応じて通訳
として派遣する。

国際交流ボランティア登録制度
の運営

通訳として登録している国際交流ボランティアを地域の国際交流事業等
に派遣する。

コミュニティ通訳ボランティア派遣
事業 医療健康福祉・教育等、外国人住民の様々な生活場面において、依頼

に応じて通訳を派遣する。

http://www.sic-
info.org/support/community-
interpreter/

ボランティア登録・活用事業
国際交流活動等において、依頼に応じて通訳、翻訳ボランティアを紹介
する。

http://www.sic-
info.org/volunteer/internationa
l-exchange/

国際ボランティア人材バンク 原則公共機関等からの要請を受け、当協会に登録しているボランティア
を派遣する。

多文化共生コミュニケ-ションサ
ポーター派遣事業

外国人または関係機関（行政窓口・学校・医療機関等）からの要請を受
け、登録者を派遣し、コミュニケ―ションのサポートを行う。

(公財)ひろしま国際セ
ンター

多文化共生ボランティア事業 センター及び国、県、市町、国際交流団体等が主催・後援をする国際交
流事業及び行事において、通訳・ガイドを派遣する。
医療通訳事業（ニーズ調査，養成講座，トライアル派遣（医療機関））

http://hiroshima-ic.or.jp

外国籍住民トータルサポート事業
（翻訳・通訳サポーターの登録と
紹介）

通訳・翻訳を行う県民を登録し、非営利の団体・個人の活動に対し、依
頼に応じて紹介する。

http://www.yiea.or.jp

グッドウィルガイド事業 県国際観光推進協議会と共催で、留学生と通訳ボランティアが一緒に
なって、県内の主要観光地や宿泊施設を巡り、外国人向けサインやおも
てなし度などを見て回る観光交流モニターツアーを実施する。

外国人住民トータルサポート事業
（翻訳・通訳サポータースキル
アップ講座開催事業）

協会登録の通訳・翻訳サポーターや活動に興味のある県民を対象に、
基礎的知識と専門分野（母子保健）におけるスキルアップと新規登録者
の発掘を図る。

(公財)徳島県国際交
流協会

共生ネットワーク形成事業
公共機関等から依頼があった際にボランティア通訳者を紹介する。ま
た、大規模災害時に備え、災害時通訳ボランティアの登録の促進を図
り、災害が発生した際には、市町村等からの依頼に基づき避難所等に
通訳ボランティアを派遣する。

http://www.topia.ne.jp/docs/2
013032800034/

通訳等ボランティア派遣
日本語での意思疎通が困難な外国人住民をサポートするため、外国人
住民や医療機関、保健福祉機関、学校教育機関等の要請を受けて、通
訳ボランティアの派遣を行う。

http://www.i-
pal.or.jp/tsuyaku/

接見通訳派遣
外国人住民が警察に逮捕された場合等に、言葉の壁が障害となり、権
利を主張できなかったり不利益を被ったりすることのないよう、県弁護士
会の要請により外国語のできる通訳を手配する。

(公財)高知県国際交
流協会

国際ボランティア活用事業 当協会登録語学ボランティアを外部からの依頼に応じて関係先に派遣
する。

http://www.kochi-kia.or.jp/

(公財)福岡県国際交
流センター

語学ボランティア紹介事業
公的機関や、国際交流団体等の国際交流に関する非営利活動に対し
て、語学（通訳・翻訳）登録ボランティを紹介する。また、災害時には市町
村等からの依頼に基づき、紹介を行う。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/request/volunteer.html

(公財)三重県国際交
流財団

(公財)滋賀県国際協
会

(公財)山口県国際交
流協会

(公財)香川県国際交
流協会

(公財)鳥取県国際交
流財団

(公財)しまね国際セン
ター

(一財)岡山県国際交
流協会
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①　外国人住民支援事業

(4)　通訳派遣業務

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

国際交流ボランティア（ことば・多
言語）の紹介

協会で実施する事業や、公共団体・個人などのからの依頼に対して国際
交流ボランティア（ことば・多言語）登録者を紹介する。

医療通訳サポーターの派遣 医療機関や在住外国人からの依頼に対し、登録している医療通訳サ
ポーターを派遣する。

(公財)長崎県国際交
流協会

通訳ボランティア派遣事業 協会が主催・共催・後援する事業、及び公共機関や個人等からの依頼
に応じて、通訳ボランティアを派遣する。

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団
（おおいた国際交流プ
ラザ）

通訳･翻訳ボランティア派遣事業
国際交流プラザ登録の通訳･翻訳ボランティアを依頼により派遣。翻訳
の際は国際交流プラザを介して依頼者と翻訳者のやりとりを行う。

http://www.oitaplaza.jp/japane
se/volreg#tuuyaku

(公財)宮崎県国際交
流協会

通訳ボランティア制度 国・地方公共団体等からの依頼により国際交流ボランティア通訳を紹介
する。

(公財)鹿児島県国際
交流協会

国際交流ボランティア事業 協会が実施する各種事業等において，ボランティア登録者による通訳等
の活動の機会を提供する。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
volunteer/system.html

(公財)沖縄県国際交
流・人材育成財団

イベントボランティア登録・紹介事
業

広く県民がボランティア活動できる環境を整える事で、全県的な国際交
流・協力事業を促進することを目的に、国際交流・協力事業に資するイ
ベントへボランティアの紹介を行う。

医療通訳ボランティア紹介派遣
事業

在住外国人等との共生社会に向けた環境を整備するため、医療機関な
どを受診する際のコミュニケーションに不安を抱える在住外国人のた
め、医療通訳ボランティア（英語・中国語・韓国語・スペイン語）を養成し、
登録及び紹介を行い、安心して医療機関を利用できる地域を目指す。

災害時支援サポーター紹介派遣
事業事業

本県は海に囲まれた島嶼の環境にあり、他県とは海を隔てているため
大規模な災害発生時、他県からの本格的な応援等には時間を要するこ
とが予想される。平時から地域住民の防災や減災の意識を高め、また
災害時に避難所等でコミュニケーションに不安を抱える在住外国人のた
め、「災害時外国人支援サポーター」を養成することで、本県のソフト防
災や減災の環境を整備し、多文化共生のまちづくりを促進する。

外国語ボランティア通訳派遣事
業

札幌圏内で行われる国際交流行事、国際会議、スポーツ大会などの場
にボランティア通訳を派遣する。

さっぽろコミュニティ通訳派遣事業
＜内容＞外国人住民と学校や保育所、行政窓口等との間の通訳を行うボラン
ティアを育成し派遣する。＊２９年度新規事業＜予算＞743千円

(公社)さいたま観光国
際協会

ボランティア派遣事業 さいたま市やその他公共施設からの要請により、本協会登録の通訳翻
訳ボランティアを派遣し、在住外国人のさいたま市における生活を支援
する。

(公財)千葉市国際交
流協会

ボランティアコーディネート
市内の公的機関や学校等の営利を目的としない団体に通訳ボランティ
アを派遣する。

(公財)横浜市国際交
流協会

多言語サポーター派遣事業 横浜市内の区役所の窓口、市立の小中学校、福祉施設等の公共機関
に通訳ボランティアを派遣する。通訳ボランティアの種類：一般通訳ボラ
ンティア派遣、学校通訳ボランティア派遣、専門通訳ボランティア派遣、
南区役所広報相談係への定期派遣、南区役所こども家庭支援課への
定期派遣、鶴見区役所区政推進課への定期派遣、市民相談室への派
遣

https://www.yokeweb.com/tag
engosupporter

(公財)川崎市国際交
流協会

通訳ボランティア派遣事業
公的機関等からの依頼により、通訳ボランティアを派遣する。

http://www.kian.or.jp/voluntee
r.shtml

外国語相談員の配置
必要に応じ、多言語の相談員を行政の窓口に通訳として派遣する。

通訳ボランティアの登録・紹介
公的機関等からの依頼に応じ、通訳ボランティアの派遣を行う。

通訳ボランティアの派遣
ボランティアバンクに登録された通訳ボランティアの派遣。

http://www.hi-
hice.jp/bank/vbank.html

メンタルヘルス相談員の派遣
精神科等への専門家通訳の派遣（ポルトガル語）。

中国残留邦人支援事業
支援相談員を医療機関に派遣。

http://www.hi-
hice.jp/aboutus/business.html

災害語学ボランティア制度
災害時に日本語が不十分なため必要な情報を得ることが困難な外国人
被災者のために、区役所や避難所等で通訳・翻訳を行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

語学ボランティア制度
定住外国人が日本語でのサポートを必要とする生活場面（保育園など
の公共機関等）や国際交流イベントでの通訳、資料の翻訳などを行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

http://www.samenet.jp/about/
business_scheme.html

(公財)佐賀県国際交
流協会

https://www.spira.or.jp/

(公財)札幌国際プラザ

(公財)浜松国際交流
協会

(公財)名古屋国際セン
ター

静岡市国際交流協会
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①　外国人住民支援事業

(4)　通訳派遣業務

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

医療通訳派遣事業
京都市、NPO及び京都市国際交流協会による協働事業。「固定型」「派
遣型」による医療通訳派遣を実施。派遣先は醍醐の医仁会武田総合病
院、京都駅前の康生会武田病院、京都市立病院、京都桂病院の4病院
とする。言語は中国語・英語・韓国・朝鮮語の3言語で実施。また、2008
年度より病院による一部経費負担を開始。

http://www.kcif.or.jp/iryo-
t/index.html

京都市新生児訪問等通訳者派遣 京都市保健福祉局（保健所）が実施する新生児訪問等について、言葉
のサポートが必要な場合に通訳者が保健師に同行する。
 Ａ．新生児訪問　Ｂ．乳幼児健診（４ヶ月、８ヶ月、１歳半、３歳）
 Ｃ．育児支援家庭訪問　Ｄ．妊婦訪問 Ｅ.その他
対応言語 英語及び中国語

(公財)大阪国際交流
センター

ボランティアバンクの運営
市民レベルの自発的な国際交流活動を促進することにより、市民一人ひ
とりの国際感覚の醸成とホスピタリティの向上を図るため、ボランティア
バンクを設置しており、公的機関等からの依頼に基づき、通訳ボランティ
アを派遣している。

http://www.ih-
osaka.or.jp/international/volun
teer.html

(公財)神戸国際協力
交流センター

同行通訳派遣事業
神戸市内の公的機関などへ通訳を派遣する

http://www.kicc.jp/kicc/pdf/d
oukou/dt_jp.doc

外国人市民の総合相談窓口事業 相談窓口の通訳相談員が必要に応じて行政機関等に同行し通訳を行
う。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

通訳ボランティアの派遣 語学力を生かして通訳ボランティアを行う市民を登録し、公共機関から
の依頼に応じて派遣する。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

行政通訳派遣事業（多言語ママ
パパサポーター派遣を含む）

外国人市民が区役所や小・中学校などで通訳が必要な場合、ボランティ
アの通訳者を派遣する。

http://www.kitaq-koryu.jp/

医療通訳派遣事業 病院に英語、中国語、韓国語等の医療通訳者を派遣する。 http://www.kitaq-koryu.jp/

(公財)福岡よかトピア
国際交流財団

語学ボランティアの紹介
語学力を生かして通訳、翻訳等のボランティアを行う市民を登録し、市
や他団体の行う国際交流・国際理解にかかる非営利の活動に対し依頼
に応じて紹介する。

http://www.rainbowfia.or.jp/cit
izen/08.html

語学ボランティアの斡旋 語学を生かして通訳、翻訳等のボランティアを行う市民を登録し、市や
他団体の行う非営利の活動に対し依頼に応じて紹介する。

多文化共生ソーシャルワーカー
事業

文化通訳が必要な場面において、熊本市国際交流振興事業団の相談
員及び職員が通訳も兼ねて活動する

医療通訳ボランティア派遣事業
医療現場において通訳が必要とされる救急の場合に登録ボランティアを
派遣する。派遣する医療機関とは事前に協定書を締結する。また、この
制度は、当事業団と民間団体メディカルサポートくまもとと医療機関とで
協定を締結するもの。

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

(公財)北九州国際交
流協会

(公財)広島平和文化
センタ－

(公財)京都市国際交
流協会
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①　外国人住民支援事業

(5)　外国人子ども支援

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

（公財）青森県国際交
流協会

多文化共生の自力型地域拠点
づくり推進事業

在住外国人が地域に溶け込み、心豊かに生活できるよう、広域拠点的
な観点に立って在住外国人のための日本語学習や社会参加等の推進
を図る民間団体を育成・支援を行う。
平成29年度は、県内在住の外国人への日本語学習指導を行っていな
い地域での取組みを推進するとともに、要支援児童への日本語学習指
導のノウハウを学ぶ研修会を開催する。

http://www.kokusai-
koryu.jp/business/machidukuri
/

(公財)岩手県国際交
流協会

在住外国人のためのハンドブック
などの情報提供

「いわて多文化子どもの学習支援ハンドブック」、「就学支援ハンドブッ
ク」、「子育てQ&A集」などを通じ、必要な制度の説明、役立つ情報を提
供。

http://www.iwate-ia.or.jp/

(公財)宮城県国際化
協会

外国籍児童生徒支援事業 外国籍の子どもサポーターの育成及び派遣等を行う外国籍の子どもサ
ポートセンターを設置することで、情報や支援の手から孤立しがちな地
域点在型の児童生徒についても、公平に支援できる体制を整えるもの。
また、実行委員会主催の「日本語を母語としない子どもと親のための進
路ガイダンス」に共催団体として事業の企画運営に協力。

(公財)山形県国際交
流協会

こども日本語習得支援事業 在住外国人の子供たちが学校や社会へ円滑な適応ができるよう、教育
委員会や民間団体と連携しながら相談に応じる。

http://www.airyamagata.org

(公財)福島県国際交
流協会

外国の子どもサポート事業 外国出身の子どもが学校生活に早期適応できるよう相談対応、情報提
供、日本語テキスト等の教材の貸出等を行う「ふくしま外国の子どもサ
ポートセンター」を運営する。また、市町村教育委員会と協議し、外国の
子どもの学校生活への早期適応を目的としたサポータ―の派遣又は紹
介を行う。さらに、外国出身の子どもの支援に関わる市町村教育委員
会、各学校、市町村国際交流協会等の関係団体で構成する「ふくしま外
国の子ども連絡協議会」の事務局を運営し、事例研究、情報提供等を
行う。

http://www.worldvillage.org/ko
domo/index.html

(公財)埼玉県国際交
流協会

高校進学ガイダンス 日本語を母語としない生徒及び保護者の多くが、高校進学に際し、日本
語能力や受験制度の理解不足、経済的事情など様々な問題を抱えて
いることから、多言語による進学説明パンフレットを作成するとともに、
進学説明・相談会を開催する。

http://www.sia1.jp/foreign/_gu
idance/

インターネットによる情報収集・提
供事業

インターネットを活用した情報収集を行うとともに、千葉県国際交流セン
ターホームページを通じて多言語による情報提供を行う。
　「学校からのおたより」、「あなたの町の日本語教室」など

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

地域日本語ボランティア意見交
換会

日本語を母語としない子どもへ日本語指導を行うボランティアによる専
門知識の習得、意見交換を目的とした会議を開催する。

(公財)かながわ国際
交流財団

外国につながる子ども・家族への
支援

外国人住民子育て支援事業（母子保健、保育等の分野での多言語支
援、コミュニケーションツールの作成・普及、支援者の研修）、多文化共
生教育推進事業（関係機関との連絡会の開催、進路調査、支援者向け
ガイドブック作成）、外国につながる保育士養成事業（奨学金制度の運
営）を行う。

http://www.kifjp.org/tabunka

(公財)新潟県国際交
流協会

外国につながる児童生徒等の教
育支援 外国につながる子どもと保護者等の進路に対する不安を解消するた

め、高校進学等日本の学校制度について説明する資料を更新しホーム
ページ等で公開するとともに、県内各地で進路ガイダンスを開催する。
また、教育相談窓口を開設し保護者等からの相談に対応する。

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/004_siryou/001_s
iryou/001_siryou.html

(公財)福井県国際交
流協会

 外国人生活相談事業
県内の外国籍児童生徒受入校に日本語アドバイザーを派遣し、質問や
相談に対応する。

https://www.f-i-a.or.jp/

(公財)長野県国際化
協会

外国籍児童就学支援事業（ＳＡＮ
ＴＡプロジェクト）

外国籍児童支援として、外国籍児童の教育および福祉の増進を図る外
国籍児童就学支援プロジェクトの運営を行う。
・母国語学校への支援（就学援助金・母国語教室整備助成金・教科書
購入助成金・健康診断事業等）
・外国籍児童就学支援活動への助成
・外国籍児童生徒等日本語学習コーディネート事業

http://www.anpie.or.jp/santa_p
roject/index.htm

(公財)岐阜県国際交
流センター

在住外国人支援事業
外国籍児童生徒を支援するため、子どもの就学支援教室への助成、外
国籍の子どもと保護者に対して定住を前提とした生活設計のための講
座や、外国人の子どもの日本語指導者育成研修を実施する。

http://www.gic.or.jp

外国籍年少者支援事業 日本語初期指導が必要な子供達への支援方法をテーマとした研修会を
開催する。

外国人学校児童生徒への日本
語支援事業

日本語学習環境が整っていない外国籍児童を対象とした日本語習得支
援や日本語指導を介した防災教育等の実施。

日本語学習支援基金事業
日本語学習支援基金を活用し、外国人児童生徒を対象にした地域の日
本語教室への助成や、外国人学校における日本語学習環境の充実を
図る事業等を実施する。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/k
yosei/j/kikin/index.html

母語母文化学習支援事業
外国人コミュニティ等と協働で、外国につながる子どもたちに母語や母
文化を学ぶ機会を提供する。

外国人児童生徒日本語指導員
育成講座

企業・教員OB/OGなどを対象とした外国人児童生徒への学習支援活動
に関する研修を実施し、地域における日本語教育の担い手を育成する
講座を開催する。

外国人児童生徒指導関係者共
同研修

学校とNPOの外国人児童生徒指導担当者を対象とした情報交換、連携
強化のための共同研修を実施する。
また、外国人児童生徒及び保護者を対象とした教育相談会を併せて開
催し、日本の教育制度等の情報供と日ごろの学習関する悩みの解決策
について、学校・NPOの外国人児童生徒関係者とともに考える機会を設
けた。

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

(公財)静岡県国際交
流協会

(公財)愛知県国際交
流協会
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①　外国人住民支援事業

(5)　外国人子ども支援

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

「リソースルームfacebook掲示板
☆」

外国につながりを持つ子どもたちへの日本語学習支援に携わる学校関
係者やボランティアなどに向け、書籍情報・特色ある指導方法や地域の
教室の取組み、イベントなどの紹介など、支援活動に有益な各種情報を
随時Facebookのページにて配信する。

多文化共生教育センター事業 県内外の日本語指導教材、書籍等の収集・開架を行うとともに、高校進
学ガイドブック（多言語版）を作成し、市町で開催される進学ガイダンス
を支援

http://www.mief.or.jp/jp/guida
nce_guidebook.html

日本語教材研究・発行 外国人児童・生徒及び担当教員向けのオリジナル日本語教材の研究
開発・発行

http://www.mief.or.jp/jp/mief_
kyozai.html

教育実践研究会
外国につながりをもつ子どもたちの教育指導上の課題を解決するため
に、外国人児童生徒に係る教職員や日本語教室ボランティアなどを対
象として研修会を実施

http://www.mief.or.jp/jp/jissen
.html

外国につながりを持つ子どもたち
を見守るための連携研修会

スクールソーシャルワーカー、外国人児童生徒担当教員、児童相談所
職員等を対象に外国につながりを持つ児童生徒の生活環境を取り巻く
課題に関する研修会を実施し、関係機関との連携や課題に対する適切
な対応を学ぶ

多言語による読み聞かせ教室 外国につながりをもつ子どもたちの日本語習得及び母語保持のため
に、親による日本語・母語による絵本の読み聞かせ「親と子のおはなし
教室」を開催

多文化共生学校づくり支援サイトを開設し、学校内の表示を多言語で作
成したり、時間割を多言語で作成できるツールを提供している。

http://www.s-i-
a.or.jp/tabunka/index.html

SIA多言語子育て情報サイト（英語、ポルトガル語、スペイン語、中国
語、タガログ語）を開設し、妊娠・出産・育児に関する情報を提供してい
る。

http://www.s-i-
a.or.jp/child/index.html

外国にルーツを持つ児童生徒のための進路フェアの開催
日本語を母語としない子どもと保護者対象の中学校卒業後の進路に関
する「進路ガイダンス」と、外国にルーツを持つ児童生徒（小～高校生）
と保護者対象の「職業人と語る会」を統合した「進路フェア」を実施。

http://www.s-i-
a.or.jp/projects/multicultural

ﾌﾞﾗｼﾞﾙの教科書と子ども向けの日本語教材の貸し出し
http://www.s-i-
a.or.jp/inquiries/lending#b

びわこ奨学金支給事業
滋賀県内に居住し、短期大学・大学および大学院等に在籍し、経済的
援助が必要と認められる外国籍学生に月額2万円の奨学金を支給（3名
程度）。

http://www.s-i-
a.or.jp/projects/multicultural

(公財)京都府国際セン
ター

外国人児童の教育支援事業
在住外国人児童の支援のため、支援者の負担軽減に資する多言語に
よる各種情報整備・発信、研修会の開催、課題啓発のためのボランティ
ア短期派遣、居場所づくり支援の実施

http://www.kpic.or.jp/

外国人児童生徒の居場所づくり
事業

ボランティア団体等との共催で、「日本語教室・日本語による教科学習
教室」、「母語教室・母語による教科学習教室」、先輩に経験談を聞く「先
輩に聞こう！」、「こころと進路のカウンセリング」、児童生徒による様々
な活動を支援する「活動支援事業」、「進学に向けた教科学習集中支援
教室」を実施、その運営経費の一部を負担。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

外国人児童生徒への日本語・学
習支援研修会の開催【再掲】

学習に困難を抱えている外国人児童生徒に、効果的な日本語・教科学
習支援を行うため、支援従事者の実践能力向上を目指した研修を実施
する。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

日本語学習支援アドバイザー派
遣事業【再掲】

県内各地で在住外国人のための日本語教室を運営し、研修を希望する
ボランティア団体等に対して日本語教師を派遣することにより、ボラン
ティアの養成や研鑽、運営面の課題解決や活性化に役立てる。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

母語教育支援研修会の開催 外国人児童生徒のアイデンティティーの確立や精神的安定に寄与する
母語教育への理解を深めるため、研修会を開催。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

外国人学校交流推進事業
外国人学校が、その在校生徒が自然とのふれあいや地域住民との交
流を通して兵庫県への理解を深めることを目的に実施する自然学校等
の事業に対して助成を行う。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

(公財)和歌山県国際
交流協会

わがっこ（WGK)
ボランティア日本語教師による外国につながる子どもたちの日本語習得
支援、学習相談を行う。

（公財）鳥取県国際交
流財団

外国にルーツをもつ子どものた
めの日本語支援

日本語クラスに「子ども日本語コース」を開設し、外国にルーツをもつ児
童・生徒の日本語学習支援を行うほか、市町教育委員会と連携し、要
請のあった小中学校に日本語支援員の紹介や教材等のコーディネート
を行う。

子どもサポーター紹介
帰国・外国人児童生徒への日本語学習支援や通訳・翻訳ができる人材
（子どもサポーター）を依頼に応じて紹介する。

http://www.sic-
info.org/support/childs-
education/child-supporter/

ボランティア研修事業
（子どもサポーター研修の開催） 未経験者・初心者を対象とした基礎講座、経験者を対象としたスキル

アップ研修を開催する。

子ども日本語学習サポーター派
遣事業

県内の小中学校等からの要請を受け、登録者を派遣し、日本語学習が
必要な外国人児童・生徒等への日本語学習支援を行う。

子ども日本語学習サポーター研
修事業

日本語学習支援が必要な外国人児童生徒等の在籍する学校等へ、日
本語学習支援者として派遣するボランティアを養成するための研修会を
行う。

ONE WORLDこども支援事業 世界の未来を担う子どもたちに、多文化交流や国際理解および国際協
力への意識の醸成を図り、グローバル人材の育成を図る。

外国人住民サポート事業

(公財)三重県国際交
流財団

(公財)滋賀県国際協
会

外国にルーツを持つ子どもへの
教育支援事業

(公財)兵庫県国際交
流協会

(公財)しまね国際セン
ター

(一財)岡山県国際交
流協会

(公財)愛知県国際交
流協会

(公財)徳島県国際交
流協会
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(5)　外国人子ども支援

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

国際理解支援講師派遣事業
学校の総合学習の時間や地域の交流イベントに在県外国人、ＮＧＯ関
係者などを派遣し、ワークショップや講義形式で国際交流や国際協力に
ついて学んでもらう。

http://www.topia.ne.jp/docs/2
013032800058/

小・中学校における児童生徒へ
の日本語学習支援

県及び市町教育委員会からの依頼に応じ、日本語指導及び教科学習
の補助を行うボランティアを、小・中学校に派遣し、対象生徒が生活や
学習上必要な日本語を習得できるよう、支援を行う。また、学校と対象
児童生徒及び家族の円滑な意思疎通を図るため、必要に応じて通訳の
派遣も行う。

アイパルこどもにほんご教室 県内に住む外国にルーツをもつ子どもに対し、日常生活や教科学習に
必要な日本語力と教科学習能力を身につけるための機会及び地域社
会における居場所を提供することを目的に、こどもにほんご教室を開講
し、教科学習のサポートや日本語指導、日本語を取り入れた活動などを
行う。

http://www.i-
pal.or.jp/kodomonihongo/

まるがめにほんごひろば 丸亀市周辺に住む外国にルーツをもつ子どもに対し、日本語指導や日
本語を取り入れた活動、宿題のサポートなどを行う「こどもにほんごひろ
ば」を開催する。
※地域日本語ボランティア団体「香川まるがめにほんごひろば」に委託

http://www.i-
pal.or.jp/marugamenihongo/

(公財)高知県国際交
流協会

国際ボランティア活用事業 当協会登録語学ボランティアを外部からの依頼に応じて関係先に派遣
する。

http://www.kochi-kia.or.jp/

(公財)佐賀県国際交
流協会

子ども日本語サポーター派遣事
業

日本語支援が必要な児童・生徒に対しサポーターを派遣する。また、三
者面談や保護者に対する説明時等に通訳を派遣する。

https://www.spira.or.jp/

外国語絵本読み聞かせ教室 外国語の絵本を原語で読みながら、背景にある社会や文化について講
師が原語と日本語で説明し、交流を行う。

通訳ボランティア
外国籍の子ども安心して日本の学校に就学できるよう、一定期間通訳
ボランティアを派遣し、教育支援員の指導内容を通訳し、就学者の理解
を促進する。

子育てサロン
就学前のこどもとその保護者や、これから親になる方などが自由に集
い、交流できる場所を提供する。毎月第３木曜日開催。札幌市と共催。
保育士職員、外国語ボランティアが対応。

母子保健・子育てセミナー 妊婦、または子育て中の外国籍市民を対象とした母子保健情報提供の
セミナーの開催。個別相談も対応する。年1回。

外国につながる子ども支援
言語、文化等の違いにより困難を抱えている子どもを支援するために、
地域における市民活動の担い手を育てる。また、市民団体等と協働して
「日本語を母語としない小中学生のための 夏休み教室」、「日本語を母
語としない子どもと親のための進路ガイダンス宮城」を行う。

https://shinro-
miyagi.jimdo.com/

外国につながる子どもサポートせ
んだい 外国人児童生徒をはじめとする外国につながる子どもの学習・生活支

援の一環として、教育委員会や学校への人材紹介や、協力する市民へ
の教材等の貸出を通じて、学校と地域が協働して子どもを支援するため
の環境づくりを行う。

日本語支援事業
「にほんごのへや」

在住外国人が地域で生活するのに必要な日本語の学習を支援。日本
語ボランティアが地域のリソースを使って、生活情報を提供しながら日
本語学習を支援する。

http://www.stib.jp/kokusai/act
.shtml

外国人子育て支援 子育て中の在住外国人を対象にベビー・キッズマッサージを実施。親子
のスキンシップを取りながら、在住外国人の子育てを支援する。

http://www.stib.jp/kokusai/chi
ld.shtml

(公財)千葉市国際交
流協会

ボランティアコーディネート 千葉大学主導のもと、外国にルーツを持つ児童・生徒の学習支援につ
いて、市内のモデル校にて実施。

なか国際交流ラウンジ　外国人
生徒学習支援事業 区内公立中学校の外国人生徒への学習支援教室の開催。毎週木・金。 http://nakalounge.main.jp/

みなみ市民活動・多文化共生ラ
ウンジ　南区外国人中学生学習
支援教室

区内の外国人中学生を対象に、学習支援ボランティアによる日本語教
育や教科指導を行う。

http://nakalounge.main.jp/

鶴見国際交流ラウンジ　学習支
援教室 外国につながる子どもたちの学習を支援するほか、外国人コミュニティ

との連携等により母語を生かした学習支援を行う。
http://www.tsurumilounge.com
/

外国につながる子どもの学習支
援・自立支援

日本語指導を必要とする外国につながる子どもたちの増加に伴い、支
援者を養成し、市内の小中学生を対象に日本語力、学力、生活力を向
上できるよう支援するため宿題支援を毎週土曜日の午後、実施。

高校進学ガイダンス
外国につながる子どもの高校進学をサポートするために神奈川県内の
高校と連携して、高校進学説明会を実施する。

外国人の子どもの不就学ゼロ作
戦事業

外国人の子どもの就学状況を継続的に把握するとともに、面談やカウン
セリングなどのきめ細かな支援を、関係機関と連携して推進する。

外国にルーツを持つ就学前の子
どもと保護者の子育て支援事業

乳幼児期を含めた就学前の外国人の子どもの実態について把握すると
ともに、子育て支援を含めた支援策を考える。

外国にルーツを持つ若者のキャ
リア支援

義務教育期後の外国人青少年の職業意識の醸成や自らの将来を考え
るための研修、就業や進学に関する情報の提供などを行う。

若者のための日本語教室

学齢年齢を超えた外国にルーツを持つ若者を対象に２つのコースを開
催。
①比較的来日間もない若者を対象にした日本語入門クラスの教室。平
日毎日（3ヶ月間）実施し、基礎的な日本語の習得を目指す。
②日本語をある程度マスターした若者を対象にした教室。週２回全４０
回実施し、日本語検定試験（ＪＬＰＴ）や高校入学を目指し漢字や作文な
どを習得する。

http://www.hi-hice.jp/u-
toc/class.php

(公社)さいたま観光国
際協会

(公財)札幌国際プラザ

(公財)沖縄県国際交
流・人材育成財団

(公財)徳島県国際交
流協会

(公財)香川県国際交
流協会

(公財)仙台観光国際
協会

(公財)横浜市国際交
流協会

(公財)川崎市国際交
流協会

(公財)浜松国際交流
協会
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①　外国人住民支援事業

(5)　外国人子ども支援

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

地域日本語学習支援事業 学習支援団体へ日本語教師やボランティアを紹介したり運営相談や外
国人コミュニティなどが開催する学習支援教室の支援を行う。

日本語ボランティア養成講座 学校等で学習支援を行うボランティアの養成講座を開講。修了後は学
校等からの要請によりコーディネートを行う。

http://www.hi-hice.jp/u-
toc/class.php

外国語で楽しむ絵本の会 外国語での絵本の読み聞かせを通して、各国紹介や外国と日本の親子
の交流の機会を提供する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ライブラリー特別企画
夏休みや冬休みの期間、海外や日本の季節の行事の機会をとらえて、
小中学生を対象に図書、地図、データ等の当ライブラリーの資料を活用
した国際理解イベントを年３回程度実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

海外児童生徒教育相談
家族の海外勤務による出国・帰国に際しての編入学等に関する相談
や、外国籍児童・生徒の教育に係る相談への対応を、関係機関・団体と
の緊密な連携のもと専門の相談員が行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人の子どもと保護者のため
の進路ガイダンス

中学卒業後の進路についての情報提供と相談に対応するガイダンス
を、教育委員会、学校等の関係団体の協力のもとに実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ＮＩＣ子ども日本語教室 日本語を母語としない学齢期の子どもを対象に、生活や学校に必要な
日本語学習の機会を提供するため、小グループ指導形式による日本語
教室をボランティアの運営協力のもと開催する。また、教科学習に必要
な学習言語の指導も行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人児童・生徒サポーター養
成研修

外国人の子どもの支援に携わろうと考えている人及び携わっている人を
対象に、外国籍の子どもを支援するための知識・スキルを学ぶ【入門
編】【実践編】各３回程度の講座を実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人の子どもの進学サポート
事業「学校訪問」

外国人の子どもと保護者を対象に、中学校卒業後の高校等への進路
の具体的なイメージや情報の提供を図る取り組みとして、関係機関の協
力を得て、実際に高校を訪問する機会を設ける。

http://www.nic-nagoya.or.jp

多様な文化背景を持つ子ども達
の集いの場
koko Kids

ボランティアによる運営。多様な文化背景を持つ小中学生の集いの場を
作り、同様の状況にいる子ども同士の出会い、異文化との出会いの場
を提供する場。子ども達の学習サポート及び保護者の日本語コミュニ
ケーション力アップのためのサポートを中心に月2回活動。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tabunka/jp/kodomo/kokokids
.html

市立小中学校日本語ボランティ
ア

京都市教育委員会が主催する「京都市立小・中学校外国人児童・生徒
等に対する日本語指導ボランティア派遣事業」について、ボランティア登
録を行う。在住外国人の子弟を中心とした日本語指導の必要な児童・
生徒に対して、ボランティアが学校に出向いて学校生活、日常生活に必
要な日本語指導を行い、子ども達のサポートを図る。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/volunteer/jp/katsudo/index.h
tml

子育てステーション ホッとチャット 
子育て中の保護者（外国人日本人問わず）の集いの場。日本の子育
て、外国の子育て等について語り合い、交流することを目的に行う子育
て支援活動「子育てステーション ホッとチャット」を運営。
対象：子ども(0～5歳）とその保護者

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tabunka/jp/kodomo/hotchat.
html

kokoKids
外国につながる子どもたちとパ
パ･ママの交流の場として 外国にルーツを持つ子ども(6歳～15歳）と保護者対象。遊びや工作を通

じて交流し、外国にルーツを持つ家族どうしのつながりを広げる。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tabunka/jp/kodomo/kokokids
.html

外国語絵本読み聞かせ「アイア
イ」

日本の子どもたちと、日本で暮らす外国の子どもたちを対象に、各国の
絵本を紹介することにより、文化交流の場を提供する。
読み聞かせ言語：日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語
開催日：毎月　第3木曜日（8月、12～3月を除く）　14：30～15：30（読み
聞かせ14：30～15：00）、第4土曜日　14：00～15：00（読み聞かせ14：00
～14：30）

http://www.ih-
osaka.or.jp/international/post_
9.html

未就学・ダイレクト向け日本語・
学習支援教室

外国人の両親、あるいは国際結婚など、外国にルーツを持つ就学前の
こどもを対象に、小学校での学習に必要な、日本語や日本の学校の
ルールについて学ぶ「プレスクール」を、小学校入学前の時期である1月
～3月に2会場・計8回開催。
また、小学校1年生～高校生及び母国で中学校を卒業した後、来日した
生徒、（通称「ダイレクト」）を主な対象に、日常生活や高校・大学進学に
必要な日本語と教科の学習支援教室「こどもひろば」を毎週1回（月曜日
17：00～20：30）開催（高校受験前には別途補習実施）。

http://www.ih-
osaka.or.jp/international/kodo
mohiroba.html

(公財)北九州国際交
流協会

放課後にほんごひろば
夏休みにほんごひろば

外国につながりのある児童生徒のための学習支援・適応支援として、教
科学習や宿題のサポートを行う教室を実施（夏休みの特別教室も実
施）。平成28年度から、中学卒業年齢以上の青少年のための日本語学
習支援も実施。

http://www.kitaq-koryu.jp/

外国籍の子供の教育事業
民間の支援団体と連携し、呼び寄せの子供たちの教育支援を行う。ま
た、年１回、高校への進路ガイダンスを行う。また、年4回程度、外国
ルーツの子どもたちの現状を知るための研修会を実施

おるがったステーション事業 民間支援団体NPO法人外国から来た子ども支援ネットと協力し、毎週日
曜日に外国ルーツの子どもたちの居場所作りと教科指導等を行う。

(公財)大阪国際交流
センター

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

(公財)浜松国際交流
協会

(公財)京都市国際交
流協会

(公財)名古屋国際セン
ター
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①　外国人住民支援事業

(6)　留学生支援事業

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

外国人留学生国際交流支援事業
外国人私費留学生の修学を支援するとともに、｢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を促進する。（奨学助成金支給月額：
15,000円、対象：大学院生50名）

外国人留学生受入促進事業 外国人留学生の受け入れ促進のため、北海道一丸となったプロモーショ
ン活動を展開する。

留学生支援物品等登録事業 個人や企業から提供のあった物品を登録し、道内の大学等に在籍して
いる留学生を対象に登録物品の斡旋を行う。

(公財)岩手県国際交
流協会

私費外国人留学生支援 　私費外国人留学生10人に奨学金（月額２0千円）を支給し、「いわて留
学生大使」として委嘱し、国際交流活動等への参加を促進する。

http://www.iwate-ia.or.jp/

(公財)宮城県国際化
協会

MIA私費留学生緊急支援貸付事
業

私費留学生が生活費・住居費・医療費・一時帰国費その他災害等により
一時的に多額の出費が必要な場合に、資金の貸付を行う。
貸付限度額：２０万円　対象人数：予算の範囲内

(公財)秋田県国際交
流協会

あきたのファミリー事業
県内の大学などの留学生に地域の一般家庭を紹介し、日本や秋田の習
慣や文化について理解を深めてもらうなど、相互理解、国際理解の機会
を提供する

http://www.aiahome.or.jp/page
s/page-1488462840-177

茨城県留学生親善大使の任命
外国人留学生を茨城県留学生親善大使に任命し、学校や生涯学習の
場で実施される国際理解教育や交流事業に派遣し，謝金として学習支
援金を支給する。（約100名）

http://www.ia-ibaraki.or.jp

クエスト茨城留学生研修 茨城県に対する理解を図るため、留学生による県内企業や文化施設等
への訪問研修を行う。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

茨城ふるさとファミリー事業 留学生等がホームスティを通して日本の生活習慣を体験するとともに、
「茨城の家族」として継続的に交流する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公財)栃木県国際交
流協会

留学生支援事業 県内の大学等で学ぶ留学生の就学を支援するため、新規留学生ガイダ
ンスを行うとともに、各大学担当者との連絡会議を開催する。また、留学
生と県民との交流を図り、相互理解を促進するためホームステイを実施
する。

（公財）埼玉県国際交
流協会

グローバル人材育成センター埼玉
・留学生の就職支援を行うため、無料職業紹介事業の許可をとり、就職
相談の実施
・県内企業への就職を促すため、企業説明会や就職セミナー、交流事業
を実施
・日本の生活習慣を体験してもらうため、ホームステイ事業を実施
・グローバル人材埼玉ネットワークによる情報提供

http://www.ggsaitama.jp/

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

千葉県外国人学生住居アドバイ
ザー事業

千葉県と連携し、（一社）千葉県宅地建物取引業協会及び（公社）全日本
不動産協会千葉県本部の協力を得て住宅に関する情報提供、助言を行
う。

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

(公財)かながわ国際交
流財団

留学生・元留学生の社会参加促
進事業

先輩留学生が、後輩留学生に自身の体験等学業以外についても幅広く
伝え、キャリアデザイン形成の一助とする。

http://www.kifjp.org/tabunka/r
yugakusei

富山県国際交流奨学金の交付 県内大学等に在籍する私費留学生のうち成績優秀な学生に対し奨学金
を支給

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

国民健康保険加入助成 私費留学生、日本語教育機関学生に対し国保加入のための助成金を交
付

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

留学生の住宅確保支援
県内大学等の留学生が住宅の賃貸借契約を行う際に連帯保証するもの http://www.tic-toyama.or.jp/

留学生交流拡大・魅力発信事業

外国人留学生が富山の魅力や留学生活を海外に向けて情報発信
https://www.facebook.com/To
yama.Junction?ref=aymt_home
page_panel

留学生就職支援セミナー 新潟県内の大学等で学ぶ留学生の就職活動を支援し、日本企業におけ
る就職を促進するためのセミナーを開催する。

留学生国際交流活動促進支援事
業

国際交流や多文化共生活動に積極的・意欲的に取り組む県内大学の私
費留学生を「留学生交流委員」に任命し、より活発な交流を促進するた
め活動支援金を交付する。

富山県国際交流奨学金の交付 県内大学等に在籍する私費留学生のうち成績優秀な学生に対し奨学金
を支給

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

国民健康保険加入助成 私費留学生、日本語教育機関学生に対し国保加入のための助成金を交
付

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

留学生の住宅確保支援
県内大学等の留学生が住宅の賃貸借契約を行う際に連帯保証するもの http://www.tic-toyama.or.jp/

留学生が感じた富山の魅力発信
外国人留学生が富山の魅力や留学生活を海外に向けて情報発信 http://www.tic-toyama.or.jp/

石川県留学生交流会館の管理運
営

県内の大学等高等教育機関で学ぶ外国人留学生に、安価で快適な共
同宿舎を提供するとともに、会館での行事等を通じて県民との交流や相
互理解の場とする。家賃月額、単身用22,300円、夫婦用29,700円。

http://www.ifie.or.jp/japan/faci
lities/kaikan/home_kaikan.html

(公財)茨城県国際交
流協会

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)とやま国際セン
ター

(公財)新潟県国際交
流協会

(公財)とやま国際セン
ター
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①　外国人住民支援事業

(6)　留学生支援事業

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

いしかわホームビジットプログラ
ム

県内大学等の留学生を対象に１泊２日の日本人家族との生活を体験で
きるホームステイプログラム。

(公財)福井県国際交
流協会

留学生県内就職支援事業（県か
ら受託）

海外展開のため外国人留学生の採用等を計画している県内企業に対
し、採用に有用な情報や在留資格の留意事項等についての留学生採用
に関するセミナーを開催するほか、企業説明会等の開催、留学生向け
採用の広報等を支援する。

https://www.f-i-a.or.jp/

(公財)山梨県国際交
流協会

県立国際交流センターの管理運
営（海外技術研修員・留学生等へ
の宿泊施設の提供）

県立国際交流センター３、４階の宿泊施設（２０室）を、県内の大学で学
ぶ留学生に安価で快適な共同宿舎施設を提供するとともに、協会主催
の国際交流事業等への参加を通じて県民や在住外国人との交流及び
相互理解の機会を提供する。
入居料月額 34,000円

留学生向け住宅支援事業 留学生がアパートを借りる際、当協会が賃貸契約の保証を（有料）するこ
とで、留学生の生活面における支援を行う。

留学生の定着促進・絆構築事業 長野県の魅力をアピールし、将来国際人材として県内で活躍してもらう
ため、大学及び企業と連携して、県内企業を訪問する。

(公財)岐阜県国際交
流センター

外国人留学生奨学金支給事業
県内の大学等で学ぶ外国人留学生のうち、経済的に厳しい状況にある
私費留学生の中から奨学生を選考し、奨学金を支給。４名に月額３万円
を１２ヶ月支給。

http://www.gic.or.jp

留学生地域支援交流事業 県内留学生と地域住民の交流と本県への理解を深めることを目的に交
流会を実施する。

ふじのくに親善大使
毎年20人の留学生を「ふじのくに親善大使」に任命し、学校や地域行事
で母国文化を紹介したり、本県について理解を深めることを目的とした意
見交換会等への活動に参加する。

留学生を対象とした就職支援講
座

県内の日本企業への就職を希望する留学生に対し日本語研修及び企
業との交流・マッチング会を実施する。

外国人留学生のインターンシッ
プ生の受入

愛知県が名古屋労働局と協働して実施する外国人留学生インターン
シップ事業に協力し、インターンシップ生を受け入れる。

外国人就職徹底支援セミナー
NPO法人東海技術交流センターとの共催により、日本企業への就職
を目指す外国人向けに、就職についての基礎知識の習得を目指す
セミナーと個別相談会を開催する。

(公財)三重県国際交
流財団

留学生等支援事業 三重県の奨学金制度による奨学生（私費海外留学生、私費外国人留学
生、私費外国人留学生（医療・看護系外国人学生）の募集・選考、奨学
金請求額審査及び私費海外留学生ならびに私費外国人留学生奨学生
の集いを開催

http://www.mief.or.jp/jp/shoug
akukin.html

(公財)滋賀県国際協
会

びわこ奨学金支給事業
滋賀県内の短期大学、大学および大学院に在籍する私費外国人留学
生に月額2万円、奨学金を給付（10名程度）。

http://www.s-i-
a.or.jp/projects/multicultural

京都フィールドトリップの実施、日
本文化紹介クラス開催支援、京
都留学生体育祭開催支援

各種事業・行事を通して、留学生どおし、住民と交流し、地域を知るとと
もに、社会参画の契機づくりを行う。

http://www.kpic.or.jp/

外国人留学生支援相談窓口の開
設、国際人財ラウンド・テーブル
の開催

留学生支援員を配置し（水・土・日）、留学生の生活やキャリア形成にか
かる相談に対応する。また、留学生と企業が交流する場として国際人財
ラウンド・テーブルを開催する。

http://www.kpic.or.jp/

大阪府堺留学生会館オリオン寮
の運営 大阪府内大学等に在籍する留学生のための宿舎。26,000円／月、85室

http://www.ofix.or.jp/accept/s
upport/orion.html

大阪府堺留学生会館オリオン寮
活用事業

①留学生が災害時に適切な対応ができるよう、防災訓練を実施する。
②留学生のキャリアカウンセリングを開催する。
③寮生と地域住民とのコミュニケーションを促進するための交流会を開催す
る。

留学生のための文化施設無料入
場制度

大阪府内の大学等に在籍する留学生を対象に、関係団体の協力を得
て、府内の文化施設（39施設）に無料で入場できる制度

私費外国人留学生奨学金の支給 留学生の生活の安定を図り、学習活動を支援するため、私費外国人留
学生に対し、奨学金を支給する。支給額：月額3万円

留学生住宅機関保証推進システ
ムの推進

大学等が賃貸借契約の保証人となる機関保証を推進し、留学生の民間
住宅への円滑な入居を進めるため、大学等が連帯保証人として請求を
受けた際、保険補填までの期間、立替払を行う留学生住宅機関保証推
進システムを支援する。

私費留学生奨学金の支給
県内の高等教育機関に在籍する私費留学生に対し、月額２万円の奨学
金を支給する。（28年度実績 11 名）。また、鳥取県との友好交流地域出
身の学生を対象にした環日本海交流地域私費外国人留学生奨学金を
支給している。（28年度実績 前期4名、後期4名）

留学生オリエンテーションの開催 鳥取大学及び鳥取市国際交流プラザとの連携により、４月と10月に新規
留学生を対象としたオリエンテーションを開催。

(公財)兵庫県国際交
流協会

(公財)大阪府国際交
流財団

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)鳥取県国際交
流財団

http://www.sir.or.jp

(公財)京都府国際セン
ター

(公財)愛知県国際交
流協会

(公財)静岡県国際交
流協会

(公財)長野県国際化
協会
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留学生支援事業（公益財団法人
しまね国際センター外国人留学
生奨学金交付事業）

県内の高等教育機関に在籍する私費留学生で経済的援助を必要とする
者に対して、他の奨学金を受けていないことを条件に交付する。
月額：2万円（1年交付）　　対象人数：10名

http://www.sic-
info.org/support/international-
students/scholarship/

留学生支援事業（外国人留学生
短期宿舎提供事業）

来県直後、帰国直前にアパート等宿舎が確保されていない留学生に、
宿泊施設を短期間提供する。

留学生奨学金支給事業（企業等
協力留学生奨学金）

県内の企業及び団体から受け入れた寄附金を原資として、県内の短期
大学、大学又は大学院に留学する目的で来日した外国人留学生に対し
て奨学援助（月額３万円、１年間）を行い、外国人留学生の勉学生活の
安定を図るとともに、企業等との交流を通じて留学生の日本理解を深め
てもらう。

http://hiroshima-ic.or.jp

留学生奨学金支給事業（県民支
援留学生奨学金）

県民から受け入れた寄附金を原資として、県内の短期大学、大学又は
大学院に留学する目的で来日した外国人留学生に対して奨学援助（月
額３万円、１年間）を行い、外国人留学生の勉学生活の安定を図るととも
に、県民等との交流を通じて留学生の日本理解を深めてもらう。

http://hiroshima-ic.or.jp

留学生奨学金支給事業（センター
留学生奨学金）

当センターからの一般財源を原資として、県内の短期大学、大学又は大
学院に留学する目的で来日した外国人留学生に対して奨学援助（３万
円、１年間）を行い、外国人留学生の勉学生活の安定を図るとともに、県
民等との交流を通じて留学生の日本理解を深めてもらう。

http://hiroshima-ic.or.jp

留学生奨学金支給事業（新渡日
奨学金）

当センターからの一般財源及び留学生活躍支援センター会費を原資とし
て、渡日まもない留学生の生活の安定を図るため奨学援助（18万円一
括）を行う。

http://hiroshima-ic.or.jp

県内文化施設等優待事業 県内の留学生に、日本や広島の文化への理解を深めてもらうため、県
内の文化施設等の入場料等が減免される優待カードを発行。(協力施設
数70）

http://hiroshima-ic.or.jp

民間宿舎情報提供事業 （公社）広島県宅地建物取引業協会等と連携して，民間宿舎情報をホー
ムページ上で提供

http://www.int-students-
hiroshima.jp/

留学生住宅保証事業 留学生が民間宿舎の貸借契約をする際に必要な連帯保証人となる機関
保証

http://www.int-students-
hiroshima.jp/

体系的就職セミナー開催事業 日本での就職活動に必要な知識やノウハウを習得させるための段階的
に学習できる体系的な就職セミナー

http://www.int-students-
hiroshima.jp/

インターンシップ事業 日本企業への理解促進や就職意識の向上のため，県内企業での就職
体験学習（インターンシップ）,企業見学ツアーを実施

http://www.int-students-
hiroshima.jp/

就職活動個別コンサルタント事業 県内企業に就職を希望している留学生に対し，就職活動に対する個別
指導・相談

http://www.int-students-
hiroshima.jp/

留学生活用セミナー開催事業
・留学生活用セミナー
　県内企業に対して，留学生を活用したグローバル戦略や活用事例の
紹介を行い，留学生採用企業の掘り起こしを行うためのセミナー
・交流サロン
　留学生の強みについて県内企業の理解を深めるため，企業と留学生
の気軽な出会いの場を提供し交流を図る（年３回開催）

http://www.int-students-
hiroshima.jp/

留学生企業説明会事業 留学生に特化した企業説明会を開催し，企業と留学生のマッチングを促
進する（年2回開催）

http://www.int-students-
hiroshima.jp/

留学促進広報資料作成事業

・広島の留学環境，県内大学，短期大学，高等専門学校，日本語教育機
関を紹介するパンフレット「広島留学ガイド」の作成。
・ひろしま留学大使
　留学生により結成された「ひろしま留学大使」が，SNS　を通じて広島留
学の魅力を国内外の外国人学生に母国語と日本語で発信する。

http://www.int-students-
hiroshima.jp/

進学説明会 広島県内外の日本語学校等に在籍する外国人留学生に対する広島県
内大学進学の説明会

http://www.int-students-
hiroshima.jp/

留学情報等提供事業
＜留学生ウェブサイト事業＞
・留学の段階（受入・勉学・就職）ごとに集約した留学生のための情報提
供
＜留学生交流事業＞
広島県内留学生による所属する大学の枠を超えた留学生の交流や地域
との交流

http://www.int-students-
hiroshima.jp/

住環境・就職支援等留学生の受
入れ環境整備事業

文部科学省の委託を受け，外国人留学生の宿舎確保等，就職支援の仕
組みづくり，日本語学校と連携した大学への進学指導，留学生による
「伝えるHIROSHIMA」プロジェクトなどを実施

http://www.int-students-
hiroshima.jp/

外国籍住民トータルサポート事業
（留学生ホームビジット交流）

県内の大学に在籍する留学生をホストファミリーに紹介。ホームビジット
交流を通して、互いの国の文化や習慣等を学び、相互理解を深める。

国際交流プログラムin徳地開催
事業

留学生、在住外国人と県内高校生との宿泊交流会(1泊2日）を実施す
る。

(公財)しまね国際セン
ター

(公財)ひろしま国際セ
ンター

http://www.yiea.or.jp

(公財)山口県国際交
流協会
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留学生のための防災教室 民間の留学生支援団体と連携して、災害時における留学生のための防
災教室を共同で実施する。

(公財)徳島県国際交
流協会

ホームステイ・ホームビジット受入
事業

留学生からホームステイ、ビジット希望者を募り、１日または１泊２日で日
本人家庭で過ごしてもらい、生活や文化を体験することで、充実した留学
生活が送れるように支援する。

(公財)香川県国際交
流協会

留学生住宅確保支援 留学生がより安定した住居環境の中で安心して学究生活を営めるよう、
留学生が民間アパート等を賃借する際に、協会が連帯保証を行う。

http://www.i-
pal.or.jp/student/

福岡県国際交流センター留学生
奨学金 一年間、月額2万円、対象人数20名

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/infomation/support.ht
ml

福岡アジア留学生里親奨学金
一年間、月額2万円、対象人数40名

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/satooya/

福岡産学連携留学生奨学金
奨学金を寄付する企業等並びに県内大学等と連携して実施。
支給対象：「福岡大学産学連携協議会・企業奨学金」対象者６名
支給月額：８万円（１年間／半年間）、来日・帰国旅費

福岡県留学生サポートセンターの
運営

県、県内自治体、大学、経済界等で構成する「福岡県留学生サポートセ
ンター運営協議会」の事務局として、福岡県留学生サポートセンターを運
営し、留学生に対し総合的な支援を行っている。

http://www.fissc.net/ja/index.
php

私費留学生国民健康保険料一部
補助

県内の大学等に在籍する私費留学生を対象に在籍期間中１回に限り助
成金を交付する。助成人数100名。助成額6,500円

私費留学生奨学金制度 県内の大学等に在籍する私費留学生を対象に、奨学金を交付する。8
名、月15,000円）

留学生住宅連帯保証制度 民間のアパート等への入居契約時に必要な連帯保証人の確保に悩む
県内の留学生に対し、在籍大学等との協力のもとに協会が連帯保証人
になる。

留学生のためのホームステイ・
ホームヴィジット

県内大学等留学生を対象に、協会登録ホストファミリー宅へのホームス
テイ・ホームヴィジットをコーディネートし、留学生に日本の生活をより身
近に体験してもらう。

(公財)宮崎県国際交
流協会

宮崎地域留学生支援事業 県内在住留学生と県民の交流を深め､防災意識啓発等を図る防災セミ
ナーを実施する（宮崎市、宮崎県地域留学生交流推進協議会と共催）。

留学生支援事業
（研究活動費の助成）

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，研究活動費の助成を行う。
（助成限度額３万円／人）

http://www.synapse.ne.jp/kia/
support/kenkyu.html

留学生支援事業
（留学生の交流活動への助成）

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の助成を行
う。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
support/koryu.html

留学生支援事業
（留学生支援資金貸付制度）

留学生が生活費，住宅費，医療費，学費等で一時的・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。
（償還５～１０月以内，貸付限度額５０～１００千円）

http://www.synapse.ne.jp/kia/
support/kashitsuke.html

留学生支援事業
（留学生住宅確保支援事業）

留学生が住居を賃借する際に，賃借契約の連帯保証人として機関保証
することにより，留学生の円滑な住宅確保を図る。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
support/jutaku.html

留学生支援事業
（各大学等留学生担当者意見交
換会）

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
担当者と意見交換会を実施し，連携を深める。（年１回開催）

留学生支援事業
（東文子・外国人留学生活動等支
援事業）

留学生同士又は留学生が地域住民と交流，連携を深めることを目的に
行われる様々な活動及び留学生を支援する県民の活動等に対し助成を
行い，留学生の交流支援活動等をサポートする。
また，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，鹿児島で生
活していく上で必要な生活情報，慣習，危機管理情報，行政・文化情報
などを盛り込んだ「留学生のための生活ガイドブック」を作成し，配布す
る。（英語・韓国語・中国語）

留学生のための日本文化体験 ボランティア等の協力により、季節感のある日本文化の体験と交流の場
を設ける

Home Sweet Homestay 異文化交流を目的とした留学生のホームステイ受入れ制度

新着留学生ホームステイ 新着留学生のための短期間のホームステイ受入れ制度

せんだい留学生交流委員
在仙外国人留学生20名を「せんだい留学生交流委員」に委嘱し、協会が
行う諸事業への協力を得るとともに、奨励金を支給することにより、活動
の経済的な支援も図る。

http://int.sentia-
sendai.jp/j/activity/internation
al_student.html

留学生リサイクル自転車斡旋 留学生の生活支援を図るため、SENDAI留学生自転車リサイクル事業推
進協議会と協力してリサイクル自転車の斡旋を行う。

留学生就職活動支援 仙台・宮城での就職を希望する留学生と、留学生の雇用を検討している
地元企業とを繋ぐコーディネートを行う。

(公財)長崎県国際交
流協会

(公財)仙台観光国際
協会

(公財)鹿児島県国際
交流協会

http://www.yiea.or.jp

(公財)札幌国際プラザ

(公財)山口県国際交
流協会

(公財)福岡県国際交
流センター

187

http://www.kokusaihiroba.or.jp/project/infomation/support.html#
http://www.kokusaihiroba.or.jp/project/infomation/support.html#
http://www.kokusaihiroba.or.jp/project/infomation/support.html#
http://www.kokusaihiroba.or.jp/satooya/#
http://www.kokusaihiroba.or.jp/satooya/#
http://www.fissc.net/ja/index.php#
http://www.fissc.net/ja/index.php#
http://int.sentia-sendai.jp/j/activity/international_student.html#
http://int.sentia-sendai.jp/j/activity/international_student.html#
http://int.sentia-sendai.jp/j/activity/international_student.html#


①　外国人住民支援事業

(6)　留学生支援事業

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公社)さいたま観光国
際協会

留学生ホームビジット事業
さいたま市在住の留学生に本協会登録のボランティアホストファミリーを
紹介することで、地域に根ざした日本文化の理解を促進するとともに、登
録ホストファミリーの国際交流の機会を増進させる。

http://www.stib.jp/kokusai/hv.
shtml

(公財)千葉市国際交
流協会

外国人留学生交流員
市内大学に通う本市在住留学生を「千葉市外国人留学生交流員」に任
命し、国際交流事業への参加を通じて多文化共生社会の実現に寄与す
る留学生社会のキーパーソンとして育成するとともに学業の充実を目的
として奨学金を支給する。（60,000円/人）。

(公財)横浜市国際交
流協会

横浜市国際学生会館運営事業
（指定管理業務）外国人の留学生・研究者に対する宿泊施設の提供。単
身室月額２万円、２年以内：家族室３万円２年以内、研究者室月額３万５
千円、１年以内、臨時宿泊室：3,500円/泊：留学生チューター事業・就職
支援事業・市民との交流事業・在館者相互理解事業など。

http://www.yoke.or.jp/yish/

外国人留学生修学奨励金支給事
業

留学生の修学環境向上と地域の国際化に貢献する留学生の育成を目
的に修学奨励金を支給する。（受給資格あり。年額10万円。支給人数は
予算の範囲内）

http://www.kian.or.jp/josei-
rgk.html

情報提供会の開催 留学生との生活を支援するため、情報提供会を開催(年１回)

浜松国際交流協会 留学生と企業の交流会 大学と連携して留学生と企業が自由に意見交換をする機会となる交流
会を実施。

(公財)名古屋国際セン
ター

国際留学生会館の運営
宿泊事業（居室数：単身室80室・夫婦室10室、家賃月額：単身室20千
円・夫婦室25千円、入居年数１年（最長2年まで可））、情報提供・相談事
業、交流事業（外国語講座・地域住民との交流）などを行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

留学生就職支援事業

日本での就職を目指す留学生と、留学生採用意欲のある中小企業との
交流会をはじめ、留学生及びバイリンガルの学生を対象とした説明会の
実施、情報提供を行う。また、他団体と協働でプレイベントやOB・OGミー
ティングを定期的に実施するとともに、web上で恒常的に情報交換できる
場を設け留学生の就職活動を支援する。

http://www.global-kyoto.net/

留学生交流ファミリー
新しく京都に住む留学生の，日本滞在期間中の相談相手として精神的
な支えとなるなど，普段の生活の中で相互の理解と交流を深める。交流
会も実施。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/student/jp/host/index.html

外国人留学生国民健康保険料補
助事業 京都市国民健康保険に加入している私費留学生に国民健康保険料の

一部を補助。（1ヵ月700円）
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/student/jp/kokuho/index.html

張鳳俊奨学基金奨学金支給事業
京都で勉学に励むアジア出身の女子私費留学生の生活を支援するため
に、故張鳳俊氏の申し出により設立された基金により、運営資金を奨学
金として支給。
a.月額5万円　年間5名程度

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/student/jp/shougakukin/bosh
u.html

留学生優待プログラム 京都の大学に在籍する留学生に対して、京都の文化芸術により一層親
しみを持ってもらうために、京都市の文化施設の見学・体験、またイベン
ト等への優待プログラム。
a.「留学生おこしやすPASS」の発行
京都市の文化施設等の入場を無料とする。
対象施設　元離宮二条城・無鄰菴・京都市美術館・京都市動物園・京都
国際マンガミュージアム・京都万華鏡ミュージアム・京都市青少年科学セ
ンター・京都市学校歴史博物館・大谷大学博物館・京都工芸繊維大学美
術工芸資料館・京都大学総合博物館・立命館大学国際平和ミュージア
ム・梅小路公園朱雀の庭・いのちの森・嵐山モンキーパークいわたやま・
京都府立植物園・旧三井家下鴨別邸・岩倉具視幽棲旧宅
無料期間　７月・８月、１月・２月（嵐山モンキーパークのみ通年）
ｂ.イベントへの無料招待
京都市交響楽団定期演奏会（年10回程度）
市民狂言会（年4回程度）
ギオンコーナー鑑賞ほか多数有
時代祭（10月）

http://www.kcif.or.jp/ryusite/j
p.html

京都留学生情報サイト
留学生が持つ高い意欲と様々な知識やスキルに着目し、自ら能力をい
かしたい留学生と留学生の能力を活用したい主体（企業、学校、地域な
ど）とが、直接情報交換を行うことができる京都市留学生いきいき人材バ
ンク事業（kokoka留学生ねっと）をインターネット上で運営。
同サイト上には留学生向け各種事業情報も掲載。また、留学生や活用
者の利便性を向上させるため、同サイトで掲出する各種事業登録者デー
タベースを整理統合した。

http://www.kcif.or.jp/ryusite/i
ndex.html

留学生向け賃貸住宅供給事業
「エル・セレーノ紅梅町」

国の「特定目的借上公共賃貸住宅制度」を活用し、留学生向け宿舎の
運営管理として、留学生の入居募集や受付、家賃収納等を行い、留学
生に対し宿舎の提供を行っている。54戸（単身向け48戸、世帯向け6戸）
提供。

(公財)大阪国際交流セ
ンター

(公財)川崎市国際交
流協会

(公財)京都市国際交
流協会

188

http://www.kian.or.jp/josei-rgk.html#
http://www.kian.or.jp/josei-rgk.html#


①　外国人住民支援事業

(6)　留学生支援事業

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

留学生支援市民募金
広く市民、企業等からの寄付を元に、冠奨学金の支給や、生活資金貸付
等により、勉学に専念出来る環境の提供を行うほか、文化施設や文化
事業への招待を行う。
（28年度実績：貸付なし、冠奨学金48万円を4名に支給。文化施設特別
入場制度「特別入場証」交付数19,429名・事業招待のべ691名）

住宅の提供
市内の大学の留学生に低廉な家賃で住宅を提供し，留学生の住宅問題
に対処する。

http://www.kicc.jp/shien/index
.html

施設見学の支援事業 市内の大学・短大・専修学校に在学する留学生に市内の文化・社会教
育施設等に無料で入場できるパスを発行する。

http://www.kicc.jp/shien/index
.html

奨学生関連事業
神戸市の奨学金を受給している奨学生と市民の交流を促進するため、
自国文化の紹介セミナーや交流講座等を開催する。また奨学生及び
OB・OGをメンバーとする同窓会組織を運営し、奨学生会報・名簿を作
成・送付し、奨学生同士の横の連帯を深めていく手助けとする。

http://www.kicc.jp/shien/index
.html

Facebookページの運営
奨学生が神戸の情報発信をするFacebookページを運営する。

留学生の就職活動の支援 神戸市海外ビジネスセンター等と連携してでセミナーを行なう。

(公財)広島平和文化セ
ンター

ひろしま奨学金の支給
広島市内の大学・大学院に在籍し、かつ市内に居住する私費留学生30
人を対象に、安心して学業に専念できるよう、月額３万円を奨学金として
支給している。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

中古自転車の提供 北九州市から提供を受けた中古自転車を修理・再生し、無料で提供す
る。

http://www.kitaq-koryu.jp/

留学生にこにこ家族 日本の家庭に留学生の精神的な支えとなってもらうため、年間を通じて
ホームビジット等の交流をボランティアで行ってもらう。

http://www.kitaq-koryu.jp/

関原北九州大連友好基金事業
大連市出身または大連市内の大学等を卒業し、北九州市内の大学等に
留学している学生に奨学金を支給する。また、大連市内の大学で日本語
を学んでいる中国人学生に奨学金を支給する。

http://www.kitaq-koryu.jp/

福岡市レインボー留学生奨学金
対象：福岡都市圏の大学、短期大学の大学院生または学部生で、ボラン
ティアや地域活動を実践できる留学生（実績報告の必要あり）、支給額：
月額２０千円、支給人数：９０人、支給期間：１年

http://www.rainbowfia.or.jp/stu
dent/01.html

よかトピア留学生奨学金（就業体
験付き）

対象：福岡都市圏の大学院生又は２年生以上の学部生で福岡での就職
を希望し、給付期間中に一定期間（１００時間以上）の就業体験をおこな
うことが出来る留学生　支給額：月額６０千円、支給人数：７名程度、支給
期間：１年

http://www.rainbowfia.or.jp/stu
dent/01.html

留学生育英奨学金
対象：福岡都市圏の留学生、支給額：年額：５００千円以上(大学院生)、３
００千円以上(学部生)、民間企業・団体等から寄付を募り、寄付者の名
前を冠して支給する奨学金。支給人数及び支給期間等は、寄付者の希
望により決定。

http://www.rainbowfia.or.jp/stu
dent/01.html

福岡市国際会館の管理運営
外国人留学生と日本人学生の共同宿舎で留学生に比較的安価で良質
の住居を提供するとともに、日常生活を通じて相互交流と国際理解の促
進を図る。
「福岡市国際会館」（世帯者用）５室、入館費：３４，０２０円、館費：３２，４
００円、（単身者用）５４室、入館費：２４，７００円、館費：２４，７００円。

http://www.rainbowfia.or.jp/stu
dent/06.html

「あったか福岡」外国人学生支援
外国人学生が有意義な生活を送ることができる環境づくりを推進するた
め、福岡外国人学生支援の会と共催で、市民ボランティアの協力を得
て、交流事業を実施。

http://www.rainbowfia.or.jp/att
aka/index.html

留学生と企業との交流サロン

福岡で就職を希望する留学生と、グローバル人材としての留学生に興味
を持つ地場企業を対象に、普段着でざっくばらんな会話を通じ「生の留
学生像」「企業が求める留学生像」「日本の企業文化」など、留学生と企
業の相互理解を図る。
平成29年度は10月～12月に計2回程度実施予定。（28年度は福岡県中
小企業家同友会、福岡・大連未来委員会と共催し、全２回実施。）

http://www.rainbowfia.or.jp/stu
dent/09.html

相談事業 多言語による生活全般のアドバイス

ホームスティ事業 日本の生活文化の体験として、希望する留学生にホストファミリーを斡旋
する

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

(公財)北九州国際交
流協会

(公財)大阪国際交流セ
ンター

(公財)神戸国際協力
交流センター

(公財)福岡よかトピア
国際交流財団
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①　外国人住民支援事業

(7)　外国人住民の自立と社会参画

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)青森県国際交
流協会

多文化共生の自力型地域拠点づ
くり推進事業

在住外国人が地域に溶け込み、心豊かに生活できるよう、広域拠点的
な観点に立って在住外国人のための日本語学習や社会参加等の推進
を図る民間団体を育成・支援を行う。
平成29年度は、県内在住の外国人への日本語学習指導を行っていない
地域での取組みを推進するとともに、要支援児童への日本語学習指導
のノウハウを学ぶ研修会を開催する。

http://www.kokusai-
koryu.jp/business/machidukuri
/

(公財)岩手県国際交
流協会

いわて国際化人材の登録及び活
用 　外国人が日常生活に不便を感じず、快適に生活できるよう、生活上の

アドバイスをする多言語対応可能な人材の登録を行い、依頼に応じて登
録者を紹介する。

http://www.iwate-ia.or.jp/

外国人支援通訳サポーター育成
紹介事業 保健・医療・生活相談通訳サポーターとして外国人も参画。

技能実習生との共生の地域づくり
推進事業 技能実習生と地域社会との関係づくりを目的として、サポート人材の育

成や交流機会の提供、市町村職員を対象とした研修等を行う。

(公財)秋田県国際交
流協会

ＡＩＡサポーターバンク・ボランティ
アの運営事業 ボランティア精神をもって通訳・翻訳・文化紹介などを行う有償ボランティ

アを「ＡＩＡサポーター」として登録し、行政・教育機関等の依頼に応じて派
遣する。また、年に一度、スキルアップのための研修会を実施する。

http://www.aiahome.or.jp/tran
slation/detail.html?serial_id=15
23

外国出身者コミュニティ活動支援
事業 県内に潜在しているコミュニティの発掘を継続して行うとともに、コミュニ

ティと「生活者のための日本語講座」の協働事業を行う。また、既存の外
国出身者コミュニティに対して、そのコミュニティが主催事業等を行う際
の事業企画や関係機関との橋渡しなど実施に向けたサポートを行う。

http://www.worldvillage.org/ko
uryu/keyperson.html

外国出身県民等に関する防災啓
発事業 外国出身県民に対し、地域で開催される救急法講習会や防災訓練への

参加を促すとともに、福島県総合防災訓練に外国出身県民が参加し、防
災意識の向上を図るとともに、訓練において避難所での通訳・翻訳ブー
スの設置等を行い、災害時における外国出身県民への配慮の重要性に
ついての啓発を図る。

外国人医療の言語サポート強化
事業

医療分野における外国人の課題を解決するため、外国語で対応できる
医療機関情報の多言語化やメディカルハンドブックの配布等、外国人医
療への言語サポート体制を強化する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

災害時の対応体制づくり 茨城県総合防災訓練に参加し、外国人と災害時語学サポーターが共に
避難、消火、応急手当等の訓練を受ける。また、訓練の中では災害時語
学サポーターが災害時に情報の通訳翻訳等の支援ができるよう研修す
る。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

ワールドキャラバン国際理解教育
講師等派遣事業

県教育委員会等９団体で国際理解教育推進協議会を組織し、連携して
小中高校の事業や生涯学習の場に外国人講師及びファシリテータ（日
本人）を派遣し、国際理解を促進する。

http://www.ia-
ibaraki.or.jp/kokusai/rikai/cara
van/index.html

いばらきインタ－ナショナルアン
バサダ－による茨城の魅力発信

多文化共生サポ－タ－バンクに茨城の情報発信を行うサポ－タ－を登
録し、留学生、在住外国人や過去に本県に在住したことのある方など本
県にゆかりのあるグロ－バルな人材により、ＳＮＳ等を利用し国内外へ
の本県の観光地やイベントについての情報提供を行う。

http://www.ia-
ibaraki.or.jp/iiam/index.html

(公財)栃木県国際交
流協会

介護の仕事のための日本語教室 外国人を対象に、介護分野への就職支援、及び介護職への定着化を図
るため、介護の仕事に役立つ日本語を学ぶ教室を開催する。

http://tia21.or.jp/content/files
/kaigonihongo.pdf

外国人総合相談センター埼玉 ８か国語（英語、ポルトガル語、中国語、スペイン語、韓国・朝鮮語、タガ
ログ語、ベトナム語、タイ語）及びやさしい日本語による案内や生活相
談、公共機関窓口との電話による仲介通訳を行う。 また、社会保険労務
士、弁護士など専門家による雇用・労働相談、入管相談、法律相談を対
面で行う。

http://www.sia1.jp/foreign/adv
ice/

日本語を母語としない子どもと保
護者の高校進学ガイダンス 日本語を母語としない生徒や保護者への高校進学のための情報提供及

び相談会を行うことにより、高校進学を支援する。
http://www.sia1.jp/foreign/_gui
dance/

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

災害時外国人サポーター養成講
座 市町村、市町村国際交流協会やボランティア団体等と連携し、災害発生

時に支援者として活躍できるサポーターを養成する研修を、県・市等と共
催で開催する。

(公財)かながわ国際交
流財団

外国人コミュニティ連携強化事業 外国人コミュニティ相互の情報共有、行政サービスへの理解の向上およ
び当財団とのネットワーク強化を目的に、意見交換会等を開催する。ま
た、外国人コミュニティとの連携を強化しながら、コミュニティにとって必
要な生活情報及びコミュニティが地域社会に伝えたい情報を収集・整理
し、ホームページ「かながわ・こみゅにてぃ・ねっとわーく・さいと」を通じて
広く情報発信する。

http://kifjp.org/tabunka

(公財)とやま国際セン
ター

外国人住民の地域社会参加促進
支援事業 日本に住み続けることを決意し、日本語会話も可能な外国人住民の中

から、外国人と地域社会との橋渡し役となれる知識、経験や人脈を備え
た外国人キーパーソンを育成しようとするもの。

(公財)宮城県国際化
協会

(公財)茨城県国際交
流協会

(公財)埼玉県国際交
流協会

(公財)福島県国際交
流協会
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外国人のための日本語教室 県内在住の外国人住民に日本語学習の機会を提供する。入門から上級
まで、クラスレッスンとプライベートを提供。（再掲）

http://www.ifie.or.jp/ijsc/

災害時語学サポーター育成事業
災害時に要援護者となる日本語が不自由な外国人を支援するため、能
登地区、広域（富山県と共催）での研修を実施するとともに、「県防災総
合訓練」とも連携しながら通訳ボランティアを育成する。

(公財)福井県国際交
流協会

外国人支援(医療/災害)事業 医療通訳レベルチェック（中国語）
「中国語医療通訳サポーター勉強会」参加者を対象に、外部機関による
医療通訳レベルの総合的な評価、助言等をもらうことで現状を把握し、さ
らなるスキルアップを図る。

https://www.f-i-a.or.jp/

(公財)福井県国際交
流協会

災害時外国人支援強化事業（県
から受託） 災害発生時に日本語が十分にできないことによる情報不足や文化・生

活習慣の違いによる不安や誤解などを解消するため、通訳ボランティア
や外国人を対象に、富山県・石川県と広域連携研修会を実施する。

https://www.f-i-a.or.jp/

日本語講座 県内在住の外国人の日本語能力向上を図るため、日本語講座を開催
し、日本語の学習機会を提供する。（通年、週2回）

http://www.yia.or.jp/

在住外国人のための防災教室
在住外国人を対象に防災意識や災害発生時の対処法など災害に関す
る基礎知識の普及・啓発を図るため、「防災教室」を実施。

http://www.yia.or.jp/

外国人法律相談
弁護士による外国人相談を実施（月２回） http://www.yia.or.jp/

(公財)長野県国際化
協会

外国籍生徒高校進学ガイダンス 外国籍生徒の高校進学についての説明や助言を行う場として、本人の
他保護者や教職員を交えてのガイダンスを県内４ヶ所で通訳つきで開催
する。

(公財)岐阜県国際交
流センター 在住外国人支援事業

外国籍の子ども及び保護者に対して、日本での定住を前提とした生活
設計策定のためのライフプラン講座を実施する。

－

(公財)静岡県国際交
流協会

求人情報の提供 外国籍住民を人材として望む事業（団体）の情報をホームページ上で提
供する。

http://www.sir.or.jp

(公財)愛知県国際交
流協会

コミュニティガーデンを活用した多
文化共生のまちづくり促進事業～
地域の人々が協働する緑の空間
～

地域住民が主体的に運営するコミュニティガーデンにおいて、より多くの
日本人及び外国人住民が共同作業や勉強会、イベントへの参加を通じ
て相互理解を深めるとともに、外国人住民が地域活動へ積極的に参加
できる機会を提供し、多文化共生の推進を図る。

外国人県民向け多文化共生理解
講座 外国人コミュニティ等と協働で、日本のシステムやルールを学びながら

防災、教育、福祉など地域の課題を共有する講座を行う。

青空日本語教室

「ワールド・スマイル・ガーデン」（刈谷市）に参加しながら地域の人と交流
し、地域の人が話す日本語に触れたり、地域の情報を知る日本語教室
を開催することで、日本語習得や外国人の地域住民との交流と社会参
画を促進する。

災害時外国人住民支援事業
災害時における外国人住民への情報提供等を支援するため、災害時外
国人サポーターの養成研修、外国人住民への防災啓発を実施。日本人
と外国人が共に支援者になるよう啓発に取り組む。

http://www.mief.or.jp/jp/saigai
.html#kunren

避難所運営訓練事業
災害時の避難所における外国人支援や外国人住民への防災啓発及び
支援活動への協力について実践的に学ぶことで、伊勢市の日本人と外
国人が共に災害時の支援活動を実施できる環境整備に取り組む

http://www.mief.or.jp/jp/ise_hi
nanjouneikunren/hinansyokunr
en_ise.html

医療通訳配置事業 医療通訳を配置している5医療機関等において定着を図るとともに普及
に努める

http://www.mief.or.jp/jp/iryou
haichi.html

財団パートナー制度 当財団と同じ目的意識を持つ外国語と日本語に堪能な人を財団パート
ナーとして登録して活動・研修の機会を設け、多文化共生社会づくりを担
う人材育成を行う。を次の役割を担うことで多文化共生社会づくりに貢献
する。
①通訳・翻訳　　②医療通訳　　③国際理解講師　　④災害時の支援者

http://www.mief.or.jp/jp/partn
er_tsuhonyaku.html

(公財)滋賀県国際協
会

防災から広げる共生のまちづくり
事業

外国人が地域防災事業への参加をきっかけに顔の見える関係やつなが
りができるよう、モデル事業を実施し、今後広く県内で防災による共生の
まちづくりが広がることを目指す。

http://www.s-i-
a.or.jp/projects/multicultural

(公財)京都府国際セン
ター

外国人住民災害時支援事業
地域国際化ネットワーク会議の開催、外国人住民・支援者向け防災研
修・訓練の実施、外国人住民向け防災オリエンテーションの実施、災害
時府民サポーター研修・訓練の実施

http://www.kpic.or.jp/fumin/sa
igais/

(公財)兵庫県国際交
流協会

外国人県民生活サポート活動の
支援【再掲】

外国人県民の生活支援を行っている外国人コミュニティに対し活動経費
の一部を負担し、活動の充実に向けた支援を行う。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

(公財)和歌山県国際
交流協会 在住外国人ネットワーク推進会議

外国人支援活動や地域でボランティア活動を行っている外国人メンバー
と外国人の抱えている問題を掘り起こし、早急に取り組む問題を精査
し、解決に向けて意見交換会を行う。

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)山梨県国際交
流協会

(公財)三重県国際交
流財団
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外国人コミュニティとの連携 外国人コミュニティが自助自立し、県民を巻き込んだ多文化共生推進の
ための事業を共催、支援する。

多文化共生ネットワーク推進事業 外国人コミュニティや社会活動に積極的に参画している在住外国出身者
を主たるメンバーとする「多文化共生ネットワーク会議」を県内三地域で
組織し、その意見や要望を今後の財団事業に反映させたり、全県的な
多文化共生社会の推進のための提言として活かしていくとともに、必要
な取り組みを企画し協働で実施。

(公財)しまね国際セン
ター

多文化共生啓発事業（アンテナ
サロンの開催）

外国人住民と日本人住民が気軽に参加し、交流や情報交換できる場を
提供する。

多文化共生推進事業（災害時外
国人サポーター養成研修）(県受
託事業）

災害時における外国人住民への情報提供等を支援するため、災害時外
国人サポーターの養成研修、外国人住民への防災啓発を実施。

災害救援専門ボランティア（通
訳・翻訳）研修事業 ボランティア登録者のスキルアップと増員をめざし、災害時の多言語支

援ボランティアの役割について学ぶ研修会を実施する。（全2回）

地域共生サポーター養成・研修
事業

登録者に対し、フォローアップの研修会を実施する。(年1回）また、多文
化共生に関心のある方に対して、養成講座を開催する。（年1回）

災害時多言語支援センター設置
事業

県及び関係機関との連携により、災害時多言語支援センターを設置す
る。関係機関とのネットワーク構築、マニュアルの整備、訓練等を行う。

外国人住民エンパワメント事業 外国人住民を対象に生活に役立つ日本人とのコミュニケーションを円滑
にするための基本的なマナーを学ぶとともに、外国人住民同士のネット
ワークの構築を図る。

多文化共生フォーラム（外国住民
によるパネルディスカッション他）

多文化共生のまちづくりをテーマとしたフォーラムを他団体と連携して開
催。外国住民の意見を届ける機会をつくり、県民の意識を高めるために
実施する。

大規模災害時における外国人支
援研修事業

災害時の外国人支援に関心のある方を対象に実施する。災害時に外国
人が直面する課題とボランティアの役割をグループワークした。(年２回）

(公財)徳島県国際交
流協会

地域共生サポーター 外国人からの相談に対応するとともに、災害時などには、お互いが協力
できるようネットワークを形成する。

(公財)香川県国際交
流協会

多文化共生フォーラム 香川県に住む日本人と外国人の相互理解を深めるとともに、多文化共
生に対する理解を促進することを目的として、地域の多文化共生に関す
る課題等についてともに考える場を提供する。

http://www.i-pal.or.jp/tabunka

(公財)鹿児島県国際
交流協会

災害時及び医療機関機関における
外国人への支援講座
（語学ボランティア勉強会）

災害時や医療機関受診の際の外国人対応に対する語学ボランティ
アの理解促進を図ることを目的として実施する。

奄美における多文化共生地域づくり
講座

観光振興の観点から奄美が持つ特性を外国人住民の視点から見つめ直し，その「ちが
い」を活かした取り組みを推進することで地域活性化や多文化共生の地域づくりに資す
ることを目的に講座を実施する。

在住外国人のための防災訓練参
加

外国人の防災対策として，鹿児島県が実施する｢桜島火山爆発総合防
災訓練｣に参加する。

（公財）沖縄県国際交
流・人材育成財団

災害時外国人住民支援事業
養成した災害時外国人サポーターを活用し、在住外国人が参画すること
ができる防災訓練を実施し、平時から本県におけるソフト防災・減災の
環境を整備する。

(公財)札幌国際プラザ 地域多文化共生推進
外国人が住民として地域に主体的に関わり、コミュニティの一員として安
心して暮らす地域づくりのきっかけとして、地域で気軽に参加できるイベ
ントへの外国人の参加を支援する。

生活オリエンテーション
外国人市民を対象に安心・快適に生活するための情報を提供する。依
頼に応じて日本語講座や日本語学校等への出前講座も実施する。

災害時外国人支援 外国人市民の防災意識を高めるため、多言語による防災情報の提供を
行うとともに、地域の防災訓練への参加を呼び掛け、通訳などのサポー
トを行う。

http://int.sentia-
sendai.jp/j/volunteer/disaster.
html

災害時外国人市民支援 防災訓練や防災教室などに外国人とボランティアを参加させることで疑
似体験する場を設け、防災意識の啓発を図るとともに、日ごろの災害対
策を促す。

防災訓練参加キャンペーン
地域の自治会等が主催する防災訓練に外国人が一住民として参加し交
流する。

https://www.facebook.com/chi
batabunka26/

(公財)横浜市国際交
流協会

外国につながる子ども・若者支援
事業 外国人の自立を視野に、ライフステージに応じて、就学前の子どものサ

ポートや居場所づくり、進学・就労の支援などのメニューを検討し、有識
者や関連機関との連携をもとに進める。

https://www.yokeweb.com/ko
domo

(公財)川崎市国際交
流協会

外国人市民のための講座
外国人市民が日本で暮らすうえでの課題を取り上げ、必要な情報（市営
住宅申請手続き、小学校入学前説明会、小児救急法、ふれあい料理教
室）を提供する。
高校進学のための高校進学ガイダンス開催する。
災害時の対処に必要な防災訓練の実施する。

(一財)岡山県国際交
流協会

（公財）山口県国際交
流協会

(公財)仙台観光国際
協会

(公財)千葉市国際交
流協会

（公財）鳥取県国際交
流財団
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外国人を対象とした防災セミナー
外国人住民に災害についての基本的な知識を提供するとともに、地域
の日本人とコミュニケーションが図れるように地域防災訓練に参加する
よう促し、災害時に孤立しない顔の見える関係を作る。

日本語を母語としない子と親のた
めの高校進学ガイダンス

静岡市教育委員会との共催事業で、高校進学を希望する生徒とその親
を対象として、高校入試制度の説明や現役高校生の体験談、個別相談
を行う。通訳、ゲスト手配、広報等を行う。

外国語で受診できる医療機関リ
ストの作成

外国人が安心して医療が受けられるよう、日本の医療制度や、外国語で
対応可能な市内の病院や医院の情報、医療に関する相談機関等の情
報を掲載したリストを作成する。

地域共生モデル事業 外国人集住地区において、多文化共生への取り組みを、地域住民と協
働してモデル的に行う。

http://www.hi-
hice.jp/hmc/local.php

地域への個別支援
各地域における外国人との共生に関する問題等の相談窓口となる。

http://www.hi-
hice.jp/hmc/local.php

自治会回覧文書多言語フォー
マットの作成 自治会等の回覧板の多言語フォーマットを作成・配布。

http://www.hi-
hice.jp/hmc/local.php

コミュニティ・エンパワメント事業
外国人コミュニティを対象として、日本で生活していく力をつけるための
講座やセミナーを開催する。外国人コミュニティと協働で行うことで、ネッ
トワークの強化を図る。

地域共生自治会会議 外国人との共生についての課題や取り組みを自治会間で情報・意見交
換をする。

地域の国際化セミナー
「多文化共生社会」の実現に向けて、市民等への理解を広めるためのセ
ミナーを開催する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人芸術作品展
外国人ボランティアグループのセントラル・ジャパン・インターナショナル・
ソサエティ（CJIS）との共催により、中部地域の外国人芸術家の作品を
発表する機会を設け、芸術を通した国際交流を行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

多文化共生まちづくり事業
外国人と日本人の顔の見える関係づくりのきっかけとなる交流や外国人
向けの生活情報の提供などを内容とするイベントを、地域の関係機関・
団体や区役所と連携して外国人集住地域にて年３回程度開催する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人防災啓発事業

地震などの災害についてあまりよく知らない外国人を対象に、防災・減
災に関する知識と意識を身につけてもらう講座を、「なごや災害ボラン
ティア連絡会」や地域の日本語教室と連携し、実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人歓迎会
来日して間もない外国人が、京都での生活に円滑に適応できるように早
期の段階で生活に関する情報を提供するためのオリエンテーションを実
施する。長期滞在するうちに発生するトラブルを未然に防止することも目
的とする。2013年度に改訂した「留学生のための生活オリエンテーション
DVD」（日本語・英語・中国語）を活用。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/student/jp/kangeikai/kangeik
ai.html

多文化コミュニティ協働事業

「多文化な地域づくり」についての意見交換の場。外国にルーツを持つ
人々と一般参加者が交流、学びを深める。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/katsudo/jp/shien-
net//2016event.html

(公財)大阪国際交流
センター

外国人コミュニティ連携事業 多文化共生社会を目指す中で、その一翼を担う当事者である外国人とと
もに、NPO,行政等が一堂に会し、現状認識を行うとともに、外国人の
ニーズを把握し、その課題を整理するため、意見交換会を定期的に開催
する。

(公財)北九州国際交
流協会

中国帰国者の交流支援事業
北九州市の委託を受け、中国帰国者が地域社会で孤立することなく、で
きるだけ早く社会的自立がなされるように、生活適応のための日本語学
習や交流会などを開催する。

http://www.kitaq-koryu.jp/

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

多文化共生ソーシャルワーカー
活動 問題の解決までをサポートする事業。

(公財)名古屋国際セン
ター

静岡市国際交流協会

(公財)浜松国際交流
協会

(公財)京都市国際交
流協会

http://www.samenet.jp/about/
business_scheme.html
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①　外国人住民支援事業

(8)　その他

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

多言語対応救急救命表示板シュ
ミレーション研修事業

外国人の救急時への円滑な対応を目指して作成した、多言語型ユニ
バーサルデザインによる救急救命表示板の活用について、北海道消防
学校及び在住外国人の協力を得て、同校で研修する救急救命士や救急
隊員に表示板を使用したシュミレーション研修を実施する。

多文化共生ワークショップ
札幌をはじめとする北海道内の多文化共生を推進するため、自治体や
NGO／NPO等の関係団体とともにワークショップを開催し、基調講演や
グループディスカッションを行う。

外国公館交流促進事業 在道の外国政府公館と連携し、外国を身近に感じてもらい、相互理解・
異文化理解を促進するため「インターナショナルウィーク」を開催し、各国
の文化等を紹介する展示・ＰＲ展や講演会等を行う。
諸外国や異文化への興味関心を涵養するため、総領事等が学校へ直
接出向き講活等を行う「学校訪問事業」を実施する。

①多文化共生ネットワーク連携推進協議会
「北海道多文化共生地域づくり推進協議会」において検討・協議した事
項について、具体的な取り組みを進めるため、道内の国際交流団体間
のネットワーク構築に取り組むとともに、協働で多文化共生の実現に資
する事業を実施する。

②多文化共生啓発事業
グローバルが進むなか、北海道の国際化を推進するとともに、北海道に
おける多文化共生の重要性を啓発するため講演会を開催する。

③多文化共生コーディネーター研修会
道内の多文化共生社会の実現を目指すとともに、今後の地域づくりの参
考としてもらうため事業担当者(コーディネーター)の研修会を行う。

(公財)青森県国際交
流協会

国際交流イベント連携推進事業

地域の国際交流団体等が行う外国人との交流イベントや地球の現状・
課題への認識を深める先導的な講演会等のうち、広く効果が見込まれる
ものについて連携して行う。（年3回程度）

①http://www.kokusai-
koryu.jp/business/international
-event/

②http://www.kokusai-
koryu.jp/business/globaltalk/

(公財)宮城県国際化
協会

ニューカマー生活適応支援プログ
ラム

当協会の日本語講座受講生を対象として、保健・医療、防災、メンタルヘ
ルスなどに関する講座および公的施設を利用した体験型研修を実施す
ることにより、日常生活に関するより具体的・実践的な情報を広く提供す
る。

災害時の外国人支援 災害に備え、レスキューカードや防災パンフレットの配付、周知を行う。
また、秋田県と大規模災害発生時、「災害多言語支援センター」設置・運
営に係る協定を締結したことから、市町村や関係機関との連携体制のし
くみをつくる。

地域日本語教室支援【再掲】 日本語指導用教材を購入し、協会内の図書の充実を図る。

(公財)福島県国際交
流協会

わかりやすい日本語に関する意
識啓発とスキルの普及

県内各地で実施される国際交流イベントや市町村職員を対象とした研修
会等様々な機会を捉えてワークショップ等を開催する。

災害時外国人支援事業
地震等の災害発生時に日本語が十分に理解できない外国人を迅速に
支援するための、サポーター養成セミナーをはじめ、災害時キーパーソ
ンネットワークづくり、防災教室の実施などの事業を総合的に実施し、外
国人住民の防災への行動認識の醸成や支援体制整備を図る。

http://tia21.or.jp/disaster.html

グローバル企業人材確保支援事
業

県内の外国人留学生や海外留学経験のある日本人学生等のグルーバ
ル人材と海外展開を目指す中小企業に対して、就職支援及び人材確保
のための合同企業説明会等の事業を実施する。

やさしい日本語普及啓発事業 日本語能力がまだ不十分な外国人とのコミュニケーション手段である「や
さしい日本語」を、外国人住民、日本人住民に向けてより一層の普及が
できるようワークショップの開催や多言語リーフレットの作成等を行う。

(公財)埼玉県国際交
流協会

教員のための国際理解教育セミ
ナー 県内教育機関に在籍する１，３００人を超える外国人児童生徒への理解

を深め、支援する体制を整えるために、現場の教員や支援活動をしてい
るNGO関係者向けのセミナーを実施する。

医療通訳育成支援事業 医療通訳制度の実施を目指す民間団体を支援する形で、医療通訳育成
研修を実施する。

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、行政や社会福祉協議会、ボラン
ティアを対象とした研修を実施する。

海外研修員の受入 富山県が受け入れる海外研修員の滞在期間中の指導・助言/中国3、ロ
シア1、ブラジル2

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

県費留学生の受入 富山県が受け入れる留学生の滞在期間中の指導・助言/中国2、ロシア
1、ブラジル1

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

アセアン留学生の受入 富山県と県内企業と連携して留学から就職までを一体としたアセアン留
学生の受入/インドネシア3、タイ2、ベトナム1、フィリピン2、インド1

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

外国人にも暮らしやすい地域づく
り推進事業

(公財)秋田県国際交
流協会

(公財)栃木県国際交
流協会

(公財)新潟県国際交
流協会

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)とやま国際セン
ター
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(8)　その他

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)山梨県国際交
流協会

国際交流センター防災訓練 国際交流センター入居者及び利用者を対象に防災訓練を行い、防災意
識の啓発を図る。

(公財)長野県国際化
協会

災害多言語支援センター設置運
営訓練等 災害多言語支援センターや避難所体験訓練の設置運営訓練等

外国人相談員配置事業 在住外国人に対して母国語での行政情報提供や、相談対応を行うた
め、日本語及び外国語（ポルトガル語、タガログ語）が堪能な相談員を配
置し、相談・助言を行う。また必要に応じて県内市町村の行政窓口へ派
遣する。

http://www.gic.or.jp

国際交流・多文化共生推進助成
事業

地域の国際交流・国際協力並びに多文化共生推進事業を促進するため
に、助成を行う。

http://www.gic.or.jp/aboutgic/
grants/

(公財)静岡県国際交
流協会

相談窓口高度化事業
外国籍住民の生活に重要となる分野について具体的な支援策の構築を
図るため、医療通訳体制整備やDV等の被害となる女性の支援に向けた
研修会や連絡会の開催等を実施する。

災害多言語支援センター設置事
業

大規模な災害が発生した場合に、日本語を十分に理解できない外国人
県民等に対しても、日本人と同等レベルの災害支援活動を受けられるに
する必要があるため、愛知県が設置し、県と共同で運営する「愛知県災
害多言語支援センター」の体制整備等を行う
・災害時外国人支援ボランティア研修の実施
・災害多言語支援センター運営訓練の実施
・多言語情報翻訳システムの提供
・地震の基礎知識等に関する情報を掲載した「防災チェックガイド」による
情報提供

フィリピン移動領事館開催 在大阪・神戸フィリピン総領事館と協働して、定期的に出張領事館を開
催することで、全国の都道府県中、最も多くのフィリピン人が居住してい
る愛知県での在住フィリピン人に対する便宜供与･支援を行う。

多文化共生教育センター 日本語教育に関する教材、書籍、学校通知文例を収集し閲覧に供する
とともに、県教育委員会と高校進学ガイドブックを作成し多言語で提供

日本語教材・指導教材の発行
外国につながる児童・生徒が使用する「みえこさんのにほんご」を発行

外国につながる子どもたちの教
育実践研究会

外国につながる子どもたちの教育指導上の課題を解決するため、子ども
たちを指導する人たちを対象に研修会を開催

外国につながる子どもたちを見守
るための連携研修会

外国につながる子どもたちの生活指導面の課題を関係者が連携して考
えることを目的として研修会を開催。テキストとして「外国につながる子ど
もたちを見守るためのハンドブック～在留資格・進学・就職～」を作成

多言語による読み聞かせ教室 外国につながる親子を対象とした日本語習得および母語保持を目的とし
て、読み聞かせ教材の製作と多言語おはなし会を開催

外国人住民消費者被害防止事業 日常生活で起こり得る消費生活トラブルについて注意喚起するための研
修会を開催し、トラブル回避のための各種制度の紹介やシミュレーション
を実施

(公財)大阪府国際交
流財団

高等教育機関向け防災ワーク
ショップ

大阪府内高等教育機関の留学生担当職員を対象に、災害時の活動経
験についての講義と留学生の安否確認方法や帰国対応の課題につい
て意見交換を行う防災ワークショップを開催する。

国際交流団体等ネットワークの構
築

県内の国際交流団体が有するノウハウや情報の共有、有効活用を図る
ネットワークを構築し、団体相互の連携を推進するため、「ひょうご国際
交流団体連絡協議会」の事務局としてその運営を担うとともに、「ひょうご
国際交流メールマガジン」を配信するなど情報発信の強化を進める。

http://www.hyogo-ip.or.jp/hcia

「多文化共生」を考える研修会の
開催

外国人県民と接する機会の多い行政職員、教員、日本語教師、ボラン
ティア等を対象に、外国人県民の抱える問題について、現場の生の声を
交えながら理解を深める研修会を県、教育委員会、NPOと共催する。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

(公財)和歌山県国際
交流協会

外国人のための防災講座「Let's
Study BOSAI」の実施 県内在住の外国人を対象に、地震・津波・台風についての入門講座、ラ

ジオを使った災害時の情報の入手方法についての講座、救急救命講
習、避難ワークショップ（ピクトグラムクイズ）、ＶＲを使った地震体験等を
通じて、災害発生時に適切な行動が取れることを目的として実施する。

(公財)鳥取県国際交
流財団

防災・災害時支援事業の実施 わかりやすくふりがな等の配慮のあるやさしい（平易な）日本語と一部多
言語版（英・中・タガログ語版）による「外国人のためのはじめての防災
ハンドブック」と、併せて普段から持ち歩くことができ、緊急時には指さし
で意思を伝えることにも役立つ「携帯型カードを作成し配布するとともに、
防災セミナーを実施する。

http://www.torisakyu.or.jp/img
/handbook.pdf

(公財)しまね国際セン
ター

多文化共生啓発事業(多文化共
生出前研修）

多文化共生の意義等について、各種団体の要請を受けて講師派遣をす
る。

多文化共生推進事業（日本語教
室運営支援）（県受託事業）

外国人住民の日本語学習の場となる日本語教室マップを4言語併記で
作成している。

多文化共生推進事業（災害時外
国人サポーター養成研修）

災害時外国人サポーターを養成する。併せて外国人住民等を対象とし
た防災訓練を実施する。

http://www.mief.or.jp/

(公財)兵庫県国際交
流協会

(公財)愛知県国際交
流協会

(公財)三重県国際交
流財団

(公財)岐阜県国際交
流センター
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(一財）岡山県国際交
流協会

日本文化紹介事業 在住外国人に日本文化（茶道・折り紙など）を紹介し、体験してもらう。ま
た、交流会も実施し、日本人との交流も深めてもらう。

多文化共生市町担当職員研修 多文化共生の地域づくりの取組を担う市町職員を対象に，多文化共生
にかかる知識や企画能力の向上を図る研修を開催し，市町職員の人材
育成を支援する。また市町の相談員を対象とした研修を開催し，相談能
力の向上及び相談員間のネットワークや連携強化を行う。

多文化共生市町取組支援 市町の多文化共生事業を支援するため，講師等の人材派遣や情報提
供を行う。

外国人住民向け防災ハンドブック
の作成、配布

県と共同で、災害に関する知識が乏しい外国人住民に対して、防災意識
を普及啓発するためのツールとして、防災ハンドブックと緊急カードを作
成し、広く配布する。

やさしい日本語講座
県民向けにやさしい日本語をテーマとした講座を実施し、多文化共生の
意識の啓発を図る。

学生インターンの受入 県出身の大学生や留学生のインターンを受け入れ、職業体験研修として
国際交流協会の業務体験をすることにより、国際交流活動への理解を
深めてもらう。

http://www.yiea.or.jp/

(公財)徳島県国際交
流協会

災害時外国人支援ネットワーク形
成事業

平成24年度に作成した防災ハンドブック等を利用して、在住外国人に防
災意識の啓発を促すとともに、在住外国人特有の問題や支援の方法な
どについての研修会を実施する。

(公財)香川県国際交
流協会

外国人住民災害時支援
地域社会の一員である外国人住民を災害弱者にしないために、県内市
町との共催で、外国人住民や、災害時に支援者となる者（行政・団体職
員、通訳等ボランティア等）を対象とした実践的な訓練を実施する。
外国人住民対象：地域の災害や防災に関する知識や日本語、心構えを
学ぶ。
支援者対象：災害時多言語支援センター開設に向けた訓練を行い、災
害時の外国人支援の在り方や必要とされるスキルなどを学ぶ。

http://www.i-pal.or.jp/bousai/

(公財)愛媛県国際交
流協会

国際交流イベント促進事業 （財）松山国際交流協会と共催の「地球人まつり」をモデル的イベントと
し、県内各市町、国際交流協会、国際交流・協力団体の参加を促し、運
営方法等を学んでもらうことで、県内各地での国際交流イベントの開催
を促進する。

(公財)佐賀県国際交
流協会

日本語グループ支援事業 日本語グループ（日本語教室）に対して、会場費等の経費を助成し、活
動を支援する。

https://www.spira.or.jp/

(公財)長崎県国際交
流協会

日本文化体験教室 県内に在籍する外国人を対象に、伝統的な日本文化に直接触れ、理解
を深めてもらう場を提供する。

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団
おおいた国際交流プラ
ザ

学生インターンの受入
県内の大学から学生インターンを受け入れ、職業体験研修として国際交
流プラザの業務体験をすることにより、プラザ事業への理解を深めても
らう。

(公財)宮崎県国際交
流協会

在住外国人支援促進事業 在住外国人支援に関わる関係機関、団体・個人等の連携、支援力向上
を図るため、在住外国人に関する制度等の学習会を開催する。

（公財）沖縄県国際交
流・人材育成財団

イベントボランティア登録・紹介事
業

広く県民がボランティア活動できる環境を整える事で、全県的な国際交
流・協力事業を促進することを目的に、国際交流・協力事業に資するイ
ベントへボランティアの紹介を行う。

外国籍市民の防災訓練参加 外国語ボランティアとともに外国籍市民の札幌市総合防災訓練や地域
防災訓練への参加を促進。

外国籍市民対象防災知識啓発事
業

外国籍市民が体験しながら災害時の対応や日頃の備えを学ぶ事業を年
に数回実施。

災害多言語支援センター 大規模災害発生時に、札幌市の要請を受け設置。外国人に対し多言語
での災害情報等を配信するなどの支援を行う。

日本文化体験 外国人市民の日本理解の一助となるよう、華道、茶道等の伝統文化体
験、日本語学習体験の提供を行うイベントを実施する。

災害多言語支援センター
大規模災害発生時に、外国人市民及び旅行者等、言葉や習慣の違いか
ら情報を入手しにくかったり、支援を受けられなかったりする恐れのある
外国人を支援するため、必要な情報を収集し、多言語化して提供する
「災害多言語支援センター」を設置、運営する。

http://int.sentia-
sendai.jp/saigai/

日本文化体験 外国人市民の日本理解の一助となるよう、華道、茶道等の伝統文化体
験、日本語体験、生活情報の提供を行うイベントを実施する。

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

災害多言語支援センター
大規模災害発生時に、外国人市民及び旅行者等、言葉や習慣の違いか
ら情報を入手しにくかったり、支援を受けられなかったりする恐れのある
外国人を支援するため、必要な情報を収集し、多言語化して提供する
「災害多言語支援センター」を設置、運営する。

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

(公財)千葉市国際交
流協会

災害時外国人市民支援 千葉市と締結（平成26年8月28日）した「千葉市災害時外国人支援セン
ターの設置・運営に関する協定」及び「千葉市災害時外国人支援セン
ター運営マニュアル」（平成27年3月31日策定）に基づき、センターに係る
業務を行う。

(公財)ひろしま国際セ
ンター

(公財)山口県国際交
流協会

(公財)仙台観光国際
協会

(公財)仙台観光国際
協会

(公財)札幌国際プラザ
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①　外国人住民支援事業

(8)　その他

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)横浜市国際交
流協会

在住外国人の災害時対応事業 横浜市と締結した「外国人震災時情報センター設置・運営に関する協
定」に基づき、同センター体制の整備や他団体との連携、災害に関する
意識啓発の事業を行う。

https://www.yokeweb.com/
saigaitaio

(公財)川崎市国際交
流協会

災害多言語支援センター 災害時に川崎市ホームページに掲載する行政情報の多言語化を行うな
ど、外国人市民を支援するため、災害時多言語支援センターを設置す
る。

静岡市国際交流協会 災害多言語支援センター
災害時、静岡市と連携して被災外国人への情報提供を行うため、災害
時多言語支援センターを開設する。

http://www.samenet.jp

浜松国際交流協会 災害時多言語支援センターの設
置訓練

災害時、行政と連携して外国人への情報提供を行うため、災害時多言
語ボランティア講座修了者と連携してセンター開設訓練を実施する。ま
た、センター運営マニュアルや職員配備計画などを見直す。

http://www.hi-
hice.jp/info/bousai.html

(公財)名古屋国際セン
ター

本のリサイクルバザー

古くなったペーパーバックや海外雑誌などを市民に提供するバザーを年
1回開催する。いただいた収益は、国際協力等に役立てるほか、新たな
図書の購入に充当し、利用者サービスの向上を図る。

http://www.nic-nagoya.or.jp

(公財)京都市国際交
流協会

災害時における外国人支援

近畿地区の地域国際化協会が、広域的な災害時に外国人支援協力体
制について協定を締結したことに伴い京都地域での日頃からの備えや
体制を整える。
a.災害ボランティア登録
b.外国人向け「地震・緊急時行動マニュアル」の配布
災害発生時に役立つ情報を掲載した多言語カードの配布。
c.避難所運営訓練や多言語支援センター設置等の実施。
災害ボランティア登録者を中心に災害時に在住外国人を支援するため
の日常の取り組みの重要性を学び、在住外国人が参加する避難訓練や
多言語支援センター設置訓練を実施。
 ｄ.京都市総合防災訓練への参加
外国籍市民が京都市総合防災訓練に参加し、災害に備える。会場内の｢
外国人支援センター｣で、外国語の通訳や相談の訓練を実施。
e.「京都市避難所／広域避難所Map」の配布

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/saigai/jp/kunren/index.html

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/saigai/jp/bousai/hinanjo-
map/index.html

(公財)神戸国際協力
交流センター

外国人相談窓口担当者連絡会 市内及び近郊で外国人市民の生活相談を行っている公的団体・NGO等
の担当者連絡会を開催し、研修と意見交換を行う。

留学生日本語弁論大会
母国を離れ日本に暮らす留学生に、これまでの様々な体験を通して感じ
たことについて日本語で発表してもらい、地域住民に聞いてもらうことで
相互理解を深める。

http://www.kitaq-koryu.jp/

日本語おしゃべり発表会
｢生活者としての外国人」を対象として、自由なテーマで発表してもらう機
会を提供する。

http://www.kitaq-koryu.jp/

外国人市民への防災支援 日本語でのコミュニケーションが難しく、かつ災害に関する知識や経験が
あまりない市内在住外国人市民を対象に、日本で起こる災害や緊急時
の対策について基本的な知識を学ぶ講習会を実施した。また、日本での
防災対策として、多言語による緊急時の連絡先や発信される言葉につ
いての啓発ツールを配布した。

http://www.kitaq-koryu.jp/

(公財)福岡よかトピア
国際交流財団

在住外国人のための日常生活ア
ドバイス

在住外国人の快適な生活を可能にするとともに、日本人市民と外国人
市民双方の暮らしの安心感を高めるため、来福した外国人を対象として
自転車と交通ルール、ごみ出しルール、防犯に関する出前講座を実施
する。また、在住外国人を対象としたDVD、インターネット動画による日
本での生活に必要なルール、暮らしのヒントや防災知識の普及を実施す
る。

http://www.rainbowfia.or.jp/for
eigner/hints.html
http://www.rainbowfia.or.jp/for
eigner/disaster.html

多文化共生月間 毎年２月を多文化共生月間とし、お互いを意識する催しを実施。写真展
やシンポジウムなど

韓国ホームスティ事業 東アジアとの共生の中で、特に隣国韓国との相互理解、友好交流を促
進するため、韓国人家庭にホームスティし、生活文化を実体験する事業

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

(公財)北九州国際交
流協会

197

http://www.samenet.jp/#


②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

留学生サポーター派遣事業 留学生５０名を留学生サポーターとして登録し、学校における総合学習
や地域での国際交流事業に派遣する。

留学生地域交流事業
札幌市内及び近郊の大学で学ぶ留学生を道内地域に案内し、ホームス
テイや地元の祭りに参加する「北海道留学生ふれあい交流」を実施して
相互理解と交流を深める。

(公財)青森県国際交
流協会

国際交流イベント連携推進事業

地域の国際交流団体等が行う外国人との交流イベントや地球の現状・
課題への認識を深める先導的な講演会等のうち、広く効果が見込まれ
るものについて連携して行う。（年3回程度）

①http://www.kokusai-
koryu.jp/business/international
-event/

②http://www.kokusai-
koryu.jp/business/globaltalk/

いわてグローカル・カレッジの開
催

グローバルな視点を持ち、様々な角度から岩手の国際化や多文化共生
の歴史や現状、課題について理解を深め、今後の国際交流・交際協力・
多文化共生の展望を考える連続セミナーを開催する。

http://www.iwate-ia.or.jp/

「いわて青年国際塾」
次世代の人材育成を目的とし、高校生、大学生など若者を対象としたセ
ミナー、留学に必要な能力や技術の習得、留学に関する情報提供や講
演会を開催する。

http://www.iwate-ia.or.jp/

国際理解ワークショップの開催等 県内の学校等の依頼による国際理解ワークショップの開催などを行う。 http://www.iwate-ia.or.jp/

外国人等出前講座開催事業
　外国文化及び海外情勢の紹介、体験等を通じて、異文化理解、地域
国際化の促進を図るため、県内外で活躍する外国人または海外で活躍
する日本人を派遣し、講演、ワークショップ等を実施する。

http://www.iwate-ia.or.jp/

国際理解教育支援事業 次代を担う児童生徒及び社会人等を対象とした国際理解教育を推進す
るため、外国人講師を派遣する。

国際理解講座 市町村国際交流協会との共催により、国際交流員等による異文化理解
講座を実施する。

あきたのファミリー事業【再掲】
留学生に地域の一般家庭を紹介し、日本や秋田の習慣や文化について
理解を深めてもらう

http://www.aiahome.or.jp/page
s/page-1488462840-177

AIA訪問受入

職場訪問・インターンシップ等を受け入れる。
http://www.aiahome.or.jp/page
s/page-1488462838-48

AIAサポータバンク・ボランティア
の運営【再掲】

教育機関等が実施する国際理解講座等にAIAコミュニティサポーターを
派遣する。

http://www.aiahome.or.jp/page
s/page-1488462840-178

あきた国際フェスティバル【再掲】 在住外国人による母国紹介や県内国際交流関係団体の活動紹介、各
国のダンスなどのパフォーマンス等を実施する。

多文化理解講座
「世界をのぞけば…」

JICA出身者や在住外国人の講演や、ワークショップなどを通して多文化
理解を推進する

http://www.airyamagata.org

CIR多文化講座
国際交流員（中国・韓国・アメリカ・イギリス）が自国の文化などを紹介す
る講座。各国際交流員が得意とするテーマを深く掘り下げて紹介し、表
面的ではない国際理解を目指すもの。

http://www.airyamagata.org

体験！実践！国際理解実践
フォーラム2017～山形から世界を見
てみよう！～ JICAや民間団体と連携し、教員や国際理解・多文化共生に興味のある

方を対象にした分科会を開催し、県民の国際理解を推進する。

https://www.facebook.com/国
際理解実践フォーラム-山形か
ら世界を見てみよう--
362086903891965/

国際理解出前講座講師派遣プロ
グラム

県国際交流員と日本語が堪能な在住外国人を学校や民間団体等に派
遣し出前講座を実施する。

http://www.airyamagata.org

とびいりワールド茶館（カフェ） 毎月1回、一つの国の文化や言語を紹介し、在住外国人と日本が交流
する

国際理解出張講座 多文化共生や世界規模の課題などを題材とした国際理解出張講座を県
内の学校、公民館等に出向いて実施する。

http://www.worldvillage.org/rik
ai/lecture/lecture.html

ふくしまグローバルセミナー
県、県教育委員会、JICA二本松と協働して、高校生以上を対象に多文
化共生などに関わる様々なテーマの講座を取り入れた１泊２日のセミ
ナーを実施する。

　

ふくしまグローバル人材育成指
導者セミナー

JICA二本松と共催で、若い世代の指導、研修企画等に携わる者を対象
としたグローバル人材育成指導者のための１泊２日のセミナーを実施す
る。

http://www.worldvillage.org/fia
/info/201604/info_1604_14.htm
l

グローバルコミュニティカフェ
県民が、多様な言語による会話を通じて外国の言語や社会、文化等へ
の理解を深めることができるよう、当協会国際交流員や外国出身県民と
気軽な交流ができる機会を提供する。

http://www.worldvillage.org/fia
/gccafe/gccafe.html

外国人による日本語スピーチコン
テスト

在県外国人に日本語による意見発表の機会を提供し、県民の国際理解
を図る。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

日本発/世界発　青年のメッセー
ジ

高校生による国際理解に関する日本語弁論大会や、留学生によるトー
ク等による日本や世界に対するメッセージ発表を行い、参加者等の国際
理解を深める。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

ワールドキャラバン国際理解教
育講師等派遣事業

県教育委員会等９団体で国際理解教育推進協議会を組織し、連携して
小中高校の事業や生涯学習の場に外国人講師及びファシリテータ（日
本人）を派遣し、国際理解を促進する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

国際交流イベントへの参加 各地域で開催される国際交流フェスティバル等、イベントへの出展等参
加する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

茨城ふるさとファミリー事業 留学生や在県外国人がホームステイを通して日本の生活習慣を体験す
るとともに「茨城の家族」として継続的に交流する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公財)秋田県国際交
流協会

(公財)山形県国際交
流協会

(公財)福島県国際交
流協会

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)宮城県国際化
協会

(公財)岩手県国際交
流協会

(公財)茨城県国際交
流協会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

国際理解推進事業 小・中学校や高等学校、または地域等からの要請に応じて、国際理解
教育や国際理解講座の講師として、当協会職員や在県外国人、県内協
力者等を派遣する。また、とちぎ国際交流センターの施設見学やワーク
ショップなどを通じて小・中学生・高校生及び一般県民の国際理解を促
進する。

http://tia21.or.jp/international_
understanding.html

とちぎグローバルセミナー
県内で国際理解や国際協力の活動を行う民間団体が一堂に会し、それ
ぞれが特長を生かしたセミナーを集中開催し、県民の活動促進を図る。

国際理解教育実践セミナー 国際理解教育に関する実践セミナーを開催し、国際理解教育の担い手
となる人材育成を図るとともに、本県における国際理解教育を促進す
る。

(公財)群馬県観光物
産国際協会

国際理解推進事業 国際交流、国際協力に対する理解及び国際理解教育の促進を図るため
の研修会やセミナーを開催することにより、国際的な市民活動の活性化
を図る。

「世界へのトビラ」事業
子供たちに諸外国の文化や生活習慣等に関する理解をより深めてもら
うため、学校における「総合的な学習の時間」や公民館等に在住外国人
や青年海外協力隊の元隊員等を派遣し、国際理解教育等を支援する。

http://www.os.rim.or.jp/~sia/ko
kusairikai/index.html

730万人の国際理解プロジェクト
協会設立３０周年を記念して行う事業。著名人を招いて「国際理解講演
会」を開催するとともに、市町村国際交流協会や市民大学等民間団体
が実施する国際理解講座などへの外国人講師派遣を行う。併せて、開
催した講座の動画をインターネット上で配信し、広く視聴可能とすること
によって、県民の国際理解促進を図る。

http://sia1.jp/topics/30thanni
versary/

高校生のためのグローバルセミ
ナー

高校生を対象に、グローバル人材へのきっかけ作りや国際感覚を身に
着けたいという気持ちを後押しするためのセミナーを開催する。

http://www.ggsaitama.jp/for-
japanese/understanding/global
_seminar_2014/

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
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
知り得る機会を提供する。

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

国際理解セミナー事業
在住外国人と接するボランティアや国際交流に関心を持つ市民に、国際
情勢や文化を含めた世界のさまざまな事情や、外国人との共生、国際
交流・協力の必要性等の理解を促す講座等を開催する。

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

ちば出前講座 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/

東京都国際交流委員
会

国際化市民フォーラムin TOKYO
の開催

在住外国人を取り巻く課題や問題点、国際協力のあり方などについて、
都民や外国人、NGO等の団体が意見を表明したり、議論を行うことによ
り、国際理解を促進し問題解決への認識を深めることを目的に開催。

http://www.tokyo-
icc.jp/forum/index.html

(公財)かながわ国際
交流財団

セミナー開催 国連大学グローバルセミナー、湘南国際村青少年国際セミナー等を開
催。

国際理解教育プレゼンテーション
コンテスト

中学生・高校生を対象に国際理解をテーマとしたプレゼンテーションコン
テストを実施し、世界の平和と相互理解の推進のために行動する人材
の育成を図る。なお、最優秀チームを海外へ派遣し、世界への視野を広
げ友好を深める機会を提供する。

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/000_precon/inde
x.html

アジアを知る事業 一般県民を対象に、県が重点的に交流を進めている北東アジア地域を
知る講座を全県的に開催する。

国際交流プラザ講座
新潟県国際交流プラザで、国際交流員やJICAボランティア経験者が講
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
紹介する。

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/001_nia_info/007_
plaza_kouza/007_plaza_kouza.h
tml

国際交流インストラクター養成事
業

大学生を対象に、国際社会に理解の深い人材を育成し、国際交流イン
ストラクターとして、県内小～高校へ派遣し、国際理解のためのワーク
ショップを実施する。

国際理解教育推進支援事業
国際理解教育の充実及び進展を図るため、教職員を対象としたセミ
ナー等を実施する。

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/001_nia_info/009_
earth_box/001_earth_box.html

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/001_nia_info/009_
earth_box/002_earth_box.html

国際理解出前講座 現地に出向いて講座を開催し、国際理解を促進 http://www.tic-toyama.or.jp/

イングリッシュ・チャット 県内在住外国人ゲストと英語で自由に語り合う http://www.tic-toyama.or.jp/

とやま国際塾 高校生を対象に国際感覚の醸成を図ることを目的に一泊二日のセミ
ナーを行う

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

国際交流ひろば 国際交流員を講師として、県民の異文化理解を促進するとともに、国際
感覚の醸成を図る

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

国際交流フェスティバル 国際交流や国際協力などに取り組む県内の団体の日頃の活動等を紹
介し、県民が異文化に触れあう機会を提供

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

外国人の絵本よみきかせ親子の
会

外国語の絵本の読み聞かせを行う http://www.tic-toyama.or.jp/

多文化が共生する県民フェスタ 県内の国際交流団体等と連携し、県民と外国人住民が多数参加する国
際交流イベントを開催。

国際理解教室 県内の小学校、中学校、高等学校および特別支援学校へ国際交流員
や留学生を派遣し、児童・生徒との交流を図り、国際理解の推進を図
る。

http://www.ifie.or.jp/japan/resi
dents/class/rikai_home.html

地域における国際理解や友好親善を支援するため、世界各国の国旗、
民族衣装等を国際交流等の活動を行う賛助会員や諸団体へ貸し出す。

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

(公財)とやま国際セン
ター

国旗等貸出事業

(公財)新潟県国際交
流協会

(公財)栃木県国際交
流協会

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)埼玉県国際交
流協会

199

http://www.tokyo-icc.jp/forum/index.html#
http://www.tokyo-icc.jp/forum/index.html#


②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

国際交流員・留学生派遣事業
国際交流員や留学生が、自国文化を紹介する講座や料理教室等を開
催したり、市町や国際交流団体が主催するイベントに派遣し、異文化紹
介に努め、国際理解の推進を図る。

http://www.ifie.or.jp/japan/resi
dents/cir/haken_home.html

国際理解のための外国語講座
国際交流員が、外国語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・ロシア語）
の指導しながら、その国の文化や歴史等を紹介し、国際理解の促進を
図る。

http://www.ifie.or.jp/japan/resi
dents/language/kyousitu_home
.html

おちゃっとサロン開催事業 未来を担う子どもたちや県民の方々が希望する内容を踏まえ、世界の
多様性を知る機会を提供する。

https://www.f-i-a.or.jp/

海外赴任者生活安心セミナー開
催事業

企業の人事、総務担当者および海外駐在予定者等を対象に、 県内企
業の社員やその家族が海外での慣れない生活環境になじめるように、
海外生活様式、文化、習慣、宗教等の基礎的な生活環境に関するセミ
ナーを開催する。

https://www.f-i-a.or.jp/

国際理解促進講座開催事業（ハ
ローワールド）

国際交流を希望する県内の小中学校や団体等に対して、外国人講師等
を派遣（または団体の受入）することにより、多様な文化や価値観を学
ぶとともに、積極的にコミュニケーションを取ることができるグローバルな
人材を育成する。

https://www.f-i-a.or.jp/

国際交流・協力のつどい開催事
業

国際交流団体、ボランティア、在住外国人などが協力して国際交流・協
力に関する多彩な催しを手作りで開催。（嶺北、嶺南で各1回） https://www.f-i-a.or.jp/

外国文化講座 世界の様々な国の芸術、音楽、料理などの紹介等を通じて、異文化理
解を深めるための講座を開催する。（春講座、秋講座）

http://www.yia.or.jp/

国際理解講演会 国際交流、国際協力に対する理解促進を図るための講演会を開催す
る。

http://www.yia.or.jp/

国際交流サロン
県民と在住外国人との交流を図ることを目的として、様々な交流プログ
ラムを実施する。

http://www.yia.or.jp/

ワールド・チャリティ・クリスマス
チャリティを目的として、世界の様々な音楽や民族舞踊の発表、外国料
理の紹介などを行うクリスマスイベントを開催する。県民と在住外国人が
交流を図る機会とし、その収益を国際協力団体等に寄付する。

http://www.yia.or.jp/

信州国際塾
（国際理解教育研修会）

国際協力機構との共催により、国際理解教育に関心の高い団体・個人
を対象に「国際理解教育」について普及啓発を図る。

外国文化紹介授業・講座への講
師派遣 小中高学校、大学や行政主催研修会等への講師の派遣

ハローギフ・ハローワールド開催
事業

本県に活動拠点を置く国際交流団体らのブースや民族舞踊などのス
テージを通じて各国文化を紹介し、国際理解・交流を深める国際交流イ
ベントを開催する。

http://www.gic.or.jp

交流サロン運営事業 日本人県民と外国人県民の交流、情報提供や、国際交流活動団体の
支援の場として、交流サロンを運営。（国際交流員の派遣、語学講座、
外国文化紹介講座の開催、国旗の貸し出し等）

http://www.gic.or.jp

(公財)静岡県国際交
流協会

国際理解教育セミナーアース（明
日）カレッジの開催

国際理解・交流推進に取り組む県内外団体が連携・協働を強化し、また
県民への情報発信力を高めるため県民と共に現在の国際的な課題を
考える「アースカレッジ」の地域実践に取り組む。JICA中部と共催

http://www.sir.or.jp

図書コーナー等の運営

国際交流に関する様々な図書・資料を収集し、図書コーナー、新聞・雑
誌コーナー及びビデオコーナーにおいて提供する。特に日本語教育に
関する資料については、コーナーを設けて提供している。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/lib/libr.html

機関誌「あいち国際プラザ」の作
成発行

愛知県国際交流協会の活動内容や国際化・多文化共生に関する話題
や市町村、NPOの活動紹介などを掲載した機関誌「あいち国際プラザ」
を作成・発行し、県民の国際交流・多文化共生への関心を高め、地域の
国際化・多文化共生社会づくりの推進を図る。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/aichikokusaipraza/kika
nshiindex.html

外国公館等との共催事業 外国公館等と共催で、パネル展、講演会、セミナーなど外国文化を紹介
する事業を実施し、県民に対し、国際理解の場を提供する。

i-net（国際交流情報システム）に
よる情報提供 インターネットにより国際交流に関する各種情報を日本語、英語、ポルト

ガル語、スペイン語、中国語、韓国・朝鮮語で提供する。
http://www2.aia.pref.aichi.jp/

「あいちの国際交流メールマガジ
ン」の配信 愛知県国際交流協会や市町村・市町村国際交流協会、ＮＰＯ・ＮＧＯ等

が行うイベント情報等を広く県民に対して提供するため、隔週でメールマ
ガジンを配信している。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/mm/index.html

施設見学等の受入れ 愛知県国際交流協会の活動を紹介するとともに国際理解や多文化共生
についての理解を深めていただくため、子どもから大学生・大人まで幅
広く施設見学を受け入れる。また、学校教育の一環として行われる職場
見学や校外学習の児童・生徒を受け入れ、セミナー形式の学習などを
行う。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/s
omu/j/kengaku.html

多文化共生理解講座 一般県民向けに多文化共生づくりを進める上で必要な知識を習得する
講座を、外国人県民向けには日本のシステム等を学びながら、地域の
課題を知り、地域住民としての意識を持つようになるための講座を開催
する。

ワールド・コラボ・フェスタの開催 県民と外国人との相互理解、交流をより一層深めるため、民間国際交
流協力団体等と連携して、民族の歌と踊りのステージ、団体活動紹介
ブース、多文化共生、国際理解教育等に関するワークショップ、セミナー
などを展開する。（公財）なごや国際センター、JICA中部等と共催。

http://www.world-collabo.jp/

未来を築くユース会議
若者が、地域の国際理解の担い手として活動が主体的に展開できるよ
う、地域や地球について学び考えるユース会議を開催する。

(公財)岐阜県国際交
流センター

(公財)愛知県国際交
流協会

(公財)長野県国際化
協会

(公財)山梨県国際交
流協会

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)福井県国際交
流協会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

フェアトレードの普及啓発
5月のフェアトレード月間に合わせ、気軽に参加できる国際協力活動の
一つとしてフェアトレードを紹介し、開発途上国の貧困や人権・環境問題
などについて考える講座を開催する。
また、若者を対象に講座やワークショップ、体験を通じてフェアトレードに
ついて学ぶ夏期集中講座を開催する。

国際交流モデル事業
平成26年度から刈谷市一ツ木町で実施している多文化共生コミュニティ
ガーデン「ワールド・スマイル・ガーデン」（略称：ワールデン）を拠点に、
より多くの多様な国籍の人々の参加と、地域住民のワールデンへのより
主体的な活動を促進するため、住民の企画によるイベントや勉強会など
を行う。

多文化共生啓発事業 県域で実施される多文化共生啓発事業等に協力、参加することを通じ
て、多文化共生社会づくりに貢献する

国際理解・国際交流事業 県民がサミット参加国の理解を深めるため、学校や団体等が行う授業や
講座にサミット参加国出身者や参加国に詳しい方々を講師として派遣

http://www.mief.or.jp/jp/summ
itprogram.html

財団パートナー制度運営事業
（国際理解講師）

通訳・翻訳パートナーの中から、自国紹介等ができる人を国際理解講師
として紹介する

http://www.mief.or.jp/jp/partn
er_tsuhonyaku.html

国際教育啓発事業
学校等を対象に独自に開発した国際教育教材の普及を図るため、ワー
クショップの開催や講師派遣による実演、国際教育教材の貸出、販売等
を行う。

国際教育研究事業 「国際教育研究会　Glocal net Shiga」の月例会開催および国際教育教
材の研究開発、新教材の発行、スタディツアーの実施

ファシリテーターの養成 教員等を対象に、国際教育ファシリテーター養成講座（年1回）、国際教
育教材体験フェア（年1回）の開催

国際教育相談、出張講座コー
ディネート事業 講座・授業内容の相談、教材や授業案の紹介、講師の派遣・紹介等　滋

賀県総合教育センター10年経験者研修の開催    国際教育教材の貸出

裾野を広げる国際交流～子ども
多文化体験プログラム～
ＪＣＭＵ留学生との親子ハイキン
グ

滋賀県で活躍する外国人の方や関係団体などとのネットワークを活か
し、気軽にできる国際交流・異文化体験の場を提供し、国際交流の裾野
を広げるようにする。ミシガン州立大学連合日本センター（ＪＣＭＵ）の留
学生と県内の親子がハイキング等を通じて交流する。

国際理解講座の開催 国際交流員による公開講座を開催するほか、公的団体・機関に国際交
流員を派遣し講座を実施。

国際理解教室の開催 話し手（講師）と聞き手（聴講者）が双方向で多文化共生の在り方やその
深層について考える「国際理解白熱教室」を開催。

(公財)大阪府国際交
流財団

国際理解教育支援 留学生や外国人住民を、OFIX国際理解教育外国人サポーターとして登
録し、学校等が行う国際理解教育授業に派遣。国際理解、多文化理解
に関する授業、行事の実施を支援。

http://www.ofix.or.jp/training/
education/index.html

兵庫ＥＵ協会への支援 ＥＵ（欧州連合）及びその加盟国と兵庫県との相互理解を深めるとともに
友好を促進している兵庫ＥＵ協会の活動を支援する。

http://www.calib.jp/pi/hyogoe
u/

日本国際連合協会兵庫県本部
への支援

国際連合の活動や国際問題について知り、世界平和や人権についてと
もに考えるため、日本国際連合協会兵庫県本部の活動を支援する。

http://www.calib.jp/pa/hyogo-
unaj/

「多文化共生」を考える研修会の
開催【再掲】

外国人県民と接する機会の多い行政職員、教員、日本語教師、ボラン
ティア等を対象に、外国人県民の抱える問題について、現場の生の声を
交えながら理解を深める研修会を県、教育委員会、NPOと共催する。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

(公財)和歌山県国際
交流協会

ＮＰＯ協働事業 県内の国際交流・国際協力等の非営利団体等と連携し、県民の方々に
国際交流・理解・協力への関心を高めてもらうために、小学２年生まで
の乳幼児・児童とその保護者を対象に絵本の読み聞かせ企画を実施す
る。作品や関連する遊びから楽しみながら異文化理解を深め、外国語
に親しみを持ちながら学んでもらう契機とする。

子どものための異文化理解体験
講座の実施 小学生を対象に、さまざまな国の文化に触れる機会を提供する体験的

プログラムを小学校への出前講座として実施する。

国際交流フェスティバルの実施 異文化理解の促進を目指して、県内三地区で開催されている国際交流
フェスティバルを民間団体等との協働により開催する。

ワールドアラカルトの実施
鳥取空港「空の日」のイベントにあわせて、民族芸能などのパフォーマン
ス、民族衣装の試着など国際色あふれる異文化交流の場を提供する。

「話してみよう韓国語」鳥取大会
の開催

県からの委託を受けて、鳥取県とつながりの深い韓国の文化を理解す
るために効果的な韓国語学習の支援と普及を目的として成果を発表す
る大会を運営する。

http://www.torisakyu.or.jp/?id=
890

多文化共生出前講座の実施 公的機関や民間団体などが主体となって実施される会議等に講師を派
遣し、多文化共生社会の実現に向けて広く意識啓発を図る出前講座を
実施する。

多文化共生ネットワーク推進事
業

外国人コミュニティや社会活動に積極的に参画している在住外国出身
者を主たるメンバーとする「多文化共生ネットワーク会議」を県内三地域
で組織し、その意見や要望を今後の財団事業に反映させたり、全県的
な多文化共生社会の推進のための提言として活かしていくとともに、必
要な取り組みを企画し協働で実施。

多文化共生啓発事業(多文化共
生出前研修）

多文化共生の意義等について、各種団体の要請を受けて講師派遣をす
る。

多文化共生啓発事業（アンテナ
サロンの開催）

外国人住民と日本人住民が気軽に参加し、交流や情報交換できる場を
提供する。（県内2ヵ所程度）

地球市民講座 注目すべき国・地域や、地球規模の課題などを取り上げ、講演会を開
催。世界の現状を学び、理解を深める。（年3回）

国際理解学習プラン講師派遣事
業

学校からの派遣依頼を受け、専門的知識を有する県内NGOを学校の授
業に講師として派遣する。（上限15校程度）

http://www.s-i-
a.or.jp/projects/education

(公財)しまね国際セン
ター

(公財)愛知県国際交
流協会

(公財)京都府国際セン
ター

(一財)岡山県国際交
流協会

(公財)滋賀県国際協
会

(公財)兵庫県国際交
流協会

(公財)三重県国際交
流財団

(公財)鳥取県国際交
流財団
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

留学生と県民との交流会 県内在住の留学生が出身地域の文化などについて紹介。県民の世界
の国や地域への理解を深めるとともに、県民と留学生との交流を深め
る。第１回はカナダ編、第2回は特別編とし、様々な国について紹介す
る。（年2回）

英語で話そう 参加者が英語で話し合い、コミュニケーション能力を向上させるととも
に、相互交流を通じて国際理解を深めることを目的に開催する。（年1
回）

英語による絵本の読み聞かせ会 子どもに英語に接する機会を提供し、英語や多文化への理解を深める
ため、３歳以上の子どもと親を対象とする英語の絵本の読み聞かせ会を
実施する。（年5回、うち研修会１回）

留学生等による国際理解学習支
援プログラム

県内の大学より登録した留学生を小学校に派遣し、小学校が作成した
指導案に沿って児童と交流する。（上限10回）

岡山のＣＯＯＬ 発見！ 外国人から見た岡山のＣＯＯＬ（魅力）をテーマに、在住外国人と日本人
が議論を通じて、新たな岡山の魅力を発掘する。（年2回）

県民の国際化支援事業 多くの地域住民（在住外国人を含む）が国際相互理解を深める機会とし
て、ひろしま国際プラザに在館する研修員の協力を得ながら、様々な地
域交流イベントを実施する。

http://hiroshima-hip.or.jp

グローバルキャリア教育支援セミ
ナー

国際舞台で活躍する人づくりに向け，県内の中・高生，大学生等を対象
に，キャリア教育の一環として，セミナーを開催

http://hiroshima-ic.or.jp

国際人材養成講座「異文化コミュ
ニケーション研修」開催事業

グローバルキャリアセミナー受講者などに対する，海外NGO活動体験な
どを通じた，異文化コミュニケーション能力向上のための研修を実施

http://hiroshima-ic.or.jp

地域の国際化推進事業（地域交
流イベント）

多くの地域住民（在住外国人を含む）が国際相互理解を深める機会とし
て，「ひろしま国際プラザ（HIP）」に在館する研修員の協力も得ながら，
様々な地域交流イベントを実施する。

http://hiroshima-hip.or.jp

外国文化講座等開催事業 県国際交流員を講師に、語学等の連続文化講座を実施することにより、
国際理解の促進と国際活動の推進を図る。

http://www.yiea.or.jp

タブカフェ(多文化共生国際カ
フェ）事業

国際交流・国際理解・国際協力の基盤の拡大を図るため、県国際交流
員、在住外国人・青年海外協力隊ＯＢ等を講師に外国の文化、習慣、食
事等について幅広く学ぶ。

http://www.yiea.or.jp

国際理解教材整備貸出事業 世界の楽器の箱、民族衣装、国際理解教材の貸出しを行うことにより、
県民の国際理解の促進に資する。

http://www.yiea.or.jp

ONE WORLDこども支援事業 世界の未来を担う子どもたちに、多文化交流や国際理解および国際協
力への意識の醸成を図り、グローバル人材の育成を図る。

国際理解支援講師派遣事業
学校の総合学習の時間や地域の交流イベントに在県外国人、ＮＧＯ関
係者などを派遣し、ワークショップや講義形式で国際交流や国際協力に
ついて学んでもらう。

かがわ国際フェスタ 外国人住民と県民の交流・ふれあいの場の提供や県民の国際交流・国
際協力・多文化共生に対する理解の増進と国際感覚の涵養、さらには
担い手である県内の団体や関係機関相互の連携強化を目的に、年1回
開催する。

http://www.i-pal.or.jp/festa/

国際理解講座 国際交流員が講師となり、それぞれの出身国について紹介することで、
県民が外国の文化や習慣、社会情勢等への理解を深めることを目的に
実施する。講義以外にも料理やものづくりなど、様々な活動を取り入れ
た講座を開講。

http://www.i-
pal.or.jp/kokusairikai/

地球市民のための講座＆交流シ
リーズ

県民の国際理解及び外国人住民との交流を促進することを目的として、
様々な国や地域を取り上げ、講座や交流イベント等を実施する。

http://www.i-
pal.or.jp/kokusairikaitokubetsu
/

シニアのためのアイパル国際カ
レッジ

シニア世代の人たちが国際的な知識と教養を身につけ、自らの生きが
いづくりとするとともに、地域における国際交流・国際協力・多文化共生
の実施主体となることを期待し、外国の歴史、社会、文化等に関する講
座を開設する。

多文化共生フォーラム
（再掲）

香川県に住む日本人と外国人の相互理解を深めるとともに、多文化共
生に対する理解を促進することを目的として、地域の多文化共生に関す
る課題等についてともに考える場を提供する。

http://www.i-pal.or.jp/tabunka

ホームステイ 香川県を訪れている外国人に対して、ホームステイを通じ、日本人との
交流、日本家庭での日常生活を体験する機会を提供するとともに、県民
に外国人の受入れを通して、異文化理解を深めるための機会を提供す
ること、また、県内の国際交流団体や国際交流に意欲的な県民とのつ
ながりを強化することを目的として実施する。

http://www.i-
pal.or.jp/stayvisit/

ホームビジット
香川県留学生等国際交流連絡協議会による「外国人学生かがわホー
ムビジット」事業として、県内の留学生を対象に実施する。

http://www.i-
pal.or.jp/stayvisit/

アイパル・JICA高校生カレッジ 県内の高校生を対象とする国際理解プログラム。外国人住民等との交
流を通して、異文化や多文化共生に対する理解を深めることを目的とす
る「交流編」と、テーマに基づく3回連続の講座を通じ、学びを深め、自ら
考え、行動する力を身につけることを目的とする「実践編」とに分け、実
施する。

http://www.i-pal.or.jp/college/

国際理解教育セミナー 教育関係者等を対象に、国際理解教育に対する理解を深め、実践力を
向上すること、関係者間のネットワークを強化すること等を目的として実
施する。

http://www.i-pal.or.jp/leader/

アイパル訪問
若い世代を中心に、異文化や多文化共生、当協会の活動についての理
解を深める機会を提供することを目的として、教育機関等からの要請を
受け、受入れを行う。国際交流員等による国際理解講座、多文化共生
に関する講座、当協会の事業紹介等、依頼機関のニーズに合わせ、さ
まざまなプログラムを実施。

http://www.i-pal.or.jp/houmon/

インターン・職場体験受入 若い世代に、職業や進路を考える上での有意義な体験を提供するととも
に、異文化や多文化共生、当協会の活動についての理解を深める機会
を提供することを目的として、教育機関からの要請を受け、受入れを実
施。

国際交流チャレンジ講座 国際交流員や在県外国人を講師とした体験・参加型講座を実施する。
（中国・韓国国際交流員の企画によるもの）

(一財)岡山県国際交
流協会

(公財)ひろしま国際セ
ンター

(公財)山口県国際交
流協会

(公財)愛媛県国際交
流協会

(公財)香川県国際交
流協会

(公財)徳島県国際交
流協会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

ウェルカム　トゥ　EPIC開催事業 愛媛県国際交流センターへ学校や地域等の様々なグループを招き、
ゲーム等を取り入れた参加型の国際理解講座を開催する。　実施時期：
年間随時、対象者：原則40名までのグループ、内容：①国際交流員やイ
ンターン生の出身国紹介プログラム、②外国人生活相談員の国際理解
プログラム、③JICA国際協力推進員の国際協力プログラム

http://www.epic.or.jp/know/we
lcome.html

愛媛・ハワイ交流事業
国際交流・協力に貢献しうる人材を育成するとともに、県のハワイ州との
友好親善に寄与するため、愛媛県と姉妹提携を締結したハワイ州から
短期インターン生として現地大学生を受け入れるとともに、県内高校生
をハワイ州へ派遣する。

国際ふれあい広場inこうち開催事
業 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

きっかけ作りなどを目的に、民間国際関係団体等による活動報告会、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。

http://www.kochi-kia.or.jp/

親子で学ぶ国際理解講座開催事
業

子供たちに国際的な関心を持ってもらうための手段として料理を取り上
げ、親子で調理することにより親子の絆を深め、さらに講師となる在住
外国人や南米研修員とのふれあいを通して、多文化共生とともに高知
県人の南米移住に対する理解を促進する。（H28までのジュニア国際大
学開催事業を組み替え）

異文化理解（出前）講座開催事
業

県民の国際交流への理解を高めるため異文化紹介の講座を開催。また
県内の教育機関等に県内在住外国人、国際交流員を講師として派遣
し、彼らの母国の歴史文化等の紹介や児童・生徒との交流等を通し国
際感覚を育てる。

http://www.kochi-kia.or.jp/

県内在住外国人又は外国での活動経験のある日本人を小中学校等へ
派遣/紹介し、国際理解教育を実施する。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/international/educati
on.html

国際理解教育推進事業の一環として、担い手育成事業を実施。事例発
表会や講師スキルアップ講座を開催する。

国際理解教育が実施されない学校の生徒など、小学生を対象に、国際
理解教育の講演・ワークショップを開催する。（年１回、夏休みに実施）
一般県民を対象に、国際理解教育の講演・ワークショップを開催する。
（年６回）

福岡EU協会の運営 福岡県とＥＵ（欧州連合）の相互理解を深め、友好を促進することによ
り、両者間の経済、文化等の交流に寄与することを目的として、2002年
に設立。
当財団に事務局を設け、ヨーロッパの経済・文化・環境に関するセミナー
開催のほか、会報誌（年２回）を発行。

http://fukuoka-eu.com/

国際理解講座事業 学校、公民館、老人クラブ、子どもクラブ、国際交流団体等が国際理解・
国際交流を深めるための講座等を実施する場合に団体の依頼に応じた
在住外国人講師を派遣する。
また、派遣対応以外にも国際交流プラザを会場にさまざまなセミナーを
開催。

https://www.spira.or.jp/

国際フェスタ月間 県内の民間団体やボランティアとの協働により県民参加型のイベントを
開催し、国際理解・多文化共生に対する理解を深め、活動への参加を
促す。

https://www.spira.or.jp/

ながさき国際協力・交流フェス
ティバル

国際協力や国際交流活動の紹介、海外の手工芸販売やチャリティーバ
ザー、各国料理の提供、日本文化体験、語学体験、楽器・遊びの体験
コーナーなどを行い、在住外国人を含む県民のふれあいの場を提供す
る。

こすもぽりたん教室
県内の教育関係機関の要望に応じ、国際交流員、在住外国人、留学生
を講師とし、児童や生徒が中心となった多文化紹介や国際理解教育に
関する交流会・参加型体験学習を取り入れたプログラムを実施する。

外国人による日本語弁論大会 実行委員会形式で、日本語を母語としない在住外国人による日本語弁
論大会を実施する。

国際理解講座 色々な国の紹介や外国人との接し方などの講座を開催する。

国際理解教育講師派遣事業（肥
後っ子わくわく地球教室）

学校や地域が行う国際理解教室、国際理解講座に対して、県内在住の
留学生、国際交流員を講師として派遣し、授業、講座内容の企画作成を
支援する。
＊通年

http://www.kuma-koku.jp/

熊本国際交流祭典 県民への国際交流の啓発を図るため、平成6年度から毎年開催し、協会
会員団体を中心として、入場無料で実施。ステージ披露、パネル展示、
着物、煎茶体験、世界各国の民族衣装の試着等のほか、バザーや世界
のグルメコーナーもある。

http://www.kuma-koku.jp/

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団
おおいた国際交流プラ
ザ

国際理解講座
県民を対象に国際交流・国際協力・多文化共生をテーマにした講座を開
催する。

国際理解・開発教育支援事業 県内在住外国人、青年海外協力隊ＯＢ等による海外の諸情勢・国際協
力の現状に関する講座や、多文化共生アドバイザー等を講師として派
遣し多文化共生社会の理念などをわかりやすく解説する講座を実施す
る。また、学校や地域が主体的に行う国際理解教室・国際理解講座に
対し、講師を紹介する。

ワーキングホリデー等説明会
ワーキングホリデー、海外ボランティアについて、手続についての説明
や体験談の発表を行うことにより、県民の安全で有意義な海外体験、海
外協力活動を支援する。

外国語・文化講座事業　（県国際
交流員による文化講座等）

県国際交流員による外国の文化紹介や異文化体験等を通して，県民の
国際理解を促進するとともに，多文化共生の地域づくりへの関心を高め
る。（在住外国人による公募型国際理解講座と合わせて概ね年８回程
度開催）

http://www.synapse.ne.jp/kia

外国語・文化講座事業（在住外
国人による公募型国際理解講
座）

在住外国人が実施する国際理解講座を公募し，これらの外国人による
講座の開催を支援することを通して，在住外国人自らが本県における多
文化共生の地域づくりに積極的に参画する機運を醸成する。（県国際交
流員等による文化講座等と合わせて概ね年８回程度開催）

http://www.synapse.ne.jp/kia

国際理解教育推進事業

(公財)高知県国際交
流協会

(公財)愛媛県国際交
流協会

(公財)佐賀県国際交
流協会

(公財)長崎県国際交
流協会

熊本県国際協会

(公財)福岡県国際交
流センター

(公財)鹿児島県国際
交流協会

(公財)宮崎県国際交
流協会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

外国語・文化講座事業
（ランチタイム・イングリッシュ・ク
ラブ，中国語ランチタイムトーク，
韓国語ランチタイムトーク）

英語，中国語，韓国語による外国文化の紹介や自由な意見交換を行
う。県国際交流員により開催。（週１回）

http://www.synapse.ne.jp/kia/
services/index.html

外国語・文化講座事業
（中国・韓国文化理解・会話テキ
ストCDの頒布）

県民の外国人接遇能力向上や在住外国人との交流を図り，本県の国
際化を進めることを目的に，鹿児島県が制作した中国・韓国文化理解・
会話テキストCDを頒布し，県民と外国人との交流及び県民の国際理解
の促進を図る。

http://www.synapse.ne.jp/kia/i
nfo/cd.html

国際理解プログラム事業（協力隊
OBと留学生が先生事業）

青年海外協力隊や国際協力，発展途上国等に対する理解を深めるた
め，青年海外協力隊のOB／OGや留学生等を小・中学校に派遣する事
業を，鹿児島県青年海外協力隊を支援する会及び青年海外協力隊鹿
児島県OB会とで組織する実行委員会で実施する。（年４０回程度実施）

http://www.synapse.ne.jp/kia/i
nternational/rikai.html

在住外国人による日本語スピー
チコンテスト

県内在住外国人に，日本語で発表する機会を提供することで，外国人
の日本語能力向上を図ると共に，国籍や文化の違いを超えた相互理解
及び国際交流を深め多文化共生の社会づくりを目指す。（年１回開催）

http://www.synapse.ne.jp/kia/
report/1201speech.html

国際理解教材整備事業
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。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
services/index.html

国際交流プラザ管理運営 ＜国際交流プラザの運営＞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のサービスの提供に努
める。
＜留学関係情報の提供＞世界主要国の留学制度，海外生活，海外事
情等に関する書籍を整備し情報を提供するとともに，相談を行う。
＜ワーキング・ホリデー促進への協力＞制度の紹介に努めるとともに各
種相談に応じる。

外国人による日本語弁論大会
県内に在留する外国人が、国際交流・国際親善、日本・沖縄の社会や
文化について日本語による発表を行い、異文化理解と共生の精神及び
国際社会のあり方を県民とともに考える。

各国を知るセミナー 広く市民に各国の状況を伝え、異文化理解を促進するため、姉妹都市
のある国を中心に海外の国々に関するセミナーを開催する。

SAPPOROこども領事
姉妹・友好都市のある在札の外国公館（領事館など）から「こども領事」
として任命された小学生が、担当する国の特色を調べ、成果を市民に向
けて発表する。こども達に国際社会に興味を持つ機会を提供する。

総合学習や出前講座の受入・派
遣事業

小・中・高等学校における総合学習プログラム（国際理解教育）や地域
団体等の講座に関する支援及び職員派遣を実施する。

レッツトークプログラム 英語・中国語・ハングル・ロシア語・ドイツ語・日本語でのフリートークプロ
グラムを行い、外国語を使用して気軽に会話を楽しみ交流の促進を図
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
動するきっかけをつくるための青少年向け講座を開催する。

国際理解推進
国際理解・交流活動を希望する外国人市民等を登録し、学校や市民セ
ンター等で実施する国際理解講座等の講師として紹介する他、NGOを
派遣する国際協力プログラム、開発教育プログラムを実施している。

http://int.sentia-
sendai.jp/j/activity/internation
al_program.html

せんだい地球フェスタ 国際交流や国際協力などに携わる市民や団体が集い、来場者と交流を
図る催し。さまざまなイベントやグループの活動紹介を通じて、異文化間
交流を推進し、地域の多文化共生や国際貢献について考える機会とす
る。

https://senfes2017.jimdo.com/

日本語国際センター交流事業 独立行政法人国際交流基金日本語国際センターの研修生と協会会員
との交流を通じ、研修生のさいたま市に対する理解と親近感を深めると
ともに、研修生との交流を契機として会員の国際交流の機会を増進させ
る。

http://www.stib.jp/kokusai/me
eting.shtml

はじめましての会 市内に住み始めて間もない外国人市民と日本人との交流会として「はじ
めましての会」を年2回（春・秋）実施する。

http://www.stib.jp/kokusai/me
eting.shtml

外国人による日本語スピーチ大
会

市内在住、在勤、在学の外国人が、日頃の生活、通学や勤務を通して
感じたことや考えていることなどの意見を発表する場として日本語ス
ピーチ大会を開催し、自己啓発や生活意欲の向上を図るとともに、市民
との交流、相互理解を深める。

http://www.stib.jp/kokusai/sp
eech.shtml

次世代育成セミナー 国際化への理解を深めるため、学生による国際交流体験や国際貢献体
験の発表や意見交換を行う。

http://www.stib.jp/kokusai/ne
xt-generation.shtml

交流サロン 市民と外国人市民が気軽に触れ合い、国際理解を深めることを目的
に、文化交流イベント、日本語交流会等を実施する。
小学校等における国際理解授業や地域における市民間の交流に協力
する。

職場体験受入
生徒、学生に対し国際交流・国際協力へに意識の醸成により多文化共
生社会実現に向けての理解促進のため、就業体験の場や国際化に関
する情報を提供する。

多文化理解セミナー テーマに合わせた講話やワークショップによる日本人・外国人市民同士
の交流

https://www.facebook.com/chi
batabunka26/

地球市民講座 小学生以上30歳以下の青年層及び教職員を対象に、横浜国際協力セ
ンター内の国際機関を紹介する講座を行う。また、国際機関で働きたい
青年層を対象に、「国際機関で働きたい人のためのキャリガイダンス」を
実施する。

https://www.yokeweb.com/chi
kyushimin

国際機関実務体験プログラム 大学生・大学院生を対象に、国際機関等での100時間の実務体験（イン
ターンシップ）の機会を提供する。

https://www.yokeweb.com/chi
kyushimin

国際理解教育支援事業 学校における国際理解教育を支援するため、外国人のボランティア等を
派遣し、異文化理解及び外国語紹介の支援を行う。

(公財)川崎市国際交
流協会

(公財)仙台観光国際
協会

(公財)千葉市国際交
流協会

(公社)さいたま観光国
際協会

(公財)鹿児島県国際
交流協会

(公財)札幌国際プラザ

(公財)横浜市国際交
流協会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

国際理解講座事業

市民の国際理解を深めるため、各国事情や外国文化等を英語、中国語
で国際理解講座を開催する。

http://www.kian.or.jp/kic/evnk16/kok
usai-en.shtml
http://www.kian.or.jp/kic/evnk16/kok
usai-en2.shtml
http://www.kian.or.jp/kic/evnk16/kok
usai-zh.shtml

国際文化理解講座事業
グローバルセミナー グローバリゼーションの進展等により生じる幅広い課題に対し何ができ

るか学ぶ講座を実施。文化理解講座については音楽、舞踊、映画等を
題材に多様な文化に触れる機会を提供する。

http://www.kian.or.jp/kic/evnk16/mu
sica-italiana.shtml
http://www.kian.or.jp/kic/evnk16/glo
bal-seminar.shtml

インターナショナル・フェスティバ
ル

外国人市民と市民とのふれあいを深め、友好親善と相互理解、地域の
多文化共生を推進するため、交流イベントを開催する。

http://www.kian.or.jp/evenko1
5/event/interfesta.shtml

静岡市国際交流協会 異文化コミュニケｰション体験フェ
ア

外国人コミュニティやまちづくりへの参画を促進する目的で、世界各国
の文化を紹介する交流イベントを静岡市と共催で実施する。

http://www.samenet.jp/about/
business_scheme.html

地球人教育出前講座 JICA中部と連携し、市内の小中高等学校や社会教育現場への出前講
座を行う。

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

国際理解教育講座 国際理解を深める連続講座 http://www.hi-hice.jp/

はままつグローバルフェアの開催 JICA中部や市民活動団体と協働でワークショップやステージイベントな
どを行う。

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

多文化体験講座 日本人と外国人がそれぞれの文化体験を通して、異文化理解を深める
とともに、相互交流を促進する。

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

施設見学・職場体験学習の受入
れ

センターの活動を紹介するとともに国際理解を深めてもらうため、子ども
から大人まで幅広く施設見学を受け入れる。また、学校教育の一環であ
る職場体験学習の児童・生徒を受け入れる。

http://www.nic-nagoya.or.jp

NIC地球市民教室
日本語による母国の紹介などを通して地域の国際理解や国際交流、多
文化共生社会の理解を促進することを目的に、在住外国人を講師として
登録し、学校や地域の非営利団体に派遣する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ファシリテーター紹介事業
当地域で活動する国際理解教育のファシリテーターをセンターに登録
し、学校や地域からの依頼に基づいて紹介することにより、地域の国際
理解を促進する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

留学生の夕べ
愛知県内の留学生からなる愛知留学生会との共催により、歌・踊り・文
化紹介のパフォーマンスや、ブース出展、各国料理の試食を企画し、留
学生と市民の交流・相互理解を推進する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

「海外現地事情」を知る講座
海外情報誌などでは知りえない海外渡航・生活に関する生きた情報を
海外在住経験ある日本人や外国人から直接聞く会を実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

「世界のいただきます」を作って
みよう！

センター発行の情報誌に掲載されている世界のレシピをもとに、実際に
料理を作る中で、さまざまな国の文化を知るとともに、地域社会における
多文化共生の重要性について学んでもらう、親子を対象とした事業。

http://www.nic-nagoya.or.jp

”世界寺子屋運動”名古屋実行
委員会の事務局運営

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
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
協力する。

http://www.nic-
nagoya.or.jp/japanese/nicnews
/aramashi/nicjigyo/terakoya

NIC地球市民教室体験講座 子どもたちの世界への関心と地球市民としての意識の醸成を促すことを
目的に、NIC地球市民教室の外国人登録講師との交流を通し、異文化
を知る「外国文化体験学習」を名古屋市教育委員会主催「名古屋土曜
学習プログラム」において実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

グローバル人材育成セミナー

若者が、「地球」や「地域」における課題に向き合い、解決に向け、広い
視野で行動することに関心を高め、今後のキャリアプランの参考となる
セミナーを実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

グローバル人材育成事業

国際的な視野で主体的に活動する若者を育成・支援するための事業。
国際交流・協力・多文化共生の分野で活動している団体への表彰事業
やグローバル人材に関心のある若者を対象とした研修等を実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

国際理解プログラム（PICNIK）
京都市国際教育・グローバルキッズ研究会、京都市立中学校教育研究
会国際理解教育部会、京都市教育委員会の協力のもと、市内小・中学
校へ留学生を派遣するプログラム。登録留学生は上記大学を中心に市
内大学在学の学生。留学生と触れ合うことを通して、子どもたちは世界
へのつながりを感じ、多文化を理解する力を育むとともに、留学生の社
会参加の機会とする。

http://www.kcif.or.jp/jp/jigyo/
kyoiku/PICNIK_top.html

インターン受け入れ事業
学生が企業・公的機関等において実習・研修的な就業体験を行うイン
ターンシップ制度を導入。実習を通し、協会事業への理解を図り、より実
践的な担い手育成につなげる。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/volunteer/jp/intern/index.htm
l

連続フォーラム
　「チョゴリときもの」

日本の社会における在日韓国・朝鮮人の歴史や現状に対する理解を深
め、時代とともに多様化する在日コリアンの意見をきく連続フォーラムを
開催。全2回の開催。また、異文化理解・多文化共生社会の構築を目的
とし、連続フォーラム「チョゴリときもの」の内容をHPに掲載。20年を経過
し、より身近に理解を深めるため、講話形式から、パネルディスカッショ
ン形式に変更。

http://www.kcif.or.jp/jp/jigyo/
chogori/top.htm

社会見学受け入れ事業 国際交流会館の団体見学を受け入れる。国際交流施設の機能紹介や
京都での外国人を取り巻く状況説明、事業概要説明等の後、現場で働く
スタッフやボランティア活動の見学や、留学生に出身国との文化の違い
や遊び、京都での生活等について教えてもらい、外国人が地域社会で
生活する同じ住民であることを理解してもらう。

http://www.kcif.or.jp/HP/kaika
n/kengaku/jp/kengaku.html

(公財)川崎市国際交
流協会

(公財)京都市国際交
流協会

(公財)名古屋国際セン
ター

(公財)浜松国際交流
協会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

京都市文化市民交流促進サポー
ト事業

京都市内の団体からの依頼に応じて研修やイベントなどの各種催しに
「京都市文化市民交流促進サポーター」を派遣する。

http://www.kcif.or.jp/interacts
upport/homes

国際理解教材貸出 子どものための国際理解教育推進事業の一環として、各国から収集し
た教材の貸出。

http://www.kcif.or.jp/archive/j
p/jigyo/kyozai/kyozaimain.htm

地域の国際化出前講座
（国際交流人材養成講座） 市民ボランティアやNPOスタッフ、地域活動のリーダー等を対象に、国際

交流・多文化共生の現状・課題をテーマにした講座を行う。年1回の連続
講座（平成28年度6回・各2時間程度）を開催。

開発教育・国際教育セミナー 教育従事者やNPOスタッフ等を対象として、発展途上国と世界各国の開
発援助の現状と課題や地球的諸課題との関係について考える「開発教
育」について学ぶ連続セミナーを開催。年1回の連続講座（全4回・各3時
間～1日プログラム）を開催。

アイハウスカルチャーセンター
日本人、外国人を問わず、「外国語」を通して、交流したり、気軽に各国・
地域の文化や習慣などを知ることができるサロンを開催。
＜語学編＞英語、中国語、韓国語
＜カルチャー編＞English Yogaほか

アイハウス国際交流塾
グローバル化の進む国際社会の中で活躍できる「人財」の育成を図るた
め、国際交流・協力、多文化共生などの基礎知識とコミュニケーション
ツールとしての語学を学ぶ場を提供。中国語編、韓国語編

外国人による児童国際教育 外国人（主に留学生）が児童に母国の説話、遊戯、歌唱を紹介すること
により、児童の異文化への理解を深める。

グローバルセミナー 留学生などのアジア出身者が自国の文化を日本語で紹介する。

市民国際交流講座 実技を含めてアジア各国の文化を日本語で紹介する。

アジア文庫読書サロン アジアに関する文献を収集し閲覧できるようにし、文献を用いた講座を
実施する。

留学生異文化サロン 神戸・菅原奨学金を受給している留学生が自国の文化を日本語で紹介
する。

英語（日本語）で語る自分の国
市内在住の留学生や外国人を講師とし、自国の文化・食文化・余暇の
過ごし方や簡単な挨拶の仕方など、その国の人々や生活について、英
語や日本語で紹介する講座を実施する。

http://www.kitaq-koryu.jp/

国際理解教育事業
外国人市民等を講師として小中学校や市民センターに派遣し、世界の
文化や習慣を体験的に学習する機会を提供する。福岡県・福岡市・北九
州市の３協会協働事業。

http://www.kitaq-koryu.jp/

国際交流員派遣事業
国際交流員を講師として、学校や市民センターなどへ派遣し、日本語で
外国文化などを紹介することにより、異文化理解を促進する。

http://www.kitaq-koryu.jp/

多文化共生啓発事業
「多文化が共生する地域社会づくり」をめざして、多文化共生を推進をす
る講座や各種イベント等に参加・出展することにより、多文化共生の地
域づくりを図る。

http://www.kitaq-koryu.jp/

外国人による地域づくり担い手育
成事業 多文化共生の担い手となる外国人市民人材を発掘、育成するため、外

国人市民同士の共助支援や地域において活躍できる人材育成のプラン
づくりを行うためのヒアリングや交流会等を実施した。また、様々な団体
と協働して、ヒアリング等を通じて発掘した外国人人材のための研修会
や派遣学習会を実施した。

http://www.kitaq-koryu.jp/

外国人による日本語スピーチコン
テスト

外国人に日本語を学ぶことを奨励するとともに、日本人と外国人の相互
交流・相互理解の場を提供する。

http://www.rainbowfia.or.jp/citi
zen/09.html

留学生から学ぶ外国語教室 留学生を講師として、アジア太平洋の国と地域の言語を中心に16言語
30講座、受講生524人の気軽に外国語を学べる教室を開催する。

http://www.asia-kotoba.net/

インターナショナルサロン 熊本市内在住の外国人等留学生を講師に、気軽に外国語・文化に触れ
るサロンを実施

地域国際化推進事業 在住外国人等を学校、公民館等からの依頼に応じて、国際交流・異文
化理解活動への講師として派遣する事業

体験学習受け入れ事業
熊本市国際交流会館に事務所等を置く団体（JICAデスク、フェアトレード
カフェ、EPOオフィス、熊本ものづくり塾）の専門性を活かし、世界を感じ
ることができる体験型プログラムを準備し体験学習を実施

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

(公財)神戸国際協力
交流センター

(公財)大阪国際交流
センター

(公財)福岡よかトピア
国際交流財団

(公財)京都市国際交
流協会

(公財)北九州国際交
流協会
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③　外国語講座の開催

地域国際化協会名 実施言語

(公財)岩手県国際交流協会 英語、中国語、スペイン語

(公財)山形県国際交流協会 英語、中国語、韓国語

(公財)栃木県国際交流協会 英語、中国語、ベトナム語、台湾華語

(公財)新潟県国際交流協会 通訳・翻訳ボランティアを対象に、英語、中国語、韓国語の通訳・翻訳技術を向上させるための講座を実施する。

(公財)とやま国際センター 中国語、韓国語、ロシア語、ポルトガル語

(公財)石川県国際交流協会 英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語

(公財)福井県国際交流協会
「外国語による外国文化紹介講座」
国際交流員・在住外国人を講師として、英語または中国語でその国の文化や習慣、生活について理解を深める（米国、中国）

(公財)山梨県国際交流協会 英語、フランス語、イタリア語、スペイン語

(公財)岐阜県国際交流センター 英語、中国語、ポルトガル語

(公財)静岡県国際交流協会 英語、ハングル

(公財)滋賀県国際協会 英語

(公財)和歌山県国際交流協会
外国語ランチ（英語、スペイン語）県内国際交流団体との共催により、外国語文化理解講座を実施（ドイツ語）。その他、セン
ターボランティアが主催する外国文化理解講座も実施（ポルトガル語、中国語）

(一財)岡山県国際交流協会 中国語、インドネシア語、韓国語講座

(公財)山口県国際交流協会 英語、スペイン語

(公財)香川県国際交流協会
英語、スペイン語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、ロシア語。また、県内では学習の機会が少ない言語の
講座やテーマを絞った講座など、期間限定の特別講座を実施。

(公財)佐賀県国際交流協会 中国語、韓国語、英語、スペイン語、インドネシア語、タイ語、フランス語

(公財)長崎県国際交流協会 英語、中国語、韓国語〔長崎県の国際交流員（ＣＩＲ）による外国語による交流の場「ＣＩＲと話そう！」を実施している。〕

(公財)宮崎県国際交流協会 英語、中国語、韓国語

(公社)さいたま観光国際協会 英語、スペイン語、ドイツ語、ママのための英語

(公財)千葉市国際交流協会 英語、中国語、韓国語、スペイン語

(公財)横浜市国際交流協会 英語、スペイン語

(公財)川崎市国際交流協会
英語（初級英会話、トラベル英会話、中級英会話、英語で話そう、英語でディスカッション）、入門が終わった人のための中国
語、入門が終わった人のための韓国・朝鮮語、入門が終わった人のためのポルトガル語（ブラジルの）、フランス語入門、夏
休み・春休みこども英語・中国語教室、ポルトガル語教室

静岡市国際交流協会 英語、スペイン語、フランス語、ロシア語、アラビア語、中国語、子ども英語

(公財)浜松国際交流協会 英語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語、タイ語、フランス語、ロシア語

（公財）名古屋国際センター 留学生による言語・文化紹介講座（県内の大学に在学する留学生による、母国語・自国の文化の紹介講座）

(公財)京都市国際交流協会 韓国・朝鮮語

(公財)大阪国際交流センター 英語、中国語、韓国語

(公財)神戸国際協力交流センター 中国語、クメール語、ポルトガル語

(公財)福岡よかトピア国際交流財団
アラビア語、インドネシア語、カンボジア語、スペイン語、タイ語、ネパール語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語、ミャン
マー語、モンゴル語、ロシア語、韓国語、中国語、びん南語

(一財)熊本市国際交流振興事業団 英会話、フランス語、中国語、韓国語、スペイン語、イタリア語、親子で英会話、子ども英語クラブ
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④　海外派遣

地域国際化
協会名

事業名
（派遣・受入の別）

対象地域／事業概要 URL

海外派遣事業
道内青年をアジア地域に派遣し、現地視察や関係者との意見交換など
を通じて、本道におけるこれからの国際協力のあり方を学ぶとともに、国
際的視野を持った地域づくりに貢献できる人材を育成する。

アジアの架け橋養成事業 道内の高校生を対象に、開発途上国の実情や環境問題について学ぶ
ためスタディツアーを実施し、国際協力の次代を担う人材を育成する。

(公財)秋田県国際交
流協会

ロシア青少年交流（派遣）事業(県
から受託）

県民の国際理解と青少年の国際感覚の醸成を図るため、本県と友好協
定を　締結しているロシア沿海地方へ高校生6名を派遣した。ウラジオス
トク市内の高校生との交流を中心に、地域文化を理解するための文化
施設の見学のほか、ホームステイを通して現地住民との交流も行った。

(公財)茨城県国際交
流協会

海外研修の実施
県の上海事務所を拠点とし、大学生を対象とし、企業訪問等中国式ビジ
ネス研修や現地の大学生、本県留学経験者との交流など、青年の海外
研修を実施。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公財)埼玉県国際交
流協会

NACK5高校生スポーツ研修プロ
グラム 株式会社エフエムナックファイブの支援により、高校生を埼玉県姉妹友

好州であるオーストラリアクイーンズランド州に送り出すプログラム。
様々なスポーツトレーニングを通じて運動能力の向上やリーダーシップ
育成を目指すとともに、現地の高校を訪問し高校生との交流を行う。

(公財)新潟県国際交
流協会

国際理解教育プレゼンテーション
コンテスト（スタディーツアー）

中高生による国際理解教育プレゼンテーションコンテストの優秀者をア
ジア地域へのスタディーツアーに派遣し、世界への視野を広げ友好を深
める機会を提供する。

(公財)福井県国際交
流協会

海外派遣事業

時代を担う若者等に国際的視野を養ってもらい、県民レベルでの 相互
交流や友好親善の促進を図るため、県民を派遣する。
【新】◯国際ビジネス人材育成支援事業（県から受託）
○フィンドレー大学奨学生派遣
○研修生中国派遣促進（県から受託）

https://www.f-i-a.or.jp/

(公財)滋賀県国際協
会 アメリカ ミシガン州友好親善使節

団受入事業

アメリカ　ミシガン州からの州民を受け入れ、ホームステイを通じて友好
を深める。また、2018年度に姉妹都市提携50周年を迎えることから2017
年度より2か年にかけ県が実施する記念事業を支援する。

http://www.s-i-
a.or.jp/projects/exchange

(公財)兵庫県国際交
流協会

日仏交流コーディネーター
セーヌ・エ・マルヌ県経済振興公社（SMD）の日本関係の業務に協力する
とともに、現地の大学等において日本・日本文化についての講義などを
実施する。

（公財）和歌山県国際
交流協会

ジュニア大使プログラムinシアト
ルLA

県内に在住・通学する中高生をアメリカ合衆国ワシントン州シアトル、カ
リフォルニア州ロサンゼルスで行われる「ジュニア大使プログラムinシア
トルLA」に派遣した。語学研修によりグローバル社会で必要とされる基
本的コミュニケーションを養うとともに、２都市滞在を通じてアメリカの広
大さ、多様性を肌で感じることができた。また、全米日系人博物館や日
系老人ホーム訪問、南加和歌山県人会との交流を通じ、日系人や同県
人会とのつながりを深めた。

(公財)鳥取県国際交
流財団

米国バーモント州との青少年交
流促進事業の実施（派遣） 国際的視野をもった青少年の育成と鳥取県と米国バーモント州とのさら

なる交流を促進するため、県内の高校生等をバーモント州に派遣する。

(公財)山口県国際交
流協会

青少年交流事業 中国山東省／山東省人民対外友好協会との友好交流協定に基づき、
山東省青少年代表団として、済南市内の児童・生徒（２２名）を受入れ、
自然の家での宿泊体験、県内学校での卓球交流、茶道体験交流を実施
する。（2泊３日）

http://www.yiea.or.jp

愛媛スリランカ技術交流事業（派
遣） 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。

愛媛・ハワイ交流事業（派遣） 愛媛とハワイの高校生の文化交流により、相互の異文化理解を深める
ため、県内高校生をハワイ州へ派遣する。

(公財)高知県国際交
流協会

友好姉妹都市学生等交流推進事
業

高知県と姉妹交流協定を締結している韓国・全羅南道と本県の青少年
が相互に訪問し、両県道の交流を推進する。（H28は高知県が派遣、
H29は高知県が受け入れ）

釜山グローバルギャザリングへ
の公演団派遣

韓国釜山広域市において開催される釜山グローバルギャザリングの舞
台公演に、長崎県内の公演団を派遣する。（財団法人釜山広域市国際
交流財団との交流事業）

釜山国際創業アイデアフェスティ
バルへの参加者派遣

韓国釜山広域市において開催される釜山国際創業アイデアフェスティバ
ルに、長崎県内の大学生を派遣する。（財団法人釜山広域市国際交流
財団との交流事業）

釜山海マラソン大会への参加者
派遣

韓国釜山広域市において開催される釜山海マラソン大会に、長崎県内
のマラソン選手を派遣する。（財団法人釜山広域市国際交流財団との交
流事業）

アジア友好交流事業
（福岡県青少年交流団派遣）

福岡県と友好提携を締結した地域との民間レベルでの交流を促進する
ため、タイ・バンコク都に高校生を派遣し、現地高校を訪問しての交流や
ホームステイ等を実施。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)愛媛県国際交
流協会

(公財)福岡県国際交
流センター

（公財）長崎県国際交
流協会
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④　海外派遣

地域国際化
協会名

事業名
（派遣・受入の別）

対象地域／事業概要 URL

アジア友好交流事業
（バンコク・シスター・シティ・ユー
ス・プログラム派遣）

福岡県と友好提携を締結した地域との民間レベルでの交流を促進する
ため、タイ・バンコク都が開催する「バンコク・シスター・シティ・ユース・プ
ログラム」に大学生を派遣し、経済、環境、観光などのテーマについて議
論し、共通した価値観の形成を図る。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/

（公財）長崎県国際交
流協会

グローバルギャザリング釜山へ
の公演団派遣

釜山広域市において開催されるイベントの舞台公演に、県内の団体を派
遣する。

青少年国際協力体験事業 鹿児島県青年海外協力隊を支援する会及び青年海外協力隊鹿児島県
OB会と連携し，県内の中・高校生にアジアにおける国際協力の現場を
体験させる事業を市町村や企業・団体の協力を得ながら実施する。（年
１回実施）

http://www.synapse.ne.jp/kia/i
nternational/taikenjigyo.html

韓国全羅北道への旅　文化探訪
団派遣

本県と交流のある韓国全羅北道に県民を派遣し，全羅北道の魅力を
知ってもらうことで，今後さらに幅広い交流を図る。

(公財)札幌国際プラザ 高校生ポートランド派遣
札幌市の姉妹都市である米国ポートランド市へ市立高校生徒の派遣を
企画。ポートランドの高校の授業を体験するほか、生徒や市民との交流
事業に参加する。

（公財）仙台観光国際
協会

ダラス青少年訪問団派遣
仙台市の国際友好都市ダラス市（アメリカ）にある「ダラス・フォートワー
ス日米協会」からの招待を受けて高校生を派遣する。TOMODACHIイニ
シアチブの助成事業として平成25年度から実施している青少年交流事
業の5年目のプログラムとなる。現地の青少年との交流やダラス市内の
見学、日本文化の紹介などを通して、異文化理解を深める機会とする。

(公財)千葉市国際交
流協会

姉妹都市青少年交流事業(派遣)
姉妹都市のカナダ・ノースバンクーバー市に高校生5名、引率者１名、ア
メリカ・ヒューストン市に中学生５名、引率者１名を約２週間派遣し、次世
代を担う青少年にお互いの国の文化・歴史等について理解させる。

http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/about/m
ajorprojects.html

(公財)川崎市国際交
流協会

「川崎市民交流団」派遣事業
市民レベルでの友好親善を促進するため、姉妹都市提携40周年となる
クロアチア・リエカ市へ市民交流団を派遣し、市民交流や関係機関への
表敬を行い、親交を深めた。参加人数26名

http://www.kian.or.jp/evenko1
7/event/hrvatska-
oestareich.shtml

アメリカの姉妹都市等との交流 (1)牧野スカラシップ候補者選考
ネブラスカ州立大学オマハ校に留学を希望する学生を選考し、派遣す
る。
(2)青少年の派遣
中高生をストックトン市、シェルビービル市に派遣し、ホームステイを通
じ、交流を図る。
(3)教員の派遣
市教育委員会で選考された教員をオマハ市、シェルビービル市に派遣
し、ホームステイをしながら、小中学校、高校等教育現場を視察する。

フランスの姉妹都市等との交流 (1)親善使節団の派遣
姉妹都市提携の周年事業として、親善使節団を派遣し、市民レベルの
交流を図る。

静岡市大学生訪韓研修団 静岡市に在住、在学する大学生を韓国・京畿道水原市に派遣し、ホーム
ステイ、伝統文化体験、企業視察、韓国人大学生との交流を行う。

(公財)神戸国際協力
交流センター

JICA草の根技術協力事業 ハナム省職業訓練短期大学の教員を対象とした研修員の受け入れや
専門家の派遣など、ものづくり人材育成支援事業を実施する。

http://www.kicc.jp/kyouryoku/
index.html

(公財)北九州国際交
流協会

仁川市との青少年相互派遣事業 姉妹都市である韓国仁川広域市と隔年で中高生の相互派遣を行い、文
化交流やホームステイ等を行う。

http://www.kitaq-koryu.jp/

（一財）熊本市国際交
流振興事業団

タイ派遣プログラム

タイ・チェンライにあるミラー財団を訪問し、現地の状況を学び、ボラン
ティア活動を通して、国際協力について学ぶ人事育成プログラムを実施

http://www.samenet.jp/about/
business_scheme.html

(公財)鹿児島県国際
交流協会

(公財)福岡県国際交
流センター

静岡市国際交流協会
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⑤　海外からの人材等受入

地域国際化
協会名

事業名
（派遣・受入の別）

対象地域／事業概要 URL

北海道海外技術研修員受入事業 ブラジル・アルゼンチンより北海道出身移住者子弟２名を受け入れ、地
域の発展に貢献できる技術の習得を図る。

移住者子弟留学生受入事業 パラグアイより北海道出身移住者の子弟１名を受け入れ、道内の大学
で就学させる。

(公財)青森県国際交
流協会

海外技術研修員受入事業
県が海外技術研修員として招聘した者に対し、必要な技術の修得や県
民等との交流を研修事業として実施し、母国の経済開発と繁栄に貢献
し、県との交流推進に寄与する人材へと育成する。

http://www.kokusai-
koryu.jp/business/activity/

(公財)岩手県国際交
流協会

海外研修員等のサポート 県が海外から受け入れる海外研修員等の来県、帰国手続きや経費の
支給など、サポートを行う。

http://www.iwate-ia.or.jp/

甘粛省技術研修員等受入事業
(県から受託）

本県の友好関係にある中国甘粛省から研修員を受け入れ、帰国後は日
本で学んだ知識を生かし、自国の発展に貢献する。また、一般県民との
交流を通じて相互理解を深め、国際協力・国際理解に対する意識啓発
を図る。

南米ネットワーク構築事業(県か
ら受託）

県人会がある南米地域から秋田県出身移住者の３世等を受け入れ、研
修を行うことで県人会の後継者を育成し、今後の秋田と南米の交流促
進を図る。

ロシア沿海地方専門家受入事業
(県から受託） 在ウラジオストク極東連邦大学高度医療センター神経外科医を受け入

れ、秋田県脳血管研究センターでの研修を実施する。

(公財)山形県国際交
流協会

海外技術研修員受け入れ事業
（県委託）

南米2カ国(ブラジル、パラグアイ）から2名、中国から2名の技術研修員を
受け入れ、日本語の学習と専門技術の習得を図るとともに県民との交
流を通じて出身国との友好親善に貢献する人材を育てる。

http://www.airyamagata.org

(公財)栃木県国際交
流協会

ＪIＣＡ青年研修事業
開発途上国の青年層を本県に受入れ、母国に必要とされている分野に
おける日本での経験や基礎的な技術を理解する研修を行い、将来の国
造りを担う人材を育成するＪＩＣＡ青年研修事業を実施する。

海外研修員の受入 富山県が受け入れる海外研修員の滞在期間中の指導・助言/中国3、ロ
シア1、ブラジル2

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

県費留学生の受入 富山県が受け入れる留学生の滞在期間中の指導・助言/中国2、ロシア
1、ブラジル1

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

アセアン留学生の受入 富山県と県内企業と連携して留学から就職までを一体としたアセアン留
学生の受入/インドネシア3、タイ2、ベトナム1、フィリピン2、インド1

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

日本語・日本文化研修事業（受
入）

日本文化や日本語教育を実施している世界各国の大学や教育機関等
のグループを受け入れ、ホームステイをしながら日本語学習・日本文化
体験・県内研修旅行等を実施する。

http://www.ifie.or.jp/ijsc/ijsp/i
ndex.html

石川インターンシップ事業(受入)
将来を担う外国人大学生を県内企業等で研修させることにより、本県に
対する理解を深め、県民との交流を通じて友好関係の増進を図るととも
に、ビジネス分野での人的交流を促進する。

南米県人会子弟短期日本語研修
生受入事業（受入）

南米県人会より、将来を担う人材(大学生)を短期日本語研修生として受
け入れ、日本語教育・日本文化の体験習得を通じて本県との交流に資
する。

海外県人会青少年育成交流事業
（受入）

ブラジル、マナウス、アルゼンチン及びハワイの4県人会の子弟を受け
入れ、本県の青少年との交流を深めるとともに、海外県人会との将来的
な人的交流基盤を構築する。

(公財)福井県国際交
流協会

技術研修員受入事業（県から受
託）

国際協力の推進のため、技術研修員等を受け入れ、必要な技術の習得
および県民との交流を通じて、研修員の母国の技術の向上、経済発展
と国際的視野を有する人材育成に寄与するとともに、日本と相手国の相
互理解と友好親善に資する。
○海外技術研修員受入  （ﾌﾞﾗｼﾞﾙ3名…8か月）
○浙江省技術研修員受入（2名…8か月）

https://www.f-i-a.or.jp/

(公財)山梨県国際交
流協会

海外技術研修員及び県費留学生
等の受入（受入）

海外技術研修員（ブラジル、ペルー）、派遣職員（中国・四川省、韓国・忠
成北道）、自治体職員協力交流研修員（中国）、県費留学生（米国アイオ
ワ州、韓国忠成北道／H29.は受入なし）を受け入れ、生活を主体とする
支援を行う。（５月～１月）

(公財)静岡県国際交
流協会

海外技術研修員の受入 ブラジル、アルゼンチン、ペルーの県人会より推薦された子弟の技術研
修員の受入れ。

http://www.sir.or.jp

(公財)三重県国際交
流財団

韓国高校生交流事業 韓国の高等学校２校と県内の高等学校２校の生徒及び教師が交流を深
めるための相互訪問について支援する

http://www.mief.or.jp/jp/korea
_japan.html

(公財)滋賀県国際協
会

海外技術研修員受入事業（県委
託）

中国湖南省およびブラジルからの研修員を受け入れ、専門技術の習得
を図る。

http://www.s-i-
a.or.jp/projects/cooperation

エセック経済商科大学院大学学
生来阪研修事業

フランス・ヴァルドワーズ県／エセック経済商科大学院大学より学生を招
聘し、日本での企業研修の前にホームステイや日本学生との交流を通
じて日本文化・慣習を学ぶ

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)とやま国際セン
ター

(公財)大阪府国際交
流財団

(公財)秋田県国際交
流協会
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大阪府海外短期建築・芸術研修
生招聘事業(安藤プログラム） 建築・芸術を専門とするアジアの若者を大阪に招き、日本の建築や芸術

等を学ぶ機会を提供する。
http://www.ofix.or.jp/training/
aprogram/index.html

広東省学生訪問団の受入 兵庫県と広東省の友好交流を一層促進させるため、広東省学生訪問団
の受入を実施し、兵庫県と広東省の相互交流の一層の充実を図る。

ひょうご海外研修員の受入 兵庫県の友好州省をはじめとする諸外国からの優秀な青年を研修員と
して受け入れ、研修機会を提供することにより、課題解決型の交流を促
進する。

米国バーモント州との青少年交
流促進事業の実施（受入）

国際的視野をもった青少年の育成と鳥取県と米国バーモント州とのさら
なる交流を促進するため、バーモント州の高校生を鳥取県内に受け入
れ、鳥取県の自然・歴史・文化などの体験プログラム、ホームステイ、高
校の授業参加などの交流を行う。

県費留学生及び海外技術研修員
受入事業（県委託）

鳥取県と関係の深い国々（ブラジル・韓国江原道・中国吉林省・ジャマイ
カ）の将来を担う青年を招き、研究や技術の習得により母国の発展に寄
与する人材育成と県民との友好親善の担い手となることを目的に受入を
実施。

(公財)しまね国際セン
ター

海外技術研修員受入事業（県受
託事業）

アジア・南米等の姉妹提携先等から中堅技術者を受け入れ、それらの
国が必要とする技術の習得及び人材育成に寄与する。2カ国（中国・ブラ
ジル）各１名

(一財)岡山県国際交
流協会

国際貢献ローカル・トゥ・ローカル
技術移転事業（県委託）

開発途上国等の有能な青年を技術研修員として受け入れ、必要な技術
の習得、県民との交流を通じて、研修員の出身国の発展に寄与する人
材を育成するとともに、岡山県民との友好親善を図る。5名受入れ

ＪＩＣＡ研修員受入事業（ＪＩＣＡ委
託）

ＪＩＣＡが受け入れた開発途上国行政官等を対象とする研修コースを受
託し、専門知識や技術移転を支援する。

https://hiroshima-ic.or.jp/hip/

日本語高等研修事業 外国人留学生が大学院で研究活動を行うために必要な論文作成・発
表、討論等の高度な日本語能力を習得するための研修を行う。

https://hiroshima-ic.or.jp/hip/

海外日本語教師養成研修事業 アジア・太平洋地域等の日本語教師に対する日本語教師に必要な日本
語教授法の習得及び日本語運用能力の向上のための研修を行う。

https://hiroshima-ic.or.jp/hip/

JETプログラム日本語・日本文化
研修事業

JETプログラムにより広島県及び県内市町に派遣される海外の青年に
対する日本語・日本文化事情研修を行う。

https://hiroshima-ic.or.jp/hip/

海外大学日本語・日本文化体験
プログラム

アジア・太平洋地域等の高等教育機関の学生で、日本語・日本学を専
攻している者、あるいは日本理解・広島理解を希望する者を対象にした
日本語・日本文化研修を行う。

https://hiroshima-ic.or.jp/hip/

青少年等日本文化体験研修 海外の高校生等に対し、日本語・日本文化研修を行う。 https://hiroshima-ic.or.jp/hip/

海外自治体・大学等国際化研修 海外の自治体職員や大学生に対し、日本語・日本文化研修を行う。 https://hiroshima-ic.or.jp/hip/

企業等国際化研修 企業や大学が招へいする研修員に対し、日本語・日本文化研修、生活
支援を行う。

https://hiroshima-ic.or.jp/hip/

(公財)山口県国際交
流協会

海外技術研修員等受入事業 ・山口県と関わりの深い中南米から海外技術研修員及び留学生を受け
入れる。　５名：ブラジル３名（うち１名留学生）、ペルー１名
・山東省友好交流研修員１名

http://www.yiea.or.jp/

(公財)香川県国際交
流協会

海外技術研修員受入 南米香川県人会の属する国や友好提携先国等の国民の中から技術研
修員を受け入れ、研修の実施や県民との交流を通じて、我が国及び本
県の経済・社会文化等について理解を深める機会を提供するとともに、
相手国と本県との友好交流に貢献しうる人材を育成することを目的とし
て実施する。

http://www.i-pal.or.jp/member/

愛媛・ハワイ交流事業
愛媛県と姉妹提携を締結したハワイ州からの短期インターン生として現
地大学生等を受入れ、外国人等からの相談への対応や異文化理解講
座の実施により、国際交流・協力に貢献し得る人材を育成する。

えひめ韓国交流促進事業 韓国大学生等の本県訪問を受け入れ、ホームステイ活動等を通じて、
愛媛と韓国の相互理解と交流を促進する。

高知県海外技術研修員受入事業
(高知県からの受託事業)

中南米県人移住地域（パラグアイ、ブラジル､アルゼンチン）の青年を１
０ヶ月受け入れて県内各事業所で技術研修を行い､必要な技術の習得
及び県民との交流をとおして、研修員の母国の発展と国際友好親善に
寄与する。

http://www.kochi-kia.or.jp/

高知県協力交流研修員受入事業
(高知県からの受託事業)

友好交流国（フィリピン）の自治体職員等を6ヶ月受け入れ、本県が持つ
ノウハウや技術等を習得させ､人づくりを通じた国際協力を推進するとと
もに､県民との交流を通じて国際意識の向上を図る。

http://www.kochi-kia.or.jp/

(公財)福岡県国際交
流センター

アジア友好交流事業（タイ・バンコ
ク都青少年交流団受入）

福岡県と友好提携を締結した地域との民間レベルでの交流を促進する
ため、タイ・バンコク都から高校生訪問団を受け入れ、県内の高校との
交流やホームステイ等を実施。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/

福岡日本語交流プログラム
日本語学習者が多い国・地域から若者を招聘し、福岡の大学生との交
流、文化体験やホームスティを体験するとともに、福岡の文化や先端技
術を紹介。

(公財)鳥取県国際交
流財団

(公財)大阪府国際交
流財団

(公財)兵庫県国際交
流協会

(公財)ひろしま国際セ
ンター

(公財)愛媛県国際交
流協会

(公財)高知県国際交
流協会
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⑤　海外からの人材等受入
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長崎県海外技術研修員受け入れ
事業研修員の専門研修（受入事
業）

長崎県海外技術研修員受け入れ事業（長崎県国際課所管事業）の研修
員について、長崎県国際交流協会で受け入れ、専門研修を実施する。

http://www.pref.nagasaki.jp/bu
nrui/kanko-kyoiku-
bunka/kokusaikoryu-
passport/trainee/

釜山－日本姉妹（友好）都市大学
生インターンシップ交流事業（受
入事業）

韓国釜山広域市の大学生を、長崎県内の民間企業や団体等において
受け入れ、各分野におけるインターンシップを実施する。（財団法人釜山
広域市国際交流財団との交流事業）

『ながさきみなとまつり』への韓国
釜山広域市公演団招へい事業
（受入事業）

長崎県で開催される『ながさきみなとまつり』へ、韓国釜山広域市の公演
団を招へいするとともに、長崎県民と韓国釜山広域市民との交流を深め
る。（財団法人釜山広域市国際交流財団との交流事業）

釜山青年日韓親善交流団との交
流事業（受入事業） 韓国釜山広域市の大学生による釜山青年日韓親善交流団を長崎県内

で受け入れ、長崎県の青年をはじめとした長崎県民との相互理解と交
流を深める。（財団法人釜山広域市国際交流財団との交流事業）

(公財)鹿児島県国際
交流協会

香港城市大学日本語研修事業
本県と交流のある国や地域で日本語を学んでいる大学生等に，鹿児島
で日本語及び日本文化を学習する機会を提供し，本県と友好国・地域と
の交流促進を図る。

(公財)沖縄県国際交
流・人材育成財団

ウチナーンチュ子弟等留学生受
入事業（県受託事業）

本県系海外移住者子弟やアジア圏からの留学生を受け入れ、県内の大
学等に就学・研修させ人材の育成を図り、帰国後は日本・沖縄と出身国
との交流の架け橋として活躍してもらう。

(公財)札幌国際プラザ ポートランド高校生受入 姉妹都市であるアメリカ・ポートランド市から日本語イマージョン教育高
校生5名を市内の高校に受け入れ短期研修を行う。

来仙市民団交流 来仙する海外諸都市の各市民団や関係者との交流を通して、市民レベ
ルでの相互理解・交流を推進する。

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

青少年受入 来仙する海外諸都市の青少年との交流を通して、青少年の相互理解・
交流を推進する。

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

(公社)さいたま観光国
際協会

スポーツ少年団受入事業
姉妹都市のトルーカ市（メキシコ）からサッカー少年団、リッチモンド市（ア
メリカ）から野球少年団を受入し、同世代の青少年との交流を行う。

http://www.stib.jp/kokusai/cit
y.shtml

(公財)千葉市国際交
流協会

姉妹都市青少年交流事業(受入) 姉妹都市のカナダ・ノースバンクーバー市から高校生５人・引率者１人、
スイス・モントルー市から青少年（16～25才）５人・引率者１人を約2週間
受入れ、次世代を担う青少年によるお互いの国の文化・歴史等について
交流する。

(公財)横浜市国際交
流協会

海外介護福祉人材支援事業
経済連携協定（EPA)に基づき、インドネシア・フィリピン・ベトナムから来
日した介護人材（介護福祉士候補者・合格者）が、横浜において円滑に
研修、就労できるように研修・交流機会を設け、支援する。

https://www.yokeweb.com/kai
gojinzai

(公財)川崎市国際交
流協会

ウーロンゴン大学川崎研修生受
け入れ事業

川崎市及び専修大学と連携し、オーストラリア・ウーロンゴン大学日本語
研修生の川崎研修にあたり、ホームステイによる受け入れを行い市民と
の友好親善と相互理解を深める。また、イベントへの参加により市民交
流を促進するとともに、日本伝統文化への理解を促進する。

青少年受入
姉妹都市のストックトン市（米・カリフォルニア州）、シェルビービル市（米・
インディアナ州）から日本語を学ぶ青少年を受入れ、同世代の青少年と
の交流を行う。

教員受入 隔年で姉妹都市のオマハ市（米・ネブラスカ州）の教員4人とストックトン
市（米・カリフォルニア州）の教員１人を受け入れ、学校訪問や交流を行
う。

青年受入 外務省の対日理解促進交流プログラムの一環として、韓国・水原市の大
学生と若手職員を受け入れ、ホームステイ、大学訪問、企業訪問等を行
う。

(公財)大阪国際交流
センター

「日本体験」スタディ・ツアー
ｸﾞﾚｰﾄﾌﾞﾘﾃﾝｻｻｶﾜ財団からの受託事業として、英国の高校生とその引率
教員を受け入れ、文化施設等の視察、アイハウスボランティア宅での
ホームステイや大阪市立の高校訪問、生徒との交流をアレンジ。

(公財)神戸国際協力
交流センター

JICA受託研修事業（受入） アジア、アフリカ、東欧、中南米各国／国際協力機構（JICA)より研修事
業を受託し、政府機関、学術機関、民間企業の協力を得て実施する。①
コミュニティ防災研修②アフリカ地域市場志向型農業振興研修③災害に
強いまちづくり戦略研修④中米防災対策研修⑤イラン地方自治体災害
対策研修

http://www.kicc.jp/kyouryoku/
index.html

(公財)北九州国際交
流協会

仁川市との青少年相互派遣事業 姉妹都市である韓国仁川広域市と隔年で中高生の相互派遣を行い、文
化交流やホームステイ等を行う。

http://www.kitaq-koryu.jp/jp/

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

海外研修プログラム受け入れ事
業

日韓グローバルインターンシップ事業として、韓国の大学生を受け入
れ、日本語・日本文化研修を行い、企業でのインターンシップ活動をサ
ポートを行う。

http://www.samenet.jp/about/
business_scheme.html

（公財）長崎県国際交
流協会

(公財)仙台観光国際
協会

静岡市国際交流協会
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⑥　海外移住者支援事業

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

移住者支援事業
北海道出身移住者で組織する道人会へ運営費を助成する。

(公財)青森県国際交
流協会

海外県人会活動促進事業
海外県人会が行う活動に対し助成金を交付して支援を行う。

http://www.kokusai-
koryu.jp/business/prefecture/

海外県人会助成事業 在外宮城県人の福祉の向上を図るために組織されている県人会の健全
な運営に資するため助成を行う。

海外移住者支援事業 海外移住物故者の慰霊祭を行うとともに、海外県人会との交流事業を
行う。

(公財)秋田県国際交
流協会

在外県人会補助事業
海外の県人会の活動費の一部を補助する。

在外県人会支援事業 ブラジル、パラグアイ、ペルー、アルゼンチン、ハワイ、北米南カリフォル
ニアの県人会へ活動費を助成する。

http://www.airyamagata.org

山形県海外移住家族会補助事業 県民から寄贈された日本各地や山形県の風習・風景を題材にしたカレン
ダーを、在外山形県人会へ送付する。

http://www.airyamagata.org

(公財)栃木県国際交
流協会

海外交流支援事業 本県と各居住国との重要な懸け橋となる在外県人会に活動費を助成す
るとともに、県資料の送付や定期メールマガジンの配信を通じて本県の
情報を提供する。

(公財)群馬県観光物
産国際協会

群馬県海外移住家族会の活動支
援

海外移住者の親族等で構成する「群馬県海外移住家族会」の事務局と
して諸活動に協力し、国際理解・協力の推進、移住者の援護事業を推進
する。

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

在外千葉県人会活動補助事業
ブラジル、アルゼンチンの県人会へ活動費を助成する。

(公財)新潟県国際交
流協会

在外県人会活動支援事業

ブラジル、アルゼンチン、ホノルル、ペルー等の各新潟県人会の活動を
促進するため、活動支援補助金を交付する。

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/001_nia_info/013_
kaigaikatsudo_shien/001_kaigai
katsudo_shien.html

(公財)とやま国際セン
ター

海外移住者等への支援 ブラジル、ペルー、アルゼンチンの県人会、南米協会、移住家族会等に
助成

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

海外県人会助成事業
ブラジル、マナウス、アルゼンチン、ハワイの各海外県人会会員の福利
厚生を図るとともに、石川県との交流を深めるため、県人会活動に対し
て助成する。

南米県人会子弟短期日本語研修
生受入事業

南米県人会より、将来を担う人材(大学生)を短期日本語研修生として受
け入れ、日本語教育・日本文化の体験習得を通じて本県との交流に資
する。(再掲）

海外県人会青少年育成交流事業
（受入）

ブラジル、マナウス、アルゼンチン及びハワイの4県人会の子弟を受け
入れ、本県の青少年との交流を深めるとともに、海外県人会との将来的
な人的交流基盤を構築する。

移住者援護支援事業 ブラジル・アルゼンチン・ペルーの県人会に活動費を助成する。

高齢者表彰 静岡県出身者の長寿を祝い、表彰を行う。

インターネットによる情報交換
ネットワークの構築（オレンジネッ
ト）

ブラジル、アルゼンチン、ペルーの県人会からの情報をホームページお
よび情報誌に掲載。

(公財)愛知県国際交
流協会

海外移住事業 ブラジル県人会及びアルゼンチン県人会に移住者支援等業務を委託す
るとともに、１００歳以上の高齢者に敬老金(20千円）を支給する。

(公財)三重県国際交
流財団

在外県人会連絡活動支援
ブラジル、アルゼンチンの在外県人会活動に対する助成

http://www.mief.or.jp/jp/palau_
kenjinkai.html

(公財)大阪府国際交
流財団

大阪府海外移住家族会支援
大阪府海外移住家族会事務局の運営

(公財)兵庫県国際交
流協会

兵庫県海外移住家族会事業 海外への移住者を援護激励するとともに、本県に在住する留守家族と
の橋渡しを行うことを目的として、会報及び兵庫県の情報を提供するとと
もに、海外移住と文化の交流センター内のＮＰＯと連携して会員相互の
親睦を図る。

(公財)和歌山県国際
交流協会

海外移住者子弟日本生活体験事
業

海外に移住した県人の子弟を県内の一般家庭に受け入れ、ホームステ
イを通じてお互いの国の文化や風俗を理解し、移住先国と日本との相互
理解を深める（アメリカ・メキシコ・アルゼンチン）

海外県人会等支援事業（海外移
住者県支援事業）

南米（ブラジル・アルゼンチン・ペルー）の移住者の文化活動、教育指
導・援助活動等に、県人会を通じて必要な経費の一部を助成するととも
に各種情報の提供を行う。

海外県人会等支援事業（島根県
海外移住家族会支援事業） 県と連携を図り、島根県海外移住家族会事業を支援する。

(一財)岡山県国際交
流協会

海外移住者関係団体活動支援事
業

海外移住者の交流、若しくは移住者等と県民及び県内に在住する移住
者等の家族との交流に貢献している関係団体に対し、活動を支援する。

http://www.sir.or.jp

(公財)宮城県国際化
協会

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)静岡県国際交
流協会

(公財)しまね国際セン
ター

(公財)山形県国際交
流協会
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⑥　海外移住者支援事業

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

（公財）山口県国際交
流協会

海外技術研修員等受入事業
本県と結びつきの深い開発途上国の在外県人会の子弟等を本県で受
入れ、技術習得等の機会を提供し、出身国の経済発展等に寄与する人
材を養成している。

(公財)徳島県国際交
流協会

在外県人会及び海外移住家族会
連絡交流事業

在外県人会活動の支援及び在県海外移住家族会への連絡交流を行
う。

南米県人会運営助成 南米4カ国への香川県からの移住者及びその家族等から成る県人会の
会員の福利厚生の充実、会の円滑な運営等に資すること、また、それら
を通して本県と県人会との連携を強化することを目的として、補助金を
交付する。

情報提供
南米を中心とした香川県出身海外居住者へ香川県の今の情報を伝え、
郷土との絆を維持・深化させることを目的に、年4回に分けて県や市町発
行の機関誌、協会発行「アイパル通信」等の送付を行う。

海外技術研修員受入（再掲） 南米香川県人会の属する国や友好提携先国等の国民の中から技術研
修員を受け入れ、研修の実施や県民との交流を通じて、我が国及び本
県の経済・社会文化等について理解を深める機会を提供するとともに、
相手国と本県との友好交流に貢献しうる人材を育成することを目的とし
て実施する。

http://www.i-pal.or.jp/member/

(公財)愛媛県国際交
流協会

えひめ海外移住者交流促進事業
愛媛県出身の海外移住者及びその親族等の本県への里帰りとなる短
期滞在支援のための、渡航費、及び海外移住者県人会への活動支援
のための記念事業活動費の一部助成。

(公財)高知県国際交
流協会

海外県人会（中南米)活動支援事
業

ブラジル、パラナ、パラグアイ、アルゼンチンの県人会へ活動費を助成
する。

http://www.kochi-kia.or.jp/

海外県人会支援事業 ９か国２０海外福岡県人会等に対し、福岡県広報誌等を送付するととも
に、同会の活動に対する助成を行う。

海外県人会人材育成支援交流事
業

移住国における日系社会の発展及び本県移住国の親善交流に資する
人材を育成するため、本県出身移住者子弟を県内の大学等に受入を行
う（10名、1年間）。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/overseas/students.ht
ml

海外県人会交流促進事業
３年ごとに開催される海外福岡県人会世界大会に、福岡県訪問団を派
遣し、本県と各県人会との連携強化や海外県人会間の交流促進、ネット
ワーク強化を図る。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/overseas/world.php

移住地交流事業
海外福岡県人会が実施する周年事業へ福岡県訪問団を派遣し、現地
県人会との交流促進及び強化を図る。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/overseas/interaction.
php

海外県人会人材育成・活用推進
事業

福岡県と海外県人会の交流の核となる人材を育成するため、海外県人
会子弟や青年リーダーの招へい、県内青年海外県人会への派遣という
双方向の交流を実施するとともに、海外県人会会員等によるセミナーや
学校訪問を実施する。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/overseas/interaction.
php

高齢者表彰 福岡県出身の移住者及びその子孫で長寿を迎えた移住高齢者に対し、
祝い状、記念品を贈呈する。

慰霊祭
移住先国にて亡くなられた移住先駆者の霊を慰めるため、３年に一度平
尾霊園の「海外同胞者長逝招魂碑」において移住関係者とともに慰霊祭
を行う。（次回は平成30年度）

在外県人会調査 年に一度、海外福岡県人会に対し、会員数や活動についての調査を
行っている。

(公財)佐賀県国際交
流協会

在外県人会活動支援事業費 本県出身移住者等で組織された佐賀県在外県人会（ブラジル、ボリビ
ア、アルゼンチン、ペルー及び南カリフォルニア）に対し補助金を支給す
る

https://www.spira.or.jp/

(公財)長崎県国際交
流協会

海外移住者支援事業 各国の県人会に県内市町の広報誌を定期的に送付する。また、南米県
人会（ブラジル・アルゼンチン・パラグアイ・ボリビア）へ補助金を交付す
る。

在外県人会情報提供事業 在外県人会に対して県政情報誌等を定期的に送付し，郷土情報の提供
を行う。

在外県人会育成事業
在外県人会（ブラジル，アルゼンチン，ペルー，パラグアイ）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を支援するため，これらの業務を県
人会に委託する。

(公財)鹿児島県国際
交流協会

(公財)香川県国際交
流協会

(公財)福岡県国際交
流センター
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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

事業名 事業概要 URL

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

ＪＩＣＡ技術研修事業 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。

(公財)岩手県国際交
流協会

「身近な国際協力～世界フェアト
レードディ」

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
携し、フェアトレード等に関するイベント等を実施する。

http://www.iwate-ia.or.jp/

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
業

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
象とした専門研修前の日本語研修を行う。

(公財)山形県国際交
流協会

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
関係団体へ送付している。

http://www.airyamagata.org

高校生のための地球市民講座の
開催

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
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
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。

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。

彩の国さいたま国際協力基金事
業

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、地域からの国際協力を推進する。

http://www.sia1.jp/internation
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
している埼玉デスクの設置・運営を支援する。

http://www.jica.go.jp/tokyo/de
sk/saitama.html

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
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
知り得る機会を提供する。

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

ちば出前講座
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/

(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
「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
協力を推進する。

http://www.kifjp.org/ngo

(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 「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

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
援助活動や国際協力活動に対し助成する。

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/001_nia_info/002_
fureai_fund/001_fureai_fund.ht
ml

(公財)とやま国際セン
ター

青年海外協力隊事業への支援
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
ら受託）

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
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
もに、県民の国際協力への意識を高める。

https://www.f-i-a.or.jp/

(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。

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
ラオ共和国の青少年育成に資する事業に助成

http://www.mief.or.jp/jp/palau_
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
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
案内可能なボランティアの募集・研修を実施

http://www.mief.or.jp/jp/summ
it.html

(公財)大阪府国際交
流財団

ワン・ワールド・フェスティバルへ
の参画

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
の国際協力に対する意識啓発を図る。

http://www.interpeople.or.jp/o
wf/

(公財)兵庫県国際交
流協会

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。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

（公財）埼玉県国際交
流協会

(公財)三重県国際交
流財団

(公財)栃木県国際交
流協会

(公財)宮城県国際化
協会

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

(公財)茨城県国際交
流協会
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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

事業名 事業概要 URL

ブラジル移民記録映像化事業 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。

和歌山移民展
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。

(公財)しまね国際セン
ター

国際交流団体等連携協力事業
（国際交流団体等連携・協力事
業）

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

フェアトレード推進事業
（おかやまフェアトレードデー！
他）

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
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）

(公財)愛媛県国際交
流協会

愛媛スリランカ技術交流事業
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)高知県国際交
流協会

国際ふれあい広場inこうち開催事
業

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
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、
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。

http://www.kochi-kia.or.jp/

(公財)福岡県国際交
流センター

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
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。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/international/

(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
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

https://www.spira.or.jp/

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

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
に関する情報提供や相談等に応じる。

http://www.mif.or.jp/japanese/
modules/content020/index.ph
p?id=2

(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
に関する情報提供や相談等に応じる。

http://www.synapse.ne.jp/kia/i
nternational/jica.html

国際理解・国際協力のための高
校生の主張コンクール 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

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
予選

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。

(公財)札幌国際プラザ 国際協力NGO・JICA支援事業 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
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。

国際理解プログラム（B．国際協
力プログラム）

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
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。

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

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。

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

(公財)仙台観光国際
協会

(一財)岡山県国際交
流協会

(公財)長崎県国際交
流協会

（公財）沖縄県国際交
流・人材育成財団

(公財)和歌山県国際
交流協会
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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

事業名 事業概要 URL

国際交流・国際協力団体活動助
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

ボランティア団体へ経費の一部を助成する。

http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/about/m
ajorprojects/h27reportlist.html

ちば市国際ふれあいフェスティバ
ル支援 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

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

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
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
国際フェスタ2017」「よこはま国際フォーラム2018」

https://www.yokeweb.com/pla
tform

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。 http://www.hi-hice.jp/

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
人材を活用し、市内の学校や社会教育現場へ派遣する。

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

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。

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

(公財)名古屋国際セン
ター

”世界寺子屋運動”名古屋実行委
員会の事務局運営

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
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
協力する。

http://www.nic-
nagoya.or.jp/japanese/nicnews
/aramashi/nicjigyo/terakoya

国際交流協力協働事業 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
える事業を実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

(公財)大阪国際交流
センター

ワン・ワールド・フェスティバル
for Youth～高校生のための国際
交流・国際協力EXPO～

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
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
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。

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

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
程度開催。

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

開発教育・国際教育セミナー
（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/

(公財)福岡よかトピア
国際交流財団

地球市民どんたく
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
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
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。

http://www.rainbowfia.or.jp/cit
izen/05.html

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

NGO協働SAKURA祭り事業
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。

(公財)千葉市国際交
流協会

(公財)浜松国際交流
協会
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⑧　国際交流事業（④、⑤、⑥を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

日韓交流事業 北海道のスポーツを通した韓国との交流・意見交換を行う。

北海道外国訪問団受入事業 南米の北海道出身移住者子弟の訪問団を受け入れ、道民との交流や
地域視察などを実施し、友好親善と相互理解に資する。

国際交流ラウンジの開設
内　容：外国人の相談窓口、国際交流関係の図書・視聴覚教材等の資
料閲覧室及び交流コーナーを備えた国際交流ラウンジの管理運営を行
い、国際交流活動や情報交流の場として利用に供する。

http://www.kokusai-
koryu.jp/about/lounge/

県民参加型国際交流推進事業 韓国、台湾、その他東南アジア諸国をターゲットに交流を希望する民間
団体を発掘し、ﾏｯﾁﾝｸﾞを行って、継続・発展的な民間交流を実現する。
平成29年度は青森県との姉妹都市提携を行っている済州道とのジュニ
ア世代交流を重点的に推進するほか、台湾の台中市等との交流推進に
向けた民間団体のマッチングを行う。

ワン・ワールド・フェスタ inいわて
の開催

国際交流・協力及び多文化共生の啓発普及を図るため、関係団体等と
連携・協働して、交流イベントを国際交流センター及び地域で開催する。

外国人との交流会「ちゃっとラン
ド」の開催

在住外国人や関係団体等との協働企画により、毎月2回外国人との交
流会や語学サロン等を開催し、在住外国人との交流を深める。

ワールド文化・スポーツフェスタの
開催

海外の文化やスポーツの紹介を通じて国際交流の推進を図るため、市
町村国際交流協会等と協働で、県内各地域で国際交流イベントを開催
する。

盛岡さんさ踊りへの参加 在住外国人や市町村国際交流きょう秋や国際交流団体等と連携し、盛
岡さんさ踊りに参加し、国際交流の啓発普及を行う。

(公財)宮城県国際化
協会

みやぎのふるさとふれあい事業
市町村の伝統文化行事等に県内在住の外国人住民を招待し、伝統文
化、生活習慣を体験するとともに、地域住民との交流を通じて地域の国
際化を推進する。

(公財)秋田県国際交
流協会

異文化交流スペースの運営管理 国際理解を深めるための情報提供・企画展示の実施や在住外国人の生
活に必要な情報収集・提供を行う。
また、国旗や民族衣装の貸出を通じて異文化交流や多文化共生を促進
する。

http://www.aiahome.or.jp/servi
ce/detail.html?serial_id=29

国際交流サロンの開設 国際関係情報、留学情報等の収集、提供。また、洋書、日本語学習のテ
キスト、国際理解関係図書の貸し出しと無料インターネットの設置。

http://www.airyamagata.org

ボランティア室の設置 県内の民間団体や個人ボランティアの打ち合わせや語学指導のために
無料開放。

http://www.airyamagata.org

(公財)福島県国際交
流協会

国際交流サロンの開設 国際理解、語学（日本語を含む）等の関係図書等をサロンに設置すると
ともに、協会の事業実施に支障がない場合は、国際交流団体等の活動
のためにサロンを貸出。

http://www.worldvillage.org/fia
/instiution/instiution.html

国際交流イベントへの参加 各地域で開催される国際交流フェスティバル等、イベントに出展等参加
する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

茨城ふるさとファミリー事業 留学生や在県外国人がホームステイを通して日本の生活習慣を体験す
るとともに「茨城の家族」として継続的に交流する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

茨城県留学生親善大使の登録・
派遣

県内在住の留学生を茨城県留学生親善大使に任命し、国際理解教育
や交流事業に派遣し、県民の国際交流、国際理解を推進する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

交流サロンの開設 県民と外国人が自由に話し合いのできる交流の場として協会本部に交
流サロンを開設している。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公財)栃木県国際交
流協会

多文化共生推進事業 国際交流団体への多目的ホール等の無料貸し出し、交流ラウンジ・図書
閲覧室の開放、各種情報の提供など、とちぎ国際交流センターを活用し
て県民の国際交流・国際協力活動を支援する。

http://tia21.or.jp/facility.html

(公財)埼玉県国際交
流協会

国際フェア 県内のNGOの活動発表や在住外国人との交流を通して、県民に対する
国際交流・国際協力活動を啓発するため国際フェアを開催する。

http://www.sia1.jp/residents/f
air/

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
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
知り得る機会を提供する。

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

国際交流サロンの提供 国際交流・協力活動や研修、交流、国際関連情報提供等の場として、研
修室や資料コーナー等を提供する。

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

メーリングリストによる情報交換 メーリングリストを用いて財団及びボランティア相互間の情報提供、ボラ
ンティアの募集、国際交流イベントの周知などを行う。

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

(公財)新潟県国際交
流協会

北東アジア友好交流促進事業 北東アジア地域について、当該地域との交流実績のある関係団体と連
携しながら、民間レベルでのより一層の相互交流の拡大を図る。

(公財)とやま国際セン
ター

環日本海交流会館の運営 県民と外国人の交流や国際交流団体の活動の場である環日本海交流
会館の運営

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

石川国際交流サロンの管理運営
日本的な佇まいを残す町家を活用して、県内の国際交流団体や文化
サークル等が行う自主的な活動や発表の場を提供し、県民と外国人と
の交流を促進する。

http://www.ifie.or.jp/japan/faci
lities/salon/home_salon.html

石川国際交流ラウンジの管理運
営

ボランティアによる各種の日本文化講座の開催を通じて、石川県を訪れ
る外国人が手軽に日本文化を体験できる場を提供し、石川県の文化へ
の理解を深める。

http://www.ifie.or.jp/japan/faci
lities/lounge/home_lounge.html

http://www.iwate-ia.or.jp/

(公財)茨城県国際交
流協会

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

(公財)青森県国際交
流協会

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)山形県国際交
流協会

(公財)岩手県国際交
流協会
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⑧　国際交流事業（④、⑤、⑥を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

サロン de トーク 石川県国際交流センター等において、県民と外国人住民が軽食を持ち
寄り、日本語や外国語で自由に交流する機会を提供する。

総領事等招へいによる福井PR事
業 在阪総領事や経済担当官等を招いて海外進出県内企業と今後進出を

考えている県内企業を対象に、講演会を開催することで、海外情報を提
供し、同時に、総領事等に本県の企業、製品、観光地等について母国へ
の情報発信を依頼する。

https://www.f-i-a.or.jp/

国際交流・協力のつどい開催事
業 国際交流団体、ボランティア、在住外国人などが協力して国際交流・協

力に関する多彩な催しを手作りで開催。（嶺北、嶺南で各1回）
https://www.f-i-a.or.jp/

 国際交流嶺南センター移転

アクアトムへの移転を記念して、県民と在住外国人との交流会を開催す
るなど、新しい福井県国際交流嶺南センターをＰＲする。

https://www.f-i-a.or.jp/

国際交流サロン 県民と在住外国人との交流を図ることを目的として、様々な交流プログ
ラムを実施する。

http://www.yia.or.jp/

ワールドチャリティークリスマス
チャリティを目的として、世界の様々な音楽や民族舞踊の発表、外国料
理の紹介などを行うクリスマスイベントを開催する。県民と在住外国人が
交流を図る機会とし、その収益を国際協力団体等に寄付する。

http://www.yia.or.jp/

(公財)長野県国際化
協会

国際交流イベントの共催、参加
国際交流団体や行政機関等が主催する国際交流イベントの共催やイベ
ントへの参加

(公財)岐阜県国際交
流センター

情報サービス事業
国際交流・国際協力に関する情報の提供、各種相談への対応、研修室
（無料スペース）の貸出等の他、国際交流員による交流サロン（自国の
紹介）を実施。

http://www.gic.or.jp

(公財)愛知県国際交
流協会

民間国際交流団体の活動の場の
提供

民間の国際交流団体が国際交流に関する活動や行催事の準備を行う
際に利用できる交流室を提供。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/k
oryu/j/dankou/index.html

ポルトガル語の書籍を集めた「小さなブラジル図書館」のコーナーを設置
し、図書の貸し出しを行う

http://www.mief.or.jp/jp/brasil.
html

英語、フィリピノ語の育児、健康、科学などに関する図書の貸し出し
http://www.mief.or.jp/jp/tosho
.html

(公財)滋賀県国際協
会

国際情報サロンの運営 国際交流・協力、国際教育および多文化共生に関する資料や県内外の
関連団体に関する資料を収集・提供している。また、渡航支援やその他
の相談に対応している。その他
・サロン・ミニ展示会･･･当協会の事業紹介、地域の団体活動や事業紹
介やJICA関連パネル展、移民の歴史などの展示を随時開催
・交流掲示板の設置、教材の貸し出し等

http://www.s-i-
a.or.jp/about/salon

(公財)大阪府国際交
流財団

OFIXプラザの運営 国際交流に関する図書、資料、外国旗の貸出し、
コピー利用サービスを実施。

http://www.ofix.or.jp/info/plaz
a/index.html

ひょうご国際プラザの運営 県民の国際理解を深めるため、国際交流、国際協力、多文化共生等の
情報を提供するための「ひょうご国際プラザ」を管理・運営する。

http://www.hyogo-
ip.or.jp/plaza/

海外事務所の運営
海外における経済情報の収集等を行うため、兵庫県ワシントン州事務
所、西オーストラリア州・兵庫文化交流センター、兵庫県パリ事務所、兵
庫県ブラジル事務所及び兵庫県香港経済交流事務所を運営する。

西オーストラリア州友好提携35周
年記念　兵庫県民交流団に参画

兵庫県と西オーストラリア州が友好提携を締結して35周年を迎える年に
あたり、HIA友の会会員等をはじめ県民各界各層に対し、旅行会社等が
企画する同地方への魅力的な訪問団への参加を呼びかけ、現地での周
年記念行事への参加や現地での草の根交流を目的として県民交流団を
派遣する。

友好提携35周年記念
広東省・兵庫県民交流団に参画 兵庫県と中国・広東省が友好提携を締結して35周年を迎える年にあた

り、HIA友の会会員等をはじめ幅広い県民層を集め、現地での周年記念
行事への参加や草の根交流を目的として県民交流団を派遣する。

国際交流サマーフェスタ事業 地域において活動しているＮＰＯや民間国際交流・国際協力団体、また
自国の文化理解を深めるために活動している地域の在住外国人の協力
のもと企画及び運営を行う。サマーフェスタは、いままで実施してきた国
際交流まつりよりも一歩進んだ異文化理解促進を目的に「国際交流、国
際理解、国際協力」の３つの要素を様々なミニ講座形式で参加者に楽し
んでもらう。

国際交流スプリングフェスタ事業 次世代を担う青少年の国際理解の推進、多文化共生社会に向けた異文
化理解の推進、また人間の「喜び」・「幸福」について国際交流の観点か
ら理解を深めていただくことを趣旨に国際交流スプリングフェスタを実施
する。

図書資料の整備(公財)三重県国際交
流財団

(公財)福井県国際交
流協会

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)山梨県国際交
流協会

(公財)兵庫県国際交
流協会

(公財)和歌山県国際
交流協会
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⑧　国際交流事業（④、⑤、⑥を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

グローバルセミナー事業 在住外国人や外国での生活経験のある方、様々な文化やことばに精通
した方々の協力を得て、県民の方々に、出会いと交流の場を提供し、世
界には多様なことばや文化があることを体験し、また在住外国人が同じ
地域に住む住民であるという意識を持っていただくことを目的に実施す
る。

交流ラウンジ・資料閲覧室の運営 和歌山県国際交流センターに国際交流団体やボランティア活動ができる
スペースを設置。また、県民と在住外国人が自由に交流できるスペース
を提供。外国語の新聞・雑誌閲覧サービス、図書貸出サービスの実施。
インターネット・メールコーナーを設置。情報を交換できるボードの設置
のほか、週２日「ホットカフェ」を運営し、国際交流センターでゆったりと飲
みものを楽しみながら国際交流の促進を図る。

(公財)鳥取県国際交
流財団

交流拠点の運営 各事務所で日本語教材、国際交流関係の図書、海外の新聞・雑誌の閲
覧及び無料貸出、国旗、民族衣装等の無料貸出、ＰＣ（インターネット端
末）の無料提供（本所のみ）などにより情報提供。また、マンツーマンの
日本語指導や交流の場として提供している。

http://www.torisakyu.or.jp/?id
=21

(公財)しまね国際セン
ター

外国人・地域住民インフォメーショ
ン事業（多言語・多文化リソース
の提供）

本所に国際交流や国際協力に関する情報、多言語・多文化に関する情
報が入手しやすいスペースを整備し、閲覧・貸出をおこなっている。イン
ターネットの無料使用・Wi-Fiサービスあり。　西部支所では、主に日本語
関係図書の閲覧・貸出可。

北東アジア交流の翼inしまね事
業（県受託事業）

中国・韓国・ロシア・モンゴルの青年を島根に迎え、テーマに基づいた視
察や意見交換、文化交流を通しての国際的な人材育成事業

岡山を知ろう交流バスツアー 岡山在住の留学生・外国人及び県民等を観光バスで岡山県各地の旧跡
や観光地に案内し、岡山への理解を深め、お互いの交流を図る。（平成
29年度より旅行業者に委託）

岡山フェアウェルパーティー 岡山を去る留学生、研修生等の送別会兼県民との交流会。岡山での思
い出作りと県民との交流を深めるためのパーティーを実施する。

国際スポーツ事業 2020年東京オリンピックに向けて、県民と県内在住の外国人がスポーツ
を通じて交流を深める。

交流ホールの運営 県民や外国人が自由に歓談できるふれあいの場を提供するとともに、日
本や外国に関する幅広い情報を提供する（国内外の書籍、新聞、ＤＶ
Ｄ、日本語学習教材等の閲覧及びパソコンによる海外情報の提供等）。
また、国際交流・協力を目的とした事業に対してホールの貸出を行う。

http://hiroshima-ic.or.jp

日本語学習支援事業 ボランティアによるワンペア日本語学習等を通じ、県民と在広外国人の
交流の場を提供する。

http://hiroshima-ic.or.jp

日本文化理解促進事業 在広外国人等に，地域の伝統行事への参加，歴史文化鑑賞や地域住
民との交流の場を提供する。

http://hiroshima-ic.or.jp

(公財)山口県国際交
流協会

情報収集提供事業　（交流ラウン
ジの開放）

協会の交流ラウンジを国際関係・ＮＧＯ関係情報の収集、提供の場とし
て、また、国際活動団体の打合せ、交流の場として提供。

http://www.yiea.or.jp

とくしま国際戦略センター推進事
業

県民、行政、関係機関の力を結集し、県内在住の外国人の生活利便性
の向上はもとより、海外との経済交流活動など、多様なニーズに対応す
る「ワンストップ情報受発信拠点」として、「とくしま国際戦略センター」を
整備する。

外国人による徳島県日本語弁論
大会

在住外国人に異文化理解・多文化共生などのテーマで、外国人からの
視点で意見を述べてもらい、また、来場者との意見交換の場を設けて、
異文化交流を図る。

阿波おどり交流事業 伝統的な郷土芸能である阿波おどりを外国人に紹介することと併せて、
青少年等との国際理解および国際親善を図る。

香川国際交流会館管理運営事業
香川国際交流会館（アイパル香川）の会議室等の利用申請の受付、使
用料の収納、交流談話室や図書閲覧室の管理運営を行う。当協会、県
内外民間国際交流団体、個人などが実施する事業等のチラシ、ポス
ターの掲示を行うほか、海外新聞や雑誌、在日外国人向け国内情報誌
等の閲覧を通じて情報提供を行う。また無線LANフリースポットを設置
し、来館者の利便を図る。
図書閲覧室では外国語の書籍、外国に関する日本語の書籍、日本語学
習及び日本語教育に関する書籍等の貸出及び閲覧を行う。平成28年度
には、利用数の多い日本語学習のための教材をさらに充実させた。
さらに、交流談話室やアイパルプラザでは、会館の利用を促進すること
を目的とし、さまざまなイベントを実施する。

http://www.i-pal.or.jp/what/

http://www.i-
pal.or.jp/raiburari/

アイパル・JICA映画祭
さまざまな国の映画上映や映画に関するトークショーを通して、他国の
言語・文化・習慣等を知り、国際理解を深める機会を提供することを目的
として、ＪＩＣＡ四国との共催で年3回実施する。

http://www.i-pal.or.jp/eigasai

国際交流センター運営事業
海外雑誌、新聞、図書の閲覧や貸出。パソコンを利用した海外情報の提
供。在県外国人に対する生活情報、観光情報の提供。国際協力に関す
る情報資料の提供。情報交換の場としてのインフォメーション・ボードの
管理　など。

http://www.epic.or.jp/epic/ind
ex.html

(公財)香川県国際交
流協会

(公財)ひろしま国際セ
ンター

(公財)徳島県国際交
流協会

(公財)愛媛県国際交
流協会

(公財)和歌山県国際
交流協会

(一財)岡山県国際交
流協会
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⑧　国際交流事業（④、⑤、⑥を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

国際交流イベント促進事業
（公財）松山国際交流協会と共催の「地球人まつり」をモデル的イベントとし、県
内各市町、国際交流協会、国際交流・協力団体の参加を促し、運営方法等を学
んでもらうことで、県内各地での国際交流イベントの開催を促進する。

高知県友好姉妹都市交流推進助
成事業

高知県と友好姉妹提携関係にあるフィリピン・ベンゲット州と中国安徽省
との民間レベルでの交流を促進する。

http://www.kochi-kia.or.jp/

友好姉妹都市学生等交流推進事
業

高知県と姉妹交流協定を締結している韓国・全羅南道と本県の青少年
が相互に訪問し、両県道の交流を推進する。（H28は高知県が派遣、
H29は高知県が受け入れ）

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を隔月で開催。また、
国際理解教育で学校等へ派遣・紹介している外国人、日本人講師を招
き、隔月イベントを開催。その他、大学やNPO等国際交流団体と共催
で、国際交流・国際理解に関する講座やイベントを開催。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/international/

こくさいひろばの活用
①在住外国人と日本人が自由に交流できるオープンスペースの提供
②国際交流等関係資料、イベント・留学・生活などの情報提供
③賛助会員が国際交流イベントや会議で利用できる場所の提供
④ボランティアが日本語教室を開催する場所の提供
⑤ＮＰO等国際交流団体による活動紹介資料の展示や、当財団との共
催イベントが開催ができる場所の提供
⑥来館者への無料インターネット接続サービス（Wi-Fi）提供

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/plaza/

国際フェスタ月間 県内で活動する民間国際交流団体等の活動を広く県民に周知するた
め、参加団体協働でイベントを開催

https://www.spira.or.jp/

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
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

https://www.spira.or.jp/

ながさき国際協力・交流フェスティ
バル

国際協力や国際交流活動の紹介、海外の手工芸販売やチャリティーバ
ザー、各国料理の提供、日本文化体験、語学体験、楽器・遊びの体験
コーナーなどを行い、在住外国人を含む県民のふれあいの場を提供す
る。

長崎県国際交流協会交流フロア
の運営

国際協力・交流や海外留学、様々な国際交流イベントや県内の交流団
体の情報を来館者へ提供する。

国際交流事業（日中「孫文・梅屋
庄吉」塾）

日中両国の大学生等が、中国革命の父・孫文と長崎出身の実業家・梅
屋庄吉との国境を越えた友情や長崎県と中国との交流の歴史を学び、
今後の日中交流のあり方等について意見交換を行うことを通じて相互理
解を深め、今後の長崎県と中国との交流の懸け橋となる人材を育成す
るとともに、日中交流のさらなる発展につなげる。（長崎県国際課委託事
業）

国際交流事業（日韓未来塾）
日韓両国の若者が、お互いの国についての理解を深めるとともに、日韓
交流の方策について討議し、企画・立案することを通じて、今後の長崎
県と韓国との交流を担う青少年を育成し、今後の交流の促進につなげ
る。（長崎県国際課委託事業）

国際交流事業（日中韓トライアン
グル交流会） 長崎県・中国・韓国の青少年である日中「孫文・梅屋庄吉」塾と日韓未来

塾の参加者が、長崎県に一堂に会し、グループ討議やグループ発表、
全体討議、県内視察等を通じて、さらなる相互理解を深めるとともに今
後の交流拡大を図る。

国際交流事業（韓国釜山広域市
との交流） 平成26年6月に締結した公益財団法人長崎県国際交流協会と財団法人

釜山広域市国際交流財団との友好交流協定に基づき、文化・スポーツ
などさまざまな分野における民間国際交流を推進する。

国際交流事業（上記を除くもの）

長崎県と諸外国の青少年等が、文化、スポーツ等様々な分野における
交流を通じて、相互理解と友好親善を深めるとともに、今後の諸外国と
の交流の発展につなげる。

事業提案会
会員団体が行う本県の国際交流を促進する事業に対して、経費の一部
を助成する。

国際理解教育講師派遣事業（肥
後っ子わくわく地球教室）

国際理解・国際教育に取り込む教育機関等に対して、県内在住の留学
生、国際交流員を講師として派遣。授業、講座内容の企画作成を支援
し、児童生徒達と交流をしながら、異文化を知ってもらう。＊通年

http://www.kuma-koku.jp/

「第２３回熊本国際交流祭典
～　世界の愛が熊本をLet's Build
Back Better　～」

協会会員団体の国際交流活動を広く県民に周知するとともに、県民へ
の国際交流の啓発を図ることを目的に、毎年イベントを開催。入場無
料。世界のグルメ、バザー、会員団体の活動パネル展示、ステージ披
露、無料の着物・煎茶体験やスタンプラリー、世界各国の民族衣装の試
着等を行った。（平成２８年11月２７日に実施済）

http://www.kuma-koku.jp/

おおいた国際七夕フェスタ 大分市主催「大分七夕祭り」に協賛して、外国人による民族衣装パレー
ドや舞踊等のパフォーマンスを実施し、交流と相互理解の場を創出す
る。

(公財)佐賀県国際交
流協会

(公財)高知県国際交
流協会

(公財)愛媛県国際交
流協会

(公財)長崎県国際交
流協会

熊本県国際協会

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団
おおいた国際交流プラ
ザ

(公財)福岡県国際交
流センター
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⑧　国際交流事業（④、⑤、⑥を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

おおいたワールドフェスタ
大分市主催「おおいたワールドフェスタ」に協賛して、外国人への日本文
化紹介・県民と国際交流員との多言語フリートークを実施する。

国際交流サロン 県民と外国人が気軽に交流する場を提供する。

国際交流展示 「外国人が見た宮崎作品展」、国際協力写真の展示など国際交流、国際
協力についての県民の理解を促進するための展示を行う。

国際交流ボランティア事業 国際観光船の寄港時や，協会が実施する各種事業等において，ボラン
ティア登録者による通訳等の活動の機会を提供する。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
volunteer/system.html

国際交流プラザ管理運営 ＜国際交流プラザの運営＞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のサービスの提供に努め
る。
＜自由な交流の場の提供＞国際交流プラザを訪れる外国人と県民とが
気軽に談笑したり，情報や意見交換を行うなどの自由な交流を楽しむ場
を提供する。
＜伝言板の設置＞伝言板を設置し，イベントなどの情報交換の場を提
供する。
＜留学関係情報の提供＞世界主要国の留学制度，海外生活，海外事
情等に関する書籍を整備し情報を提供するとともに，相談に応じたり専
門機関の紹介を行う。
＜ワーキング・ホリデー促進への協力＞制度の紹介に努めるとともに，
各種相談に応じる。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
services/index.html

（公財）沖縄県交流･人
材育成財団

ウチナーネットサポート事業
（県受託事業）

沖縄21世紀ビジョン基本計画に則ったウチナーネットワークの構築を図
るため、若者向けの県実施事業参加者を中心に、異文化間のコミュニ
ケーション作りやリーダーを養成するセミナー、移民・平和学習講座等を
開催し、将来的にネットワーク作りの役割を担う事ができる人材の育成
を図る。また、県・市町村担当者との連絡会や会議を開催し、連携して課
題や解決策を共有し、ウチナーネットワークの構築に向けて協議する。

(公財)札幌国際プラザ ホームステイ制度運営事業

国際交流を目的としたプログラムに沿って来札した外国人を対象にホー
ムステイ・ホームビジットによる交流を行う。

http://plaza-
sapporo.or.jp/citizen_j/volunte
er/homestay.html

せんだい地球フェスタ 国際交流等の団体とボランティアが集う「せんだい地球フェスタ」を開催
する。

https://senfes2017.jimdo.com/

仙台国際センター交流コーナー
の運営

国際交流・協力に関する情報、外国人市民のための生活情報などの収
集、提供を行うとともに、国際交流・協力団体に活動場所を提供する。

http://int.sentia-
sendai.jp/j/exchange/index.ph
p

国際友好フェア 市民及び外国人市民が、お互いの文化等を理解するため、市民並びに
国内外で活動するＮＰＯ／ＮＧＯとの連携により、各種展示等を通して、
友好親善並びに交流活動及び国際協力活動への関心を引き出し、お互
いが住みやすい地域づくりを促進する。

http://www.stib.jp/kokusai/frie

ndship.shtml

国際ふれあいフェア 多文化共生社会の実現を促進する為、さいたま市と交流のある姉妹友
好都市を中心に文化、風習、民族料理などを紹介することで、市民及び
市内・近隣地域在住の外国人市民の触れ合いの場と世界の文化等を理
解する機会を設け、相互理解の推進とお互いが住みやすい魅力的な多
文化共生地域づくりを促進する。

http://www.stib.jp/kokusai/co
mmunicate.shtml

はじめましての会 市内に住み始めて間もない外国人市民と日本人との交流会として「はじ
めましての会」を年2回（春・秋）実施する。

http://www.stib.jp/kokusai/me
eting.shtml

外国人による日本語スピーチ大
会

市内在住、在勤、在学の外国人が、日頃の生活、通学や勤務を通して
感じたことや考えていることなどの意見を発表する場として日本語スピー
チ大会を開催し、自己啓発や生活意欲の向上を図るとともに、市民との
交流、相互理解を深める。

http://www.stib.jp/kokusai/sp

eech.shtml

国際交流サロン
外国語の雑誌・新聞や国際交流・国際協力に関する情報の提供。

http://www.stib.jp/kokusai/ce
nter.shtml

交流サロン
外国人と日本人が触れ合える場として交流サロン（日本人と外国人の交
流会、市夏祭りおける盆踊りへの外国人と日本人の合同チームでの参
加、日本語交流会、小学校等における文化紹介など）を実施する。

http://www.ccia-chiba.or.jp/

ちば市国際ふれあいフェスティバ
ル

市内国際交流団体間の相互連携と市民の国際化理解を深めることを目
的として「ちば市国際ふれあいフェスティバル」を開催する。

http://www.ccia-chiba.or.jp/

国際交流事業 イギリス・マンチェスターの高校生のホームステイによる受入れを行い、
市民交流を推進する。

行事開催事業 市民と外国人との相互理解と友好親善を深めるとともに、市内の民間交
流団体等の活動を広く紹介するため、「2016インターナショナル・フェス
ティバルinカワサキ」を国際交流センターを会場として、大規模交流イベ
ントを開催する。各国大使館等にも参加を要請し、クロアチア・リエカ市
特別展、多文化紹介、市民と外国人との交流イベント、市民参加事業、
世界の料理(模擬店)及び民芸品等の販売、活動団体の紹介などを実
施。
かわさき国際交流民間団体協議会と共催。地域並びに関係機関・団体
等と連携・協力し、実行委員会を組織して開催する。　時期：平成28年7
月3日(日)

http://www.kian.or.jp/evenko1
6/event/interfesta.shtml

多文化共生推進イベント 地域における多文化共生推進のため、外国人とともに考えるイベントを
実施する。

http://www.kian.or.jp/evenko1
6/event/winter-
gathering.shtml

(公財)仙台観光国際
協会

(公財)宮崎県国際交
流協会

(公社)さいたま観光国
際協会

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団
おおいた国際交流プラ
ザ

(公財)千葉市国際交
流協会

(公財)川崎市国際交
流協会

(公財)鹿児島県国際
交流協会
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⑧　国際交流事業（④、⑤、⑥を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

国際交流促進事業 (1)日本語スピーチコンテスト
市内の留学生、日本語講座受講生、企業研修生等を対象に開催。
(2)多文化映画会
文化、芸術を理解できる身近な素材として映画を取り上げ、市民の国際
理解と多文化共生推進の機会を提供する。
(3)世界の音楽会(魅惑の音楽紀行)
市民の国際理解促進のためにセンターを活用してコンサートや公演を実
施。
(4)外国人留学生交流会
留学生と外国人との交流を望む日本人とが様々な体験を通して交流で
きる場を提供する。
(5)生活にほんごサロン
外国人市民と日本語支援サポーターがマンツーマンで生活に必要な日
本語を学ぶ機会を提供する。
(6)多文化ショーステージ
談話ロビーを活用し、コンサート・映画鑑賞等多様な文化を市民及び外
国人市民に提供する。
(7)ふれあい交流会事業
市民の国際理解と外国人との友好親善を促進するため、世界の料理な
どを通じたふれあい交流会を開催する。

http://www.kian.or.jp/kic/evnk
16/evt-speech.shtml
http://www.kian.or.jp/evenko1
6/event/mcscr.shtml

http://www.kian.or.jp/kic/evnk
17/music-journey.shtml

http://www.kian.or.jp/kic/evnk
17/mcshowstage-uta.shtml
http://www.kian.or.jp/evenko1
7/event/wf-oyako.shtml

異文化コミュニケーション体験フェ
ア

静岡に暮らす在住外国人との共生への第一歩となることを目的とした
フェスティバルを実施する。市内で活動する国際交流団体や、在住外国
人が経営する料理店が出店し、静岡市と共催で実施する。

トークサロン 外国文化に精通した日本人や海外から静岡を訪れる外国人を講師に迎
え、各国の生活習慣、文化について理解を深める。

（公財）浜松国際交流
協会

国際交流・国際理解イベントの開
催

関係機関や外国人コミュニティ、市民活動団体と連携して、各国の文化
を体験できる機会を創出し交流を図る。（多言語ｄｅｸｯｷﾝｸﾞ・親子でＥｎｇｌｉ
ｓｈ・ポルトガル語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ・多文化交流イベント（講座）・グローバル
フェア・外国語講座

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

ホームステイボランティア制度の
運営

名古屋を訪れる外国人のホームステイ受け入れをコーディネートし、市
民の国際交流を推進する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人芸術作品展
外国人ボランティアグループのセントラル・ジャパン・インターナショナル・
ソサエティ（CJIS）との共催により、中部地域の外国人芸術家の作品を
発表する機会を設け、芸術を通した国際交流を行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

名古屋市の姉妹友好都市との周
年に併せた事業

名古屋市の姉妹友好都市提携周年記念に併せ、広く一般市民に向け
て、その文化や人々の考え方を知り、姉妹友好都市に親しみを感じると
共に、地域の課題や国際理解を深める講座を開催する。名古屋姉妹友
好都市協会との連携で行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

留学生の夕べ
愛知県内の留学生からなる愛知留学生会との共催により、歌・踊り・文
化紹介のパフォーマンスやブース出展、各国料理の試食を企画し、留学
生と市民の交流・相互理解を図る。

http://www.nic-nagoya.or.jp

kokokaオープンデイ 在住外国人を含む市民が気軽に利用できる場としての京都市国際交流
会館の役割と，多文化共生社会の構築を目指す国際交流協会の様々
な取組みを紹介する，市民参加型の催し。各種交流イベント，講演会，
世界の食や文化の紹介等を行う。11月実施。また、「平和」をテーマに、
京都市総合企画局と共催で基調講演・シンポジウム等を開催。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tabunka/jp/openday/2015/in
dex.html

KYOTO・ふれあい講座「はじめて
のお茶」

日本の代表的伝統文化の一つ「茶道」の一端に触れる体験講座。在住
外国人を主な対象とする。3ヵ月を一期／12回とし、通年で実施。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tabunka/jp/fureai/index.html

ロングステイセミナー

日本人がロングステイとして海外に出ていき、生活するためのセミナー。
図書･資料室を「情報を得る場」として活用してもらい、「特定の分野を調
べるなら国際交流会館へ」のイメージをつくる。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tosho/jp/longstay/longstay-
index.htm

世界の絵本展 絵本を実際に手に取ることによって広く世界の文化に親しむ機会を提供
する。図書・資料室所蔵の諸外国の絵本（92ヶ国･地域　約2,000冊）を展
示・紹介。テーマによって関係団体と連携、絵本の販売等も実施。8月開
催。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tosho/jp/ehon/index.html

姉妹都市コーナー・展示室の運
営

京都市の各姉妹都市のパネル・工芸品等を展示する常設展を実施とす
るとともに、年間約20回程度の企画展を国際交流が目的の展示につい
て共催で運営。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tosho/jp/sistercity/index.htm
l

ほっこりBOOKカフェ
多文化共生の考えを理解するため、京都で様々な活動を行う外国人
や、外国にゆかりをもつ人をゲストスピーカーに迎え、多様なものの見方
や考え方の存在に気付くことを目的とする。
テーマ案：国際結婚、多様な家族像など
年2回程度、図書室の閉室時に開催。無料。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tosho/jp/hokkori-book-
cafe/book-cafe.htm

グローバル婚活 ｋｏｋｏコン グローバルなパートナーとの出会いを演出し、多様な人生観を共有して
もらうことにより多文化共生社会の実現をめざす。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tabunka/jp/kokokon/index.ht
ml

(公財)大阪国際交流
センター

アイハウス・ワールドカルチャー
シリーズ

「世界と身近な出会い、そして発見！」をコンセプトに各国の文化に触れ
られる機会を提供。民族音楽・舞踊等のパフォーマンス系で構成する大
規模イベントと各国文化を身近に感じ、交流できる小規模イベントを開
催。

http://www.samenet.jp/about/
business_scheme.html

静岡市国際交流協会

(公財)川崎市国際交
流協会

(公財)名古屋国際セン
ター

(公財)京都市国際交
流協会
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⑧　国際交流事業（④、⑤、⑥を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

神戸国際交流フェア
神戸市内のNGO・NPO による出展ブース・ステージ・演技等を通じ、相
互のネットワークを形成し,市民にNGO・NPO活動を周知する。また、市民
の異なる文化、伝統への理解を推進する。

http://www.kicc.jp/fair/index.h
tml

多文化交流会 日本人・外国人の市民に対して、各種の講演会や交流会を開催する。

神戸多文化コミュニティフォーラ
ム 多文化を認め合いコミュニティとのつながりを強めるため外国人市民と

日本人市民が英語で意見交換するフォーラムを開催する。

国際交流・協力の日の開催
広島市内や海外で国際交流･協力活動を続けている市民団体が連携し
て様々な国際交流･協力活動を協働して行い、広島市民に国際交流･協
力への関心を高める機会を提供。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

国際交流員による国際交流事業
の実施

地域レベルでの国際交流及び国際理解の推進を図るために、国際交流
員を学校や市の関係機関が実施する国際理解･国際交流事業に派遣。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

「姉妹・友好都市の日｣の開催及
び「ヒロシマ・メッセンジャー」の運
営

広島市と姉妹・友好都市提携している海外6都市ごとに、民間の国際交
流団体などとともに市民参加型の記念イベントを開催。企画・立案、司会
進行等を公募で都市ごとに選出した「ヒロシマ・メッセンジャー」が行って
いる。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

国際交流ラウンジの運営 日本人と外国人が交流するための場所を提供している。また、国際交
流･協力に関する情報、在住外国人には日常生活に関する情報などを
提供している。世界の新聞・雑誌の閲覧や、外国語を中心とした図書の
貸出なども行っている。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

(公財)北九州国際交
流協会

キーネット支援事業
北九州国際交流団体ネットワーク（キーネット）加盟団体の活動を支援す
るため、研修会や情報交換会等の実施についての活動を支援した。

http://www.kitaq-koryu.jp/

(公財)福岡よかトピア
国際交流財団

福岡・釜山連携事業「グローバ
ル・ギャザリング」

釜山国際交流財団が釜山広域市で開催するグローバルギャザリングに
参加してブースを出展し、福岡についての紹介を行うとともに来場した市
民との交流を深める。

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

イヤーエンドパーティ事業
在住外国人と市民と一緒になって参加し、交流を深める事業

(公財)広島平和文化
センター

(公財)神戸国際協力
交流センター
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⑨　ボランティア登録制度

教育 医療 災害 その他

登録
人数

42人 － － 43人 － 留学生交流ボランティア　 50人

延べ
人数

－ － － － － － － － －

URL

登録
人数

207人 － － － － ホストファミリー：99人

延べ
人数

6人 － － － － ホストファミリー：22人 － － －

URL

登録
人数

多言語サ
ポーター

ホストファミリー：157世帯
日本語サポーター：74人
いわて国際化人材活用：340人

実費
（いわて国際化
人材活用は、依
頼者と協議）

延べ
人数

－ － － － －

URL

登録
人数

－ 147人 153人 127人

生活相談：
149人, JET参
加者支援：45

人

日本語：157人
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：54世帯

延べ
人数

－ 31人 87人

6人
防災イベン
ト参加の際
のサポート

生活相談：
37人、JET
参加者支
援：28名

日本語：53人
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：12世帯

災害：旅費（県
の旅費規程によ
る）、医療・生活
相談・教育・JET
参加者支援：交
通費実費、日本
語：交通費学習
者負担

外国人支援通
訳：最初の2時
間まで2,400円
教育：1回（2時
間程度）あたり
2,400円
JET参加者支
援：1時間あたり
1,800円

－

URL

登録
人数

85人 － － - －
おはなしボランティア：108人
イベントボランティア：71人
ホストファミリー：79世帯

延べ
人数

46人 － － － － － 実費

基準；
通訳等：2,000円/ｈ
翻訳：Ａ４版１ページ
当たり2,500円～
4,500円

実費

URL

登録
人数

63人 － － － －

日本語：36人
国際理解：20人
ホームステイ：19人
イベント協力：42人

延べ
人数

44人 － － － －

日本語：14人
国際理解：23人
ホームステイ：4人
イベント協力：5人

－ － －

URL

登録
人数

延べ
人数

70人 － － 50人 － 実費 原則無報酬 実費

URL

登録
人数

739人

延べ
人数

224人 － 149人 146人 0人

外国人のための地域生活アドバ
イザー：67人
各国事情紹介講師：168人
ホームステイ：104家庭
いばらきインターナショナルアン
バサダー：400人

依頼元実費負担
協会事業の場合

は協会負担

依頼元負担
協会基準は
半日3,000円
1日5,000円

－

URL

登録
人数

186人
（災害を除く
専門を含

む）

－ － 105人 －
ホストファミリー：31人
国際理解講師：95人

延べ
人数

299人
（災害を除く
専門を含

む）

－ － 8人 －
ホストファミリー：15人
国際理解講師：24人

URL

登録
人数

470人 － － － －

ホームステイ：186人
日本文化紹介：83人
イベント協力：416人
日本語：220人
海外事情紹介：54人

延べ
人数

8人 － － － － ホームステイ：7人

URL

登録
人数

930人 － － － －
通訳・翻訳： 688人
ホームステイ：242人

延べ
人数

1040人 － － － －
通訳・翻訳：798人
ホームステイ：242人

－ － －

URL

(公財)青森県国際
交流協会

http://www.kokusai-koryu.jp/about/volunteer/

　http://www.worldvillage.org/fia/volunteer/volunteer.html

70人

（依頼元の提示額による）

（依頼先から支払われるケースもあるが、協会
としての規定・予算はなし）

－

(公財)宮城県国際
化協会

(公財)栃木県国際
交流協会

http://tia21.or.jp/bank.html

(公財)群馬県観光
物産国際協会

経費
（謝金）
単位：円

http://www.gtia.jp/kokusai/japanese/gtia/volunteer.php

(公財)秋田県国際
交流協会

http://www.aiahome.or.jp/translation/detail.html?serial_id=1513

(公財)山形県国際
交流協会

(公社)北海道国際
交流・協力総合セ
ンター

(公財)岩手県国際
交流協会

245人

ホストファミリー:２１人

http://www.iwate-ia.or.jp/

一般
専門

地域国際化
協会名

語学 経費
（その他）
単位：円

その他の
ボランティア

経費
（交通費）
単位：円

http://www.airyamagata.org

(公財)茨城県国際
交流協会

519人

http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公財)埼玉県国際
交流協会

http://www.sia1.jp/residents/volunteer/

(公財)福島県国際
交流協会
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⑨　ボランティア登録制度

教育 医療 災害 その他

経費
（謝金）
単位：円一般

専門
地域国際化

協会名

語学 経費
（その他）
単位：円

その他の
ボランティア

経費
（交通費）
単位：円

登録
人数

1349人 － － － －

ホストファミリー　332人
文化　　　　　　　253人
日本語　　　　　　121人
事業　　　　　　　　73人
ちば出前講師　183人（在住外国人）
　　　　　　　91人 （JICA　OB・OG）

延べ
人数

123人 － － － －

ホストファミリー　21家庭
文化　　　　　　　　　0人
日本語　　　　　　　3人
事業　　　　　　　　　6人
ちば出前講師 29人 （在住外国人）
　　　　　　33人 （JICA　OB・OG）

依頼者が負担
することを妨げ
ない

無報酬
（原則）

－

URL

登録
人数

185人 － － － －
イベント運営（アースサポー
ター）：75人

延べ
人数

45人 － － － －
イベント運営（アースサポー
ター）：19人

依頼元による
無報酬
（原則）

依頼元負担

URL

登録
人数

102人 － － 28人 －
ホストファミリー：15人
海外事情紹介：15人

延べ
人数

253人 － － 58人 － － － － －

URL

登録
人数

220人 － － － －
ホームステイ：401人
広報：19人
留学相談：42人

延べ
人数

61人 － － － －
ホームステイ：139人
広報：1人
留学相談：4人

通訳・翻訳ボランティ
ア：依頼者負担
広報・留学相談ボラ
ンティア：協会負担

・ホームステイボラン
ティア:3,000円/日
・通訳・翻訳ボラン
ティア:依頼者から支
払われるケースもあ
るが、協会としては
負担しない。
・広報・留学相談ボ
ランティア:なし

ボランティア活動
保険料　300円

URL

登録
人数

121 － － － －
ﾎｰﾑｽﾃｲ/ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄ：33家庭
日本語教師：90人
協会活動協力者：29人

延べ
人数

142 － － － －
ﾎｰﾑｽﾃｲ/ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄ：22家庭
日本語教師：325人
協会活動協力者：474人

－ － －

URL

登録
人数

171 － － － －
ホームステイ：53人
技術指導：10人
その他12人

延べ
人数

431 － － － － － － － －

URL

登録
人数

50人 － － － － －

延べ
人数

221人 － － － － － 依頼元負担 依頼元負担 依頼元負担

URL

登録
人数

7人 1人 12人 21人
日本語支援：

12人
ホームスティ：1人

延べ
人数

99人 24人 48人 106人
日本語支援：

84人
ホームスティ：33人 依頼元負担 依頼元負担 依頼元負担

URL

登録
人数

１,240人 － － － － －

延べ
人数

－ － － － － － － － －

URL

登録
人数

379人 － － － －
ホームステイ：88人
サポート：156人

延べ
人数

536人 － － － －
ホームステイ：88人
サポート：157人

実費 － －

URL

登録
人数

451人 日本語：92人 95人 61人 － －

延べ
人数

618人 1人 123人
研修参加者

23人
－ －

・通訳翻訳、日
本語：実費
・医療：1,000円

・通訳：1,000円/時間
・翻訳：A41枚（400字）
1,000円
・翻訳チェックA41枚
（400字）1,000円
・医療：2時間まで3,000
円（延長1時間1,500円）

・通訳・翻訳：制度
利用料1言語1人
あたり3,000円
・医療：制度利用
料2,000円（ただ
し、医療は医療機
関からの依頼の
場合のみ）

URL

(公財)静岡県国際
交流協会

(公財)愛知県国際
交流協会

(公財)三重県国際
交流財団

http://www.mief.or.jp/jp/partner_tsuhonyaku.html　　http://www.mief.or.jp/jp/partner_iryou.html　　　http://www.mief.or.jp/jp/partner_saigai.html
http://www.mief.or.jp/jp/partner_nihongo.html

http://www.yia.or.jp/events/vrt.html

https://www.f-i-a.or.jp/

(公財)新潟県国際
交流協会

http://www.niigata-ia.or.jp/jp/ct/001_nia_info/006_kokusai_bran/001_kokusai_bran.html

(公財)とやま国際
センター

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ikusei/j/vtop/main.html

(公財)山梨県国際
交流協会

(公財)ちば国際コ
ンベンションビュー
ロー

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

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

(公財)長野県国際
化協会

(公財)岐阜県国際
交流センター

http://www.gic.or.jp

(公財)石川県国際
交流協会

http://www.ifie.or.jp/japan/residents/volunteer/volun_home.html

(公財)福井県国際
交流協会
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⑨　ボランティア登録制度

教育 医療 災害 その他

経費
（謝金）
単位：円一般

専門
地域国際化

協会名

語学 経費
（その他）
単位：円

その他の
ボランティア

経費
（交通費）
単位：円

登録
人数

166人 － － 97人 － －

延べ
人数

246人 － － 97人 －

一般内訳
ﾎｰﾑｽﾃｲ・ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄ：64人
国際交流支援：73人
通訳・翻訳：109人

なし なし

ボランティア活
動保険料50円
行事参加者の
傷害危険保障
特約ｾｯﾄ　傷害
保険（最少加入

人数20人）

URL

登録
人数

－ 75人 － 49人 －
（備考）日本語指導：75人
災害時外国人サポーター：49人

延べ
人数

－ 690人 － 49人 － － 実費 なし －

URL

登録
人数

289人 － － 167人 －
文化交流：26人
ホームスティ：32人

延べ
人数

352人 － － 189人 －
文化交流：45人
ホームステイ：32人

URL

登録
人数

55人 － － 22人 － ホストファミリー：247家庭

延べ
人数

55人 － － 22人 －
ホームステイ：99家庭で164人を
受入

－
一人1,500円/
泊、その他依
頼団体による

500円/人
(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険)

URL

登録
人数

通訳・翻訳：
40人

－ － － －

日本語：21人
文化紹介：23人
ホームステイ・ビジット：61家族
情報収集提供：11人

延べ
人数

- － － － － － － －
ボランティア活
動保険３００円

URL

登録
人数

通訳・翻訳：
243人

468人 53人 － 81人
交流活動：378人
ホームステイ・ビジット等：140家庭

延べ
人数

通訳・翻訳：
27人

105人 261人 － 60人
交流活動：82人
ホームステイ・ビジット等：37家庭

医療・コミュニ
ティ通訳のみ：
実費弁償

医療・コミュニティ通訳：
1,000円/回
HS：3,000円/１泊２日
HF：6,000円/半年間

ボランティア活動
保険　300円
福祉サービス総
合補償　　43円
（医療通訳のみ）

URL

登録
人数

187人 － － 56人
コミュニティ
通訳　：55人

ホームステイ：116人
日本語：89人
多文化紹介：32人
子どもサポーター：103人

延べ
人数

0人 － － 1人
コミュニティ
通訳　：24人

ホームステイ：5家庭
日本語：0人
子どもサポーター：1人

コミュニティ通訳
実費

ホームステイ
3,000円/1泊2日
コミュニティ通訳
1,000円/時間

V活動保険（災害,コ
ミ通）@\300

福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補
償@\43（ｺﾐ通のみ）

URL

登録
人数

通訳・翻訳
協会サポー

ター
159人

－ 48人 － －

日本語：53人
協会：23人
ﾎｰﾑｽﾃｲﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄ：68家庭
外国紹介：19人
日本文化紹介：22人
子ども日本語学習サポーター：45人

延べ
人数

53人 － 34人 － －

日本語：1,706人
協会：525人
ﾎｰﾑｽﾃｲ･ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄ：22家庭
外国紹介：5人
日本文化紹介：5人
子ども日本語学習サポーター：215人

多文化共生コミュニ
ケーションサポー
ター（一般・医療）謝
金に含む
日本語490円
協会500円
子ども日本語学習
サポーター実費(自
家用車は別途）

多文化共生コミュニ
ケーションサポー
ター（一般・医療）
2,784円
子ども日本語学習
サポーター3,341円

多文化共生コミュニ
ケーションサポー
ター（一般・医療）
122円
日本語350円
協会350円
子ども日本語学習
サポーター270円

URL

登録
人数

1586人 1368人 － － －

通訳・翻訳・ガイド・翻訳ボランティア
474人、ワンペア894人，ホームステ
イ144人，通訳・翻訳，なんでも相談，
イベント，趣味で交流，スポーツ交流
の各サポーター71人

延べ
人数

590人 660人 － － －

通訳・翻訳・ガイド・翻訳ボランティア
60人，ワンペア600人ホームステイ
140人，通訳・翻訳，なんでも相談，イ
ベント，趣味で交流，スポーツ交流の
各サポーター142人

－ － －

URL

(公財)滋賀県国際
協会

http://www.s-i-a.or.jp/inquiries/volunteers

(公財)京都府国際
センター

  http://www.ofix.or.jp/boran/index3_1.html

(公財)大阪府国際
交流財団

謝金は財団が依頼する場合は、
活動により交通費込みで3,400円
～、その他の場合は依頼団体の
基準による

http://www.sic-info.org

(公財)しまね国際
センター

(公財)ひろしま国
際センター

http://hiroshima-ic.or.jp

(一財)岡山県国際
交流協会

(公財)兵庫県国際
交流協会

(公財)和歌山県国
際交流協会

(公財)鳥取県国際
交流財団

http://www.kpic.or.jp/fumin/nihongov/appli.html
http://www.kpic.or.jp/fumin/saigais/appli.html
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⑨　ボランティア登録制度

教育 医療 災害 その他

経費
（謝金）
単位：円一般

専門
地域国際化

協会名

語学 経費
（その他）
単位：円

その他の
ボランティア

経費
（交通費）
単位：円

登録
人数

通訳・翻訳
サポーター

158人
－ － － －

ホストファミリー：350家庭
日本語講師：82人

延べ
人数

45人 － － － －
ホストファミリー：62家庭
日本語講師：5人

－ － －

URL

登録
人数

173人 － － 132人 －

活動支援ボランティア：165人
ﾎｰﾑｽﾃｲ受入：83家庭
国際理解講師：37人
日本語支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ：134人

延べ
人数

70人 － － 0人 －
ﾎｰﾑｽﾃｲ受入：1１家庭
国際理解講師：110人
日本語支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ：16人

日本語支援ボラ
ンティア

上限　1,000円
/1回（実費）

国際理解講師
4,444円/1回

他、原則無報酬

ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄ1，000
円/人、ﾎｰﾑｽﾃｲ

2,000円/人、
ボランティア活動
保険500円／人

URL

登録
人数

通訳：239人 － － － －

国際理解：99人
日本語指導：164人
日本文化等理解：63人
ホームステイ・ホームビジット：124件

延べ
人数

通訳：125人 － － － －

国際理解：13人
日本語指導：648人
日本文化等理解：2人
ホームステイ・ホームビジット：38件

通訳、国際理解、
日本語指導、日

本文化等理解：実
費を依頼者が負

担
ホームステイ・

ホームビジット：原
則無償

通訳、国際理解、
日本語指導、日

本文化等理解：原
則1,000円/Hを依

頼者が負担
ホームステイ・ビ
ジット：依頼元の

規定による

－

URL

登録
人数

－ － － － － ﾎｰﾑｽﾃｲ・ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄ：126人

延べ
人数

－ － － － － ﾎｰﾑｽﾃｲ・ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄ：20人 0
2,500円/日
（ﾎｰﾑｽﾃｲ）

保険料
730円/人（ﾎｰ
ﾑｽﾃｲ）

URL

登録
人数

136人 － － 120人
観光：49人

サポート:71人
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：123人
日本語講師：201人

延べ
人数

7人 － － 14人 観光：20人
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：11人
日本語講師：10人

原則無報酬 原則無報酬 原則無報酬

URL

登録
人数

90人 － － － － ﾎｰﾑｽﾃｲ：33人

延べ
人数

3人 － － － －
1家庭
（ホームステイ）

－ －
ボランティア活動
保険350円／名

URL

登録
人数

189人 21人 30人 － －
歴史文化紹介：10人
ホストファミリー：50人

延べ
人数

－ － － － － －
3,600円/1回
（医療のみ）

保険料280円/名

URL

登録
人数

通訳/翻訳
46人

－ － － －
業務支援：11人
ホームステイ：24家族
日本文化：25人

延べ
人数

通訳/翻訳
63人

－ － － －
業務支援：710人
ホームステイ：6家族
日本文化：25人

1回1000円
（業務支援の

み）
－

ボランティア活動
保険１人300円

（１年有効）

URL

登録
人数

－ － － － －
イベントボランティア

(ただし、登録制ではない。)

延べ
人数

－ － － － － 50名 － － －

URL

登録
人数

日本語：44人
通訳翻訳：
124人

－ － － －
学生通訳・翻訳ボランティア：46

人
（外国人との交流イベント等に参加）

延べ
人数

通訳翻訳：19
人

－ － － － － 実費 － －

URL

登録
人数

158人 － － － －
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：39人
日本文化紹介：88人
日本語：96人

延べ
人数

56人 － － － －
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：18人
日本語：742人

－ － －

URL

(公財)福岡県国際
交流センター

(公財)香川県国際
交流協会

通訳等ボランティア：http://www.i-pal.or.jp/tsuyaku/
ホームステイ・ホームビジット： http://www.i-pal.or.jp/stayvisit/

(公財)山口県国際
交流協会

(公財)大分県芸術
文化スポーツ振興
財団おおいた国際
交流プラザ

(公財)宮崎県国際
交流協会

(公財)佐賀県国際
交流協会

https://www.spira.or.jp/

(公財)長崎県国際
交流協会

http://www.kuma-koku.jp/

熊本県国際協会

(公財)徳島県国際
交流協会

(公財)高知県国際
交流協会

http://www.kochi-kia.or.jp/

http://www.epic.or.jp/volunteer/index.html

(公財)愛媛県国際
交流協会
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⑨　ボランティア登録制度

教育 医療 災害 その他

経費
（謝金）
単位：円一般

専門
地域国際化

協会名

語学 経費
（その他）
単位：円

その他の
ボランティア

経費
（交通費）
単位：円

登録
人数

54人 － － － － ホストファミリー：44家庭

延べ
人数

55人 － － － － ホストファミリー：44家庭 なし

ホームステイ(1
日)2,000円(依頼
内容によって異

なる。)

保険280円（語
学ボランティア

のみ加入）

URL

登録
人数

161名 － 100名 92名 －
ﾎｰﾑｽﾃｲ（ﾎｽﾄファミリー）：42人
ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄ：34人
ｲﾍﾞﾝﾄ：51人

延べ
人数

9名 － 67名 － － －
実費

（依頼者負担）
時給2,000円
（医療のみ）

ボランティア災
害保険

URL

登録
人数

453人 － － － 32人
ホームステイ：126家庭
日本文化体験：56人

延べ
人数

313人 － － － 23人
ホームステイ：70家庭
日本文化体験：84人

500～1,000 なし 活動内容による

URL

登録
人数

－
（国際理解）

94人
－ 66人 －

日本語：307人
ホストファミリー：47家庭

延べ
人数

－
（国際理解）

94人
－ 66人 －

日本語：94人
ホストファミリー：6家庭

ホストファミリー0
日本語（学習者負

担）

ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ1泊
2,000円

教育3,500円
日本語0

ボランティア保険
加入（災害670
円、ホストファミ

リー800円、他300
円）

URL

登録
人数

508人 － － － －
ホストファミリー：262家庭
イベントボランティア：636人

延べ
人数

144人 － － － －
ホストファミリー：53家庭
イベントボランティア：527人

－
3,000円（但し、
依頼内容によ

り異なる）
－

URL

登録
人数

通訳660人
翻訳476人

－ － 236人 －

ホームステイ：120家庭
ホームビジット：231家庭
日本語学習支援：639人
学校派遣：57人
国際交流支援：605人
文化紹介：200人

延べ
人数

通訳72人
翻訳87人

－ － 8人 －

ホームステイ：33家庭
ホームビジット：21家庭
日本語学習支援：360人
国際交流支援：66人
文化紹介：49人

－
ホームステイ

　　　2,000円/日
通訳2,000円/回

－

URL

登録
人数

通訳942人 － － 人 通訳94人 日本語サポーター：13人

延べ
人数

通訳2,013人 － － － 通訳358人 日本語サポーター：341人
行政通訳2,000円
学校通訳1,800円
日本語1,200円

専門通訳4,000円 43円/件（保険）

URL

登録
人数

－ － － － －

延べ
人数

339人 － － 145人 －

ホームステイ：165家庭
ホームビジット：92家庭
日本語講座ボランティア：97人
国際理解教育：68
一般ボランティア：276人
保育ボランティア：26人
災害ボランティア：343人
広報ボランティア：37人

－ 1,500円 －

URL

登録
人数

111人 － － － －

お知らせＴＶボランティア：9人
ホームステイ・ホームビジット：37家庭
通訳・翻訳：42人
異文化コミュニケーション体験フェア運営
委員：16人
日本語教室サポーター：7人

お知らせトＴＶ/日
本語教室サポー

ター
500円（1回）

ホームステイ（2週
間）　10,000円程

度
－

延べ
人数

111人 － － － －

お知らせＴＶボランティア：9人
ホームステイ・ホームビジット：37家庭
通訳・翻訳：42人
異文化コミュニケーション体験フェア運営
委員：16人
日本語教室サポーター：7人

お知らせトＴＶ/日
本語教室サポー

ター
500円（1回）

ホームステイ（2週
間）　10,000円程

度
－

URL

登録
人数

845人 － － 18人 －
ホームステイ：216人
情報提供：174人
イベント：731人など

実費
ボランティアの
内容により金
額が変わる。

－

延べ
人数

1,301人 － － 14人 － 1,565人 － － －

URL

静岡市国際交流
協会

(公社)さいたま観
光国際協会

http://www.stib.jp/kokusai/volunteer.shtml

(公財)千葉市国際
交流協会

http://www.hi-hice.jp/bank/vbank.html

(公財)浜松国際交
流協会

(公財)札幌国際プ
ラザ

(公財)仙台観光国
際協会

(公財)川崎市国際
交流協会

http://www.kian.or.jp/volunteer.shtml

http://www.ccia-chiba.or.jp/index.php/volunteers/volunteersystem.html

http://plaza-sapporo.or.jp/citizen_j/volunteer/

(公財)横浜市国際
交流協会

https://www.yokeweb.com/tsuyaku

(公財)鹿児島県国
際交流協会

http://int.sentia-sendai.jp/j/

(公財)沖縄県国際
交流・人材育成財
団
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⑨　ボランティア登録制度

教育 医療 災害 その他

経費
（謝金）
単位：円一般

専門
地域国際化

協会名

語学 経費
（その他）
単位：円

その他の
ボランティア

経費
（交通費）
単位：円

登録
人数

321人 － － 270人 － 324人

延べ
人数

382人 － － 341人 － 350人

通訳　1,000円
（一律）または

実費
翻訳　なし

なし
ボランティア保
険（センター負
担）＠500円

URL

登録
人数

23人
（多言語バ

ンク）

206人
（日本語

チューター
147、小中日

本語59）

－
34人

(災害時通
訳・翻訳)

151人
（機関紙Life
in Kyoto 22、
市民生活アド
バイザー50、
京都案内倶

楽部79）

227人
（ホームステイ25、ホームビジット40、
留学生交流ファミリー88、イベント企
画40、子育て支援15、kokoKids19）

協会主催事業
派遣の場合の
み実費

－

ボランティア保
険124,500円（協
会負担）415人
×＠300円

延べ
人数

年間通しの
事業や個別
対応の事業
があるため、
年度途中で
の集計は不
可能

－ － － － － － － －

URL

登録
人数

通訳：246人
翻訳：177人

－ － 71人 －

ホームステイ：78人
ホームビジット：109人
技術技能：279人
一般業務：139人

延べ
人数

通訳：257人
翻訳：15人

－ － － －

ホームステイ・ホームビジット：
175人
技術技能：2,907人
一般業務：715人

実費
1,500円

（ホームステイ）
0円

URL

登録
人数

延べ
人数

実費（日本語・日
本文化）は回数・
金額の上限あり

－ －

URL

登録
人数

語学ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
523人

－ － － －
ﾎｰﾑｽﾃｲ：63家庭
ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄ：59家庭
（うちホームビジットのみの登録：22家庭）

延べ
人数

語学ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
（学校懇談、国

際交流ｲﾍﾞﾝﾄ等）
延べ54人

－ － － －
ﾎｰﾑｽﾃｲ：11家庭
ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄ：0家庭

語学ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
のみ2,000円

なし なし

URL

登録
人数

102人
（行政通訳）

44人
(医療通訳
スタッフ)

22人(多言
語ママパパ
サポーター)

64人(災害
時通訳サ
ポーター)

5人
（専門家相
談通訳）

中国帰国者交流支援：8人
ホストファミリー：110家庭
にほんごひろばボランティア：1人

延べ
人数

108人
（行政通訳）

45人
(医療通訳
スタッフ）

22人(多言
語ママパパ
サポーター)

66人(災害
時通訳サ
ポーター)

5人
（専門家相
談通訳）

中国帰国者交流支援：8人
ホストファミリー：110家庭
にほんごひろばボランティア：1人

行政通訳・多言語
ママパパサポー
ター：1回あたり
2300円
医療通訳：１回あ
たり3000円
にほんごひろばビ
ボランティア：交通
費実費（但し、1回
あたり1,500円ま
で）

－
350円（ボラン
ティア活動保

険）

URL

登録
人数

117人 － － － － ホストファミリー：71家庭

延べ
人数

89人 － － － － ホストファミリー：59家庭 －

1,000円(図書
カード)×38人
(入国・在留・国
籍相談通訳)

ボランティア保
険＠450円×
183人

URL

登録
人数

959人 － － － －

ホストファミリー：258家庭
地域国際化推進ボランティア：191人
情報ボランティア：32人
文化ボランティア：27人
生活日本語支援ボランティア：591人
学生ボランティア：86人
サポートセンターボランティア：32人

実費依頼者負
担（語学ボラン
ティア及び地域
国際化推進ボラ
ンティア）。
その他は、原則
無料

延べ
人数

4571人 － － － －

ホストファミリー：18家庭
地域国際化推進ボランティア：34人
情報ボランティア：69人
文化ボランティア：36人
生活日本語支援ボランティア：3,275
人
学生ボランティア：186人
サポートセンターボランティア：971人

－ － －

URL

http://www.nic-nagoya.or.jp

(公財)福岡よかトピ
ア国際交流財団

http://www.rainbowfia.or.jp/citizen/13.html
http://www.rainbowfia.or.jp/citizen/02.html

(一財)熊本市国際
交流振興事業団

(公財)名古屋国際
センター

(公財)北九州国際
交流協会

http://www.kitaq-koryu.jp/

(公財)大阪国際交
流センター

http://www.ih-osaka.or.jp/international/volunteer.html

(公財)京都市国際
交流協会

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/volunteer/jp/katsudo/index.html

(公財)広島平和文
化センター

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ircd/

(公財)神戸国際協
力交流センター

日本語・日本文化サポーター：713人
災害時通訳翻訳ボランティア：87人

日本語・日本文化学習登録者：600人
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⑩　ボランティア養成・育成（日本語を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)宮城県国際化
協会

外国人支援通訳サポーター育成
紹介事業

新規登録希望者を対象とした研修会、及び既登録者の資質向上を目指
した研修会を実施。（災害時における通訳ボランティア整備事業と合同で
実施）

(公財)秋田県国際交
流協会

ＡＩＡサポーターバンク・ボランティ
アの運営事業【再掲】 通訳・翻訳・文化紹介を行うサポーターのスキルアップを図るための研修

会を実施する。

(公財)山形県国際交
流協会

サポーター研修会 登録サポーターを対象としたスキルアップのための研修会。語学サポー
ター研修と日本語サポーター研修を隔年で交互に実施する。

http://www.airyamagata.org

(公財）福島県国際交
流協会

災害時外国人県民等支援ボラン
ティア研修会

登録ボランティア等を対象に、主に心構えに関する基礎研修会と、福島
県総合防災訓練での実践研修を行う。

国際理解教育研修会 国際理解教育のファシリテーターや教員を対象に研修を実施し、人材の
育成を図る。

通訳ガイドボランティア育成事業 今後増加が見込まれる外国人観光客や東京オリンピック・パラリンピックにより
訪日する競技関係者等への対応のため、県内各地で通訳ガイドボランティア育
成講座を行う。

災害時外国人サポーター養成セ
ミナー（災害時外国人支援事業）

地震等の災害発生時に日本語が十分に理解できない外国人を迅速に支
援するための、サポーター養成セミナーをはじめ、災害時キーパーソン
ネットワークづくり、防災教室の実施などの事業を総合的に実施し、外国
人住民の防災への行動認識の醸成や支援体制整備を図る。

通訳スキルアップ研修事業 コミュニティ通訳の理解を深め、外国人住民を支援する通訳者を充実さ
せるためのスキルアップ研修を開催する。

(公財)群馬県観光物
産国際協会

国際交流ボランティア研修会
ボランティアの育成・ネットワーク構築を目的とした研修会を開催する。

(公財)埼玉県国際交
流協会

外国人案内ボランティア育成事業
埼玉を訪れる外国人観光客に対する案内ボランティアを育成するための
講座を開催する。県内で開催されるスポーツ大会のほか、多文化共生社
会の担い手として活躍してもらう。

http://www.sia1.jp/internationa
l/volunteer/

コミュニティ通訳研修事業 ボランティアを対象に日常生活の通訳者として、入管や市役所の窓口で
外国人が遭遇する行政サービスの基礎知識を習得させる研修会を開催
する。

通訳ボランティア養成事業
2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据え、通訳ボランティアを養
成するための講座を千葉県より受託し、実施する。

災害時外国人サポーター養成講
座

市町村、市町村国際交流協会やボランティア団体等と連携し、災害発生
時に支援者として活躍できるサポーターを養成する研修を、県・市等と共
催で開催する。

東京都国際交流委員
会

相談員・語学ボランティアのため
の研修会

東京都及び区市の国際交流協会等に登録している語学ボランティアを
対象に研修会を開催

http://www.tokyo-icc.jp

災害多言語支援ボランティア育成
事業

災害時に多言語支援ボランティアとして被災地の外国籍住民を支援でき
る人材を育成する。

通訳・翻訳ボランティア研修 通訳・翻訳ボランティアを対象に、技術を向上させるための研修を実施す
る。

ホストファミリー講座（ホームステ
イ体験）

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確保・充実を
図るため、ホストファミリー講座やホームステイ体験を実施する。

(公財)とやま国際セン
ター

通訳者セミナー
通訳者を対象としたレベルアップのためのセミナーを開催する http://www.tic-toyama.or.jp

ホームステイボランティア充実事
業

ホームステイ受け入れにあたっての知識やマナー等についての周知や
ホームステイボランティア間の情報交換の場を提供する。
　・料理講習会（年1回）　・懇談会（年2回）

災害時語学サポーター育成事業
災害時に要援護者となる日本語が不自由な外国人を支援するため、能
登地区、広域（富山県と共催）での研修を実施するとともに、「県防災総
合訓練」とも連携しながら、通訳ボランティアを育成する。（再掲）

災害時外国人支援強化事業（県
から受託）

災害発生時に日本語が十分にできないことによる情報不足や文化・生活
習慣の違いによる不安や誤解などを解消するため、通訳ボランティアや
外国人を対象に、富山県・石川県と広域連携研修会を実施する。

https://www.f-i-a.or.jp/

外国人支援(医療/災害)事業 医療通訳レベルチェック（中国語）
「中国語医療通訳サポーター勉強会」参加者を対象に、外部機関による
医療通訳レベルの総合的な評価、助言等をもらうことで現状を把握し、さ
らなるスキルアップを図る。

https://www.f-i-a.or.jp/

災害時ボランティアセミナー 災害時における外国人支援を目的として、災害時における外国人の状
況やボランティアの役割について学ぶセミナーを開催する。

http://www.yia.or.jp/

医療通訳ボランティアセミナー
医療機関において日本語での意思疎通が困難な外国人支援を目的とし
て、医療に関する通訳ボランティアを育成するためのセミナーを開催す
る。

http://www.yia.or.jp/

観光ボランティアガイドセミナー 英語、中国語、韓国語に対応した観光ボランティアガイドを育成するため
のセミナーを開催する。

http://www.yia.or.jp/

http://www.ia-ibaraki.or.jp

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

(公財)新潟県国際交
流協会

(公財)栃木県国際交
流協会

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)茨城県国際交
流協会

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

(公財)福井県国際交
流協会

(公財)山梨県国際交
流協会
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⑩　ボランティア養成・育成（日本語を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)長野県国際化
協会

地域共生コミュニケーター等研修
会 外国籍県民とのパイプ役としてのコミュニケーターの資質向上と、新規登

録者の確保のための研修会の開催

(公財)岐阜県国際交
流センター

ボランティア支援事業
医療通訳、災害時語学ボランティア研修の実施。 http://www.gic.or.jp

(公財)静岡県国際交
流協会

外国語ボランティアバンク設置事
業

外国語能力と進んだ国際理解を身に付けたボランティアを登録し、国際
理解・交流推進あるいは被災者支援などの具体的場面で県民・団体の
活動を支援していただくため、語学能力と活動能力を高めるための研修
を実施し、登録者の自主勉強会へ助成した。

http://www.sir.or.jp

(公財)愛知県国際交
流協会

ボランティア研修会 協会及び市町村・市町村国際交流協会の登録ボランティア等を対象に、
ボランティアとしての意識や通訳技術等の向上を目的とした研修会を開
催する。

医療通訳育成事業 医療通訳として求められる専門的な知識及び心構えを備えた人材の育
成  （ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、中国語）

http://www.mief.or.jp/jp/iryou.
html

財団パートナー制度運営事業（災
害パートナー）

通訳翻訳パートナーを中心に、日本語と外国語に堪能な人に災害時外
国人住民支援事業への参加を呼びかけ、外国人支援のスキルを学ぶ。
災害時に外国人をサポートできる人材育成を実施

http://www.mief.or.jp/jp/partn
er_saigai.html

(公財)滋賀県国際協
会

災害時外国人サポータースキル
アップ研修 災害時外国人サポーター登録者に対し、主に近畿圏内で実施される通

訳研修・多言語支援センター設置訓練等への参加を促す。
http://www.s-i-
a.or.jp/inquiries/bosai

(公財)京都府国際セン
ター

災害時外国人サポーター研修 災害時における在住外国人支援において必要とされる知識やノウハウを
ケーススタディなどを通して学ぶ研修会を実施。

コミュニティ通訳ボランティア研修 大阪府内の外国人住民が、言葉の壁を越えて安心して暮らせるように、
外国人住民の暮らしや外国人相談と密接に連携し活動するコミュニティ
通訳ボランティアを育成する。

http://www.ofix.or.jp/accept/v
olunteer/about.html

災害時通訳・翻訳ボランティア研
修

災害時に言葉の壁により、情報を取得しづらい外国人に対して、日本語
での情報を多言語で提供をするための通訳・翻訳ボランティアを育成す
る。

http://www.ofix.or.jp/accept/v
olunteer/about.html

通訳ボランティア技術向上講座 同時通訳や大学等での指導経験豊富な講師を招き、通訳ボランティア活
動に必要不可欠な通訳技術の向上を図るとともに、学習方法を学び、日
頃の学習につなげることで、通訳ボランティア活動の質的向上を目指
す。

ボランティア研修会 ボランティア活動と在住外国人支援という視点に立って、活動の基本とな
る日本語でのコミュニケーションの取り方について講師からお話を聞い
た。相手に対しわかりやすい「やさしい日本語」の使い方について各グ
ループで意見交換し、ボランティア活動には、相手のことばの理解への
配慮と異文化理解が大切であり、そのための日本語の使い方や接し方
等について考える機会とする。

(公財)鳥取県国際交
流財団

専門通訳ボランティア育成事業 登録者の更なる資質向上をめざしたフォローアップ事業と自主的な勉強
会等の支援を実施。

多文化共生推進事業（災害時外
国人サポーター養成研修） 大規模災害時に外国人住民を支援する災害時サポーターを養成する。

ボランティア研修事業（コミュニ
ティ通訳勉強会）

コミュニティ通訳ボランティア養成講座の開催（講義、ロールプレイ）
通訳スキルアップのための勉強会の開催（ロールプレイ、講義等）

ボランティア研修会 国際ボランティア人材バンクに登録のボランティアを対象に、活動に必要
な心構え等や業務内容について研修会を実施する。(年2回）

災害救援専門ボランティア（通訳・
翻訳）研修事業 ボランティア登録者のスキルアップと増員をめざし、災害時の多言語支

援ボランティアの役割について学ぶ研修会を実施する。（全2回）

地域共生サポーター養成・研修
事業

登録者に対し、フォローアップの研修会を実施する。(年1回）また、多文
化共生に関心のある方に対して、養成講座を開催する。（年1回）

多文化共生コミュニケーションサ
ポーター研修会

医療機関、行政の窓口、学校等で外国人と日本人のコミュニケーション
を通訳としてサポートする多文化共生コミュニケーションサポーター登録
者を募集し、研修を行う。（全3回）

(公財)ひろしま国際セ
ンター

ボランティア通訳ガイド支援事業
ガイド講習会を開催し、ボランティアガイドの力量の向上を図る。

(公財)山口県国際交
流協会

通訳・翻訳サポータースキルアッ
プ講座開催事業

通訳・翻訳サポーター登録者を対象に、通訳のスキルアップを図る講座
を実施する。　今回は、通訳基礎編、母子保健編を実施する。

http://www.yiea.or.jp

災害時外国人支援通訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
研修会

災害時通訳の心得についての座学の後、通訳技術向上のためのワーク
ショップと実地訓練を実施。1回3時間程度。

専門ボランティアスキルアップ事
業

語学ボランティア、国際理解支援講師のスキルアップを図る講座を実施
する。

(公財)香川県国際交
流協会

外国人住民災害時支援（通訳等
ボランティアを対象とした多言語
支援センター開設模擬訓練）（再
掲）

地域社会の一員である外国人住民を災害弱者にしないために、県内市
町との共催で、外国人住民や、災害時に支援者となる者（行政・団体職
員、通訳等ボランティア等）を対象とした実践的な訓練を実施する。
外国人住民対象：地域の災害や防災に関する知識や日本語、心構えを
学ぶ。
支援者対象：災害時多言語支援センター開設に向けた訓練を行い、災
害時の外国人支援の在り方や必要とされるスキルなどを学ぶ。

http://www.i-pal.or.jp/bousai/

(公財)徳島県国際交
流協会

(公財)大阪府国際交
流財団

(公財)和歌山県国際
交流協会

(公財)しまね国際セン
ター

(一財)岡山県国際交
流協会

(公財)三重県国際交
流財団
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⑩　ボランティア養成・育成（日本語を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)高知県国際交
流協会

語学ボランティアを対象とした通
訳・翻訳講座

語学ボランティア（災害、観光、サポート、一般）登録者を対象に、防災・
観光・生活情報など在住外国人が本県で生活するうえで役に立つ情報を
正確に翻訳できるための講座を開催。

http://www.kochi-kia.or.jp/

(公財)福岡県国際交
流センター

災害時外国人支援講座
地域日本語教室のボランティア等、日頃外国人支援に携わっている方等
に災害時における外国人支援について知ってもらい、災害時の支援者を
増やすための講座を開催する。

医療通訳サポーター養成講座 医療通訳サポーターとして登録している人や医療通訳サポーターを志す
人を対象にロールプレイを含む研修を行う。

国際交流ボランティア研修会 外国人住民の生活支援、言葉、歴史文化理解を図り、外国人住民と共
に参加するボランティア研修会を実施

(公財)長崎県国際交
流協会

通訳ボランティアステップアップセ
ミナー

通訳ボランティアの観光ガイドの技術力や語学力を磨くためのセミナーを
開催する。

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団
おおいた国際交流プラ
ザ

通訳・翻訳ボランティアスキルアッ
プ講座 通訳翻訳ボランティア及び日本語ボランティア登録者のスキルアップを

図るためのための講座（講義、ロールプレイ等）を開催する。

(公財)宮崎県国際交
流協会

国際交流ボランティア養成・運営
事業

通訳、日本文化、ホストファミリー、日本語ボランティアの４つの分野でボ
ランティア登録を行い、ボランティア登録者の活動を促進するとともに、
資質の向上を図るための研修会を開催する。

(公財)沖縄県国際交
流・人材育成財団

医療通訳ボランティア養成事業
通訳に必要な構え、医療制度、病院のしくみ、医療に関する基礎的な知
識や医療現場などで必要な通訳スキルを習得させ、医療現場などで通
訳できる人材を養成する。

災害時支援サポーター養成事業
災害時におけるボランティアの役割や平時からできる防災・減災への取
り組みを啓発し、「自助･共助・公助」に関や避難所を運営するための基
礎的な知識について学ぶ。

外国語ボランティア研修会 外国語ボランティアとしての活動に役立つ通訳等の基礎的な研修を実
施。

三団体合同研修会 札幌市観光ボランティア連絡会・札幌商工会議所観光ボランティアガイド
の会と合同でインバウンド外国人受入研修会を実施し、札幌における観
光の状況を共に学ぶとともに、ボランティア同士の交流を図る。

さっぽろコミュニティ通訳研修会
コミュニティ通訳活動に必要な知識・技術を学ぶための研修を行う。

(公財)仙台観光国際
協会

災害時言語ボランティア育成 言葉の問題から災害時十分に情報を得にくい外国籍市民に対して、通
訳等により情報を提供することで支援する市民ボランティアを育成する。

http://int.sentia-
sendai.jp/j/volunteer/disaster.
html

ボランティア養成事業
これから国際交流に関するボランティア活動を希望する市民や協会で活
動するボランティアに対して養成講座を実施し、協会が行う事業等で活
動する市民ボランティアの育成とスキルアップを行う。

http://www.stib.jp/kokusai/jvt.
shtml

次世代育成セミナー
若い世代を対象に、学生による国際交流・貢献活動の発表やディスカッ
ションなどを通し、世界の中から自分自身を見つめ、さいたま市の学生の
国際社会への意識の高揚を図る。

http://www.stib.jp/kokusai/nex
t-generation.shtml

ホストファミリー懇親会 ホストファミリー登録者やホストファミリーを希望している方を対象に、体
験談やステイゲスト、ホストファミリー等との意見及び情報交換を行う。

「やさしい日本語」ガイダンス
地域に住む外国人の国籍が多様化していることから「やさしい日本語」で
の対応が必要となってきている。そのため「やさしい日本語」の重要性・
有効性のボランティア及び行政への認知を図るため「やさしい日本語」ガ
イダンスを開催する。

通訳ボランティア・スキルアップ講
座

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて増加が見込まれる外
国人来葉者受入の体制を強化するため、通訳ボランティア数を増加させ
るとともに、より高度な通訳を行えるボランティアを増やすため、通訳とし
ての知識・技術を職業通訳から講義、講演、ネイティブスピーカーとの通
訳実践演習を行う。（2言語：英語（一般及び高校生）・中国語、各言語全
５回）

通訳ボランティア・フォローアップ
講座

平成27年度より実施している上記講座対象者に対し、活動の場で役立
つ知識習得と技術向上を目指し、職業通訳者等による講座を行う。

通訳ボランティア・リーダー会議 国際交流ボランティアが、より積極的・自立的に活動を展開できるように
中心となるリーダーを育成するため、先進事例の視察や会議を行う。

通訳ボランティアの育成 行政、学校へ派遣する通訳ボランティアの募集、登録、研修の実施。 https://www.yokeweb.com/tag
engosupporter

専門通訳ボランティアの育成 児童相談所、地域療育センター等へ派遣する専門通訳ボランティアの募
集、登録、研修の実施。

https://www.yokeweb.com/tag
engosupporter

外国につながる子どもの学習支
援サポーター養成研修

外国につながる子どもたちの置かれている現状や背景を理解し、子ども
たちが日本語力、学力、生活力を向上できるよう支援するサポーターを
養成する研修を全8回実施。

生活にほんんごサロンサポー
ター研修

日本語学習者とサポーターがマンツーマンで生活に必要な日本語サロン
サポーターに支援の仕方や日本語を使って交流するための基本的な知
識を学び研修を実施。（英語）

観光ボランティア通訳セミナー 協会登録通訳翻訳ボランティアの有資格者を中心に通訳の資質を高め
るためにセミナーを実施。

災害時通訳ボランティア整備
セミナー

川崎市、県内近隣で大規模な災害が発生した際に、在住外国人や外国
人観光客を支援するためのセミナーを開催。

(公財)横浜市国際交
流協会

(公財)佐賀県国際交
流協会

https://www.spira.or.jp/

(公財)千葉市国際交
流協会

(公財)札幌国際プラザ

(公社)さいたま観光国
際協会

(公財)川崎市国際交
流協会
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⑩　ボランティア養成・育成（日本語を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

プロボノによる多文化共生社会推
進事業

企業等からプロボノとして参加できる人材の派遣を受け、新たな視点で
幅広く課題を抽出し対応することで、多文化共生社会を目指すための会
議を実施。

ボランティア研修会 ボランティア活動支援のための研修会を実施。
多言語情報紙発行のための「やさしい日本語」の研修会を実施。（全2
回）

ボランティア活動推進事業
市民レベルの国際交流が活発に行われるよう各分野のボランティア登録
を拡充し、育成、活動に向けた支援を行う。
（通訳・翻訳ボランティア、ホームステイボランティア、ホームビジットボラ
ンティア、国際理解教育支援ボランティア、広報ボランティア、保育ボラン
ティア、災害ボランティア、一般ボランティア）

http://www.kian.or.jp/volunteer
.shtml

国際理解教育支援 市内の学校や公的機関などに国際理解教育支援ボランティア等をゲスト
ティーチャーとして派遣を実施。民族衣装の貸し出しを行い、国際理解教
育の支援を行う。

静岡市国際交流協会 通訳ボランティア研修会 協会に登録している通訳・翻訳ボランティアを対象に、通訳を行う際の注
意点等について学ぶ

http://www.samenet.jp

(公財）浜松国際交流
協会

災害時多言語ボランティア養成講
座 災害時の対応について学ぶとともに、病院と連携した訓練のほか、被災

者や活動実績のある災害ボランティアとの意見・情報交換を行う。
http://www.hi-
hice.jp/info/bousai.html

災害時外国人支援ボランティア研
修 災害時、言葉の壁や防災知識の不足から必要な情報・支援を得ることが

困難な外国人をサポートするボランティアを養成を目的とした研修を実施
する。当センターの「外国人防災救援計画」に基づいたシミュレーション、
支援のあり方について考えるワークショップなどを、地域の防災関係機
関・ボランティアの協力を得て実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ボランティア研修

名古屋国際センター登録ボランティアを対象として、多文化共生につい
て理解を深め、外国人住民に対して支援活動を行う上での基本知識や
留意点などを習得することを目的に研修会を、年3回程度実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人児童・生徒サポーター養
成研修

専門分野の講師による講義、パネルディスカッション、ワークショップなど
を通し、幅広い視点で外国籍の子どもを支援するための知識や心構えを
学ぶ、全3回程度の連続講座を実施する。また、これから支援に携わろう
と考えている人を対象に、全3回の入門講座を実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

医療通訳従事者対象研修会
「医療通訳派遣事業｣の従事者を対象に、基本的な医療制度、実際の医
療現場における通訳者に係る注意事項や実践的技術について学ぶ。

市民生活アドバイザー研修 情報サービスカウンターで、内外の来館者に各種情報提供および相談
業務を行う「市民生活アドバイザー」を対象とし、文化、語学、社会情勢な
ど、多様な視点からの研修を年3～4回実施。

Life in Kyoto　ボランティア研修
情報誌「Life in Kyoto」の翻訳・執筆・編集に携わるボランティアを対象
に、日本文化をはじめ、知識を深める研修を年3～4回実施。

(公財)大阪国際交流セ
ンター

ボランティア全体研修会 ボランティアバンク登録者を対象に、資質向上とボランティア間の交流を
図るため実施。

(公財)神戸国際協力
交流センター

災害時通訳・翻訳ボランティア研
修

災害時通訳・翻訳ボランティア登録者に対し、活動に必要となる基本的
な知識や心構え等を習得するための登録時研修及びフォローアップ研
修を実施している。

http://www.kicc.jp/volunteer/i
ndex.html

(公財)広島平和文化セ
ンター

ボランティア通訳者の研修・派遣
事業

登録ボランティア通訳者を中心に、外国人市民を取り巻く現況や課題を
学び、多文化共生社会について認識を深めるとともに、ボランティア通訳
者としての心構えや基礎知識等を習得し、活動に役立つ研修を行う。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

行政通訳者の研修 行政通訳者に登録者したボランティアに対し、多文化共生社会の認識を
深めるとともに、行政通訳の心構え、基礎的な知識などを学ぶための研
修を行う。

医療通訳者フォローアップ講座 医療通訳スタッフのスキルアップのための研修会を行う。

災害時通訳サポーターフォロー
アップ研修

災害時に弱者となりやすい外国人支援のため、災害時通訳サポーター
のフォローアップ研修を実施する。

http://www.kitaq-koryu.jp/

(公財)福岡よかトピア
国際交流財団

国際交流ボランティア研修 年2回程度、講演、ワークショップ、意見交換会などにより、ボランティア
活動に必要な知識や情報を提供する。

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

ボランティア研修 熊本市国際交流振興事業団に登録するボランティアのそれぞれの活動
に関する基本的な知識や心構え等の研修及びボランティア意識啓発研
修の実施

(公財)北九州国際交
流協会

(公財)名古屋国際セン
ター

(公財)京都市国際交
流協会

(公財)川崎市国際交
流協会
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⑪　市町村（協会）との連携事業

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

地域連携ネットワーク事業
北海道内における国際交流等の取り組み状況の情報交換や意見交換
の場として、更には得題の共有や連携ネットワークづくりを目的とし、国
際交流地域懇談会を年３～４回で開催する。

国際理解講演会等事業 道内の自治体と連携し、各地域で多文化共生等に関する講演会を行う。

(公財)岩手県国際交
流協会

岩手県国際交流関係団体連絡会
議の開催 　情報・意見の交換やネットワークの形成を図るため、国際交流・協力に

関わっている機関や団体（市町村協会を含む。）により構成される国際
交流関係団体連絡会議を開催、また職員などを対象とした研修を実施。
 各地域ごとに市町村国際交流協会及び市町村担当者を対象とした「地
域別意見交換会」を開催。

http://www.iwate-
ia.or.jp/i_dantai-2009/top.html

宮城県内市町村国際交流協会連
絡会議

県内市町村国際交流協会間の連絡提携の強化を図ることを目的とした
連絡会議。

国際理解講座 国際交流員等による異文化理解講座を市町村国際交流協会との共催
により実施。

みやぎのふるさとふれあい事業 市町村の伝統文化行事等に県内在住の外国人住民を招待し、伝統文
化、生活習慣を体験するとともに、地域住民との交流を通じて地域の国
際化を推進するための事業を、市町村国際交流協会との共催により実
施。

(公財)山形県国際交
流協会

民間国際交流・協力団体懇談会
民間国際交流・協力団体の円滑な活動を推進するため、情報・意見交
換し、連携強化を目的とした懇談会を開催する。

http://www.airyamagata.org

(公財)福島県国際交
流協会

市町村国際交流協会等ネット
ワーク会議

市町村国際交流協会及び市町村担当者を対象に、情報交換や課題共
有及び連携強化を目的としたネットワーク会議を定期的開催する。

国際交流・協力ネットワーク会議
及び市町村協会連絡会議

市町村、市町村国際交流推進組織及び民間国際交流・協力団体を対象
に活動の情報交換及び研修を実施する。

市町村等外国人相談担当者研修
会

市町村等県内の外国人相談担当者を対象に、資質向上と情報交換を目
的として研修会を実施する。

市町国際交流協会連絡会議（国
際交流団体連携推進事業） 市町協会との連携と情報交換を図るための連絡会議を開催する。

東京オリンピック等国際化支援事
業

キャンプ地誘致、ホストタウン登録に係る自治体等からの翻訳・通訳の
要請に対し、人材バンク登録者を紹介する。また、インバウンド促進のた
めに必要な諸外国の情報入手等の要望に対し、当該国出身外国人住
民を紹介する。

市町村国際交流協会等連絡会議 市町村国際交流協会の実務担当者を対象に情報交換や連携強化を目
的とした会議を開催する。

外国人のための法律相談
在住外国人の生活上の不安解消のため、法律、労働などに係る「外国
人のための法律相談会」を、弁護士会・行政書士会・社会保険労務士会
の協力のもと市町村協会と共催により県内４カ所で実施する。対応言
語：英語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語、中国語、ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

http://www.gtia.jp/kokusai/jap
anese/gtia/

(公財)埼玉県国際交
流協会

彩の国さいたま国際交流･協力
ネットワーク

公共団体と民間団体がそれぞれの機能や特色を活かしながら情報交換
や共同活動を行うため、「彩の国さいたま国際交流・協力ネットワーク」を
運営する。

http://www.sia1.jp/internation
al/#international_03

国際交流・協力等ネットワーク会
議

市町村及び市町村国際交流協会等関係団体相互の連携と、相互支援
体制の推進を目的として連絡会議を開催する。

外国人相談担当者意見交換会 市町村・民間の外国人相談担当者相互の連携と、専門知識の習得、意
見交換を目的とした会議を開催する。

災害時外国人サポーター養成講
座

市町村、市町村国際交流協会やボランティア団体等と連携し、災害発生
時に支援者として活躍できるサポーターを養成する研修を、県・市等と
共催で開催する。

東京国際交流団体連絡会議 情報交換や連携強化を目的とした会議を開催(年2回、21団体参加) http://www.tokyo-icc.jp

区市交流協会及び区市町村職員
研修会

区市国際交流協会及び区市町村の国際交流担当者等を対象に研修会
を開催

http://www.tokyo-icc.jp

ダイレクトリーの作成 東京国際交流団体連絡会議ダイレクトリー http://www.tokyo-icc.jp

(公財)かながわ国際
交流財団

外国につながる子ども支援のた
めの関係機関連絡会

外国につながる子ども支援について県・市町村教育委員会等の情報共
有、意見交換を目的とした会議を開催する。

災害多言語支援ボランティア育
成研修 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、市町村（国際交流協会）や社会
福祉協議会、ボランティアを対象とした研修を実施する。

アジアを知る事業 一般県民を対象に、県が重点的に交流を進めている北東アジア地域を
知る講座を市町村国際交流協会への委託等により実施する。

外国につながる児童生徒等の教
育支援（進路ガイダンス） 外国につながる児童生徒及び保護者を対象に、日本の学校制度や高校

への進学等について通訳を介して説明する進路ガイダンスを、市町村交
流協会への委託等により実施する。

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)群馬県観光物
産国際協会

(公財)栃木県国際交
流協会

(公財)新潟県国際交
流協会

(公財)宮城県国際化
協会

http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公財)茨城県国際交
流協会

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

東京都国際交流委員
会
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地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)石川県国際交
流協会

日本語教育研修講座
日本語教育や多文化共生等の各分野の専門家を招き、県内の日本語
教師や日本語教育、多文化共生に関心を持つ県民に対して、関連分野
の研究、実践の最新動向や知識を提供する。（テーマ別研修会）（再掲）

(公財)福井県国際交
流協会

国際交流団体活動促進事業（県
から受託）

国際交流や海外派遣・受入れの活動を取りまとめ、調整や支援を行う。
また、県内民間国際交流活動団体が実施する海外への人材の派遣や
海外からの受入れ等に係る助成を行い、海外との交流活動の活性化を
図る。

https://www.f-i-a.or.jp/

市町村等国際交流協会連絡会 情報交換や連携強化を目的とした連絡会議を開催。（年２回）

災害時ボランティアセミナー 災害時における外国人支援を目的として、災害時における外国人の状
況やボランティアの役割について学ぶセミナーを開催する。

在住外国人のための防災教室
在住外国人を対象に防災意識や災害発生時の対処法など災害に関す
る基礎知識の普及・啓発を図るため、「防災教室」を実施。

地域出張相談 市町村と連携して地域で相談会を開催。

(公財)岐阜県国際交
流センター

在住外国人支援事業
外国人の子どもと保護者に対して、定住を前提とした日本の教育制度、
就労環境等を理解した上で生活設計をしてもらえるよう、ライフプラン講
座を開催。また、ポルトガル語、タガログ語の相談員を配置し、外国人住
民の相談、情報提供などを行う。

http://www.gic.or.jp

(公財)静岡県国際交
流協会

多文化共生ネットワーク事業 県下の国際交流協会の連携と協働の強化と充実を図るため、その契機
となる情報収集と相互提供、共同調査、合同研修会などを行う。

市町村国際交流協会活動推進会
議・連絡会議

情報提供、情報交換や連携を図ることを目的とした活動推進会議（年2
回程度）のほか、情報提供を目的とした連絡会議（年1回）を開催する。

日本語教室実践講座 市町村と連携して、開設やステップアップを目指した講座を実施する。

外国人児童生徒日本語指導員育
成講座

企業・教員OB/OGなどを対象とした外国人児童生徒への学習支援活動
に関する研修を実施し、地域における日本語教育の担い手を育成する
講座を開催する。

外国人児童生徒指導関係者共同
研修

市町村・市町村国際交流協会と連携して、学校とNPOの外国人児童生
徒指導担当者を対象とした情報交換、連携強化のための共同研修を実
施する。
また、外国人児童生徒及び保護者を対象とした教育相談会を併せて開
催し、日本の教育制度等の情報供と日ごろの学習関する悩みの解決策
について、学校・NPOの外国人児童生徒関係者とともに考える機会を設
ける。

(公財)滋賀県国際協
会

滋賀県国際交流団体推進協議会
地域協会部会

情報交換や連携強化を目的とした連絡会議を開催。（年２回・１６協会参
加）また、研修等も実施

http://www.s-i-
a.or.jp/about/liaison

多文化共生セミナー等 多文化共生の大切さを啓発するため、府内各地でセミナー等を開催す
る。

フィールドトリップ 留学生等が府内の市町村を訪れ、日帰りでホームビジットをすることで、
その地域の府民と交流を深めてもらう。

日本語ボランティア育成支援・
ネットワーク構築事業

日本語ボランティアの活動支援（研修会の開催）、日本語教室・ボラン
ティアの広域的連携促進（広域的事業の協議・企画）

外国人住民災害時支援事業
地域国際化ネットワーク会議の開催、外国人住民・支援者向け防災研
修・訓練の実施、外国人住民向け防災オリエンテーションの実施、災害
時府民サポーター研修・訓練の実施

外国人向け行政情報提供窓口相
談員ネットワーク会議

府内の外国人向け行政情報提供窓口の情報共有・連携(相談員のネット
ワークの拡大)を図り、窓口での対応能力の向上を目的に実施。

通訳・翻訳ボランティアの育成・
活動促進事業の連携実施

外国人受入環境整備に重点的に取り組むため、市町村の国際交流協
会等を対象に通訳・翻訳ボランティアの研修と活動促進の取り組みに共
催する。

http://www.ofix.or.jp/accept/v
olunteer/flow.html

外国人住民と災害時通訳・翻訳
ボランティアのための防災・災害
時訓練にかかる事業の実施

外国人住民と災害時通訳・翻訳ボランティアのための防災・災害時訓練
にかかる事業を地域の国際交流協会等と共に実施することで、地域に
根差した災害時外国人支援を推進し、更なる地域力・防災力の向上を
目指す。

http://www.ofix.or.jp/accept/v
olunteer/flow.html

出張／専門相談会「外国人のた
めの一日相談会」の開催

外国人相談機能の強化を考えている市町村・国際交流協会等と共同し
て、地域で行う、幅広い分野の相談会や特定分野に特化した専門相談
会を開催する。

(公財)兵庫県国際交
流協会

国際交流団体等ネットワークの構
築【再掲】

県内の国際交流団体が有するノウハウや情報の共有、有効活用を図る
ネットワークを構築し、団体相互の連携を推進するため、「ひょうご国際
交流団体連絡協議会」の事務局としてその運営を担うとともに「ひょうご
国際交流メールマガジン」を配信するなど情報発信の強化を進める。

http://www.hyogo-ip.or.jp/hcia

(公財)和歌山県国際
交流協会

外国人のための「専門家による
一日相談会」の開催

在住外国人支援の一環として、通常の生活相談の枠を超えた専門的な相
談に多言語で対応するため、和歌山市及び田辺市において、専門家及び通
訳者の協力のもと、「専門家による一日相談会」を実施する。

(公財)京都府国際セン
ター

(公財)愛知県国際交
流協会

(公財)大阪府国際交
流財団

(公財)山梨県国際交
流協会
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地域国際化
協会名
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（公財）鳥取県国際交
流財団

国際交流・協力団体連絡会議
地域で国際交流協力活動を行う団体関係者と市町村・大学等の担当者
が連携して活動していくための情報交換の場としての会議を行う。

国際交流団体等連携協力事業
（国際交流団体・市町村等連携会
議開催事業）

国際化推進・多文化共生活動を行う団体等と市町村が一堂に会し、意
見交換する場を設け、協働事業の促進を図る。

国際交流団体等連携協力事業
（功労者顕彰事業）

県内で長年に渡り国際交流・協力を推進、または多分化共生の地域づく
りに寄与した個人・団体を顕彰する一方、当センター事業へ多大な貢献
をした個人・団体に対しても感謝状を贈呈する。

(一財)岡山県国際交
流協会

岡山県地域国際化推進団体連絡
協議会

構成団体による情報・意見交換、連絡調整を行うとともに、会員の資質
向上のための研修会を実施する。（16団体）

多文化共生連絡協議会 多文化共生社会の形成や外国籍県民の課題解決を目的とした組織（県
が設置）に参画し、情報交換を行う。（連絡会議開催：年２回　26団体参
加）

多文化共生市町担当職員研修 市町における多文化共生の取組が促進されるよう，市町等の担当職員
の知識や企画能力の向上を図るための研修を実施する。

多文化共生市町取組支援 市町等が実施する多文化共生の啓発事業に対し，講師紹介や調整，講
師経費を負担等の支援を行う。

大規模災害時の外国人支援研修
にける共同開催

市も共催となって、在住外国人などを対象とした防災講座を実施する。
また、市消防本部職員による防災講話や１１９番通報訓練、非常食の試
食会などを実施する。

市主催の多文化共生イベントで
の協力出展等

市主催の多文化共生の啓発事業に出展協力する。　また、協会主催の
講座や多文化共生国際カフェ等において、開催市と連携して実施する。

市町多文化共生担当者会議 県と共催で、県内自治体における多文化共生の取り組みを促進するた
め、平成28年度は、防災ハンドブックを活用した災害時の外国人支援に
おける自治体の役割について、講演及びＷＳを行った。

(公財)徳島県国際交
流協会

生活支援講座 県内３市、１町の国際交流協会と連携し、それぞれの地域で日本語教室
を開催する。

(公財)香川県国際交
流協会

外国人住民災害時支援（再掲）
地域社会の一員である外国人住民を災害弱者にしないために、県内市
町との共催で、外国人住民や、災害時に支援者となる者（行政・団体職
員、通訳等ボランティア等）を対象とした実践的な訓練を実施する。
外国人住民対象：地域の災害や防災に関する知識や日本語、心構えを
学ぶ。
支援者対象：災害時多言語支援センター開設に向けた訓練を行い、災
害時の外国人支援の在り方や必要とされるスキルなどを学ぶ。

http://www.i-pal.or.jp/bousai/

在県外国人相談･支援事業（外国
人生活支援ネットワーク会議の運
営）

外国人等からの相談に的確に対応するため、関係機関（入国管理局、
法務局、税務署、教育委員会等）で構成されたネットワーク会議により、
情報･意見交換及び問題解決に向けての協議を行う。（年２回）

地域国際交流担当者研修会開催
事業

地域の自治体及び国際交流協会職員等が専門的な知識や課題に対応
できる力を身につけるとともに、人的ネットワークの形成、地域における
在県外国人の支援組織づくりへとつなげるため、研修会を開催する。

(公財)高知県国際交
流協会

市町村連携情報提供事業
協会の事業内容等を広く県民に知ってもらうため、協会職員が市町村で
開催されるイベント等に出張してブース出展等を行い、事業に関するパ
ネル展示や資料配布、職員による事業説明やＰＲ活動を行う。

(公財)福岡県国際交
流センター

市町村国際交流協会連絡会議 県内市町村国際交流協会間の情報交換や連携強化を目的とした連絡
会議を開催。（年１回・約２０団体参加予定）

国際交流研修会 情報交換や連携強化を目的とした連絡会議を年１回開催する。

国際協力啓発月間イベントへの
参加 大分市国際協力啓発月間イベントへの参加、協力を行う。

県人権啓発フェスティバルへの参
加

多文化共生コーナーを設置し、県民、在住外国人への相談会の周知や
人権啓発パネルの展示、チラシの配布等を行う。

（公財）宮崎県国際交
流協会

共催
宮崎市国際交流協会等との共催で県内在住留学生を対象に県民との
交流を深め､防災意識啓発等を図る防災セミナーを実施する。

国際交流活動連携事業
共通の課題や問題等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，ネットワークづくりを推進する（年１回開催）。また，県内国際交流団
体間の情報交換及び連携を図るため，メーリングリストを運営する。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
support/list.html

共催・後援・協賛 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。

（公財）沖縄県国際交
流・人材育成財団

沖縄県・市町村国際交流担当者
連絡会

沖縄県と市町村双方の連携を深め全県的なウチナーネットワークの交
流促進を図り、課題に取り組むと共に親睦を深める。

(公財)札幌国際プラザ 地方自治体との連携による事業
実施 札幌市と連携し、多文化共生事業を推進する。

(公財)ひろしま国際セ
ンター

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団
おおいた国際交流プラ
ザ

(公財)しまね国際セン
ター

(公財)愛媛県国際交
流協会

(公財)鹿児島県国際
交流協会

(公財）山口県国際交
流協会
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⑪　市町村（協会）との連携事業

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

災害時多言語支援センター 川崎市と川崎市国際交流協会とで川崎市災害時多言語支援センターの
設置に関する協定書の実施細目を定めている。

「第25回川崎ジュニア文化賞」受
賞作品展示

川崎市、川崎市教育委員会との共催で、小学校5、6年生を対象とした作
文と絵画のコンクールを実施する。

外国人を対象とした防災セミナー 静岡市防災対策課、地域総務課、男女参画・市民協働推進課の協力を
得て、地域の在住外国人を対象とした防災セミナーを実施する。

異文化コミュニケーション体験フェ
ア

静岡に暮らす在住外国人との共生への第一歩となることを目的とした
フェアを実施する。市内で活動する国際交流団体や、在住外国人が経
営する料理店が出店し、静岡市と共催で実施する。

姉妹都市等交流事業 静岡市の姉妹都市への親善使節団の派遣事業を実施する。

(公財)浜松国際交流
協会

地方自治体との連携による事業
実施

浜松市の国際課、精神保健福祉センター、危機管理課をはじめとする各
部署と連携し、多文化共生事業を推進する。

ワールド・コラボ・フェスタ （公財）名古屋国際センター、（公財）愛知県国際交流協会(AIA)、（独）国
際協力機構中部国際センター(JICA中部)及びなごや国際交流団体協議
会(NIA)の４者で実行委員会を組織し、市民の国際交流・国際協力活動
への意識を高めることを目的とした事業を実施する。世界各国の音楽や
踊り、地球的な課題をテーマとしたトークなどを展開するステージのほ
か、この地域を拠点に国際交流・国際協力活動を行う民間団体のブース
出展などによりその活動を紹介する。

http://www.nic-nagoya.or.jp
http://www.world-collabo.jp/

やさしい日本語普及啓発事業

在住外国人の母語の多様化を背景に、災害時のコミュニケーション手段
の確保や日常的なコミュニケーションを促進することを目的に、「やさしい
日本語」の概要を理解し、日常的に使用できるようになるための実践的
な講座を行政職員等を対象に実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

名古屋市の姉妹友好都市との周
年に併せた事業

名古屋市の姉妹友好都市提携周年記念に併せ、広く一般市民に向け
て、その文化や人々の考え方を知り、姉妹友好都市に親しみを感じると
共に、地域の課題や国際理解を深める講座を開催する。名古屋姉妹友
好都市協会との連携で行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

NIC地球市民教室体験講座 子どもたちの世界への関心と地球市民としての意識の醸成を促すことを
目的に、NIC地球市民教室の外国人登録講師との交流をし、異文化を知
る「外国文化体験学習」を名古屋市教育委員会主催「名古屋土曜学習
プログラム」において実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国籍市民行政サービス利用等
通訳・相談事業

行政サービスの利用や手続き等について、外国籍市民、区役所・支所、
事業所および本庁等から、電話による通訳・相談に対応する事業。通訳
者は、一定の通訳能力および行政等に関する知識を有するものとし、
ローテーションにより対応する。通訳技術および行政窓口業務等に関す
る研修を実施。
英語（火曜日・木曜日）、中国語（水曜日・金曜日）、いずれも9時から17
時の間実施。また、2009年度より京都市保健福祉局の新生児訪問など
に対し、要望があれば戸別訪問に通訳者を派遣。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/sodan/jp/gyosei/annai.html

京都市新生児訪問等通訳者派遣 京都市保健福祉局（保健所）が実施する新生児訪問等について、言葉
のサポートが必要な場合に通訳者が保健師に同行する。
 Ａ．新生児訪問　Ｂ．乳幼児健診（４ヶ月、８ヶ月、１歳半、３歳）
 Ｃ．育児支援家庭訪問　Ｄ．妊婦訪問 Ｅ.その他
対応言語 英語及び中国語

医療通訳派遣事業 京都市、NPO及び京都市国際交流協会による協働事業。「固定型」「派
遣型」による医療通訳派遣を実施。派遣先は醍醐の医仁会武田総合病
院、京都駅前の康生会武田病院、京都市立病院、京都桂病院の4病院
とする。言語は中国語・英語・韓国・朝鮮語の3言語で実施。また、2008
年度より病院による一部経費負担を開始。

http://www.kcif.or.jp/iryo-
t/index.html

(公財)大阪国際交流
センター

国際交流協会ネットワークおおさ
か

大阪府下の市町村の国際交流協会、団体が連携し、ネットワークを構築
する「国際交流ネットワークおおさか」に参画し、日ごろから顔の見える
関係をつくり、相互支援と双方向の情報交換を行いつつ研修会等を実
施。

(公財)広島平和文化
センター

国際交流・協力団体との連携
広島地域の国際交流・協力事業の連携・調整を図るため、関係機関との
連絡会議に参加するとともに、二国間団体の運営や関係機関主催の研
修会等に参加する。

一般財団法人熊本市
国際交流振興事業団

地域サポート事業 熊本市保健子ども課と連携し、赤ちゃん訪問時の家庭において、通訳が
必要な場合、保健師に同行する通訳を派遣。

(公財)京都市国際交
流協会

http://www.samenet.jp

静岡市国際交流協会

（公財）川崎市国際交
流協会

(公財）名古屋国際セ
ンター
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⑫　民間交流団体との連携会議
（　）は自治体（市・町・村）国際化協会等の団体数（内数）

地域国際化
協会名

連絡会議名 団体数 開始年度 URL

(公財)岩手県国際交流協会 岩手県国際交流関係団体連絡会議 134 平成2年度 http://www.iwate-ia.or.jp/i_dantai-2009/top.html

(公財)宮城県国際化協会 宮城県国際交流推進連絡会議 208 昭和62年度

(公財)秋田県国際交流協会 あきた国際活動民間団体ネットワーク 94 平成７年度 http://www.aiahome.or.jp/network/index.html

(公財)山形県国際交流協会 国際交流・協力関係団体懇談会
130
(14)

平成5年度 http://www.airyamagata.org

(公財)福島県国際交流協会 日本語教室代表者ネットワーク会議 33 平成13年度 http://www.worldvillage.org/kouryu/japan.html

(公財)茨城県国際交流協会 国際交流・協力ネットワーク会議
58

(15)
平成3年度 http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公財)埼玉県国際交流協会 彩の国さいたま国際交流・協力ネットワーク
267
(63)

平成12年度 http://www.sia1.jp/international/network/

(公財)ちば国際コンベンション
ビューロー

国際交流・協力等ネットワーク会議
36

(10)
平成25年度

東京都国際交流委員会 国際交流・協力TOKYO連絡会 33(19) 平成15年度

(公財)新潟県国際交流協会 国際交流連絡会議 63(4) 平成19年度

(公財)とやま国際センター 富山県国際交流団体ネットワーク会議 88 平成8年度 http://www.tic-toyama.or.jp

(公財)石川県国際交流協会 いしかわ国際交流団体ネットワーク会議 138 平成9年度

福井県国際交流関係団体連絡会 52(8) 平成5年度 https://www.f-i-a.or.jp/

嶺南地域国際交流推進連絡会議 16(5) 平成5年度 https://www.f-i-a.or.jp/

やまなしインターナショナルネットワーク （ＹＩＮ） 31 平成12年度 http://www.yia.or.jp/yin/

市町村国際交流協会等連絡会 14 平成21年度

(公財)滋賀県国際協会 滋賀県国際交流推進協議会　団体部会 52 平成10年度 http://www.s-i-a.or.jp/about/liaison

関西国際交流ボランティアネットワーク会議（ＫＩＶ－ＮＥＴ） 71 平成8年度

国際交流基金関西国際センター研修生交流支援協議会 11 平成9年度

(公財)和歌山県国際交流協会 地域国際化ネットワーク推進事業 14 平成23年度

(公財)しまね国際センター 市町村・国際交流団体等連携会議 74 平成元年 http://www.sic-info.org/exchange/organizations/

(公財)しまね国際センター 国際交流団体・市町村等連携会議 100 平成元年 http://www.sic-info.org/exchange/organizations/

(一財)岡山県国際交流協会 岡山県地域国際化推進団体連絡協議会 16 平成18年度

(公財)ひろしま国際センター ひろしま国際交流サミット
155
(13)

平成元年度 http://hiroshima-ic.or.jp

(公財）山口県国際交流協会 外国人のための日本語講座連絡会議 7 平成8年度

(公財)徳島県国際交流協会 在住外国人相談支援ネットワーク会議 30 平成13年

(公財)愛媛県国際交流協会 地域国際交流担当者研修会
40

（自治体を
含む）

平成25年度

(公財)高知県国際交流協会 高知県民間国際交流関係団体連絡協議会
45
(3)

平成4年度 http://www.kochi-kia.or.jp/

(公財)福井県国際交流協会

(公財)山梨県国際交流協会

(公財)大阪府国際交流財団
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⑫　民間交流団体との連携会議
（　）は自治体（市・町・村）国際化協会等の団体数（内数）

地域国際化
協会名

連絡会議名 団体数 開始年度 URL

(公財)佐賀県国際交流協会 佐賀NGOネットワーク 12 平成28年度 https://www.spira.or.jp/

(公財)大分県芸術文化スポーツ
振興財団おおいた国際交流プラ
ザ

国際交流研修会
63

（２）
平成19年度

(公財)沖縄県国際交流・人材
育成財団

沖縄県国際交流団体連絡会議 60 平成2年度

札幌姉妹都市協会 37 昭和61年度 https://www.facebook.com/sapporo.sistercities

札幌圏大学国際交流フォーラム 22 平成元年度 http://www.plaza-sapporo.or.jp/forum/index.html

(公財)仙台観光国際協会 外国人相談窓口ネットワーク研修会 24 平成12年度
http://int.sentia-
sendai.jp/j/exchange/index.php

(公財)千葉市国際交流協会 日本語教室ネットワーク 19 平成17年度
http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/forforeign/jalangclass.html

横浜市国際交流ラウンジ協議会 11 平成18年度 https://www.yokeweb.com/loungerenkei

よこはま国際協力・国際交流プラットフォーム運営委員会 6 平成22年度 http://yokohama-c-festa.org/

(公財)川崎市国際交流協会 かわさき国際交流民間団体協議会 61 平成6年度 http://www.kian.or.jp/minkan.shtml

静岡市国際交流協会 国際交流関係団体連絡会議 59 平成16年度
http://www.samenet.jp/about/business_scheme.h
tml

地域日本語教室ネットワーク会議 22 平成23年度

国際交流・多文化共生ネットワーク会議 111 平成23年度

外国にルーツを持つ青少年のキャリア支援に関わるネット
ワーク会議

11 平成28年度

(公財)名古屋国際センター ワールド・コラボ・フェスタ実行委員会 4 平成16年度 http://www.nic-nagoya.or.jp

(公財)京都市国際交流協会 kokoka国際交流団体ねっと 96 平成22年度 http://www.kcif.or.jp/kokokakonet/

(公財)大阪国際交流センター
KIV・NET（Kansai　International　Volunteer　NETwork）
関西国際交流ボランティアネットワーク会議

71 平成8年度

(公財)神戸国際協力交流セン
ター

外国人相談窓口担当者連絡会（ＧＯＮＧＯ） 16（5） 平成8年度

(公財）広島平和文化センター 広島市日本語教室ネットワーク会議 20 平成26年度

(公財)北九州国際交流協会 北九州国際交流団体ネットワーク（キーネット）情報交換会 63 平成3年度 http://www.kitaq-koryu.jp/

(公財)福岡よかトピア国際交
流財団

福岡国際関係団体連絡会[FUKU-NET] 71 昭和62年度 http://www.rainbowfia.or.jp/fukunet/

(一財)熊本市国際交流振興事
業団

NGO連携会議
熊本・外国ルーツの子どもたち支援連絡協議会

63
10

平成26年度

(公財)札幌国際プラザ

(公財)横浜市国際交流協会

(公財)浜松国際交流協会
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⑬　民間交流団体との連携事業

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

国際交流定例講演会
来道外国人や道内在住の外国人をゲストに招き、外国の生活や文化な
どをテーマに懇談会を開催する。

北方圏講座の開催
北方圏諸国の生活文化や経済を学ぶ講座を関連する国際交流団体と
共催して開催する。

カルチャーナイト事業 施設の夜間開放による国際交流イベントを開催する。

国際交流イベント連携推進事業

地域の国際交流団体等が行う外国人との交流イベントや地球の現状・
課題への認識を深める先導的な講演会等のうち、広く効果が見込まれ
るものについて連携して行う。（年3回程度）

①http://www.kokusai-
koryu.jp/business/internationa
l-event/

②http://www.kokusai-
koryu.jp/business/globaltalk/

県民参加型国際交流推進事業 韓国、台湾、その他東南アジア諸国をターゲットに交流を希望する民間
団体を発掘し、ﾏｯﾁﾝｸﾞを行って、継続・発展的な民間交流を実現する。
平成29年度は青森県との姉妹都市提携を行っている済州道とのジュニ
ア世代交流を重点的に推進するほか、台湾の台中市等との交流推進に
向けた民間団体のマッチングを行う。

国際交流関係団体要覧（ダイレク
トリー）の作成

　各団体間の連携・協働に資するため、各団体の協力を得て、国際交流
関係団体連絡会議に加盟する団体の活動を紹介した要覧を作成し、
ホームページ上で提供する。

http://www.iwate-
ia.or.jp/i_dantai-2009/top.html

ワンワールドフェスタの開催
世界とのかけはしクラブ設置運営
事業の開催
外国人との交流会の開催
企画展示の実施　等

ワンワールドフェスタ、世界とのかけはしクラブ、国際交流センター内の
企画展示、外国人との交流会の実施等について、岩手県、国際交流関
係団体、市町村国際交流協会、青少年活動交流センター、JICAデスクと
連携して実施。

(公財)秋田県国際交
流協会

あきた国際活動民間団体ネット
ワーク 地域において国際交流や国際協力、多文化共生などの活動を行う団体

と秋田県国際交流協会（AIA）との連携により構築され、地域における国
際化の一層の推進を目指し、民間団体とAIAが情報交換を進めながら
互いに協調して活動できる基盤を築く。

http://www.aiahome.or.jp/netw
ork/index.html

(公財)山形県国際交
流協会

体験！実践！国際理解実践
フォーラム2017～山形から世界
を見てみよう！～ JICAや民間団体と連携し、教員や国際理解・多文化共生に興味のある

方を対象にした分科会を開催し、県民の国際理解を促進する。

https://www.facebook.com/国
際理解実践フォーラム-山形か
ら世界を見てみよう--
362086903891965/

(公財)福島県国際交
流協会

ＮＧＯダイレクトリーの更新
各団体の協力を得て、県内の国際交流・国際協力関係団体の基本情報
や活動状況を紹介したダイレクトリーをホームページ上で紹介する。

http://www.worldvillage.org/ko
uryu/dantai.html

(公財)茨城県国際交
流協会

国際交流・協力ネットワーク会議
市町村、市町村国際交流推進組織及び民間国際交流・協力団体との連
絡会議を開催し、相互連携と研修及び情報交換を図る。

(公財)栃木県国際交
流協会

国際交流団体連携推進事業
県内の国際交流団体の活動状況等をホームページに掲載するととも
に、国際交流団体の行催事の後援及び広報に協力する。

http://tia21.or.jp/dantai/conte
nts.html

(公財)埼玉県国際交
流協会

彩の国さいたま国際交流･協力
ネットワーク

公共団体と民間団体がそれぞれの機能や特色を活かしながら情報交換
や共同活動を行うため、「彩の国さいたま国際交流・協力ネットワーク」を
運営する。

http://www.sia1.jp/internation
al/network/

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

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
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
知り得る機会を提供する。

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

東京都国際交流委員
会

国際化市民フォーラムin TOKYO
の開催

在住外国人を取り巻く課題や問題点、国際協力のあり方などについて、
都民や外国人、NGO等の団体が意見を表明したり、議論を行うことによ
り、国際理解を促進し問題解決への認識を深めることを目的に開催。

http://www.tokyo-
icc.jp/forum/index.html

ＮＧＯスタッフ育成講座
国際交流・協力等を目的に設立された県内のＮＧＯやこれからＮＧＯ活
動を始めたい人を対象に、研修等を実施する。
※民間団体に企画・運営委託

国際理解教育推進支援事業 国際理解教育の充実及び進展を図るためのセミナー等を開催する。
※民間団体に企画・運営委託

相談関係機関との連携
行政書士会等の専門機関と連携して相談会等を実施する。

多文化が共生する県民フェスタ
県内の国際交流団体等と連携し、県民と外国人住民が多数参加する国
際交流イベントを開催する。（再掲）

日本語教育研修講座
日本語教育や多文化共生等の各分野の専門家を招き、県内の日本語
教師や日本語教育、多文化共生に関心を持つ県民に対して、関連分野
の研究、実践の最新動向や知識を提供する。（テーマ別研修会）

http://www.ifie.or.jp/ijsc/j-
seminar/index.html

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)青森県国際交
流協会

(公財)新潟県国際交
流協会

(公財)岩手県国際交
流協会
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(公財)福井県国際交
流協会

国際交流団体活動促進事業（県
から受託） 国際交流や海外派遣・受入れの活動を取りまとめ、調整や支援を行う。

また、県内民間国際交流活動団体が実施する海外への人材の派遣や
海外からの受入れ等に係る助成を行い、海外との交流活動の活性化を
図る。

https://www.f-i-a.or.jp/

「やまなしインターナショナルネッ
トワーク」支援

県内の民間国際交流・国際協力関係団体等で構成する「やまなしイン
ターナショナルネットワーク(YIN)」の円滑な運営を目的として支援を行
う。（通年）

http://www.yia.or.jp/yin/

在住外国人のための防災教室
在住外国人を対象に防災意識や災害発生時の対処法など災害に関す
る基礎知識の普及・啓発を図るため、「防災教室」を実施。

(公財)長野県国際化
協会

国際交流団体検索システムの運
営

県内国際交流団体の紹介とPRを兼ねて、団体検索システムを運用して
いる。

http://kokusai-
koryu.pref.nagano.lg.jp/module
s/kokusaisystem/

(公財)岐阜県国際交
流センター

ハローギフ・ハローワールド開催
事業

本県に活動拠点を置く国際交流団体らのブースや民族舞踊などのス
テージを通じて各国文化を紹介し、国際理解・交流を深める国際交流イ
ベントを開催する。

http://www.gic.or.jp

(公財)静岡県国際交
流協会

アース（明日）カレッジ開催事業
国際理解・交流促進に取り組む県内外団体が連携・協働を強化し、また
県民への情報発信力を高めるため、地域ネットワークを構築し、県民と
ともに現在への国際的な課題を考える講座を、JICA中部と共催で実施。

http://www.sir.or.jp

ワールド・コラボ・フェスタの開催
県民と外国人との相互理解、交流をより一層深めるため、民間国際交流
協力団体等と連携して、民族の歌と踊りのステージ、団体活動紹介ブー
ス、多文化共生、国際理解教育等に関するワークショップ、セミナーなど
を展開する。なごや国際交流団体協議会、（公財）名古屋国際センター、
JICA中部と共催。

http://www.world-collabo.jp/

フェアトレードの普及啓発
フェアトレードを通して、開発途上国の貧困や人権・環境問題などについ
て考える映画会を、NPO団体と協働して開催する。

(公財)三重県国際交
流財団

多文化共生啓発事業
実行委員会で企画・運営をする多文化理解イベント、多文化共生啓発イ
ベントに実行委員として参加・協力している

（公財）滋賀県国際協
会

日本語教育の支援 日本語指導者養成講座をびわこ日本語ネットワーク（ＢＮＮ）との共催で
開催、また「第１４回ＢＮＮ外国人によるスピーチ大会」の開催に一部事
業費負担等の協力を行う。

http://www.s-i-
a.or.jp/projects/multicultural

(公財)京都府国際セン
ター

日本語ボランティア育成支援・
ネットワーク構築事業

地域日本語教室・ボランティアのネットワーク団体「京都にほんごRings」
や「やさしい日本語有志の会」と連携して事業の企画から実施まで行っ
ている。

(公財)大阪府国際交
流財団

（公財）大遊協国際交流・援助・
研究協会との連携

留学生のための大阪府内文化施設特別入場制度への助成。また、留学
生の為の日本文化理解講座（国際交流茶会）を年1回、連携事業として
行っている。①(6)で既述

（公財）兵庫県国際交
流協会

「多文化共生」を考える研修会の
開催【再掲】

外国人県民と接する機会の多い行政職員、教員、日本語教師、ボラン
ティア等を対象に、外国人県民の抱える問題について、現場の生の声を
交えながら理解を深める研修会を県、教育委員会、NPOと共催する。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

(公財)和歌山県国際
交流協会

国際交流サマーフェスタ事業

地域において活動しているＮＰＯや民間国際交流・国際協力団体、また
自国の文化理解を深めるために活動している地域の在住外国人の協力
のもと企画及び運営を行う。サマーフェスタは、いままで実施してきた国
際交流まつりよりも一歩進んだ異文化理解促進を目的に「国際交流、国
際理解、国際協力」の３つの要素を様々なミニ講座形式で参加者は楽し
んだ。外国人講師との英会話講座や親子で楽しむ外国語と外国文化の
コーナー、英語絵本読み聞かせなどを通じて参加者の「国際交流、国際
理解、国際協力」の関心の向上を目指す。

(公財)鳥取県国際交
流財団

国際交流フェスティバルの実施
異文化理解の促進を目指して、県内三地区で開催されている国際交流
フェスティバルを民間団体等との協働により開催。（会場及び設備使用
料、広報資材作成費等を財団が負担）

国際貢献ＮＧＯフェア
ＮＧＯがそれぞれの活動内容をパネル展示等により紹介。希望するNGO
はセミナー等を開催する。

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)ひろしま国際セ
ンター

日本文化理解促進事業
地域の交流団体の協力のもと、平素、外国人との交流が少ない地域に
外国人を派遣し、交流行事の開催等により地域住民と外国人とが交流
できる機会を提供する。

http://hiroshima-ic.or.jp

(公財）山口県国際交
流協会

留学生のための防災教室 山口大学のある山口市の民間交流団体と連携して、留学生と地域防災
組織(住民）を対象に、災害時における留学生のための防災教室を実
施。（年２回）

(公財)香川県国際交
流協会

かがわ国際フェスタ（再掲） 外国人住民と県民の交流・ふれあいの場の提供や県民の国際交流・国
際協力・多文化共生に対する理解の増進と国際感覚の涵養、さらには
担い手である県内の団体や関係機関相互の連携強化を目的に、年1回
開催する。

http://www.i-pal.or.jp/festa/

(公財)山梨県国際交
流協会

(公財)愛知県国際交
流協会

(一財)岡山県国際交
流協会
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地域国際化
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日本語グループ学習集中講座
在県外国人を対象に、日本語学習講座を実施することにより、日本語能
力を向上させ、日常生活への適応と日本文化の理解を促進する。
実施時期：夏季（8月）及び春季（3月）の各期10日間・１日2時間、場所：
松山市・愛媛県国際交流センター、対象：16歳以上の在県外国人（各期
100名程度）、レベル別5クラス、講師：日本語教育ボランティアグループ

http://www.epic.or.jp/kurasu/j
apanese.html#a01

国際交流イベント促進事業 （財）松山国際交流協会と共催の「地球人まつり」をモデル的イベントと
し、県内各市町、国際交流協会、国際交流・協力団体の参加を促し、運
営方法等を学んでもらうことで、県内各地での国際交流イベントの開催
を促進する。

えひめ韓国交流促進事業
韓国大学生等の本県訪問を受け入れ、ホームステイ活動等を通じて、
愛媛と韓国の相互理解と交流を促進する。

(公財)高知県国際交
流協会

民間国際交流・協力団体人材育
成セミナー事業 民間国際交流関係団体の活動を活性化させるため､各団体の人材を育

成する研修会を実施する。
http://www.kochi-kia.or.jp/

(公財)福岡県国際交
流センター

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、大学やNPO等
国際交流団体と共催で、国際交流・国際理解に関する講座やイベントを
開催。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/international/

(公財)佐賀県国際交
流協会

国際フェスタ月間
県内で活動する民間国際交流団体等の活動を広く県民に周知するた
め、参加団体協働でイベントを開催

https://www.spira.or.jp/

ながさき国際協力・交流フェスティ
バル

国際協力や国際交流活動の紹介、海外の手工芸販売やチャリティーバ
ザー、各国料理の提供、日本文化体験、語学体験、楽器・遊びの体験
コーナーなどを行い、在住外国人を含む県民のふれあいの場を提供す
る。

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および世界のカレンダー展示即売会を開催す
る。

外国人による日本語弁論大会
実行委員会形式で、日本語を母語としない在住外国人による日本語弁
論大会を実施する。

国際交流プラザ交流スペース
ギャラリー展示

国際交流プラザ外側の壁面に展示用パネルを設置し、県内の交流団体
から展示希望を募り、各団体1ヶ月間ずつ、活動状況の写真やパネルを
展示させ、活動紹介の場としている。

http://www.oitaplaza.jp/japane
se/gallery

おおいた国際交流プラザイベント
情報欄･掲示板

国際交流プラザのHP内に投稿を受け付けるイベント情報欄及び掲示板
を設け、各団体が随時投稿し、活動やイベントを紹介できるようにしてい
る。

http://www.oitaplaza.jp/

青少年国際協力体験事業 鹿児島県青年海外協力隊を支援する会及び青年海外協力隊鹿児島県
OB会と連携し，県内の中・高校生にアジアにおける国際協力の現場を
体験させる事業を市町村や企業・団体の協力を得ながら実施する。（年
１回実施）

http://www.synapse.ne.jp/kia/i
nternational/taikenjigyo.html

国際理解プログラム事業（協力隊
OBと留学生が先生事業）

青年海外協力隊や国際協力，発展途上国等に対する理解を深めるた
め，青年海外協力隊のOB／OGや留学生等を小・中学校に派遣する事
業を，鹿児島県青年海外協力隊を支援する会及び青年海外協力隊鹿
児島県OB会とで組織する実行委員会で実施する。（年４０回程度実施）

http://www.synapse.ne.jp/kia/i
nternational/rikai.html

国際交流活動連携事業
県内国際交流団体間の情報交換及び連携を図るため，メーリングリスト
を運営する。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
support/list.html

独立行政法人国際協力機構との
連携 協会内に独立行政法人国際協力機構の国際協力推進員を配置し，国

際協力等に関する情報提供や相談等に応じる。

共催・後援・協賛
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。

伝言板の設置
国際交流プラザ内に伝言板を設置し，イベント・不要品交換などの情報
交換の場を提供する。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
services/index.html

国際協力･交流フェスティバル
ＪＩＣＡ、県他関係団体との共催事業により、ＪＩＣＡ研修員、県内在住外国
人と県民とが交流を行う。

「沖縄県国際交流団体便覧」の作
成 沖縄県内の国際交流団体の活動状況・計画等の情報誌を作成し、各団

体へ提供している。

(公財)札幌国際プラザ 国際交流・協力、多文化共生団
体検索サイト「めいかん」の運営 ウェブダイレクトリーにて札幌を拠点に活動する国際交流・協力団体概

要などの情報を提供している。
http://www.plaza-
sapporo.or.jp/meikan/

日本語講座
日本語講座の運営をNPOと連携して行う。

http://int.sentia-
sendai.jp/j/life/japanese_lesso
n.html

日本文化体験
外国人市民の日本理解の一助となるよう、市民団体との共催により、華
道、茶道等の伝統文化や日本語会話等を体験する機会を提供する。

外国につながる子ども支援
市民団体等との協力により「夏休み教室」や「進路ガイダンス」を実施す
る。

https://shinro-
miyagi.jimdo.com/

(公財)鹿児島県国際
交流協会

(公財)沖縄県国際交
流・人材育成財団

(公財)仙台観光国際
協会

(公財)愛媛県国際交
流協会

(公財)長崎県国際交
流協会

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団
おおいた国際交流プラ
ザ
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せんだい地球フェスタ 国際交流や国際協力などに携わる市民や団体が集い、来場者と交流を
図る催し。さまざまなイベントやグループの活動紹介を通じて、異文化間
交流を推進し、地域の多文化共生や国際貢献について考える機会とす
る。

https://senfes2017.jimdo.com/

仙台国際ハーフマラソン大会姉
妹都市等交流会 市民団体と実行委員会をつくり、国際姉妹都市等からの選手団の受け

入れや交流会開催を行う。

仙台国際センター交流コーナー
の運営 相談・情報カウンターでの相談、情報提供業務を市民団体と連携して行

う。

http://int.sentia-
sendai.jp/j/exchange/index.ph
p

NGO支援事業
市内の国際交流・協力関連NGO／NPOに対し、印刷機や会議室を提供
し、活動を支援するとともに、協会に足を運び易い環境を整備し、NGO／
NPOとの連携を図る。

http://www.stib.jp/kokusai/ce
nter.shtml

国際NGOネットワーク共催事業 さいたま市国際NGOネットワークとの共催事業を開催し、市内で国際に
関する活動を行うNGO／NPOとの連携を図り、さいたま市の国際化を推
進する。

http://www.stib.jp/kokusai/wa
kuwaku.shtml

日本語教室ネットワーク
市内で活動するボランティアによる日本語教室の情報を収集し、当協会
実施の講座等の周知などによる活動支援や、新規団体の参加促進な
ど、各団体間のネットワーク構築及び更なる連携促進を図る。希望団体
は当協会ＨＰ上にて情報掲載し、利用者の利便を図る。

http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/forforeign/ja
langclass.html

ちば市国際ふれあいフェスティバ
ル支援 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

際ふれあいフェスティバル」を支援する。

「よこはま国際フェスタ」
国際交流・協力団体、在住外国人支援団体、国際機関、学校、行政、企
業などの国際交流・協力活動を広く市民に紹介する総合的なイベントを
開催し、市民の国際交流・協力活動の促進に寄与するとともに、参加団
体間の連携・ネットワーク化を促進する。

http://yokohama-c-festa.org/

「よこはま国際フォーラム」
国際協力・国際交流・在住外国人支援に関わる団体による市民向けセミ
ナー・ワークショップ、インターネット情報発信等。

http://yokohama-c-
forum.org/

インターナショナル・フェステバル
外国人市民と市民とのふれあいを深め、友好親善と相互理解を推進す
るため、民間交流団体との共催により、交流イベントを開催する。

http://www.kian.or.jp/evenko1
7/event/interfesta.shtml

地球市民講座
市民の国際理解や多文化理解を推進し、外国人と市民の相互理解を深
めるため、環境・貧困等地球規模の問題について民間交流団体との共
催により、公開講座・講演会を開催する。

http://www.kian.or.jp/evenko1
6/event/gc-2016.shtml

異文化コミュニケーション体験フェ
ア 市内で活動する国際交流団体や、在住外国人支援団体が参加し、多文

化共生を推進するイベントを開催する。

姉妹都市等交流事業
民間の団体との共催により、静岡市の姉妹都市より来静する青少年の
受入事業を実施する。

浜松版地域日本語教師育成検討
事業

浜松ならではの外国人の日本語の特徴やニーズをつかみ、今後増加が
見込まれる新たな外国人らに地域共生に即した日本語指導ができる人
材を育成する体制づくりを行う。

http://www.hi-hice.jp/u-
toc/class.php

ポルトガル語スピーチコンテスト 在浜松ブラジル総領事館と連携して実施。ポルトガル語のスピーチコン
テスト。

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

労働セミナー
在浜松ブラジル総領事館と連携して実施。ブラジル人を対象に、現在の
日本とブラジルの雇用状況などを紹介する。

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

地域日本語学習支援事業 外国人コミュニティと連携して日本語学習支援教室を実施。
http://www.hi-hice.jp/u-
toc/class.php

外国人の子どもの不就学ゼロ作
戦事業

外国人学校・外国人コミュニティ・関連市民団体・地域民生委員・浜松市
及び市教育委員会などと連携して、外国人の不就学解消を目指し、訪
問調査・ケースに応じた支援を継続して行う。

http://www.hi-hice.jp/u-
toc/class.php

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
人材を活用し、市内の学校や社会教育現場へ派遣する。

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

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。

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

外国人コミュニティエンパワメント 外国人コミュニティを対象として、日本で生活していく力をつけるための
講座やセミナーを開催する。外国人コミュニティと協働で行うことで、ネッ
トワークの強化を図る。

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

国際交流協力協働事業

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
える事業を実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

http://www.samenet.jp

(公財)名古屋国際セン
ター

(公社)さいたま観光国
際協会

(公財)仙台観光国際
協会

(公財)浜松国際交流
協会

静岡市国際交流協会

(公財)川崎市国際交
流協会

(公財)横浜市国際交
流協会

(公財)千葉市国際交
流協会
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⑬　民間交流団体との連携事業

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

ワールド・コラボ・フェスタ
（公財）名古屋国際センター、（公財）愛知県国際交流協会(AIA)、（独）国
際協力機構中部国際センター(JICA中部)及びなごや国際交流団体協議
会(NIA)の４者で実行委員会を組織し、市民の国際交流・国際協力活動
への意識を高めることを目的とした事業を実施する。世界各国の音楽や
踊り、地球的な課題をテーマとしたトークなどを展開するステージのほ
か、この地域を拠点に国際交流・国際協力活動を行う民間団体のブース
出展などによりその活動を紹介する。

http://www.nic-nagoya.or.jp
http://www.world-collabo.jp/

(公財)京都市国際交
流協会

コリアンサロン「めあり」
日本と深い関係を持つ朝鮮半島の歴史や文化の紹介、在日韓国・朝鮮
人に対する理解の促進を目指す文化事業。通年事業としてハングル塾
（入門・初級・中級）を行っている。韓国民団京都府本部、朝鮮総聯京都
府本部、当協会の3団体が2003年5月より共同で実施。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tabunka/jp/meari/index.html

外国にルーツを持つ子ども支援
ネットワーク大阪会議（大阪こども
ネットワーク）

大阪における外国にルーツを持つ子どもたちを対象とした、地域活動支
援に参加する団体・支援者らによるネットワーク

外国人母子支援ネットワーク形成
事業

ニューカマーの外国人女性と子ども達が大阪で心地よく住むために多様
な関係者（区役所、ＮＰＯ、民間団体など）がＨ24年度に形成したネット
ワークを活用し、具体的に子どものサポート等の活動に取り組む。

(公財)神戸国際協力
交流センター

神戸国際交流フェア
神戸市内のNGO・NPO による出展ブース・ステージ・演技等を通じ、相
互のネットワークを形成し,市民にNGO・NPO活動を周知する。また、市民
の異なる文化、伝統への理解を推進する。

http://www.kicc.jp/fair/index.h
tml

国際交流・協力の日の開催
広島市内や海外で国際交流･協力活動を続けている市民団体が連携し
て様々な国際交流･協力活動を協働して行い、広島市民に国際交流･協
力への関心を高める機会を提供。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

「姉妹・友好都市の日｣の開催及
び「ヒロシマ・メッセンジャー」の運
営

広島市と姉妹・友好都市提携している海外6都市ごとに、民間の国際交
流団体などとともに市民参加型の記念イベントを開催。企画・立案、司会
進行等を公募で都市ごとに選出した「ヒロシマ・メッセンジャー」が行って
いる。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

（公財）北九州国際交
流協会

国際村交流会イベント
国際交流団体や大学、まちづくり団体などと協働で「多文化共生啓発」イ
ベントを実施。

(公財)福岡よかトピア
国際交流財団

地球市民どんたく
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
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
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。

http://www.rainbowfia.or.jp/cit
izen/05.html

NGO協働支援事業　SAKURA祭
の開催

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。

外国籍の子どもの支援事業 外国にルーツを持つ子どもたちを対象とした、進路ガイダンスの開催や
日本語支援を必要とする子ども達の情報交換及び日本語支援。居場所
づくり

医療通訳ボランティア派遣事業
医療現場において通訳が必要とされる救急の場合に登録ボランティアを
派遣する。派遣する医療機関とは事前に協定書を締結する。また、この
制度は、当事業団と民間団体メディカルサポートくまもとと医療機関とで
協定を締結するもの。

(公財)名古屋国際セン
ター

(公財)大阪国際交流
センター

(公財)広島平和文化
センター

(一財)熊本市国際交
流振興事業団
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⑭　民間交流団体への支援・助成制度

地域国際化
協会名

１団体あたりの助成金限度
額（千円）

助成
団体
数

助成基準 URL

(公社)北海道国際交流・
協力総合センター

助成対象経費の５０％以内 10

北海道内の団体または法人（調査研究については個人も対象）
の実施する事業で、北海道の国際化を推進する上で有用と認め
られ、かつ事業の成果が北海道の地域の活性化に資することが
期待されるもの

http://www.hiecc.or.jp/kikin1.h
tml

(公財)青森県国際交流協
会

総事業費の１／２または１０万
円のいずれか少ない金額

（予算の範囲内で調整）
8 県内の民間国際活動団体が行う国際交流・協力事業

http://www.kokusai-
koryu.jp/business/assist/

(公財)岩手県国際交流協
会

活動支援助成金　100
日本語教室運営支援　80

市町村国際交流協会活動支援100又は
200

13
岩手県国際交流関係団体連絡会議に加入している団体又は協
会が特に認める県内の団体が行う岩手県、または海外において
行う国際交流事業、国際協力事業又は多文化共生事業

http://www.iwate-ia.or.jp/

(公財)秋田県国際交流協
会 80 11

県内で実施する国際交流、国際協力、国際理解、多文化共生に
係る事業。

http://www.aiahome.or.jp/infor
mation/detail.html?serial_id=14
63

(公財)山形県国際交流協
会 200 10

県内の国際交流・国際協力・国際理解推進等を目的とした民間
団体が実施する国際交流・国際協力に関する事業

http://www.airyamagata.org

(公財)福島県国際交流協
会

100 8

団体の所在地が福島県内にある非営利の民間団体が、本県の
国際交流・協力活動の進展や復興の推進を図るため、主体的に
実施する活動
３９歳以下の青年が非営利団体が主催する海外スタディツアー
に参加する活動

http://www.worldvillage.org/ko
uryu/jyoshei/jyoshei.html

(公財)埼玉県国際交流協
会 500 4 県内の非営利団体が実施する国際協力に関する事業

http://www.sia1.jp/internation
al/assist/

(公財)かながわ国際交流
財団

200万円以内（①②③）
50万円以内（④）
20万円以内（⑥）

＊⑤は申請内容により決定

6
かながわのNGO等が行う①海外協力事業、②国内協力事業、③
担い手育成事業、④団体活動充実事業、⑤緊急支援事業、⑥多
文化共生の地域社会づくり応援事業（審査会により採択）

http://www.kifjp.org/ngo

(公財)新潟県国際交流協
会

200 9
賛助会員である県内の非営利団体が実施する国際交流・国際協
力に関する事業

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/001_nia_info/003_
kokusai_suishin/001_kokusai_su
ishin.html

(公財)とやま国際センター 200 3 民間レベルの国際交流・国際協力多文化共生事業 http://www.tic-toyama.or.jp/

(公財)石川県国際交流協
会

100 5
県内の民間国際交流団体が行う自主的、創造的な国際協力、国
際交流及び国際理解活動事業

http://www.ifie.or.jp/japan/org
anization/contribution/joseikin
_home.html

(公財)福井県国際交流協
会

150
（直接活動経費の1/2以内）

7 県内で実施される民間国際交流ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ https://www.f-i-a.or.jp/

(公財)山梨県国際交流協
会

0 0

やまなしインターナショナルネットワーク （ＹＩＮ）に加入している県
内の民間交流団体が、国際交流、国際協力、多文化共生等の分
野で新たな取り組みや展開を図ることを目的として実施する事業
を対象とする。（通年）

http://www.yia.or.jp/yin/

(公財)長野県国際化協会

50 3
日本語指導教室支援事業助成金
外国籍児童等を対象とした日本語指導を行う団体等の教材等に
係る経費への助成

http://www.anpie.or.jp/santa_p
roject/meeting.html

(公財)岐阜県国際交流セ
ンター

多文化共生事業：500
国際交流事業：300

26

県内に拠点をおき、原則１年以上の活動実績のある民間団体が
行う国際交流・協力事業、多文化共生事業に対して助成する。
（国際交流・協力事業：対象経費の1/2、多文化共生事業：対象
経費の2/3を助成）

http://www.gic.or.jp/aboutgic/
grants/

(公財)静岡県国際交流協
会

30 5
静岡県の外国語ボランティアバンク登録者が過半数以上を占
め、構成総員7名以上の自主勉強会グループが行う通訳技術な
どの向上のための研修開催にかかる経費（県委託）

http://www.sir.or.jp

100 18
県内の民間国際交流団体が実施し、一般県民が参加できる国際
交流・国際理解・多文化共生事業

http://www2.aia.pref.aichi.jp/k
oryu/j/jigyo/hojokin.html

運営費200
会場費実費（上限100）

69
「日本語学習支援基金」を活用し、外国人児童生徒を対象とした
日本語教室へ事業経費の一部を助成する。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/k
yosei/j/kikin/index.html

100（助成対象経費の1/2限
度）

18
国際交流活動に継続的に取り組んでいる県内の民間非営利団
体が実施する先駆的・先導的な国際交流事業に対して助成。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

上限150（助成対象経費の
1/2）

4
国際交流の充実・発展や多文化共生社会づくりを目的とした
「ひょうご国際交流団体連絡協議会」の会員団体（市町国際交流
協会）の活動に対して助成。

(公財)鳥取県国際交流財
団

青少年事業　5,000
一般　3,000

31
県内に拠点をおく民間交流団体の実施する国際交流・協力事業
で取扱基準に合致する事業。

http://www.torisakyu.or.jp/?id=
99

(公財)しまね国際センター
200 10

県内の民間団体等が行う多文化共生、国際交流・協力、日本語
教育の事業に必要な経費の一部を助成する。

http://www.sic-
info.org/exchange/grants/

(公財)愛知県国際交流協
会

※平成28年度の実績額

(公財)兵庫県国際交流協
会
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⑭　民間交流団体への支援・助成制度

地域国際化
協会名

１団体あたりの助成金限度
額（千円）

助成
団体
数

助成基準 URL

※平成28年度の実績額

(一財)岡山県国際交流協
会

日本語教室開設・活動支援助
成金

30
0

グループ又は個人が新しく日本語教室を開設する場合、及び既
存の日本語教室が研修会等を行う場合助成金を交付する。また
は既存の教室の見学について協力する。

(公財)ひろしま国際セン
ター ①１,000

②2,000
4

県内の民間の非営利団体が実施する①国際協力の担い手育成
事業、②開発途上の国や地域での国際協力事業に対し、対象経
費の1/2を助成。

https://hiroshima-hip.or.jp

(公財)山口県国際交流協
会 100（小規模助成は50） 8(4)

県内の非営利団体が実施する国際交流・国際協力に関する事業
に対し、対象経費の1/2を助成。

http://www.yiea.or.jp

100千円
国際交流事業費等助成金の

み事業費の1/2以内
10

県内の国際交流団体等が実施する国際交流・国際協力・多文化
共生に関する事業。「国際交流事業費等助成金交付要綱」及び
「外国人住民支援事業費助成交付要綱」に基づき指定された期
日までに申請書類を提出させ、事業目的、事業内容、事業の特
徴、事業規模、申請額、そして事業の効果を県国際課長や学識
経験者を含めた審査委員会で審査し、助成の可否及び助成額を
決定。

http://www.i-pal.or.jp/help/

会館利用料の全額 13

民間国際交流・協力団体等が香川国際交流会館を利用して国際
交流事業等を行う場合に、会館利用料を助成する。「香川国際交
流会館会議室に係る利用料助成要綱」に従い事業目的及び事
業概要を審査し、適当と認めた場合に交付決定とし、申請者に代
わり助成金を会館に対して支払うことにより助成。

http://www.i-pal.or.jp/help/

100（千円）
事業費の1/2以内

5
民間団体やグループが県内で実施する、広く県民を対象とした国
際交流事業に対し、その事業経費の一部を助成する。

100 3
在住外国人に日本語学習の機会を提供する日本語教室の運営
及び日本語教師の育成に対する助成を行う。

(公財)高知県国際交流協
会 150 4

県内の民間国際交流・協力関係団体が直接実施する非営利事
業(国際交流等事業)

http://www.kochi-kia.or.jp/

(公財)福岡県国際交流セ
ンター 200 8

県内の民間団体が行う地域国際化推進活動を支援する。
対象経費の1/2以内（上限20万円）を助成。広報支援、会場提供
可。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/request/grant.html

100 3
県内の民間団体等が県内で行う非営利の多文化共生、国際交
流事業に要する経費の一部を助成

500 4
県内の民間団体等が行う韓国全羅南道及び中国重点交流地域
との交流事業に要する経費の一部を助成。

500 3
県内の民間団体等が行う国際協力事業に要する経費の一部を
助成。

100 4 県内の団体等が県内で行う非営利の国際交流・協力事業

交流会実施にかかる実費（現
地会場料、車両借上料、通訳
料）

0
中国上海市、韓国釜山広域市において団体相互間の新たな交
流を創ることを目的とした交流機会の提供を行う交流支援事業

100 0
民間レベルの国際交流をより一層推進し、地域の国際化を図る
ことを目的としたスタート支援事業

450 0
県内の国際交流を計画している民間団体等が、先駆的モデルと
して日中韓の団体等を同時に受け入れて実施する日中韓の相
互交流事業

250 1
韓国釜山広域市で開催される「釜山グローバルギャザリング」に
参加する団体に対する支援事業

熊本県国際協会

100 5
①会員団体が、熊本県内の国際交流を促進するために行う事
業。②事業の実施期間は事業採択の日（6月下旬）から年度末ま
での間に行われる事業。助成総額 300千円。

(公財)大分県芸術文化ス
ポーツ振興財団おおいた
国際交流プラザ

300 6
県内の国際交流団体が行う国際交流事業等を支援するため経
費の一部を助成する。助成総額 ９２９千円。

(公財)宮崎県国際交流協
会

80 4
県民の国際交流の推進に寄与する先駆的、効果的な事業で、原
則的に一般県民が参加できるもの又は波及効果のあるもの。対
象経費の1/2以内

(公財)鹿児島県国際交流
協会 300 4

過去１年以上の国際交流活動実績を有する県内の団体が実施
する国際交流事業等

http://www.synapse.ne.jp/kia/
support/minkan.html

(公財)沖縄県国際交流・
人材育成財団 100 12 県内の非営利団体が実施する国際交流・国際協力に関する事業 http://kokusai.oihf.or.jp

(公財)札幌国際プラザ 50 1 札幌市内に活動拠点を持つ民間団体が行う多文化共生事業

(公財)仙台観光国際協会

100 14
仙台市内で活動する市民団体が、仙台市内または国外において
自主的に企画・実施し、国際交流事業、異文化理解事業、多文
化共生事業、国際協力事業のいずれかに該当する事業

http://int.sentia-
sendai.jp/j/activity/subsidy.ht
ml

(公財)佐賀県国際交流協
会

https://www.spira.or.jp/

(公財)長崎県国際交流協
会

(公財)香川県国際交流協
会

(公財)愛媛県国際交流協
会
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⑭　民間交流団体への支援・助成制度

地域国際化
協会名

１団体あたりの助成金限度
額（千円）

助成
団体
数

助成基準 URL

※平成28年度の実績額

(公財)千葉市国際交流協
会

300 12
主に市内で活動し、市民の多文化理解や国際協力及び国際友
好親善を促進する事業

http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/about/m
ajorprojects/h28reportlist.html

(公財)川崎市国際交流協
会

国内プログラム   90
国外プログラム　100

5
市内の民間交流団体が行う国際交流事業を支援し、民間レベル
での国際交流活動を促進する事業

http://www.kian.or.jp/josei.htm
l

(公財)浜松国際交流協会
500 27 国際交流や多文化共生を推進する活動に対する補助金。

http://www.hi-
hice.jp/info/document.html

(公財)京都市国際交流協
会

活動場所の提供・広報 9

市民グループ・団体支援事業「ＣＯＳＭＯＳ」
在住外国人を対象とした支援や、各国・地域の文化紹介などの
交流活動に取り組む市民グループや団体に会場提供などにより
支援・育成を実施。各団体の活動の活性化と自発的な運営方法
の獲得を目指す。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/katsudo/jp/cosmos/index.ht
ml

100 13
神戸市内で開催される国際協力・交流事業で広く一般市民の参
加が認められるもの。

http://www.kicc.jp/activity/ind
ex.html

100 2
神戸市在住の外国人市民の日常生活を支援することを目的とし
た事業。

http://www.kicc.jp/activity/ind
ex.html

400 0
市内の活動実績２年以上の非営利団体が国外において実施す
る国際交流・協力事業

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

150 2
市内の活動実績２年以上の非営利団体が市内において実施す
る国際交流・協力事業

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

400 0
市内の活動実績２年以上の非営利団体が、海外の姉妹・友好都
市において実施する日本の伝統的な文化・スポーツ等の普及指
導を行う事業

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

100 1
市内の活動実績２年未満の非営利団体が国外又は市内におい
て実施する国際交流・協力事業

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

(公財)福岡よかトピア国際
交流財団 300

100

7

2
福岡都市圏の民間団体が実施する国際交流事業

http://www.rainbowfia.or.jp/cit
izen/07.html

(一財)熊本市国際交流振
興事業団 200 1

主に市内で活動し、市民の多文化理解や国際協力及び国際友
好親善を促進する事業

(公財)広島平和文化セン
ター

(公財)神戸国際協力交流
センター
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⑮　調査・研究・提言

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

調査研究事業 東アジア地域との経済交流や環境、観光など関する調査研究を行う

（公財）青森県国際交
流協会

国際交流コーディネート・調査事
業

国際交流等の推進に向けて、ニーズや時代に即した事業を推進する
ための調査等を行うともに、留学生その他県内在住外国人の社会参
加その他交流を促進するためのコーディネート活動を行う。

（公財）秋田県国際交
流協会

あきた国際活動民間団体ネット
ワーク

県内のあきた国際活動民間団体ネットワークの情報、活動内容を年1
回調査し、HP上の情報を更新する。

http://www.aiahome.or.jp/netw
ork/index.html

日本語教室活動実態調査 県内の日本語教室の活動内容を年１回調査し、HP上の情報を更新す
る。

民間団体との連携強化・交流促
進

県内の国際交流関係団体の情報を集めダイレクトリーを更新し、ウェブ
サイトで公開する。

日本語教室活動実態調査 各団体の協力を得て、県内の日本語教室の基本情報や活動状況を紹
介したダイレクトリーをホームページ上で紹介する。

http://www.worldvillage.org/ko
uryu/japan.html

民間国際交流・協力団体活動実
態調査

各団体の協力を得て、県内の国際交流・国際協力関係団体の基本情報
や活動状況を紹介したダイレクトリーをホームページ上で紹介する。

http://www.worldvillage.org/ko
uryu/dantai.html

(公財)群馬県観光物
産国際協会

国際交流団体・協力団体活動調
査 県内の各種国際交流・協力団体等の構成、活動状況等の調査を行い、

ホームページ上で公開する。

http://www.gtia.jp/kokusai/jap
anese/gtia/grouplist.php?type
=%E3%81%82

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

国際交流・協力団体調査 県内の国際交流・協力団体等の団体情報を調査し、WEB上で発信す
る。

http://www.mcic.or.jp/db/db-
menu.html

(公財)かながわ国際
交流財団

調査研究事業
アクティブラーニングの導入に関する調査。

(公財)とやま国際セン
ター

日本海学推進機構事業 日本海や環日本海地域を調査研究する日本海学の普及を目的とした講
座等の開催

http://www.nihonkaigaku.org/

調査研究事業 県内の多文化共生等の現状や課題及び国際交流協会へのニーズを把
握するため、外国籍県民、市町村国際交流協会、NPO等に対する調査
を行う。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/chousakenkyuu/main.h
tml

民間国際交流団体等調査 愛知県内で活動する団体の連絡先や活動内容の基礎データを収集し、
国際交流･多文化共生関連の市町村･交流協会の窓口、関連の公的機
関、外国公館等の情報を収集し、「国際交流ハンドブック」として公表す
る。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/insatu/handbookindex.h
tml

県内の姉妹・友好提携及びその
他交流調査

県内市町村、公的機関、大学、高校等の教育機関などの姉妹･友好提
携等の現状を調査し、「県内の姉妹・友好提携及びその他交流一覧」と
してホームページで公表する。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/sonota/shimai/shimaiy
uukouteikei.html

国際化関連指標調査 県内在住の外国人、留学生や外国人児童生徒などの国際化･多文化共
生に関わる基礎的なデータを収集し、  「国際化関連指標」としてホーム
ページで公表する。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/sonota/shimai/shimaiy
uukouteikei.html

外国人のための日本語教室調査
県内の日本語教室への調査を実施し、日本語教室の情報を掲載した一
覧を発行する。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/re
source/j/class/classtop.html

（公財）三重県国際交
流財団

国際交流団体調査 県民の国際交流活動等への参加を促すことを目的として、県内で活動し
ている国際交流、国際協力、多文化共生等の団体の活動状況を調査・
公開

http://www.mief.or.jp/jp/excha
nge_groups.html

(公財)滋賀県国際協
会

外国人相談窓口調査、日本語教
室調査、外国語の通じる病院調
査

県内の外国人相談窓口設置市町等および県内の日本語教室開催状況
を年度初めに毎年１回調査し、ＨＰおよび情報紙で情報提供する。また、
外国語に通じる病院調査を、滋賀県病院協会の協力のもと調査し、ＨＰ
で情報提供を多言語で行う。

http://www.s-i-a.or.jp

(公財)愛媛県国際交
流協会

在県外国人相談・支援事業
外国人生活相談員（英語）を配置し、医療、法律、教育、就労等各種悩
み事の相談に応じて外国人の生活を支援する。また、外国人住民の実
情に合わせ、外国人コミュニティー会議等を実施する。

http://www.epic.or.jp/kurasu/s
odan.html#a01

(公財)福岡県国際交
流センター

国際交流団体調査事業 県内の各種国際交流・協力団体等の構成、活動状況等の調査を行い、
ホームページ上で公開する。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/city/popular.php

(公財)仙台観光国際
協会

留学生との協働による情報発信
Facebook等のソーシャルメディアを活用し、留学生から見た仙台の魅力
や復興の様子を発信する。

http://int.sentia-
sendai.jp/messages/

(公財)千葉市国際交
流協会

国際交流・協力団体活動調査
各種国際交流・協力団体等の構成、活動状況等の調査を行い、ホーム
ページ上で公開する。

http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/exchange
/volunteergroups.html

(公財)川崎市国際交
流協会

外国人の暮らしを守る多文化共
生のまちづくりに向けた調査研究 川崎市総合防災訓練に参加し、実際に避難所を体験しそこで感じた不

便なこと、改善点や必要なものをアンケートにとり、今後の多言語災害支
援に役立てる。

（公財）山形県国際交
流協会

http://www.airyamagata.org

(公財)福島県国際交
流協会

(公財)愛知県国際交
流協会
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⑮　調査・研究・提言

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)浜松国際交流
協会

多文化共生都市ビジョン改定調
査

「浜松市多文化共生都市ビジョン」の改訂にあたり、関係団体等への聞
き取り調査や意見徴収のための会の開催などを行う。

(公財)京都市国際交
流協会

行政通訳相談事業

京都市域の保健センター、母子保健事業（プレママ、新生児訪問、乳幼
児健診）を利用する外国籍市民、通訳相談員を対象にした調査事業を
実施。外国籍市民の出産、子育てに関する課題を探る。

(公財)大阪国際交流
センター

災害時外国人支援ネットワーク整
備

大規模災害や風水害等の災害発生時に災害弱者となる可能性のある
外国人に対応するために、近畿の地域国際化協会8団体で構成する「災
害時における外国人支援ネットワーク近畿ブロック研究会」と連携し、災
害時マニュアルの作成、研修会の開催等を実施するとともに、大阪市等
の行政機関や関係機関と連携協議を行うなど、広域での災害時外国人
対応連携体制整備のための取り組みを行う。年数回開催。

(公財)神戸国際協力
交流センター

国際協力調査事業
将来の経済交流につながる国際協力や、防災・減災のノウハウによる国
際協力を推進するため、途上国の実態調査、ニーズ調査を行う。

http://www.kicc.jp/kyouryoku/
index.html

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

調査研究事業
熊本県立大学と協働で多文化共生実態調査を実施。
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⑯　印刷物等の発行

地域国際化
協会名

名称 刊行時期 仕様 言語 内容 URL

季刊「Ｈoppoken」 年３回 B5判
一部カラー
65ページ

日本語
北方圏地域を中心とする生活・文化・経
済・学術など紹介

年報 年１回 A4判
単色
46ページ

日本語 前年度の事業活動を掲載

(公財)青森県国際交流
協会

広報誌「あおもり国際交
流つうしん」

年４回 A4判
カラー
8ページ

日本語
英語

県内外の国際交流・国際協力に関する
情報の提供

http://www.kokusai-
koryu.jp/about/magazine/

(公財)岩手県国際交流
協会

国際交流情報紙 年4回（日本語、
英語、中国語）

A5判
一部カラー
8ページ

日本語
英語
中国語

県内外の国際交流・協力のイベント情
報、外国人への生活情報など

http://www.iwate-ia.or.jp/

みやぎの国際情報誌「倶
楽部MIA」

隔月 A4判
一部カラー
4ページ

日本語
在県外国人へのインタビュー記事、当
協会及び県内の国際活動団体からの
お知らせ等

http://mia-
miyagi.jp/publication.html

多言語生活情報紙「MIA
多言語かわら版」

隔月 ホームページで
公開

日本語
中国語
韓国語
英語
ベトナム語
インドネシア語併
記

外国人の日常生活に密接に関連した
情報

http://mia-
miyagi.jp/publication.html

「みやぎの国際活動団体
DIRECTORY」

年1回 ホームページで
公開 日本語 県内の国際活動団体の概要等

http://mia-
miyagi.jp/ngo.html

「くらしに関する各種機関
リスト」

年1回 ホームページで
公開

日本語
英語
中国語
韓国語
ベトナム語
インドネシア語
ポルトガル語

日常生活に関する県内の各種機関の
連絡先等

http://mia-
miyagi.jp/guidebook.html

生活情報誌「えぃあぃ
えぃ!!!」の発行【再掲】

随時 A4判
カラー
４ページ

日本語
中国語
英語
韓国語
フィリピノ語

生活情報、イベント情報など
http://www.aiahome.or.jp/aia/
detail.html

「外国人そうだんＱ＆Ａ」 平成26年 A4判
カラー
４２ページ

日本語（2017年4
月改定）
中国語
英語
韓国語

入国管理局関連、家庭問題関連、労働
問題関連、医療関連、教育関連など

http://www.aiahome.or.jp/sup
port/detail.html?serial_id=1361

機関誌『AIRY』 年3回 A4判
カラー(一部２色)
4ページ（1回は8
ページ）

日本語
国際交流の動向、国際交流関係団体
の紹介、イベント報告など

http://www.airyamagata.org

情報紙「Face to Face」 年3回 A4判
単色
4ページ

日本語
英語
中国語
韓国語

生活情報、観光情報、イベント情報など http://www.airyamagata.org

山形県で暮らす外国人の
ためのやまがた生活サ
ポートブック　改訂版

平成25年 変形B6判
2色
150ページ

英語
中国語（簡・繁）
韓国・朝鮮語
ポルトガル語
タガログ語

入国；在留資格等の手続きの方法や、
県内でのくらしや教育、福祉などの様々
な情報

在住外国人向けパンフ
レットの作成

平成24年度 展開…177×524
㎜
カラー
型抜き蛇腹4折り

やさしい日本語
在住外国人向けに「やさしい日本語」で
当協会事業を紹介したパンフレット

外国人に伝わりやすい
「やさしい日本語」作成の
手引き

平成24年度 A4判
表紙カラー中面2
色28ページ

日本語
日本人向けの「やさしい日本語」作成の
手引き

みんなで使おう！！外国
人につたわりやすい「やさ
しい日本語」

平成24年度 展開…210×415
㎜
仕上がり…210
×111㎜
カラー
変形観音折り

日本語
日本人向けの「やさしい日本語」を知っ
てもらうためのパンフレット

やさしい日本語会話集 平成25年度 B6判
表紙カラー中面2
色
50ページ

日本語
平成25年度にFM山形のラジオ番組の
中で放送した「やさしい日本語」の会話
をまとめたもの

(公財)福島県国際交流
協会

広報紙「ジャイロ」 年２回 A4判
カラー
8ページ 日本語

協会事業紹介及び報告、国際交流に
関する情報、寄稿文等

http://www.worldvillage.org/fi
a/gyro/gyro.html

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)宮城県国際化協
会

(公財)秋田県国際交流
協会

(公財)山形県国際交流
協会
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地域国際化
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名称 刊行時期 仕様 言語 内容 URL

Fukushima　Now 年３回 A4判
カラー 日本語（年３回）

英語版（年３回）
中国語版（年３
回）

福島県の震災復興に向けた取り組み
や県民の声など福島県のありのままを
広く世界に発信していくため、多言語
（日本語、英語、中国語）で情報紙を年
３回発行する。

http://www.worldvillage.org/ji
shin/gyro_blog.html

機関誌「ふれあい茨城」 年３回 A4判
カラー
8ページ

日本語
様々な情報や民間団体の活動内容の
紹介

http://www.ia-ibaraki.or.jp

外国人のための生活ｶﾞｲ
ﾄﾞﾌﾞｯｸ

日本語
英語
中国語
ポルトガル語
タイ語
タガログ語
スペイン語
韓国語
インドネシア語
ベトナム語

在住外国人の生活の利便を図るため，
生活全般，緊急時の対応，行政手続き
等の知識・情報に関する図書

http://www.ia-ibaraki.or.jp

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ Ｂ６判
2色
32ページ

日本語
英語
中国語
ポルトガル語
タイ語
タガログ語
スペイン語
韓国語
インドネシア語
ベトナム語

医療現場での医療従事者とのコミュニ
ケーションツール

http://www.ia-ibaraki.or.jp

災害時マニュアル 日本語（ルビ）
英語
中国語
ポルトガル語
タイ語
タガログ語
スペイン語
韓国語
インドネシア語
ベトナム語

地震等の災害時に外国人が適切に行
動できるためのマニュアル http://www.ia-ibaraki.or.jp

外国人から見た茨城の魅
力～いばらきインターナ
ショナルアンバサダー写
真集～

H29.2 Ａ4版
カラー
16ページ

日本語

留学生や在住外国人等が登録する「い
ばらきインターナショナルアンバサ
ダー」から寄せられた、インスタグラム
への投稿記事をまとめた、外国人から
見た茨城の魅力についての写真集

http://www.ia-
ibaraki.or.jp/iiam/index.html

(公財)栃木県国際交流
協会

機関紙「ＴＩＡニュース
やぁ！」

年4回 A4判
単色
4ページ

日本語
協会事業、県内国際交流情報の紹介
等

http://tia21.or.jp/ya.html

外国語情報誌「The
Gunma Guide」

年６回
（隔月）

A4判
単色
4ページ

英語
中国語
ポルトガル語
スペイン語

在住外国人向け観光情報、生活情報な
ど。

メールマガジン
「e-Gunma Guide」

毎月 メールマガジン 英語
中国語
ポルトガル語
スペイン語

在住外国人向け観光情報、生活情報な
ど。

http://www.gtia.jp/kokusai/ja
panese/

(公財)埼玉県国際交流
協会

「フレンドシップニュース」 年４回 A4判
カラー
8ページ

日本語
当協会事業や国際交流・協力に興味の
ある方への有益な情報を掲載

http://www.sia1.jp/t-pu-f/

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

「国際交流つうしん」 年３回 A4判
カラー
8ページ

日本語 国際交流センター事業の紹介ほか http://www.mcic.or.jp/

情報誌「れすぱす」 毎月 ホームページに
掲載 日本語

英語

国際交流、協力、外国人支援に関する
情報を「Enjoy　Tokyo　らいふ」「クロー
ズアップ」「ワンポイント」 として情報発
信

http://www.tokyo-
icc.jp/lespace/index.html
http://www.tokyo-
icc.jp/english/lespace/index.h
tml

国際化市民フォーラム
inTokyo実施報告書

年1回 A4版　約30ページ
ホームページに掲
載 日本語

毎年2月開催予定の国際化市民フォー
ラムinTokyoの実施報告

http://www.tokyo-
icc.jp/forum/index.html

(公財)かながわ国際交
流財団

多言語情報メールサービ
ス「INFO KANAGAWA」

月４回程度 メールサービス やさしい日本語
英語
中国語
スペイン語
ポルトガル語
タガログ語

神奈川県内の福祉サービス情報、防災
情報、教育に関する情報、健康や病気
に関する情報やイベント情報を月４回
程度日本語、英語、スペイン語、ポルト
ガル語、タガログ語、中国語でメール配
信するサービス

http://www.kifjp.org/infokanag
awa

(公財)茨城県国際交流
協会

(公財)群馬県観光物産
国際協会

東京都国際交流委員
会
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協会名

名称 刊行時期 仕様 言語 内容 URL

広報紙「NIA Letter」 年3回 A4判　カラー　6
ページ 日本語、英語

県内の国際交流・協力活動の情報、協
会事業の紹介・参加者募集等

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/004_siryou/001_
siryou/003_siryou.html

メールマガジン「NIAメル
マガ」

毎月
日本語

協会主催事業や国際交流・協力関係の
イベントの紹介等

年報 年１回 A4判　単色　30
ページ 日本語 協会事業報告

ホストファミリーマニュア
ル

H25.10 A5判
カラー　33ページ 日本語

ホストファミリー向けの基礎知識や簡単
な会話集（英・韓・中・露）等（新潟市国
際交流協会と共同作成）

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/004_siryou/001_
siryou/001_siryou.html

ホームステイゲストマニュ
アル

H27.2 A5判 カラー 18
ページ

日本語
英語
中国語

ゲスト向けの日本の生活習慣やホーム
ステイ時の留意事項等

国際理解教育プレゼン
テーションコンテスト報告
書

年1回 A4判　カラー　50
ページ

日本語
各チームの発表概要、スタディーツアー
レポート等

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/004_siryou/001_
siryou/001_siryou.html

What's Happening 隔月 A4判
単色
4ページ

日本語
英語
中国語
韓国語
ロシア語
ポルトガル語

生活情報、イベント情報 http://www.tic-toyama.or.jp/

TIC NEWS 年4回 A4判
カラー
8ページ

日本語 協会事業の紹介等 http://www.tic-toyama.or.jp/

(公財)石川県国際交流
協会

機関誌
「IFIE　PLANET」

年２回 A4判
カラー
8ページ

日本語
協会活動のPRとともに、県内の国際交
流団体の活動状況及び各国の文化紹
介等

http://www.ifie.or.jp/japan/ifie
/publication/ifieplanet_home.h
tml

国際交流広報誌「交流ふ
くい」発行事業

年1回 A4判両面
全12ページ 日本語

国際交流についての情報や県内の国
際交流の動き、当協会事業等を紹介し
た機関誌

多言語情報紙「FIA
Pocket」発行事業

年6回 A4判両面
全6ページ 日本語

英語
中国語
ポルトガル語

協会事業をはじめ、県内のイベント情
報、県内外の国際交流・協力関連行事
などを紹介した機関紙

外国人のための
安全・安心ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸづくり
事業

20年2月 A6判縦
2色
30ページ

英語
中国語
韓国語
ロシア語
ポルトガル語
フィリピン語
タイ語

外国籍住民が安全に安心して生活でき
る環境を整備するため、災害時等の緊
急時に外国籍住民が指をさして使用で
きる対話集を作製

ちょっときいてふくい 21年3月
22年3月
23年3月

CD-ROM 英語
中国語
ポルトガル語
タガログ語

多言語による日常生活に必要な情報や
防災情報をFMﾗｼﾞｵ放送で提供し、放送
内容をCD化

外国人医療支援事業
「福井県における外国人
医療支援に関する報告
書」

24年5月 A4判
全74ページ

日本語

福井県における外国人を取り巻く医療
の現状把握と課題等を探るため、医療
機関と在住外国人の双方に対して実施
したアンケート調査の結果と、今後取り
組むべき方向性についての提言等を取
りまとめた報告書

(公財)山梨県国際交流
協会

機関誌「Yamanashi」 年３回 A4判
表紙カラー
2P以降は2色
10ページ

日本語
英語
ポルトガル語

協会の事業紹介、県内の生活情報、イ
ベント情報、ＪＩＣＡからの情報等を掲載

http://yia.or.jp/wordpress/?p
age_id=40

(公財)長野県国際化協
会

機関紙「アンピ　ニュー
ズ」

季刊 A4判
単色
６～８ページ

日本語
協会の事業紹介、県内の交流・支援団
体等の紹介、県内の生活情報、イベン
ト情報、ＪＩＣＡからの情報等を掲載。

http://www.anpie.or.jp/anpien
ews/index.htm

情報誌「世界はひとつ」 年３回 A4版
表紙カラー、他２色
8ページ（日本語）
4ページ（他）

日本語
英語
中国語
ポルトガル語

財団の事業紹介、県内の生活情報、イ
ベント情報など

http://www.gic.or.jp/aboutg
ic/publication/world/

国際交流の窓 年１回 A4判
単色
106ページ

日本語
県内の国際交流に関する主要情報な
ど

http://www.gic.or.jp/aboutg
ic/publication/window/

ANNUAL　REPORT 年１回 A4判
単色
33ページ

日本語 財団の年次報告書
http://www.gic.or.jp/aboutg
ic/gaiyo/

(公財)とやま国際セン
ター

(公財)新潟県国際交流
協会

https://www.f-i-a.or.jp/

(公財)福井県国際交流
協会

(公財)岐阜県国際交流
センター
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地域国際化
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(公財)静岡県国際交流
協会

情報誌「SIR　JOY Press] 年11回 A4判
単色
8ページ

日本語（一部英
語）

生活情報、イベント情報など http://www.sir.or.jp

機関誌「あいち国際プラ
ザ」

隔月 A4判
カラー
8ページ

日本語
協会の活動内容や国際交流・多文化共
生関係情報など

http://www2.aia.pref.aichi.jp/k
ikaku/j/aichikokusaipraza/kik
anshiindex.html

国際交流ハンドブック 年1回 A4判
単色
約150ページ

日本語
県内の民間国際交流団体の活動状況
や国際交流に関する基礎的な情報

http://www2.aia.pref.aichi.jp/k
ikaku/j/handbook.html

あいちの国際交流メール
マガジン

隔週 メールマガジン
日本語

協会や県内国際交流団体等からのお
知らせなど

http://www2.aia.pref.aichi.jp/k
ikaku/j/mm/index.html

愛知生活便利帳 平成29年8月 A4版
単色
208ページ

ポルトガル語
スペイン語
※日本語併記

外国人が愛知県で生活していくうえで
役立つ各種生活情報（在留手続き、外
国人登録、医療、保険・年金制度、教
育、労働、税金、各種施設情報等）

http://www2.aia.pref.aichi.j
p/sodan/j/benricho/index.
html

愛知生活便利帳 平成29年3月 A4版
単色
208ページ

英語
中国語
※日本語併記

外国人が愛知県で生活していくうえで
役立つ各種生活情報（在留手続き、外
国人登録、医療、保険・年金制度、教
育、労働、税金、各種施設情報等）

http://www2.aia.pref.aichi.j
p/sodan/j/benricho/index.
html

ポケットガイド愛知 随時 Ａ２判
カラ―
ジャバラ6面2つ折

日本語
英語
中国語

愛知県を紹介する日英中併記のリーフ
レット。愛知県及び名古屋市都市部の
地図付き。

国際交流ボランティアをマ
ネージメントする７７のポ
イント

平成12年3月 Ａ６判
2色
約160ページ

日本語
国際交流ボランティア活動を有意義で
楽しいものにしていくためのポイント

国際交流ボランティアをエ
ンパワーメントする55のプ
ログラム

平成13年12月 Ａ４判
2色
約280ページ

日本語
国際交流ボランティア活動を有意義で
楽しいものにしていくための実践的なプ
ログラム

ホームステイマニュアル 平成14年3月 Ａ6判
2色
約50ページ

日本語
身近でだれでもできるボランティア活動
の一つ「ホームステイ」を楽しむための
マニュアル

ＡＩＣＨＩ　ＶＯＩＣＥ 平成6年度～平
成16年度

Ａ4版
カラ―
約30ページ

英語
中国語（H14～
H16）

愛知県の姿（施策や出来事）や地域の
話題（人物、産業、自然、味、歴史）など
を紹介する海外向けPR誌

http://www2.aia.pref.aichi.j
p/voice/index.html

国際理解教育教材「世界
の国を知る・世界の国か
ら学ぶわたしたちの地球
と未来」

随時 A4判
カラー
約40ページ
国別に作成

日本語

愛知万博参加出展国120カ国をテーマ
に、その国の人々の日常生活を学ぶと
ともに、地球的課題や多文化共生社会
などについて参加型で考えるファシリ
テーター用教材

http://www2.aia.pref.aichi.jp/k
oryu/j/kyouzai/kyouzai.html

国際理解教育教材「世界
の国を知る・世界の国か
ら学ぶわたしたちの地球
と未来」活用マニュアル

随時 A4判
カラー
約130ページ 日本語

国際理解教育教材「世界の国を知る・
世界の国から学ぶわたしたちの地球と
未来」の教材を活用したモデルプログラ
ムを作成し、マニュアルにまとめたも
の。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/k
oryu/j/kyouzai/kyouzai.html

防災チェックガイド 平成25年12月 A5判
カラー
40ページ

英語
ポルトガル語
スペイン語
中国語
※日本語併記

災害に対する事前の心構えや家庭で
の防災対策を掲載した外国人向けのガ
イドブック

http://www2.aia.pref.aichi.j
p/kikaku/j/bosaiguidebook
/index.html

相談窓口担当者のため
の「多文化」ってこういうこ
と
＝結婚・離婚＝

平成28年3月 A4判
カラー
76ページ 日本語

日頃あまり外国人とのかかわりのない
各種相談窓口の職員向けに外国人住
民への相談対応時に注意すべき点や
各国の制度等の概要をまとめた冊子。

http://www2.aia.pref.aichi.j
p/sodan/j/manual/manual.
html

相談窓口担当者のため
の「多文化」ってこういうこ
と
＝子どもの教育＝

平成29年3月 A4判
カラー
112ページ

日本語 同　　　上
http://www2.aia.pref.aichi.j
p/sodan/j/manual/manual.
html

相談窓口担当者のため
の「多文化」ってこういうこ
と
＝社会福祉＝

平成30年2月
（予定）

A4判
カラー
約120ページ
（予定）

日本語 同　　　上
http://www2.aia.pref.aichi.j
p/sodan/j/manual/manual.
html

外国人のための日本語
教室一覧

平成2年９月 A4版
単色
98ページ 日本語

県内の日本語教室への調査を実施し、
日本語教室の情報を掲載した一覧を発
行する。

http://www2.aia.pref.aichi.j
p/resource/j/class/classto
p.html

「使える」日本語を学ぶ！ 平成27年２月 A4判
カラー
90ページ 日本語

当協会が実施した「行動体験型プログ
ラム研修」の中で参加者が実践した「行
動体験型日本語教室活動」の内容を実
践者自身がまとまたもの。

http://www2.aia.pref.aichi.j
p/resource/j/2News/manu
al.html

「使える」日本語を学ぶ！
活動事例集２０１５

平成28年3月 A4判
カラー
84ページ 日本語  同　　　上

http://www2.aia.pref.aichi.j
p/koryu/j/nihongo/jirei201
5.html

(公財)愛知県国際交流
協会
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地域国際化
協会名

名称 刊行時期 仕様 言語 内容 URL

「使える」日本語を学ぶ！
活動事例集２０１６

平成29年2月 A5判
カラー
94ページ 日本語 同　　　上

http://www2.aia.pref.aichi.j
p/koryu/j/nihongo/jirei201
6.html

ワールデン物語 平成29年２月 A4変形判
カラー
62ページ

日本語

平成26年度から刈谷市で実施している
多文化共生コミュニティガーデン「ワー
ルド・スマイル・ガーデン」（略称：ワール
デン）について、今後の多文化共生関
連事業の推進の一助となるをことを目
指し、経緯やアイデア、手法などをとり
まとめたもの。

機関誌「MIEF NEWS」 年3回 A4判
2色
8ページ

日本語 財団事業紹介、イベント情報等
http://www.mief.or.jp/jp/mief_
news.html

みえこさんのにほんごシ
リーズ

A4判
単色 日本語

初期日本語学習のための教材、指導
教材等

http://www.mief.or.jp/jp/mief_
kyozai.html

国際交流・協力情報誌
「SIA(しーあ)」

年３回 A4判
2色
８ページ

日本語 会員・一般向け国際交流・協力情報誌 http://www.s-i-a.or.jp/

外国人向け情報紙「みみ
タロウ」

年４回 A4判
単色
4ページ

日本語
英語
ポルトガル語
スペイン語
中国語（簡体字・
繁体字）
ハングル
タガログ語

外国人向け生活・イベント情報
http://www.s-i-
a.or.jp/references/mimitaro

滋賀県の外国人児童生
徒の現状と課題
外国人の人権について

H17.3 A4判
46ページ

日本語

「渡日児童生徒の諸問題について」「外
国人の子どもたち～言葉と心の問題
～」「多民族・多文化共生社会と在日外
国人の人権」

滋賀県の外国籍住民の
持つ医療へのニーズ
～南米出身者を中心に～

H19.3 A4判
52ページ

日本語

H18年10月～12月に直接746世帯もの
南米出身者宅を訪問し、その中の有効
回答１３３人分のデータをまとめた報告
書。

外国につながるこどもへ
の日本語指導者養成講
座ＰａｒｔⅢ

Ｈ22.3 A4判
40ページ

日本語

H21年9月に行った講座の報告書。日本
語ボランティア教室と教育委員会・学校
の連携事例と外国につながる子どもへ
の日本語指導方法の具体例をまとめて
ある。

国際教育　地球市民を地
域とともに育てよう　Part3
～Part14

H17.3-H26.（毎
年）

A4判
50-76ページ 日本語

国際教育協働推進事業報告（国際教育
ワークショップ、国際教育研究会活
動）、貸出図書リスト、資料集

カルタ　わたしん家の食
事から

H18.6（初版）
H20.3（第2版）

解説書、情報
カード、質問カー
ド、答カード

日本語
身近な食文化を通じて異文化に遭遇す
るとともに、社会的少数者の立場を疑
似体験することができるカルタ教材

非識字体験ゲーム「ここ
は、何色？」「はじめての
お見舞い」

H22.1 １．解説書
２．付属CD
３．多言語色辞書
ポスター　A3サイ
ズ　12枚 12言語
４．タイ語カードA4
判　32枚

日本語

言葉がわからないことから生じる不安
な気持ちや、そのことからどのような不
利益を被るかなどを疑似体験できる
ワークショップ教材

http://www.s-i-
a.or.jp/sites/default/files/proj
ect/education_a1_3.pdf

「言葉がわからない」体験
ゲーム」　何が起こった？
（震災編）

H23.1 １．解説書
２．付属CD
３．ワークショッ
プ用プラカード

日本語

言葉がわからないことから生じる不安
な気持ちを体感するワークショップ教
材。国際教育、人権教育などの授業や
防災に関する講座などで活用ください。

http://www.s-i-
a.or.jp/sites/default/files/proj
ect/education_a1_4.pdf

わたしん家の食事から
カードゲーム版

H27.3 解説書、情報
シート、穴埋め
情報シート、答え
カード

日本語
身近な食文化を切り口に、世界の多様
な文化について学び、多文化共生のた
めの学習に使えるカードゲーム教材

http://www.s-i-
a.or.jp/sites/default/files/proj
ect/education_a1_5.pdf

民間賃貸住宅の借り方Ｑ
＆Ａ

H20.3 A4判
単色
20ページ

日本語
英語
ポルトガル語
スペイン語
中国語（簡体字）
ハングル

滋賀県に住む外国人の方と不動産業
者等が共に使えるように日本語と外国
語の併記でまとめたＱ＆Ａ集。用語の
外国語一覧表付き。

「日系ブラジル人母子サ
ポートマニュアル」

H22.

日本語
ポルトガル語

在日ブラジル人女性の妊娠・出産・育
児期に医療従事者が留意点を確認しア
ドバイスするためのチェックシートやブ
ラジルの栄養指導、離乳食についての
内容を掲載

在日フィリピン人実態調
査事業報告書

H23.2 A4判
68ページ

日本語
平成２２年１１月～12月に県内在住の
フィリピン人に行った実態調査の事業
報告書。

(公財)滋賀県国際協会

(公財)三重県国際交流
財団

(公財)愛知県国際交流
協会
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SIA３０年のあゆみ（財団
法人滋賀県国際協会設
立３０周年記念誌）

H22.3 A4判
46ページ

日本語

協会設立３０周年にあたり、協会のあゆ
み、事業、関係者からのメッセージ、滋
賀県の国際交流関係資料等をまとめた
記念誌を作成

未来のための進路ガイダ
ンス～中学校を卒業した
らどこで何するの？～

毎年8月頃 A4判
24ページ 日本語

英語
ポルトガル語
スペイン語
中国語
タガログ語

中学校卒業後の進路についての説明
書、日本の学校制度、奨学金につい
て、入試について、県内の学校一覧な
ど

http://www.s-i-
a.or.jp/projects/multicultural

夢への作戦会議シリーズ
（職業案内）

毎年7月頃 A4判
14ページ

日本語
英語
ポルトガル語
スペイン語
中国語
タガログ語

外国にルーツを持つ青年が参考にでき
るように作成した職業紹介冊子

機関誌「京都府国際セン
ターＮＥＷＳ」

年4回 A4判
カラー
4ページ

日本語
英語

センター事業の紹介など

メールマガジン 毎月
イベント情報など

印刷版「OFIXニュース」 年4回 A4判
カラー
４ページ

日本語
英語

当財団主催事業の報告や、大阪府内
市町村・協会との共催事業及び大阪府
の事業紹介、JICAイベント情報など

http://www.ofix.or.jp/info/mail
/index.html

メールマガジン版
「OFIXニュース」

年4回
日本語
英語

財団主催事業の報告や、大阪府内市
町村・協会との共催事業及び大阪府の
事業紹介、JICAイベント情報など

(公財)兵庫県国際交流
協会

広報紙「COME HIA」 年3回 A4判
カラー
6ページ 日本語

当協会の多文化共生社会の実現、国
際交流・協力に関する活動状況や、県
内で活躍している国際交流・協力活動
に携わる団体や人などの紹介

http://www.hyogo-
ip.or.jp/cooperation/subsidy/
hia01/

(公財)和歌山県国際交
流協会

和歌山県国際交流セン
ターだより

年３回 A4判
カラー
４ページ

日本語
国際交流センターの事業の紹介、イベ
ント案内・報告など

機関紙「とっとり国際通
信」

年４回 A4判
一部カラー
10ページ

日本語（一部、
英語・中国語表
記あり）

財団の活動状況や地域の国際交流・協
力事業等の情報など

http://www.torisakyu.or.jp/?id
=92

国際交流イベント情報
メールマガジン「ＴＩＭ」

月１～２回
日本語

県内の国際交流イベント情報など
http://www.torisakyu.or.jp/?id
=89

携帯メールマガジン
「Torimo」

随時 英語
中国語
タガログ語

生活に役立つ情報、国際交流イベント
情報、災害・緊急時に備えるために役
立つ情報など

http://www.torisakyu.or.jp/?id
=89

「外国人のためのはじめ
ての防災ハンドブック」 ルビ・やさしい日

本語、一部英
語・中国語・タガ
ログ語

災害弱者となりやすい外国出身者の不
安を取り除くため、わかりやすいふりが
な等の配慮のあるやさしい（平易な）日
本語と一部多言語（英・中・タガログ語）
による防災ハンドブックを作成し配布す
る。

http://www.torisakyu.or.jp/im
g/handbook.pdf

「いざというときのために
携帯しましょう」

ルビ・やさしい日
本語・英語・中国
語・タガログ語

普段から持ち歩くことができ、緊急時に
は指さしで意思を伝えることにも役立つ
「携帯型カード」を作成し配布する。

機関紙「まいするとんず」 年1回 A4判
カラー
8ページ

日本語
国際交流・協力や多文化共生に関する
活動の道標[Milestone(s)]としての様々
な情報、事業紹介

日本語教室マップ 年１回 A5判
単色
16ページ

日本語
英語
中国語
タガログ語
ポルトガル語

県内の日本語教室情報（連絡先・場所・
曜日・時間・参加費等）

http://www.sic-
info.org/support/learn-
japanese/japanese-class/

会報誌『おかやま国際交
流』

年4回 A4判
カラー
10ページ

日本語
協会の活動、県内の国際交流団体の
活動紹介など

http://www.opief.or.jp

外国人のための岡山生
活情報ハンドブック

Ｈ29.3 A5判
2色
133ページ

英語
（日本語併記）

県内在住外国人に医療機関、日本語
教室等の日常生活で必要とされる情報
を提供

外国人支援ガイドブック H21.1 A5判
2色
160ページ

日本語
外国人支援活動のために必要な基礎
知識をまとめた冊子

子ども日本語学習支援ガ
イドブック

H24.1 B5判
2色
100ページ

日本語

日本語能力が十分でない外国人児童・
生徒への、日本語学習支援の充実を図
るため、県内の小・中学校教員、加配
教員、地域や学校で活動する日本語学
習支援者（ボランティア）が活動に必要
な情報やサポートを手法を内容とする
ガイドブック

(公財)滋賀県国際協会

(公財)大阪府国際交流
財団

(一財)岡山県国際交流
協会

(公財)京都府国際セン
ター

(公財)鳥取県国際交流
財団

(公財)しまね国際セン
ター
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留学生等による国際理解
学習支援プログラム事例
集

年1回 B5判
カラー
14ページ程度

日本語
留学生を小学校へ派遣するプログラム
の派遣先の授業内容をまとめた小冊子

岡山のＣＯＯＬ発見！事
業報告書

年1回 A4判
カラー
16ページ 日本語

岡山の魅力を発信するとともに、多文
化共生の街づくりに活用してもらうた
め、1年間のイベント内容をまとめた報
告書

(公財)ひろしま国際セン
ター

機関誌「ＨＩＣ通信」 年４回 A4判
カラー
12ページ

日本語
英語(一部）

センター実施事業、イベント情報など http://hiroshima-ic.or.jp

国際交流の手引き H16.3 B5判
114ページ 日本語

国際交流のきっかけづくり、外国への
訪問、ホームステイの受入について説
明紹介

山口県の国際活動団体 Ｈ19.3 A4判
153ページ 日本語 県内の国際活動団体を紹介

情報誌「Awa Life」 毎月1回 A4判
単色（年２回カ
ラー）
10ページ

英語 生活情報、イベント情報、読み物等
http://www.topia.ne.jp/engl
ish/awalife/index.html

情報誌「阿波生活」 毎月1回 A4判
単色（年２回カ
ラー）
8ページ

中国語 生活情報、イベント情報、読み物等
http://www.topia.ne.jp/awal
ife/chinese.html

機関誌「TOPIA」 毎年3回 A4判
カラー
8ページ

日本語 協会事業の紹介、報告など
http://www.topia.ne.jp/topi
a/newsletter.html

機関誌「アイパル通信」の
発行（再掲）

季刊 A4判
カラー
8ページ
（ホームページに
も掲載）

日本語（一部英
語、中国語）

協会事業や県内国際交流団体紹
介、外国人住民へのお役立ち情報
など、様々な情報を提供する機関
誌

http://www.i-
pal.or.jp/kikanshi/

多言語生活ガイドブック
「くらしらいぶらりー」（再
掲）

平成19年～21年

平成27年7月
改版
（内容変更）

A5判
モノクロ（一部カ
ラー）
82ページ

（ホームページに
も掲載）

英語
中国語
スペイン語
ポルトガル語
タガログ語
（日本語併記）

在県期間が短く県内での生活に不慣れ
な外国人や、そうした外国人と接する日
本人を対象に、香川県で生活していくう
えで必要と思われる情報をなるべく平
易な文章で提供したガイドブック

http://www.i-pal.or.jp/guide/

多言語指差し会話集「か
いわらいぶらりー」（再掲）

平成19年～21年

平成27年7月
（インドネシア語
改版）

A5判
モノクロ（一部カ
ラー）
12ページ

（ホームページに
も掲載）

英語
中国語
スペイン語
ポルトガル語
タガログ語
インドネシア語
（日本語併記）

外国人と日本人のコミュニケーションの
きっかけとなる会話集

http://www.i-
pal.or.jp/conversation/

事業のご案内 年１回 不定形
カラー
３ツ折

日本語 愛媛県国際交流センターの事業案内
http://www.epic.or.jp/about/i
ndex.html

EPICめるまが 日本語：月2回
英中韓国語：月1
回

メールマガジン 日本語
英語
中国語
韓国語

県内のイベント情報　など
http://www.epic.or.jp/touroku.
html

機関誌「ＷＩＮＤＯＷ」 年２回 A4判
カラー
8ページ

日本語 協会事業の紹介 http://www.kochi-kia.or.jp/

外国人向け情報誌「Ｔosa
Wave」

年４回 A4判
単色
4ページ

日本語
英語
中国語

管内の生活情報、イベント情報など http://www.kochi-kia.or.jp/

移住機関紙「筑紫」 年4回 A4判
両面
1ページ

日本語
英語
スペイン語
ポルトガル語

移住事業に関する情報
http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/overseas/interaction
.php

福岡県移住者子弟留学
報告書

年１回 ホームページに
掲載 日本語

英語
福岡県移住者子弟留学生の１年間の
活動をまとめたもの

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/overseas/students.h
tml

県人会担い手育成招へ
い事業報告書

年１回 A4判
40ページ 日本語 当該事業の内容をまとめたもの

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/overseas/interaction
.php

機関誌「こくさいひろば」 年3回 A4判
カラー
4ページ

日本語
英語
中国語
韓国語

財団事業の紹介、外国人のための県
内の生活情報など

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/magazine.php

国際理解推進事業報告
書・ガイド

年1回 A4版
8ページ

日本語
国際理解推進事業の1年間の活動をま
とめたもの

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/international/educati
on/pamphlet.php

(公財)高知県国際交流
協会

(公財)徳島県国際交流
協会

(公財)愛媛県国際交流
協会

(一財)岡山県国際交流
協会

(公財)福岡県国際交流
センター

(公財)山口県国際交流
協会

(公財)香川県国際交流
協会
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⑯　印刷物等の発行

地域国際化
協会名

名称 刊行時期 仕様 言語 内容 URL

福岡ＥＵ協会会報誌
「Twelve Stars」

年2回 A4版
8ページ 日本語

福岡ＥＵ協会の活動や、ＥＵの文化、経
済を紹介する記事、ＥＵ加盟国に関連
するイベント情報の紹介など

http://www.fukuoka-
eu.com/twelve/

情報誌「Hello SAGA」 隔月 A4判
カラー
4ページ＋１ページ

日本語
やさしい日本語
（1ページ）

県内国際交流協力に関する情報・イベ
ント紹介、協会事業紹介

https://www.spira.or.jp/

在住外国人のための生
活ガイド

平成２８年３月 A6判
カラー
16ページ

日本語
やさしい日本語
（1ページ）

県内国際交流協力に関する情報・イベ
ント紹介、協会事業紹介

https://www.spira.or.jp/

機関誌「なぴあ」 年4回 A4判
カラー
8ページ

日本語
県内団体の活動紹介や国際交流・協力
活動に関するニュース、協会事業の紹
介、イベント情報など

外国語機関誌「NAPIA」 年4回 A4判
カラー
4ページ

英語
中国語
韓国語

在住外国人を対象とした観光情報やイ
ベント情報、生活情報など

病院に行く時につかう本 Ｈ28.8 B5判
単色
26ページ

日本語
英語
中国語
韓国語

在住外国人が病院に行く時の不安を少
なくするための本。病院に行く時に何が
必要なのかなど事前に知っておくと役
に立つと思われる内容を掲載している。
（日本語、英語、中国語、韓国語）

http://www.nia.or.jp/record/fil
es/medias/iryouguide.pdf

ながさき生活ガイドブック H25.10 A5判
単色
167ページ

日本語
英語
中国語
韓国語

県内の生活情報など
http://www.nia.or.jp/record/fil
es/medias/07link/seikatugaid
o.pdf

「知っておこう！災害が起
こるその前に！！」

H28.3 A3判ポスター
カラー

日本語
英語
中国語
韓国語

災害が起きた時の対処法を紹介
http://www.nia.or.jp/record/fil
es/medias/07link/saigai.pdf

長崎県国際交流・協力団
体ダイレクトリー2016

H28.3 WEB

日本語
県内国際交流・協力団体の活動内容の
紹介

http://www.nia.or.jp/record
/index.php/category/06dan
tai

熊本県国際協会 広報誌「ＶＯＩＣＥ」 年2回 A4判
2色
8ページ 日本語

会員団体の活動紹介をはじめ、県内で
国際交流・国際協力等に積極的に活動
される方の紹介や県・市町村・協会にお
いて実施される主要事業等の紹介。

http;//www.kuma-koku.jp/

財団情報誌 年4回 A4判
カラー
10ページ

日本語
「財団情報誌（合冊版）」として県内の生
活情報、イベント情報など日本人向け
の情報を掲載。10,000部

http://www.oitaplaza.jp/japan
ese/publications

情報誌「THE TOMBO」 年4回 A4判
単色
6 ページ

英語
県内の生活情報、イベント・エンターテ
イメント情報など、外国人住民にとって
役立つ情報を英語で掲載。1,100部

http://www.oitaplaza.jp/japan
ese/publications

情報紙「大分信息」 年4回 A4判
カラー
4ページ

中国語
県内の生活情報、イベント・エンターテ
イメント情報など、外国人住民にとって
役立つ情報を中国語で掲載。300部

http://www.oitaplaza.jp/japan
ese/publications

South Wind 年２回 A4判両面
カラー
8ページ

日本語 多文化共生・国際交流などの情報
http://www.mif.or.jp/japanese
/modules/content019/

プラザニュース 毎月 A4判両面
モノクロ
2ページ

日本語
英語
中国語
韓国語

協会や県内の国際交流情報

日：
http://www.mif.or.jp/japanese
/modules/content014/
英：

情報誌「暖流」 年１回 A4判
カラー
6ページ

日本語
県内の国際交流活動を盛り込んだ県民
向けの情報誌

http://www.synapse.ne.jp/kia
/publication

情報誌「South Wing」 年１回 A4判
カラー
4ページ

英語
県内在住外国人の方を対象とする県内
の国際交流活動を盛り込んだ情報誌

http://www.synapse.ne.jp/kia
/publication

情報紙「国際交流ひろば」 月１回 A4判
カラー
4ページ

日本語 協会の実施するイベント情報等を掲載 http://www.synapse.ne.jp/kia

広報誌「国際おきなわ」 年1回 A4判
2色
12ページ

日本語
市町村･国際交流団体の紹介、学識者
による国際交流･協力に関する内容を
掲載

http://kokusai.oihf.or.jp

情報誌「いちゃり場通信」 年4回 A4判
1色
4ページ

日本語 国際交流関連団体催し内容掲載 http://kokusai.oihf.or.jp

「おきなわメディカルイン
フォ」

年１回
（ウェブ版は随時
更新）

パンフレット、カ
ラー

日本語
英語
中国語等

県内の外国語対応可能な医療機関リ
スト。

http://kokusai.oihf.or.jp

(公財)沖縄県国際交
流・人材育成財団

(公財)鹿児島県国際交
流協会

(公財)福岡県国際交流
センター

(公財)佐賀県国際交流
協会

(公財)長崎県国際交流
協会

(公財)大分県芸術文化
スポーツ振興財団おお
いた国際交流プラザ

(公財)宮崎県国際交流
協会
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地域国際化
協会名

名称 刊行時期 仕様 言語 内容 URL

「沖縄県国際交流団体
便覧」

年1回 A4判
単色
1～106ページ

日本語
県内国際交流・協力団体及び協会等の
実施するイベント情報等を掲載

時計台前から 年2回 A4判
カラー
8～12ページ

日本語 財団事業の紹介など
http://www.plaza-
sapporo.or.jp

プラザだより 月1回 A4判
単色
1枚もの

日本語 財団行事予定
http://www.plaza-
sapporo.or.jp

札幌コンベンションメール
マガジン

月2回 メールマガジン

日本語 コンベンションに関する情報提供

多言語メール配信サービ
ス

月1回以上 メールマガジン 日本語
英語
中国語
韓国語

生活情報などの提供
http://www.plaza-
sapporo.or.jp

広報誌
「交流コーナーだより」

隔月 A4判
両面カラー
8ページ

日本語
協会事業、市内の国際交流イベントの
情報提供

http://int.sentia-
sendai.jp/j/exchange/index.
php

外国人向け広報誌
「Sendai Life Style」

年2回 A4判
両面カラー
8ページ

英語
中国語
韓国語
やさしい日本語
ネパール語
ベトナム語

外国人市民向け情報、協会事業、市内
の国際交流イベントの情報提供

SenTIA MAIL 月2回程度 メールマガジン 日本語
英語
中国語
韓国語

イベント、生活情報の広報
http://int.sentia-
sendai.jp/j/activity/mailma
gazine.html

仙台生活便利帳 概ね3年毎に改
訂

A5判
一部カラー
135ページ

多言語版
（日本語、英語、中
国語、韓国語、ベト
ナム語併記）

生活全般に関する情報
http://int.sentia-
sendai.jp/j/exchange/index.
php

Sendai Hospitals &
Clinics

随時 A4判
単色

日本語
英語、中国語、
韓国語

外国語で診察が可能な仙台市内の医
療機関リスト

http://int.sentia-
sendai.jp/j/exchange/index.
php

さいたま暮らしの情報誌
「ぷらら」

年5回 A4判
単色
4ページ

日本語
英語
中国語
韓国語

さいたま市内の子育て、医療機関、防
災など、さいたま市に来た外国人に必
要とされる生活情報。

http://www.stib.jp/kokusai/m
agazine.shtml

国際交流センター広報誌
「IEC News」

年4回 A4判
カラー
6ページ

日本語
協会の事業の報告や案内、情報の提
供。

http://www.stib.jp/kokusai
/lib-magazine.shtml

情報誌「ふれあい」 年3回 A4判、1色・表紙
のみ2色、6ペー
ジ

日本語
協会事業の案内や報告、国際交流・理
解等に関する情報

http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/about/fu
reai.html

生活情報誌 月1回 Ａ４判、単色
英語、中国語、
やさしい日本語

千葉市広報紙「ちば市政だより」を中心
に外国人市民にも必要とされる情報

http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/forforeig
n/residentialnewsletter.html

ヨークピア 月1回 A4判
カラー
4ページ

日本語
市内の国際交流・国際活動に関するイ
ベント情報など

https://www.yokeweb.com/yo
kepier

よこはま地球村 年4回 A4判
単色
4ページ

日本語
学生会館活動報告・留学生事情・留学
生の母国紹介等

http://yoke.or.jp/yish/newslet
ter.html

情報誌「SIGNAL」 年４回 A4判
カラー
8ページ

日本語
本協会の事業報告や情報の提供。川
崎市内外の国際交流情報等の紹介

http://www.kian.or.jp/kic/new
slett.shtml

「センターだより」 年10回 A4判１枚(両面)

日本語
国際交流センターの事業募集、案内な
ど

http://www.kian.or.jp/kic/006.
shtml

ハローかわさき 年10回 A4判１枚(両面)

7言語

本市の外国人市民に向けて、7言語（英
語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン
語、ポルトガル語、タガログ語、やさしい
日本語）で、市政情報、協会事業等を
掲載し、多様な情報を提供する。

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.s
html

情報紙「SAME　NEWS」 年11回 A4判
単色
4ページ

日本語
協会の事業案内、民間の団体が開催
する国際交流・多文化共生事業などの
募集案内等

(公財)沖縄県国際交
流・人材育成財団

(公財)横浜市国際交流
協会

(公財)札幌国際プラザ

(公社)さいたま観光国
際協会

(公財)千葉市国際交流
協会

http://www.samenet.jp/about
/business_scheme.html

静岡市国際交流協会

(公財)川崎市国際交流
協会

(公財)仙台観光国際協
会
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外国語情報紙 月1回 A4判
単色
4ページ

英語
中国語
スペイン語
ポルトガル語
フィリピン語

協会の事業案内、静岡市からのお知ら
せ、東海に備えて～防災ワンポイントア
ドバイス～、市内で開催されるイベント
情報など、外国人に必要とされる生活
情報

静岡市の日本語教室リス
ト

1年に1度改訂 A4判
単色
4ページ

日本語
静岡市内で日本語を学習することがで
きる場所（日本語学校、民間団体）の情
報

外国語で受診できる医療
機関リスト

ホームページ上で公開。印刷物として
の発行はなし。

(公財)浜松国際交流協
会

HICE　NEWS 月1回 A4判
カラー
4ページ（中に協
会事業チラシを
挟みこむ）

日本語
英語
ポルトガル語

当協会の事業のお知らせ、活動状況等
http://www.hi-
hice.jp/j_publication.php

国際交流情報誌「ニック
ニュース」

隔月刊 A4判
カラー・単色
12ページ

日本語
地域の国際交流・協力や多文化共生情
報等。

http://www.nic-nagoya.or.jp

子ども版「ニック・ニュー
ス」

年2回 A3判四つ折
両面カラー 日本語

日々の暮らしと世界との繋がりを考える
事例や国際協力・多文化共生のヒント
などを取り上げる

月刊外国語情報誌「ナゴ
ヤカレンダー」

月1回 A4判
カラー・単色
12ページ（英語）
8ページ（ポルト
ガル語）

英語
ポルトガル語

地域の行事や国際交流情報、生活情
報等。

http://www.nic-nagoya.or.jp

メールマガジン 月1回 メールマガジン 日本語
英語
ポルトガル語

地域の行事や国際交流情報、生活情
報等。

http://www.nic-nagoya.or.jp

『京都市生活地図（ＧＵＩＤ
Ｅ　ＴＯ　ＫＹＯＴＯ）』
の販売

通年 A1判
カラー両面

英語版／日本語
併記

公共施設・大学・書店から映画館まで
生活に必要なさまざまな施設を詳しく掲
載した地図です。すべて日英併記，各
施設の電話番号リストもあり，大変便利
です。会館で在住外国人を含む一般の
方を対象に販売。（一部200円）。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/koho/jp/guide/index.html

京都市国際交流協会メー
ルマガジン

月１回 メールマガジン

日本語 イベント情報など
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/jyoho/jp/internet/backnumb
er.html

京都市生活ガイド 通年 Ａ５版
冊子

英語・中国語・ハ
ングル・スペイン
語版／日本語併
記

京都で生活する在住外国人が必要とす
る各種生活情報（医療・公共サービス・
在留資格等）を多言語（日本語併記）で
記載、PDFをHP上で公開(一部印刷物
配布）無料配布。

http://www.kcif.or.jp/HP/guid
e/top/jp/index.html

ＬＩＦＥ　ＩＮ　ＫＹＯＴＯ 隔月発行
（年６回）

A4版、6ペー
ジ、フルカラー 毎号

英語版 900部
日本語版 800部

京都の生活情報や文化情報を掲載した
在住外国人向け情報誌。取材、編集、
翻訳はボランティアによる。各大学や留
学生寮等を中心に配布。ウェブ上にも
日･英･中で掲載。

http://lik.kcif.or.jp(日本語)
http://lik.kcif.or.jp/index_en.ht
m(英語)

京都市避難所／広域
避難場所MAP

通年 A3版(二つ折
り）
12ページ、
4色刷り 日英併記

大規模災害時に「避難所」に指定されて
いる市内各学校や公共施設、また河川
敷や公園など、大規模災害によって起
きる火災等からの「広域避難場所」に指
定されている屋外の広場等を図示した
京都市内全11区の地図と防災情報を
掲載した冊子。無料配布

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/saigai/jp/bousai/hinanjo-
map/index.html

(公財)大阪国際交流セ
ンター

多言語メールマガジン 週1回 メールマガジン 日本語
英語
中国語
韓国・朝鮮語
スペイン語（月2
回）

国際交流イベント情報や在住外国人の
ための生活情報の配信

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

機関紙「平和文化」 年3回 A4判
2色

日本語 当センター事業の紹介等
http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/hpcf/index.cgi

English News letters
「PEACE　CULTURE」

年2回 A4判
2色 英語 当センター事業の紹介等

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/hpcf/index.cgi

情報誌「HIRO CLUB
NEWS」

月1回 A4判
単色 英語 外国人のための生活・文化情報など

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

きたＱマガジン 月2回 メールマガジン

日本語 協会事業の紹介、生活情報など http://www.kitaq-koryu.jp/

(公財)広島平和文化セ
ンター

(公財)名古屋国際セン
ター

(公財)北九州国際交流
協会

http://www.samenet.jp/about
/business_scheme.html

静岡市国際交流協会

(公財)京都市国際交流
協会
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⑯　印刷物等の発行

地域国際化
協会名

名称 刊行時期 仕様 言語 内容 URL

たのしメール 月１回 メールマガジン
やさしい日本語、
英語、中国語、
韓国語

地域のイベントや生活情報など
（外国人向け）

http://www.kitaq-koryu.jp/

情報紙「Rainbow」 隔月 A4判　６ページ
うち、１、６ページ
カラー、他単色

英語
生活情報、イベント情報、日本の伝統
文化や地域文化の紹介

http://www.rainbowfia.or.jp/ra
inbow/

情報紙「彩虹（レイン
ボー）」

隔月 A4判　６ページ
うち、１、６ページ
カラー、他単色

中国語
生活情報、イベント情報、日本の伝統
文化や地域文化の紹介

http://www.rainbowfia.or.jp/ra
inbow/index_cn.html

情報紙「레인보우（レイン
ボー）」

隔月 A4判　６ページ
うち、１、６ページ
カラー、他単色

韓国語
生活情報、イベント情報、日本の伝統
文化や地域文化の紹介

http://www.rainbowfia.or.jp/ra
inbow/index_kr.html

ホームステイのてびき H25.3 A4判
1色(表紙のみ２
色）
18ページ

日本語
ホームステイを受け入れるファミリーへ
の手引書

http://www.rainbowfia.or.jp/ci
tizen/17.html

外国人のための生活便
利帳
リビングイン福岡

年１回改訂 A4判
1色(表紙のみ２
色）
112ページ

日本語、英語、
中国語、韓国語

福岡で生活する在住外国人が必要とす
る各種生活情報（保健・医療・公共サー
ビス・在留資格等）を多言語併記で記
載。福岡市の各区役所でウェルカム
キットの一部として配布。

http://www.rainbowfia.or.jp/liv
ing/

にほんごClass　Map 年１回改訂 A4判
1色
18ページ 日本語

福岡都市圏で開催されているボラン
ティアによる日本語教室の情報を掲
載。福岡市の各区役所でウェルカム
キットの一部として配布。

http://www.rainbowfia.or.jp/fo
reigner/03.html

(一財)熊本市国際交流
振興事業団

情報紙「ニュースレターく
まもと」

A4判
１色
８ページ

日本語
生活情報、イベント情報、国内外の情
報の紹介

(公財)北九州国際交流
協会

(公財)福岡よかトピア国
際交流財団
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