
別表 (都道府県・政令指定都市分）

団体名 事業名

青森県 国際化に対応した災害情報の提供と避難させる地域づくり

秋田県 県内在住外国人の生活圏における多言語併記促進事業

群馬県
外国人児童プレスクール及び社会参加意識啓発モデル事業
デカセギ希望者来日前広域圏情報提供事業

埼玉県 多文化共生の地域づくり推進事業

神奈川県 医療通訳派遣システム事業

長野県
災害時語学サポーター育成研修会開催事業
多文化共生研究会開催事業

三重県 三重県サンパウロ州訪問団派遣事業

京都府
京都府・オクラホマ州・陝西省学生交流事業
京都府外国籍府民との共生社会構築推進事業

大阪府 「帰国・渡日の子どもと親の就学前サポート事業」

兵庫県 日伯交流年・ブラジル移住１００周年記念事業

和歌山県 熊野古道・サンティアゴへの道国際共同プロモーション事業

長崎県 “媽祖文化”を活かした長崎県・アジア広域交流推進事業

沖縄県 沖縄県多文化共生社会推進事業

横浜市 母語による学校生活適応サポーター事業

川崎市 ウーロンゴン市姉妹都市提携２０周年記念市民文化交流事業

浜松市 浜松市多言語生活マップ作成事業

堺市 堺歴史文化交流会議共同研究事業

広島市 モントリオール市姉妹都市提携１０周年記念事業

平成２０年度　地域国際化施策特別対策支援事業　助成決定事業



（市町村分）

北海道 釧路市 ポートスティーブンス姉妹都市委員会の受入事業

北海道 滝川市 滝川市・スプリングフィールド市姉妹都市提携１５周年記念事業

北海道 石狩市 石狩・キャンベルリバー・ワニノ姉妹都市提携周年記念事業

北海道 枝幸町 スウェーデン・ソレフテオ交流２０周年事業

青森県 十和田町
観光情報の多言語化をテーマとした県内留学生等の連携促進・社会参画支援
事業

青森県 七戸町 日本語及び生活支援事業

宮城県 石巻市 フランク安田没後５０周年「メモリアルポトラッチ」事業

山形県 天童市
市制施行５０周年記念　姉妹都市会議・交流会
外国語版暮らしのガイドブック作成事業

山形県 遊佐町
ハンガリー・ソルノク県ソルノク市訪問団交流事業　東欧圏理解促進セミ
ナー

福島県 喜多方市 ウィルソンビル市姉妹都市交流２０周年記念市民団派遣事業

群馬県 沼田市 コミュニケーション支援事業（日本語教室開催）

群馬県 甘楽町 姉妹都市提携２５周年記念・使節団派遣事業

埼玉県 入間市
姉妹都市提携推進確認記念・ヴォルフラーツハウゼン市青少年コーラス団受
入事業

千葉県 館山市 姉妹都市５０周年記念事業

千葉県 柏市 携帯電話による多言語メール配信システムの構築

千葉県 八千代市 バンコク都との友好２０年記念・友好都市提携事業

千葉県 鎌ヶ谷市 「（仮称）鎌ヶ谷市多文化共生推進計画」策定事業

東京都 大田区 日本語ボランティア養成講座

東京都 国分寺市 多言語生活情報誌作成事業

新潟県 長岡市 外国人向け洪水ハザードマップ作成事業

新潟県 糸魚川市 外国籍住民日本生活支援講座

新潟県 上越市 多文化共生推進事業

長野県 松本市 松本市ソルトレークシティ姉妹都市提携５０周年記念事業

長野県 駒ヶ根市 多文化共生事業

長野県 茅野市
ごみの出し方支援事業,韓国語ホームページ作成事業,避難場所の五ヶ国語看
板設置事業

岐阜県 可児市
多文化共生映像コンテンツ作成事業
防災啓発用パンフレット（外国語版）作成事業

静岡県 磐田市 外国人児童学習支援事業

静岡県 掛川市 地域情報提供促進事業

静岡県 下田市 ニューポート市姉妹都市提携５０周年記念事業

都道府県名 団体名 事業名
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愛知県 岡崎市 岡崎コミュニティスクール運営事業

愛知県 安城市 外国人住民向け環境講座

愛知県 知立市 （仮称）知立で知ろう、世界のこと～今年はブラジル移民１００周年！

愛知県 豊明市
外国語版マップ作成委託事業
多言語版防災マップ作成委託事業

愛知県 扶桑町 多文化共生推進事業

三重県 亀山市 外国語版暮らしのガイドブック作成事業

滋賀県 長浜市 ブラジルとの文化交流事業

京都府 福知山市 外国語対応ごみパンフレット作製事業

大阪府 八尾市 外国人市民相談事業

大阪府 富田林市 多文化共生指針策定

大阪府 河内長野市 河内長野市「くらしのべんりちょう外国語版」作成業務

兵庫県 尼崎市 尼崎市洪水ハザードマップ作成事業（外国語版洪水ハザードマップ作成）

兵庫県 南あわじ市 コアラ親善大使２０周年記念郷土文化交流団派遣事業

兵庫県 加東市 兵庫教育大学留学生のふるさと訪問団派遣事業

奈良県 奈良市
奈良市キャンベラ市姉妹都市提携１５周年記念　ブラスバンドフェスティバ
ル～ようこそキャンベラシニアコンサートバンド～

島根県 松江市 松江開府４００年祭　日中韓友好交流書展

島根県 出雲市
国際姉妹都市文化交流事業　青少年シンフォニックバンド招請事業
帰国・外国籍生徒に対する日本語並びに学習支援事業

島根県 江津市 ウラジオストク市民と作るロシア祭り

島根県 海士町 「身近にある多文化をもっと大事に」小さな島の多文化共生

岡山県 岡山市
欧州親善訪問団派遣事業
多文化共生のまちづくり推進事業

岡山県 井原市 外国人のための暮らしの便利帳製作

岡山県 矢掛町
在住外国人向け町民暮らし・防災ガイドブック（３ヵ国語版）及びホーム
ページ作成事業

広島県 福山市 福山市・マウイ郡親善友好都市提携調印のためのマウイ郡代表団受入事業

広島県 東広島市 外国人生活オリエンテーション事業

福岡県 久留米市 多文化共生のためのウェブサイト情報広報（仮称）作成事業

福岡県 飯塚市 外国人のための日本語講座,国際共生サロン事業,国際理解イベント

佐賀県 伊万里市 伊万里・アジアネットワーク事業

長崎県 長崎市 姉妹都市提携３０周年記念事業

熊本県 人吉市
ポルトガル（アルカセール・ド・サル市）との交流推進に向けた訪問団派遣
事業

熊本県 天草市 生活ガイドブック発行事業



(地域国際化協会分）

団体名 事業名

(社)北方圏センター
多文化共生支援事業（多言語対応救急救命表示板設置事
業）

(財)岩手県国際交流協会 外国人児童・生徒の就学支援ハンドブック作成事業

(財)秋田県国際交流協会 タガログ語版「LIFE IN AKITA ～手続き編～」の発行

(財)茨城県国際交流協会 多文化共生サポーター活動推進事業

(財)栃木県国際交流協会 災害時通訳ボランティア養成セミナー

東京都国際交流委員会
災害時における外国人住民への多言語情報提供体制の整
備・充実

(財)かながわ国際交流財団 生活言語としての日本語支援プロジェクト（継続事業）

(財)新潟県国際交流協会 大学等と連携した新潟県地域共生システム構築事業

(財)山梨県国際交流協会 多文化共生通訳人材育成事業

(財)長野県国際交流推進協会 外国籍県民医療支援事業（第３期）

(財)静岡県国際交流協会 外国籍住民のための多言語生活ガイド作成事業

(財)滋賀県国際協会 外国籍住民サポート事業2008　進路支援事業

(財)京都府国際センター 源氏物語千年記、友好提携省との青少年交流事業

(財)大阪府国際交流財団 医療通訳育成研修事業

(財)ひろしま国際センター 外国人留学生就職支援事業

(財)山口県国際交流協会 国際理解教材整備貸出事業

(財)香川県国際交流協会 在県外国人コミュニケーション支援事業

(財)愛媛県国際交流協会 地域における外国人サポート事業

(財)高知県国際交流協会 在住外国人への防災・災害情報提供システム構築事業

(財)佐賀県国際交流協会 メディカルインタープリター（医療通訳者）養成講座

(財)鹿児島県国際交流協会 在住外国人と日本人のための異文化理解講座
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(地域国際化協会分）

平成２０年度　地域国際化施策特別対策支援事業　助成決定事業

(財)札幌国際プラザ 外国籍市民地域支援事業

(財)千葉市国際交流協会 災害時における外国人市民支援事業

(財)横浜市国際交流協会 よこはま日本語教室指導・運営者養成講座

(財)京都市国際交流協会 在住外国人災害対策事業

(財)大阪国際交流センター
在住外国人生活コミュニケーション支援「情報提供FAQ
作成・運営」

(財)神戸国際協力交流センター
ブラジル移住100周年記念・旧神戸移住センター開設80
周年記念「神戸　移住の記録」作成事業

(財)北九州国際交流協会 留学生の進路相談・就活支援事業


