
平成２２年度　地域国際化施策特別対策事業　助成事業一覧（多文化共生事業）

団
体
NO
.

都道府県・
　　政令市名

団体名 事業名

1 北海道 恵庭市 多文化ディスクジョッキー事業

2 札幌市 （財）札幌国際プラザ
Ａｓ－2『いつでも気軽に「あんしん」サポート』～携帯電話のメール機能を活用した防災情
報を含む生活情報の多言語での提供～

3 札幌市 （財）札幌国際プラザ
Ａｓ－３『子どもと親に「あんしん」サポート』～外国人児童生徒に対するボランティアによる
学習・通訳支援とボランティアの育成～

4 札幌市 （財）札幌国際プラザ
Ａｓ－４『来ても住んでも「ほっとあんしん」サポート』～医療通訳者育成及びボランティア団
体による活動支援事業

5 札幌市 （財）札幌国際プラザ
Ａｓ－５『災害時に強く「あんしん」サポート』～地域ＦＭラジオ放送を活用した多言語での
情報提供～

6 青森県 青森県 国際化に対応した地域で避難する仕組みづくり

7 岩手県 岩手県 在住外国人災害時対応意識啓発事業

8 宮城県 宮城県 災害時多言語表示シート補強事業

9 宮城県 宮城県 多言語問診票作成事業

10 仙台市 （財）仙台国際交流協会 外国につながる子どものサポーター支援事業

11 茨城県 茨城県 茨城県国際化推進計画策定事業

12 茨城県 （財）茨城県国際交流協会 多言語による生活情報提供事業

13 栃木県 鹿沼市 鹿沼市多文化共生推進計画策定事業

14 群馬県 群馬県 医療通訳ボランティア通訳広域連携促進事業

15 埼玉県 （財）埼玉県国際交流協会 介護の仕事を始めよう！～外国人のための就職支援講座～

16 埼玉県 （財）埼玉県国際交流協会 災害時外国人サポーター養成講座

17 埼玉県 （財）埼玉県国際交流協会 就職のための日本語教室

18 千葉市 （財）千葉市国際交流協会 外国人児童生徒への支援事業

19 東京都 東京都国際交流委員会
ホームページの携帯電話版(日本語、英語)の作成と在住外国人等に対するメールサービ
スによる情報提供の検討

20 神奈川県 （財）かながわ国際交流財団 多文化ソーシャルワーク(生活支援)検討事業

21 横浜市 横浜市 外国籍児童生徒日本語学習支援事業

22 新潟県 新潟県 災害時における外国人支援体制整備促進事業

23 新潟県 （財）新潟県国際交流協会 地域と協働した多文化共生社会推進事業

24 石川県 金沢市 緊急・災害時のための多言語地図作成事業

25 石川県 珠洲市 珠洲市多文化共生推進事業

26 石川県 （財）石川県国際交流協会 多言語防災情報ホームページ作成事業

27 長野県 長野県 災害時語学サポーター育成研修会開催事業

28 長野県 松本市 松本市多文化共生推進プラン策定事業

29 長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根市多文化共生のまちづくり推進指針策定事業

30 長野県 茅野市 外国籍市民向け防災パンフレット配布事業

31 長野県 （財）長野県国際交流推進協会 医療通訳者養成・派遣事業の実施

32 岐阜県 可児市 可児市多文化共生推進計画策定事業

33 岐阜県 （財）岐阜県国際交流センター 岐阜県外国人コミュニティリーダー等育成事業

34 静岡県 静岡県 外国人学校日本語指導事務委託事業

35 静岡県 富士市 (仮称)富士市国際化推進プラン策定事業

36 静岡県 （財）静岡県国際交流協会 地域連携推進事業・留学生支援事業

37 浜松市 浜松市 外国人の母親のための多言語資料作成事業

38 浜松市 (財)浜松国際交流協会 地域共生自治会会議

39 愛知県 小牧市 小牧市多文化共生推進プラン策定事業

40 愛知県 扶桑町 多言語版防災ガイド作成事業

41 滋賀県 滋賀県 多文化共生地域リソース育成事業～担い手づくりによる地域力の向上をめざして～

42 滋賀県 彦根市 医療通訳派遣準備事業

43 滋賀県 近江八幡市 外国籍住民のための生活相談会の実施

44 滋賀県 （財）滋賀県国際協会 外国籍住民サポート事業2010～健やかな子どもの成長を願って～

45 滋賀県 （財）滋賀県国際協会 在日フィリピン人実態調査事業～これからの支援に向けて～

46 京都府 京都府 外国籍府民のための安心・安全情報伝達事業

47 京都府 舞鶴市 多文化共生教育支援サポーター養成・派遣事業



48 京都市 （財）京都市国際交流協会 外国籍住民防災支援事業

49 大阪府 大阪府 日本語教育学校支援事業

50 大阪府 池田市 多文化共生事業

51 大阪府 （財）大阪府国際交流財団 留学生等外国人のための就職支援セミナーの実施

52 大阪市 大阪市 いっしょにやりまひょ！多文化共生～多文化共生の地域コミュニティづくり推進事業～

53 兵庫県 兵庫県 兵庫県外国人材活用プログラムの作成

54 広島県 広島県 行政情報の多言語化事業

55 広島県 東広島市 外国人市民のための「子育てガイドブック」作成事業

56 愛媛県 新居浜市 中国語版生活ガイドブック作成事業

57 愛媛県 （財）愛媛県国際交流協会 緊急用多言語携帯カード作成事業

58 北九州市 （財）北九州国際交流協会
北九州国際交流協会20周年記念事業
「地域のなかの国際化に向き合って、あなたにできることは何ですか？」記念講演会と国
際交流・多文化共生推進人材開発講座(全5回)

59 沖縄県 沖縄県 在住外国人等共生推進事業(医療通訳制度等広報関連実施事業)

60 沖縄県 （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



平成２２年度　地域国際化施策特別対策事業　助成事業一覧（国際交流事業）

団
体
NO
.

都道府県・
　　政令市

名
団体名 事業名

1 北海道 旭川市 旭川市・哈爾濱市友好都市提携15周年記念青少年交流事業

2 北海道 旭川市 韓国水原市青少年交流事業

3 北海道 （社）北方圏センター
北海道・アルバータ州英語教育プログラム（Ｈ－ＴＥＰ）実施10周年記念フォーラ
ム（友好提携30周年記念事業）

4 仙台市 仙台市 仙台市・長春市友好都市提携30周年記念事業

5 茨城県 土浦市 姉妹都市パロアルト市における土浦まつり支援事業

6 千葉県 茂原市 姉妹自治体提携を基礎とする経済交流

7 千葉県 いすみ市 平和の鐘姉妹都市交流活性化事業

8 神奈川県 小田原市 ときめき国際学校20周年記念事業

9 横浜市 横浜市
【APEC横浜開催関連イベント】
～国際機関と学ぶ世界のこと～
「ヨコハマ･インターナショナル･2デイズ2010」

10 富山県 富山県 富山県・サンパウロ州友好提携25周年記念事業

11 岐阜県 高山市 高山市デンバー市姉妹都市提携50周年記念音楽交流事業

12 石川県 白山市 ペンリス市20周年・文化交流事業

13 山梨県 （財）山梨県国際交流協会 カンボジアにおける地雷除去と復興地域の人々との交流事業

14 静岡県 静岡県 上海万博日本産業館ステージ出展事業費

15 静岡県 御殿場市 チェンバーズバーグ市姉妹都市提携50周年記念事業

16 京都市 京都市 京都・グアダラハラ姉妹都市提携30周年記念事業

17 大阪府 富田林市
日韓合同シンポジウム
「古代国際交流都市　富田林の源流を探る」

18 堺市 堺市 「堺・アセアンウィーク」事業

19 神戸市 （財）神戸国際協力交流センター 神戸・ブリスベン姉妹都市提携25周年記念「ポートジャズフェスティバル2010」

20 奈良県 奈良県 中国陝西省との友好提携記念イベント

21 奈良県 奈良市 姉妹都市ウィーク

22 和歌山県 和歌山県 トルコにおける日本年事業

23 鳥取県 鳥取県 鳥取県・江原道・沿海地方による青少年交流事業（ＤＢＳ航路一周年記念事業）

24 徳島県 美馬市 美馬市・大理市友好都市提携事業

25 福岡県 久留米市 合肥市との交流における市民の友好交流理解推進事業

26 福岡県 （財）福岡県国際交流センター インド・デリー州からの留学生誘致事業（福岡留学フェア（仮称））

27 長崎県 長崎市 福州市友好都市提携30周年記念事業

28 長崎県 雲仙市 友好都市締結に向けた事業

29 熊本県 熊本県 「2010世界大百済典」への参加事業

30 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島・香港交流会議30周年記念事業


