
平成22年度　地域国際化協会等先導的施策支援事業助成一覧

【多文化共生分野】

番号 実施団体名 事業名

1 岩手県 岩手県国際交流協会 多文化共生連続セミナー

2 宮城県 財団法人宮城県国際交流協会 みやぎ外国籍県民大学

3 茨城県 財団法人茨城県国際交流協会 多文化共生地域づくり啓発推進事業

4 栃木県 財団法人栃木県国際交流協会 外国人就職支援セミナー

5 千葉県
財団法人ちば国際コンベンション
ビューロー

多文化共生ボランティア養成研修事業

6 新潟県 財団法人新潟県国際交流協会 多言語生活相談員等育成事業

7 新潟県 財団法人新潟県国際交流協会 日本語ボランティア育成事業

8 新潟県 財団法人新潟県国際交流協会 災害時通訳ボランティア育成事業

9 新潟県 財団法人新潟県国際交流協会 医療支援事業

10 石川県 石川県国際交流協会 外国人向け無料相談事業の拡充

11 福井県 財団法人福井県国際交流協会 多言語ラジオ番組「CHOTTO,KIITE,FUKUI」放送事業

12 静岡県 財団法人静岡県国際交流協会 在住外国人との共生事業・国際理解教育事業

13 三重県 財団法人三重県国際交流財団 日本語教材研究開発事業

14 滋賀県 財団法人滋賀県国際交流協会

平成２２年度国際教育・多文化共生教育オリジナル教材開
発・普及事業
「パニック回避作戦　備えあれば、憂いなしー外国人が災害
弱者にならないためにー」

15 京都府 財団法人京都府国際センター 日本語ボランティア・ネットワーク構築等事業

16 大阪府 財団法人大阪府国際交流財団 在住外国人に対する生活情報提供事業

17 兵庫県 公益財団法人兵庫県国際交流協会 母語教育支援のための教材づくり事業

18 岡山県 財団法人岡山県国際交流協会 多文化共生の地域づくり事業

19 徳島県 財団法人徳島県国際交流協会 とくしま国際フレンドシップ共生推進事業

20 香川県 財団法人香川県国際交流協会 多文化共生のためのやさしい日本語普及事業

21 宮崎県 財団法人宮崎県国際交流協会 在住外国人支援促進事業

22 静岡市 静岡市国際交流協会 多言語携帯メール配信システム構築事業

23 浜松市
（特非）浜松ＮＰＯネットワークセン
ター

わかものたちの多文化共生全国交流会2010の開催

24 浜松市 浜松外国人医療援助会 外国人市民を対象としたヘルスケアプロジェクト

25 名古屋市 財団法人名古屋国際センター 外国籍の子どもサポート事業

26 京都市 財団法人京都市国際交流協会
京都留学生生活支援サイト「京都留学生情報サイト」の拡充
整備事業

27 岡山市 岡山市国際交流協議会 多文化共生のまちづくり推進事業

28 広島市 財団法人広島平和文化センター 多文化共生のまちづくり推進事業
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29 釧路市 (北海道) 釧路国際交流ボランティアの会 ピリカピリカ多文化交流事業

30 十和田市 (青森県) 十和田国際交流協会 外国人のための普通自動車教習講習会

31 北上市 (岩手県) オフィス　キララ 『いわての「生活」日本語』テキスト作成事業

32 村山市 (山形県) 村山市国際クラブ 「東アジア共同体」各国を中心とした国際理解と交流の推進

33 真岡市 (栃木県) 真岡市国際交流協会
多言語防災マップ作成及び災害時外国人サポートボランティ
ア養成事業

34 八王子市 (東京都) 八王子国際協会
八王子市の外国籍及び外国につながりをもつ児童・生徒の学
習支援とそれに伴う研修会の実施

35 上越市 (新潟県) 上越国際交流協会 日本語を母語としない児童生徒の教科支援事業

36 富山市 (富山県) 富山市民国際交流協会 外国人住民のための防災支援事業

37 南砺市 (富山県) 南砺市友好交流協会 日本語教室in南砺（にほんご広場inなんと）

38 野々市町 (石川県) ＮＰＯ法人ＹＯＵ－Ｉ 外国人住民の視点で作る情報・交流ポータルサイトの開設

39 可児市 (岐阜県)
特定非営利活動法人可児市国際交流協
会

在住外国人の就労支援～仕事のための日本語指導～

40 掛川市 (静岡県) NPO法人掛川国際交流センター 映像化による地域情報の提供

41 焼津市 (静岡県) 焼津市国際友好協会 多言語地震防災ガイドブック作成事業

42 豊橋市 (愛知県) 財団法人豊橋市国際交流協会 日本人向け初歩のポルトガル語会話ラジオ講座

43 豊橋市 (愛知県) 財団法人豊橋市国際交流協会 ブラジル人向け基礎の日本語インターネットラジオ講座

44 箕面市 (大阪府) 財団法人箕面市国際交流協会 外国につながる子どものための母語支援事業

45 豊中市 (大阪府) 財団法人とよなか国際交流協会 未来を拓く多文化子どもエンパワメントプロジェクト

46 朝来市 (兵庫県) 朝来市連合国際交流協会 朝来市国際化推進事業

47 加西市 (兵庫県) 加西市国際交流協会
加西市在住外国人自主支援活動(ねひめ多文化ネットワーク
活動)

48 生駒市 (奈良県)
特定非営利活動法人いこま国際交流協
会

多文化共生教育推進事業「ハロハロ☆デティクラブ」

49 伊仙町 (鹿児島県)共生アイランド伊仙事務局 共生アイランド伊仙



平成22年度　地域国際化協会等先導的施策支援事業助成一覧

【国際理解教育等分野】

番号 実施団体名 事業名

1 福島県 財団法人福島県国際交流協会 「ふくしまグローバルフォーラム2010」

2 埼玉県 財団法人埼玉県国際交流協会 明日を担う世代のための国際理解セミナー

3 石川県 財団法人石川県国際交流協会 国際理解キャンプ

4 山梨県 財団法人山梨県国際交流協会 オープンキャンパス「やまなしYIA国際塾」

5 静岡県 財団法人静岡県国際交流協会 国際理解教育事業

6 福岡県 財団法人福岡県国際交流センター 留学生・帰国留学生交流フォーラム２０１０福岡

7 福岡県 財団法人福岡県国際交流センター 福岡県・江蘇省合唱交流事業

8 横浜市
アジア太平洋都市間協力ネットワーク
（CITYNET)

APEC関連イベント　アジア太平洋都市による地球温暖化対策会
議実施事業

9 横浜市 特定非営利活動法人横浜NGO連絡会
よこはま国際協力・国際交流プラットフォーム～国際協力・国
際交流イベントとインターネットポータルサイト～

10 新潟市 社団法人新潟青年会議所 サンドクラフトinにいがた２０１０

11 浜松市 財団法人浜松国際交流協会 社会を変える国際理解教育

12 堺市 特定非営利活動法人堺国際交流協会 障害者国際交流事業

13 神戸市 財団法人神戸国際協力交流センター 留学生ネットワーク掲示板

14 十和田市 (青森県)
特定非営利活動法人プロ・ワークス十和
田

ご当地NGO発！幼稚園教育研修とベトナム文化交流プログラム確
立事業

15 湯沢市 (秋田県)
NGO湯沢市国際友好協力会（Green Net
Yuzawa）

民間による国際交流の促進～子供からビジネスまで～

16 村山市 (山形県) 村山市国際クラブ 「東アジア共同体」各国を中心とした国際理解と交流の推進

17 南魚沼市 (新潟県) 新潟県日墺協会 日墺スキー交流１００周年記念事業

18 幸田町 (愛知県) 幸田町国際交流協会 カンボジアとの交流促進事業

19 泉佐野市
(大阪
府) 特定非営利活動法人泉佐野地球交流協会

泉佐野地球交流協会設立２０周年記念事業　ica国際交流フェス
タ

20 米子市 (鳥取県) 鳥取県西部地区日韓親善協会 韓国・束草市貿易推進交流事業

21 境港市 (鳥取県) 境港物産振興会 特産品を通じた国際経済交流促進事業

22 黒潮町 (高知県) 特定非営利活動法人NPO砂浜美術館 第22回Tシャツアート展によるモンゴルとの国際交流

23 久留米市 (福岡県)
財団法人久留米観光コンベンション国際
交流協会

留学生による語学教室

24 荒尾市 (熊本県) 荒尾市日中友好促進会議 日中友好の懸け橋－孫文と宮崎滔天の資料展－
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