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(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)北海道国際交 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
流・協力総合センター
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40千円）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。

(公財)宮城県国際化
協会

MIA私費留学生緊急支援貸付事
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
業
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

(公財)茨城県国際交
流協会

茨城県留学生親善大使の任命

(公財)栃木県国際交
流協会

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

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 http://www.aiahome.or.jp/inter
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 national/detail.html?serial_id=6
を提供する
41
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。（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
http://www.ia-ibaraki.or.jp
への訪問研修を行う。

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。

留学生支援事業

県内の大学等で学ぶ留学生に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。

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

（公財）埼玉県国際交 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
流協会
相談の実施
http://www.saitama.jp/
・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
(公財)ちば国際コンベ 千葉県外国人学生住居アドバイ 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
ンションビューロー
ザー事業
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。
(公財)かながわ国際 留学生支援事業
就職支援やサポートファミリー制度、学校へ講師として派遣するなど社
交流財団
会参加の促進などを実施。
(公財)新潟県国際交 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
流協会
る就職を促進するため、セミナーを開催する。
留学生奨学金事業
県内大学院で学ぶアジア地域からの私費留学生に対し奨学金を支給す
る。
(公財)とやま国際セン 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
ター
を支給
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
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
留学生による富山の留学ライフＰ
外国人留学生が留学生活や富山の魅力を海外に向けて情報発信
Ｒ事業
(公財)石川県国際交
流協会

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

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

石川県留学生交流会館の管理運
県内の大学等高等教育機関で学ぶ私費外国人留学生に、安価で快適
営
http://www.ifie.or.jp/japan/faci
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
lities/kaikan/home_kaikan.html
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。
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

留学生と県民の交流促進事業

(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 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
営（海外技術研修員・留学生等へ 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
の宿泊施設の提供）
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

留学生に日本の家庭生活を体験する機会を提供し、日本への理解を深
めてもらうとともに、その家庭との交流を通して留学生と県民の相互理 http://www.f-i-a.or.jp/
解の促進を図る。

① 外国人住民支援事業
(6) 留学生支援事業
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(公財)長野県国際化
協会

留学生向け住宅支援事業

(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

(公財)静岡県国際交
流協会

留学生地域支援交流事業
ふじのくに親善大使

留学生を対象とした就職支援講
座
(公財)三重県国際交
流財団

留学生等支援事業

(公財)滋賀県国際協
会

びわこ奨学金支給事業

事業概要

URL

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。
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。5名に月額３万円 http://www.gic.or.jp
を１２ヶ月支給。
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。
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 http://www.sir.or.jp
意見交換会等への活動に参加する。
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。
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
http://www.mief.or.jp/jp/shoug
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
akukin.html
金請求額審査及び私費外国人留学生奨学生の集いを開催
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、１０名へ奨学金を給付。

(公財)京都府国際セン 京都フィールドトリップの実施、日
ター
本文化紹介クラス開催支援、京 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
都留学生体育祭開催支援
もに、社会参画の契機づくりを行う。

http://www.s-ia.or.jp/gaikokuseki/syougaku/i
ndex.htm
http://www.kpic.or.jp/

外国人留学生支援相談窓口の開
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
設、国際人財ラウンド・テーブル
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 http://www.kpic.or.jp/
の開催
ラウンド・テーブルを開催する。
(公財)大阪府国際交
流財団

堺留学生会館の運営
留学生会館活用事業

(公財)兵庫県国際交
流協会

(公財)鳥取県国際交
流財団

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

①地震を想定した避難所体験・多言語支援センター設置訓練、大学と共
同で消火・避難訓練を実施し、留学生等の防災拠点としての活用を図
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 大阪府内の大学等に在学する留学生を対象に、関係団体の協力を得
場制度
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
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
ムの推進
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。（26年度実績 11 名）。26年度からは、新たに鳥取県との http://www.torisakyu.or.jp/?id=
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 79
留学生奨学金制度」を創設している。（26年度実績 前期4名、後期5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)しまね国際セン 留学生支援事業（公益財団法人
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 http://www.sicター
しまね国際センター外国人留学
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。
info.org/support/international生奨学金交付事業）
月額：2万円（1年交付） 対象人数：10名
students/scholarship/
留学生支援事業（外国人留学生 来県直後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
短期宿舎提供事業）
短期間提供する。
(公財)ひろしま国際セ 留学生奨学金支給事業（企業等 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
ンター
協力留学生奨学金）
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 http://hiroshima-ic.or.jp
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。
留学生奨学金支給事業（県民支
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
援留学生奨学金）
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
http://hiroshima-ic.or.jp
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。

(公財)ひろしま国際セ
ンター
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留学生奨学金支給事業（センター
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
留学生奨学金）
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
http://hiroshima-ic.or.jp
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。
県民文化施設等優待事業

（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 http://www.int-studentsムページ上で提供
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 http://www.int-students保証
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 http://www.int-studentsに学習できる体系的（入門編，実践編）な就職セミナー
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 http://www.int-students体験学習（インターンシップ）を実施
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
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（年2回
開催）
・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6階開催）
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）
就活日本語研修事業
就職に必要なビジネス日本語及びビジネスマナーの学習支援

http://www.int-studentshiroshima.jp/

海外共同ＰＲ事業

http://www.int-studentshiroshima.jp/

進学説明会
留学情報等提供事業

(公財)徳島県国際交
流協会

http://hiroshima-ic.or.jp

民間宿舎情報提供事業

留学促進広報資料作成事業

(公財)山口県国際交
流協会

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
内の文化施設の入場料・拝観料が減免される優待カードを発行。
(協力施設数74）

大学，日本語教育機関，関係機関が連携して海外において留学先とし
て広島のＰＲを行う広報活動

http://www.int-studentshiroshima.jp/

http://www.int-studentshiroshima.jp/
http://www.int-studentshiroshima.jp/

・ＰＲ活動を行うために必要な配布資料（パンフレット）作成
・広島留学サポーター
留学生３名(中国・韓国・ベトナム）を配置し，留学情報の提供及び魅力
http://www.int-students発信チームの運営支援を実施
hiroshima.jp/
・ひろしま留学生魅力発信チーム
留学生の視点による広島の留学環境等の広報資料及びウェブコンテ
ンツの作成など
広島県内外の日本語学校等に在籍する留学生に対する広島県内大学 http://www.int-studentsの説明会
hiroshima.jp/
＜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
供用ホームページ
http://www.int-students・ホームページの多言語化（中国語，韓国語，ベトナム語）を図る
hiroshima.jp/
＜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

外国籍住民トータルサポート事業 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
http://www.yiea.or.jp
（留学生ホームビジット交流）
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。
ボランティア育成事業
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

(公財)福岡県国際交
流センター

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.h
tml

福岡アジア留学生里親奨学金

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

福岡県留学生サポートセンター
の運営
(公財)長崎県国際交
流協会

国民健康保険料一部補助

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、 http://www.i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。
pal.or.jp/student/

一年間、月額2万円、対象人数40名

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
http://www.fissc.net/ja/index.
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
php
運営し、留学生に対し総合的な支援を行っている。
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6500円

① 外国人住民支援事業
(6) 留学生支援事業
地域国際化
(公財)長崎県国際交
流協会 協会名

事業名

事業概要

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。10名、
月20,000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。

長崎地域留学生宿舎

留学生の為の宿舎。全１２戸（１戸あたり３名入居可）、家賃１戸あたり
（月額）３９０００円

留学生のためのホームステイ・
ホームヴィジット
(公財)宮崎県国際交
流協会

宮崎地域留学生支援事業

(公財)鹿児島県国際
交流協会

留学生支援事業
（研究活動費の助成）
留学生支援事業
（留学生の交流活動への助成）
留学生支援事業
（留学生支援資金貸付制度）
留学生支援事業
（留学生住宅確保支援事業）

URL

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。
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）。
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 http://www.synapse.ne.jp/kia/
う。
support/koryu.html
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 http://www.synapse.ne.jp/kia/
することにより，留学生の円滑な住宅確保を図る。
support/jutaku.html

留学生支援事業
（各大学等留学生担当者意見交 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
換会）
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
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
（東文子・外国人留学生活動等支
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
援事業）
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）
(公財)札幌国際プラザ 留学生のための着物体験

(公財)仙台観光国際
協会

日本文化体験ボランティアの協力により、着物（振袖）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
http://www.sira.or.jp/japanese
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
/index.html
の経済的な支援も図る。

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

日本で就職活動を行う留学生のために、就職活動や実際に就職をした http://www.sira.or.jp/japanese
人の体験談を聞き、意見交換を行う会を開催する（年1回）。
/index.html

(公社)さいたま観光国 留学生ホームビジット事業
際協会

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
http://www.stib.jp/kokusai/hv.
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
shtml
録ホストファミリーの国際交流の機会を増進させる。

(公財)千葉市国際交
流協会

外国人留学生交流員事業

(公財)横浜市国際交
流協会

横浜市国際学生会館運営事業

(公財)川崎市国際交
流協会

外国人留学生修学奨励金支給事
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
業
http://www.kian.or.jp/josei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
rgk.html
予算の範囲内）
留学生生活相談会の開催

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）。
（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
http://www.yoke.or.jp
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。

留学生の生活及び精神的な支援をするため、相談会を開催(年１回)

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
浜松国際交流協会

事業名
留学生ふるさとプロジェクト

(公財)名古屋国際セン 国際留学生会館の運営
ター
(公財)京都市国際交
流協会

留学生就職支援事業

留学生交流ファミリー

事業概要
コミュニティ・チューターに登録した市民が、留学生のための「遠州まるご
と体験プログラム」を企画・運営する。（日本文化体験・遠州地域の魅力
的スポットの紹介・日本の社会制度紹介・起業家の体験談など）

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）、情報提供・相談事業、交流事業（外 http://www.nic-nagoya.or.jp
国語講座・地域住民との交流）などを行う。
留学生は日本での滞在を通じ、わが国の社会・経済に対して幅広い認
識を持っており、語学力を含めて優秀な国際的人材として大きな力を有
している。また、留学後は、本国に戻り各分野の中心的人材として活躍
し、あるいは新たな発展を求めて、世界各国で飛翔する可能性を秘めた
人材である。そこで、卒業後の就職支援を実施することが各留学生に
とって留学というものの価値・意義を高めることにつながり、また、各企
業にとっても企業の活性化、事業活動の国際化につながる。
http://www.kcif.or.jp/jp/jigyo0
a.「第11回外国人留学生と日本人バイリンガルのためのジョブフェア」を6 2/syusyoku/
月に実施。京都地域留学生交流推進協議会の主催事業として実施。
b.「キャリアガイダンス＆ジョブフェア2013」を12月に実施予定。京都の企
業が京都の各大学の留学生を積極的に採用するため、留学生の採用
促進に向けての交流や情報提供の機会として、各大学、京都地域留学
生交流推進協議会等と連携し、京都市国際交流会館において積極的に
展開。
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
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
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
/student/jp/host/index.html
会も実施。

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）
張鳳俊奨学基金奨学金支給事業

留学生優待プログラム

京都留学生情報サイト

留学生のための就職支援事業

(公財)大阪国際交流
センター

留学生向け賃貸住宅供給事業
「エル・セレーノ紅梅町」

留学生支援市民募金

URL

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/student/jp/kokuho/index.htm
l

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
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
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
/student/jp/shougakukin/bosh
金として支給。
u.html
a.月額5万円 年間5名程度
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
http://www.kcif.or.jp/ryusite/j
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
p.html
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
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）
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
http://www.kcif.or.jp/ryusite/i
バンク事業（kokoka留学生ねっと）をインターネット上で運営。
ndex.html
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。
日本での就職を目指す留学生を対象とした就職活動に関する情報の提
http://www.global供や、企業採用担当者と直接面談ができる合同説明会を実施。 昨年の
kyoto.net/event2013.html
試みに続き、今年度より、英語での説明会を併せて実施。
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。
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。
（26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8,674名・事業招待のべ468名）

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
(公財)神戸国際協力
交流センター

事業名
住宅の提供

施設見学の支援事業
奨学生フォローアップ

事業概要

URL

市内の大学・短大・専修学校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。 単身者用７７戸\24,000(私費）・
http://www.kicc.jp/shien/inde
\30,000(国費)・夫婦用１５戸\39,000(私費）・\45,000(国費）・家族用２０ x.html
戸\40,000(私費）・\49,000(国費)
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/inde
x.html

「留学生異文化サロン（奨学生が自国文化を市民に紹介するイベント）」
を開催し、奨学生と市民との交流機会を支援する。また奨学生及びOB・ http://www.kicc.jp/shien/inde
OGを対象に奨学生会報・名簿を作成・送付し、奨学生同士の横の連帯 x.html
を深めていく手助けとする。

留学生電子掲示板

奨学生及びOB・OG等が、WEB上で情報交換できる電子掲示板を運営
する。

留学生の就職活動の支援

留学生に対して、神戸市と共催でセミナーを行なう。

http://gakusei.kicc.jp/

(公財)広島平和文化
センター

ひろしま奨学金の支給

(公財)北九州国際交
流協会

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。

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
http://www.kitaq-koryu.jp/
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。

関原北九州大連友好基金事業

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
http://www.pcf.city.hiroshima.j
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
p/ircd/
支給している。
http://www.kitaq-koryu.jp/

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 http://www.kitaq-koryu.jp/
語を学んでいる中国人学生に奨学金を支給する。

(公財)福岡よかトピア 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
国際交流財団
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/st
udent/01.html

よかトピア留学生奨学金（就業体 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
験付き）
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 http://www.rainbowfia.or.jp/st
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 udent/01.html
給期間：１年
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)、
３００千円以上(学部生)、民間企業・団体等から寄付を募り、寄付者の名 http://www.rainbowfia.or.jp/st
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 udent/01.html
望により決定。
留学生資金貸付

学生交流会館の管理運営

「あったか福岡」外国人学生支援

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

一時的に多額の出費が必要になった場合に貸付を行う。対象：福岡都
市圏の大学・短大で学ぶ留学生、貸付限度額：２００千円、返済期間：最 http://www.rainbowfia.or.jp/st
高２０ヵ月、支給対象経費：住宅費、医療費、学費、一時帰国費ほか、保 udent/01.html
証人：１名（及び指導教官の意見書と留学生課の在籍確認が必要）
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
http://www.rainbowfia.or.jp/st
進を図る。
udent/01.html
「福岡学生交流会館（世帯者用）」５室、入館費：３４，０２０円、館費：３
２，４００円、入居年限：H28年3月
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
http://attaka-fukuoka.jp/
て、交流事業を実施。

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２６年度は九州東南アジア交流協会、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３回実施。
（平成２７年は、１０月～１２月 計３回程度予定）

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

