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

(公社)北海道国際交 北海道海外技術研修員受入事業 ブラジル・パラグアイより北海道出身移住者子弟２名を受け入れ、地域
流・協力総合センター
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
アルゼンチン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 海外技術研修員受入事業
内 容：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
流協会
http://www.kokusai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
koryu.jp/business/activity/
に貢献し、県との交流推進に寄与する人材へと育成する。
(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。

(公財)秋田県国際交
流協会

甘粛省技術研修員等受入事業

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。

(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）

(公財)栃木県国際交
流協会

草の根技術協力事業
（JICA委託）

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

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 http://www.airyamagata.org
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。
地方自治体が持つノウハウやネットワークを生かして、マレーシアにおけ
る家庭廃棄物処理に関する環境行政を促進し、地域住民の環境保全意
識の高揚を図る国際協力事業を実施する。

(公財)とやま国際セン 海外研修員の受入
ター

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
http://www.tic-toyama.or.jp/
シア1、ブラジル2

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
http://www.tic-toyama.or.jp/
1、アルゼンチン1

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
http://www.tic-toyama.or.jp/
学生の受入

(公財)石川県国際交
流協会

日本語・日本文化研修事業（受
入）
石川インターンシップ事業(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
http://www.ifie.or.jp/ijsc/ijsp/i
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
ndex.html
体験・県内研修旅行等を実施する。
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 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
生受入事業（受入）
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
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
（受入）
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

(公財)山梨県国際交
流協会

(公財)静岡県国際交
流協会
(公財)三重県国際交
流財団
(公財)滋賀県国際協
会

(公財)大阪府国際交
流財団

(公財)兵庫県国際交
流協会

海外技術研修員受入事業（県か ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝから計3名を9か月民間企業等で受入、技術研修を実
ら受託）
施
浙江省技術研修員受入事業（県 中国浙江省から、3名を8か月県機関および民間企業等で受入、技術研
から受託）
修を実施
海外技術研修員及び県費留学生 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
等の受入（受入）
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）を受け入れ、生活を主体とする支援を行う。（５月
～１月）
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。
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
海外技術研修員受入事業（県委 中国湖南省および中南米からの研修生を受け入れ、専門技術の習得を
託）
図る。
米国ミシガン州友好親善使節団 姉妹州・ミシガン州との友好交流事業の一環として、ミシガン州民を受入
受入事業
れし、ホームステイ体験などを通じ、両県州の草の根レベルの交流を図
る。
エセック経済商科大学院大学学
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
生来阪研修事業
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

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

http://www.sir.or.jp
http://www.mief.or.jp/jp/korea
_japan.html
http://www.s-i-a.or.jp

大阪府海外短期海外建築・芸術 アジアの若手建築家、学生８名を約１か月間大阪に招聘し、在阪の大手 http://www.ofix.or.jp/training/
研修生招聘事業
建設会社などで研修等を行う（安藤忠雄基金事業）
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。
広東省省民訪問団の受入
兵庫県と広東省の友好交流を一層促進させるため、広東省省民訪問団
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。

⑤ 海外からの人材等受入

(公財)兵庫県国際交
流協会

地域国際化
協会名

事業名
（派遣・受入の別）
ひょうご海外研修員の受入

(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（受入）

対象地域／事業概要

URL

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。
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
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）の将来
受入事業（県委託）
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 海外技術研修員受入事業（県受
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
ター
託事業）
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（ロシア・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
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
技術移転事業（県委託）
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。6名程度受入れ

(公財)ひろしま国際セ ＪＩＣＡ研修員受入事業（ＪＩＣＡ委
ンター
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。

http://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。

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

JETプログラム日本語・日本文化 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
http://hiroshima-ic.or.jp/hip/
研修事業
対する日本語・日本文化事情研修を行う。
海外大学日本語・日本文化体験
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
プログラム
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 http://hiroshima-ic.or.jp/hip/
日本語・日本文化研修を行う。
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。

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。
企業等国際化研修
(公財)山口県国際交
流協会

海外技術研修員等受入事業

(公財)香川県国際交
流協会

海外技術研修員受入

(公財)愛媛県国際交
流協会

愛媛・ハワイ交流事業

えひめ韓国交流促進事業

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。

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

・海外技術研修員４名：ブラジル２名、ペルー１名、アルゼンチン１名
・山東省友好交流研修員１名：中国１名
・県費留学生１名：ブラジル１名
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 http://www.i県の経済・社会文化等について理解を深めるとともに、相手国と本県と pal.or.jp/member/
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。
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。
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

高知県海外技術研修員受入事業 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
(高知県からの受託事業)
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
http://www.kochi-kia.or.jp/
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。
高知県協力交流研修員受入事業
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
(高知県からの受託事業)
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 http://www.kochi-kia.or.jp/
もに､県民との交流を通じて国際意識の向上を図る。

(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
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
ク都青少年交流団受入）
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。

(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。

鹿児島県青少年海外ふれあい事
県からの受託事業として，香港／シンガポール（交互に隔年で受入）か
業
らの青少年を受入れ，ホームステイや本県青少年との交流を行い，相互
理解を深め，国際感覚豊かな青少年を育成する。
(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

本県系海外移住者子弟留学生を受け入れ、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。

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）

(公財)札幌国際プラザ ポートランド高校生受入

(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

URL

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。

ノボシビルスク日本語青年団受
入

姉妹都市であるロシア・ノボシビルスク市から日本語を学ぶ青年7名を受
け入れ、市民交流や市内視察・日本文化体験を行う。

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 http://www.sira.or.jp/japanese
ルでの相互理解・交流を推進する。
/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。

(公社)さいたま観光国 スポーツ少年団受入事業
際協会
(公財)千葉市国際交
流協会

対象地域／事業概要

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

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 http://www.stib.jp/kokusai/sis
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。
ter_cities.shtml

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４名、引率者１名
及びスイス・モントルー市から青少年５名、引率者１名を約２週間１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。
海外介護人材支援事業
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）が、横浜において円滑に研修、就 http://www.yoke.or.jp
労できるように支援する。
ウーロンゴン大学川崎研修生受
け入れ事業

静岡市国際交流協会 青少年受入

教員受入

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

(公財)大阪国際交流
センター

「日本体験」スタディ・ツアー

(公財)神戸国際協力
交流センター

JICA受託研修事業（受入）

(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 http://www.kitaq化交流やホームステイ等を行う。
koryu.jp/jp_new/
海外研修プログラム受け入れ事 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
業
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。

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

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。
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