⑬ 民間交流団体との連携事業
地域国際化
協会名

事業名

(公社)北海道国際交 国際交流定例講演会
流・協力総合センター
北方圏講座の開催
カルチャーナイト事業
(公財)岩手県国際交
流協会

国際交流関係団体要覧（ダイレク
トリー）の作成
ワンワールドフェスタ
多文化キッズキャンプ
企画展示

事業概要

URL

来道外国人や道内在住の外国人をゲストに招き、外国の生活や文化な
どをテーマに懇談会を開催する。
北方圏諸国の生活文化や経済を学ぶ講座を関連する国際交流団体と
共催して開催する。
施設の夜間開放による国際交流イベントを開催する。
各団体間の連携・協働に資するため、各団体の協力を得て、国際交流
http://www.iwate関係団体連絡会議に加盟する団体の活動を紹介した要覧を作成し、
ia.or.jp/i_dantai-2009/top.html
ホームページ上で提供する。
ワンワールドフェスタ、多文化キッズキャンプ、国際交流センター内の企
画展示の実施について、国際交流関係団体、市町村国際交流協会、岩
手大学、いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会等と連携して実
施。

(公財)山形県国際交
流協会

山形在住外国出身者ネットワーク
平成２６度実施の同事業で培われた外国出身者同士のネットワークをさ
構築・強化事業
らに充実させるため、県内４地域において、外国出身者や家族、日本人
http://www.airyamagata.org
支援者を対象にし、「日本のマナー」と「ストレスとのつきあい方」をテー
マとした研修会を、各地域の国際交流関係団体と連携して実施する。

(公財)福島県国際交
流協会

ＮＧＯダイレクトリーの更新

(公財)茨城県国際交
流協会

国際交流・協力ネットワーク会議

(公財)栃木県国際交
流協会

とちぎグローバルセミナー

(公財)埼玉県国際交
流協会

彩の国さいたま国際交流･協力
ネットワーク

(公財)ちば国際コンベ 国際フェスタＣＨＩＢＡの開催
ンションビューロー

各団体の協力を得て、県内の国際交流・国際協力関係団体の活動を紹 http://www.worldvillage.org/ko
介したダイレクトリーをホームページ上で更新する。
uryu/dantai.html
市町村、市町村国際交流推進組織及び民間国際交流・協力団体との連
http://www.ia-ibaraki.or.jp
絡会議を開催し、相互連携と研修及び情報交換を図る。
県内で国際理解や国際協力の活動を行う民間団体が一堂に会し、それ
ぞれが特徴を活かしたセミナーを連続開催し、県民の活動促進を図る。
公共団体と民間団体がそれぞれの機能や特色を活かしながら情報交換
http://www.sia1.jp/internation
や共同活動を行うため、「彩の国さいたま国際交流・協力ネットワーク」を
al/network/
運営する。
県民の国際交流・協力に対する機運を醸成するとともに、国際交流団体
相互のネットワークづくりにも役立てるため、参加・活動事例等について http://www.mcic.or.jp/
知り得る機会を提供する。

東京都国際交流委員 国際化市民フォーラムin TOKYO
在住外国人を取り巻く課題や問題点、国際協力のあり方などについて、
会
の開催
http://www.tokyo都民や外国人、NGO等の団体が意見を表明したり、議論を行うことによ
icc.jp/forum/index.html
り、国際理解を促進し問題解決への認識を深めることを目的に開催。
(公財)新潟県国際交
流協会

ＮＧＯスタッフ育成事業

国際交流・協力等を目的に設立された県内のＮＧＯやこれからＮＧＯ活
動を始めたい人を対象に、研修等を実施する。
※民間団体に企画・運営委託

ネットワークを活用した生活相談
行政書士会・入国管理局等の専門機関と連携して相談会等を実施す
事業
る。
(公財)石川県国際交
流協会

多文化が共生する県民フェスタ
日本語教育研修講座

県内の国際交流団体等と連携し、県民と外国人住民が多数参加する国
際交流イベントを開催する。（再掲）
日本語教育や多文化共生等の各分野の専門家を招き、県内の日本語
http://www.ifie.or.jp/ijsc/j教師や日本語教育、多文化共生に関心を持つ県民に対して、関連分野
seminar/index.html
の研究、実践の最新動向や知識を提供する。（テーマ別研修会）

(公財)山梨県国際交
流協会

「やまなしインターナショナルネッ 県内の民間国際交流・国際協力関係団体等で構成する「やまなしイン
トワーク」支援
ターナショナルネットワーク(YIN)」の円滑な運営を目的として支援を行
http://www.yia.or.jp/yin/
う。（通年）
在住外国人のための避難所体験
在住外国人を対象に防災意識や災害発生時の対処法など災害に関す
る基礎知識の普及・啓発を図るため、県ボランティア協会及び日赤山梨 http://www.yia.or.jp/pdf/1106
県支部等と連携し、大規模災害発生時に設置される避難所の模擬体験 nihongo.pdf
を行う。（年１回）

(公財)岐阜県国際交
流センター

ﾊﾛｰｷﾞﾌ・ﾊﾛｰﾜｰﾙﾄﾞ開催事業

(公財)静岡県国際交
流協会

アース（明日）カレッジ開催事業

(公財)愛知県国際交
流協会

ワールド・コラボ・フェスタの開催

本県に活動拠点を置く国際交流団体らのブースや民族舞踊などのス
テージを通じて各国文化を紹介し、国際理解・交流を深める国際交流イ http://www.gic.or.jp
ベントを開催する。
国際理解・交流促進に取り組む県内外団体が連携・協働を強化し、また
県民への情報発信力を高めるため、地域ネットワークを構築し、県民と http://www.sir.or.jp
ともに現在への国際的な課題を考える講座を、JICA中部と共催で実施。
県民と外国人との相互理解、交流をより一層深めるため、民間国際交流
協力団体等と連携して、民族の歌と踊りのステージ、団体活動紹介ブー
ス、多文化共生、国際理解教育等に関するワークショップ、セミナーなど http://www.world-collabo.jp/
を展開する。なごや国際交流団体協議会、（公財）名古屋国際センター、
JICA中部と共催。

⑬ 民間交流団体との連携事業

(公財)愛知県国際交
流協会

地域国際化
協会名

事業名
フェアトレードの普及啓発

(公財)三重県国際交
流財団

多文化共生啓発事業

(公財)京都府国際セン 日本語ボランティア育成支援・
ター
ネットワーク構築事業
(公財)大阪府国際交
流財団

（公財）大遊協国際交流・援助・
研究協会との連携

事業概要

URL

フェアトレードを通して、開発途上国の貧困や人権・環境問題などについ
て考える映画会を、NPO団体と協働して開催する。
実行委員会で企画・運営をする多文化理解イベント、多文化共生啓発イ
ベントに実行委員として参加・協力している
地域日本語教室・ボランティアのネットワーク団体「京都にほんごRings」
と連携して事業の企画から実施まで行っている。
留学生のための文化施設特別入場制度への助成。また、留学生の為の
日本文化理解講座（国際交流茶会）を年1回、連携事業として行ってい
る。①(6)で既述

（公財）兵庫県国際交 「多文化共生」を考える研修会の
外国人県民と接する機会の多い行政職員、教員、日本語教師、ボラン
流協会
開催【再掲】
ティア等を対象に、外国人県民の抱える問題について、現場の生の声を http://www.hyogo-ip.or.jp/
交えながら理解を深める研修会を県、教育委員会、NPOと共催する。
(公財)和歌山県国際
交流協会

国際交流まつりの開催

(公財)鳥取県国際交
流財団

国際交流フェスティバルの実施

(公財)しまね国際セン 国際交流団体等連携協力事業
ター
（サンパウロ州小学校教員環境
教育指導力向上事業）

(一財)岡山県国際交
流協会

地域で様々な国際交流活動を行っている団体、県民、在住外国人等と
幅広い連携をとり、海外の文化にふれたり、様々な方々とのコミュニケー
ションを図ることを目的に開催する。また、地域での国際交流イベントに
も民間NPOとともに協働し、積極的に関わっている。
異文化理解の促進を目指して、県内三地区で開催されている国際交流
フェスティバルを民間団体等との協働により開催。（会場及び設備使用
料、広報資材作成費等を財団が負担）
サンパウロ州の小学校教員の環境教育に関する指導力の向上と子ども
たちの環境への知識や意識の向上を図る。

国際交流団体等連携協力事業 島根県立大学が実施する日本語・日本文化研修プログラムの一部の実
（島根県立大学との連携・協力事 施、留学生と地域住民との交流を促進するための各種事業の実施等を
業）
行う。
国際貢献ＮＧＯフェア
ＮＧＯがそれぞれの活動内容をパネル展示等により紹介。希望するNGO
はセミナー等を開催する。
国際貢献・協力セミナー

(公財)ひろしま国際セ 日本文化理解促進事業
ンター

国際貢献のあり方やＮＧＯ団体、関係機関、県民の役割についてのセミ
ナーを実施する。（1回）
地域の交流団体の協力のもと、平素、外国人との交流が少ない地域に
外国人を派遣し、交流行事の開催等により地域住民と外国人とが交流
できる機会を提供する。

(公財）山口県国際交
流協会

国際活動フェスティバル２０１５～
協会創立２５周年記念事業として、民間団体らと実行委員会をつくり、民
山口から世界一周！～
間団体４５団体が出展参加し、1500人以上の観客があった。

(公財)香川県国際交
流協会

かがわ国際フェスタ（再掲）

(公財)愛媛県国際交
流協会

日本語グループ学習集中講座

国際交流イベント促進事業

えひめ韓国交流促進事業

http://hiroshima-ic.or.jp

外国人住民と県民の交流・ふれあいの場の提供や県民の国際交流・国
際協力・多文化共生に対する理解の増進と国際感覚の涵養、さらには
http://www.i-pal.or.jp/festa/
担い手である県内の団体や関係機関相互の連携強化を目的に、年1回
開催する。
在県外国人を対象に、日本語学習講座を実施することにより、日本語能
力を向上させ、日常生活への適応と日本文化の理解を促進する。
実施時期：夏季（8月）及び春季（3月）の各期10日間・１日2時間、場所：
松山市・愛媛県国際交流センター、対象：16歳以上の在県外国人（各期
100名程度）、レベル別5クラス、講師：日本語教育ボランティアグループ
（財）松山国際交流協会と共催の「地球人まつり」をモデル的イベントと
し、県内各市町、国際交流協会、国際交流・協力団体の参加を促し、運
営方法等を学んでもらうことで、県内各地での国際交流イベントの開催
を促進する。
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

民間国際交流・協力団体人材育
民間国際交流関係団体の活動を活性化させるため､各団体の人材を育
成セミナー事業
http://www.kochi-kia.or.jp/
成する研修会を実施する。

(公財)福岡県国際交
流センター

講演会等開催事業

国連ハビタット福岡本部の活動を紹介するイベントの他、NPO等国際交 http://www.kokusaihiroba.or.jp
流団体と共催で、国際交流・国際理解に関する写真展、イベントを開催。 /project/international/

専門相談

(公財)佐賀県国際交
流協会

国際フェスタ月間

行政書士がいるＮＰＯ法人に相談業務を委託（月～金：英語、中国語、
韓国語、タガログ語、日本語対応）

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/infomation/consultati
on.html

県内で活動する民間国際交流団体等の活動を広く県民に周知するた
め、参加団体協働でイベントを開催

https://www.spira.or.jp/

⑬ 民間交流団体との連携事業
地域国際化
協会名
(公財)長崎県国際交
流協会

事業名

外国人による日本語弁論大会

(公財)鹿児島県国際
交流協会

URL

ながさき国際協力・交流フェスティ 国際協力や交流活動の紹介、海外の手工芸品販売やチャリティーバ
バル
ザー、各国料理コーナー、世界の民族衣装や楽器・遊びの体験コー
ナー、民族舞踊や音楽のステージなどを行い、在住外国人を含む県民
のふれあいの場を創出する。事業の企画および運営は、民間国際交流
団体等と協会が行う。
カレンダー・手帳リサイクル市＆
世界のカレンダー即売会

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団

事業概要

国際交流プラザ交流スペース
ギャラリー展示

民間団体との共催により、被災地、途上国への支援を目的に、カレン
ダー・手帳のリサイクル市および世界のカレンダー展示即売会を開催。
実行委員会形式で、日本語を母語としない在住外国人による日本語弁
論大会を実施。
国際交流プラザ外側の壁面に展示用パネルを設置し、県内の交流団体 http://www.oitaplaza.jp/japane
から展示希望を募り、各団体1ヶ月間ずつ、活動状況の写真やパネルを se/modules/doc01/index.php?i
展示させ、活動紹介の場としている。
d=44

おおいた国際交流プラザイベント 国際交流プラザのHP内に投稿を受け付けるイベント情報欄及び掲示板
情報欄･掲示板
を設け、各団体が随時投稿し、活動やイベントを紹介できるようにしてい http://www.oitaplaza.jp/
る。
青少年国際協力体験事業
鹿児島県青年海外協力隊を支援する会及び青年海外協力隊鹿児島県
OB会と連携し，県内の中・高校生にアジアにおける国際協力の現場を http://www.synapse.ne.jp/kia/i
体験させる事業を市町村や企業・団体の協力を得ながら実施する。（年 nternational/taikenjigyo.html
１回実施）
国際理解プログラム事業（協力隊
青年海外協力隊や国際協力，発展途上国等に対する理解を深めるた
OBと留学生が先生事業）
め，青年海外協力隊のOB／OGや留学生等を小・中学校に派遣する事 http://www.synapse.ne.jp/kia/i
業を，鹿児島県青年海外協力隊を支援する会及び青年海外協力隊鹿 nternational/rikai.html
児島県OB会とで組織する実行委員会で実施する。（年４０回程度実施）
国際交流活動連携事業

県内国際交流団体間の情報交換及び連携を図るため，メーリングリスト http://www.synapse.ne.jp/kia/
を運営する。
support/list.html

独立行政法人国際協力機構との
協会内に独立行政法人国際協力機構の国際協力推進員を配置し，国
連携
際協力等に関する情報提供や相談等に応じる。
共催・後援・協賛
伝言板の設置
(公財)沖縄県国際交
流・人材育成財団

国際協力･交流フェスティバル

市町村・企業・団体等が在住外国人との交流活動を行う場合，企画立案
等の相談に応じるとともに，共催や後援の形で必要な協力を行う。
国際交流プラザ内に伝言板を設置し，イベント・不要品交換などの情報 http://www.synapse.ne.jp/kia/
交換の場を提供する。
services/index.html
ＪＩＣＡ、県他関係団体との共催事業により、ＪＩＣＡ研修員、県内在住外国
人と県民とが交流を行う。

「沖縄県国際交流団体便覧」の作
沖縄県内の国際交流団体の活動状況・計画等の情報誌を作成し、各団
成
体へ提供している。
(公財)札幌国際プラザ 国際交流・協力、多文化共生団
体検索サイト「めいかん」の運営
(公財)仙台観光国際
協会

ウェブダイレクトリーにて札幌を拠点に活動する国際交流・協力団体概
要などの情報を提供している。

日本語講座
日本語講座の運営をNPOと連携して行う。
日本文化体験

外国につながる子ども支援
せんだい地球フェスタ

仙台国際ハーフマラソン大会姉
妹都市等交流会
仙台国際センター交流コーナー
の運営
(公社)さいたま観光国 NGO支援事業
際協会
国際NGOネットワーク共催事業

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

外国人市民の日本理解の一助となるよう、日本伝統文化の会との共催
http://www.sira.or.jp/japanese
により、華道、茶道等の伝統文化や日本語会話等を体験する機会を提
/index.html
供する。
市民団体等との協力により「夏休みこども教室」や「進路ガイダンス」を
実施する。
国際交流や国際協力などに携わる市民や団体が集い、来場者と交流を
図る催し。さまざまなイベントやグループの活動紹介を通じて、異文化間 http://www.sira.or.jp/japanese
交流を推進し、地域の多文化共生や国際貢献について考える機会とす /index.html
る。
市民団体と実行委員会をつくり、国際姉妹都市等からの選手団の受け
入れや交流会開催を行う。
相談・情報カウンターでの相談、情報提供業務を市民団体と連携して行 http://www.sira.or.jp/japanese
う。
/index.html
市内の国際交流・協力関連NGO／NPOに対し、印刷機や会議室を提供
http://www.stib.jp/kokusai/ce
し、活動を支援するとともに、協会に足を運び易い環境を整備し、NGO／
nter.shtml
NPOとの連携を図る。
さいたま市国際NGOネットワークとの共催事業を開催し、市内で国際に
http://www.stib.jp/kokusai/wa
関する活動を行うNGO／NPOとの連携を図り、さいたま市の国際化を推
kuwaku.shtml
進する。

⑬ 民間交流団体との連携事業
地域国際化
協会名
(公財)千葉市国際交
流協会

事業名
日本語教室ネットワーク

事業概要

URL

市内で活動するボランティアによる日本語教室の情報を収集し、当協会
http://www.ccia実施の講座等の周知などによる活動支援や、新規団体の参加促進な
chiba.or.jp/00501kyoshitu/inde
ど、各団体間のネットワーク構築及び更なる連携促進を図る。希望団体
x.html
は当協会ＨＰ上にて情報掲載し、利用者の利便を図る。

ちば市国際ふれあいフェスティバ
市内で活動する国際交流・協力団体が連携して開催している「ちば市国
ル支援
際ふれあいフェスティバル」を支援する。
(公財)横浜市国際交
流協会

「よこはま国際フェスタ」

「よこはま国際フォーラム」
(公財)川崎市国際交
流協会

インターナショナル・フェステバル
地球市民講座

国際交流・協力団体、在住外国人支援団体、国際機関、学校、行政、企
業などの国際交流・協力活動を広く市民に紹介する総合的なイベントを
http://yokohama-c-festa.org/
開催し、市民の国際交流・協力活動の促進に寄与するとともに、参加団
体間の連携・ネットワーク化を促進する。
国際協力・国際交流・在住外国人支援に関わる団体による市民向けセミ http://yokohama-cナー・ワークショップ、インターネット情報発信等。
forum.org/
外国人市民と市民とのふれあいを深め、友好親善と相互理解を推進す http://www.kian.or.jp/evenko1
るため、民間交流団体との共催により、交流イベントを開催する。
5/event/interfesta.shtml
市民の国際理解や多文化理解を推進し、外国人と市民の相互理解を深
めるため、地球環境の問題について民間交流団体との共催により、公
開講座・講演会を開催する。

静岡市国際交流協会 異文化コミュニケーション体験フェ
市内で活動する国際交流団体や、在住外国人支援団体が参加し、多文
ア
化共生を推進するイベントを開催する。
姉妹都市等交流事業
(公財)浜松国際交流
協会

http://www.samenet.jp
民間の団体との共催により、静岡市の姉妹都市より来静する青少年の
受入事業を実施する。

浜松版地域日本語教師育成検討
事業
4-①（1）再掲
ポルトガル語スピーチコンテスト
労働セミナー

http://www.hi-hice.jp/

在浜松ブラジル総領事館と連携して実施。ポルトガル語のスピーチコン
http://www.hi-hice.jp/
テスト
在浜松ブラジル総領事館と連携して実施。ブラジル人を対象に、現在の
http://www.hi-hice.jp/
日本とブラジルの雇用状況などを紹介する。

地球人教育出前講座

4-⑦再掲

http://www.hi-hice.jp/

国際理解教育セミナー

4-⑦再掲

http://www.hi-hice.jp/

外国人コミュニティエンパワメント 4-①（7）再掲
(公財)名古屋国際セン 国際交流協力協働事業
ター
ワールド・コラボ・フェスタ

http://www.hi-hice.jp/

国際交流・国際協力団体等との協働により、その時々の状況に応じた市
http://www.nic-nagoya.or.jp
民の国際理解促進のための事業を行う。
（公財）名古屋国際センター、（公財）愛知県国際交流協会(AIA)、（独）国
際協力機構中部国際センター(JICA中部)及びなごや国際交流団体協議
会(NIA)の４者で実行委員会を組織し、市民の国際交流・国際協力活動
への意識を高めることを目的とした事業を実施する。世界各国の音楽や http://www.nic-nagoya.or.jp
踊り、地球的な課題をテーマとしたトークなどを展開するステージのほ
か、この地域を拠点に国際交流・国際協力活動を行う民間団体のブース
出展などによりその活動を紹介する。

(公財)京都市国際交
流協会

コリアンサロン「めあり」

(公財)大阪国際交流
センター

外国にルーツを持つ子ども支援
ネットワーク大阪会議（大阪こども 大阪における外国にルーツを持つ子どもたちを対象とした、地域活動支
ネットワーク）
援に参加する団体・支援者らによるネットワーク

日本と深い関係を持つ朝鮮半島の歴史や文化の紹介、在日韓国・朝鮮
人に対する理解の促進を目指す文化事業。通年事業としてハングル塾 http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
（入門・初級・中級）を行っている。韓国民団京都府本部、朝鮮総聯京都 /tabunka/jp/meari/index.html
府本部、当協会の3団体が2003年5月より共同で実施。

外国人母子支援ネットワーク形成
ニューカマーの外国人女性と子ども達が大阪で心地よく住むために多様
事業
な関係者（区役所、ＮＰＯ、民間団体など）がＨ24年度に形成したネット
ワークを活用し、具体的に子どものサポート等の活動に取り組む。
(公財)神戸国際協力
交流センター

(公財)広島平和文化
センター

神戸国際交流フェア

インドネシアにおける「世界遺産
ボルブドゥール寺院遺跡地域の
グリーン・ツーリズムを育てるコ
ミュニティラジオの開設・運営支
援」
国際交流・協力の日の開催

神戸市内のNGO・NPO による出展ブース・ステージ・演技等を通じ、相
http://www.kicc.jp/fair/index.h
互のネットワークを形成し,市民にNGO・NPO活動を周知する。また、市民
tml
の異なる文化、伝統への理解を推進する。
インドネシアのボルブドゥール寺院遺跡地域で、FMわいわいの神戸での
経験を活用し、寺院遺跡の観光客と周辺村落のコミュニティをつなぎ、グ
リーン・ツーリズムにつなげる取組みを行う。
広島市内や海外で国際交流･協力活動を続けている市民団体が連携し
http://www.pcf.city.hiroshima.j
て様々な国際交流･協力活動を協働して行い、広島市民に国際交流･協
p/ircd/
力への関心を高める機会を提供。

⑬ 民間交流団体との連携事業
(公財)広島平和文化
センター
地域国際化
協会名

事業名

事業概要

URL

「姉妹・友好都市の日｣の開催及 広島市が平成13年（2001年）に創設した6つの海外姉妹･友好都市の
び「ヒロシマ・メッセンジャー」の運 「姉妹･友好都市の日｣の前後に、市民に各都市についてより親しんでも http://www.pcf.city.hiroshima.j
営
らうために、民間の国際交流団体などとともに市民参加型の記念イベン p/ircd/
トを開催。
（公財）北九州国際交 国際村交流会イベント
国際交流団体や大学、まちづくり団体などと協働で「多文化共生啓発」イ
流協会
ベントを実施。
(公財)福岡よかトピア 地球市民どんたく
国際交流財団
(一財)熊本市国際交
流振興事業団

国際協力・交流活動及びそれを支えるＮＧＯについて、市民の理解と支
http://www.rainbowfia.or.jp/cit
援を得ること、また各ＮＧＯ間の情報交換と連携を深めることを目的に実
izen/05.html
施。ブース展示による各団体の活動紹介及びワークショップ等で構成。

NGO協働支援事業 SAKURA祭
国際協力・交流団体、まちおこし団体と地域が連携し、広く市民とつなが
の開催
る国際交流・協力活動となるよう団体紹介パネル展示や熊本市国際交
流会館を活用したイベントを実施。
外国籍の子どもの支援事業

医療通訳ボランティア派遣事業

外国にルーツを持つ子どもたちを対象とした、進路ガイダンスの開催や
日本語支援を必要とする子ども達の情報交換及び日本語支援。居場所
づくり
医療現場において通訳が必要とされる救急の場合に登録ボランティアを
派遣する。派遣する医療機関とは事前に協定書を締結する。また、この
制度は、当事業団と民間団体メディカルサポートくまもとと医療機関とで
協定を締結するもの。

