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一般財団法人 自治体国際化協会（Council 
of Local Authorities for International 
Relations）の略称です。東京に事務局・
本部を構え、ニューヨーク、ロンドン、パ
リ、シンガポール、ソウル、シドニー、北京
に海外事務所を設置しています。自治体
の海外活動の支援や、諸外国の地域活性
化に関する情報収集、さらには日本の地方
自治制度を世界へ発信するなど、自治体と
世界各国の架け橋として活動しています。

（クレア）とは

自治体からクレアに派遣される職員の派遣形態には、本部勤務と海外事務所勤務の2つのパターンがあります。

期間及び
勤務場所

本部勤務者

海外事務所
勤務者

派遣形態 身分 給与 海外赴任中の
滞在旅費 赴任旅費 出張旅費・

研修費用

2年間 東京本部 派遣法による
派遣

派遣元の身分及び
クレアの主査 等

クレア負担
（クレア着任時） クレア負担クレア負担

1年間 東京本部
2年間 海外事務所 研修派遣

派遣元の身分及び
海外事務所の
所長補佐 等

派遣元負担
派遣元負担

（クレアが派遣元
に助成）

派遣元負担 クレア負担

勤務時間　9：00 ～17：45 （休憩時間は12：00 ～13：00）
休　　日　土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
休　　暇　年次有給休暇（20日、繰越可）、夏季休暇、慶弔休暇 等

勤務時間　所在する地域により異なる
休　　日　土・日曜日、勤務する国の祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
休　　暇　年次有給休暇（20日、繰越可）、夏季休暇、慶弔休暇 等

◎ 職員の派遣形態

◎ クレア派遣前の職務経験 等

◎ 勤務条件

本部勤務者

海外事務所勤務者

福祉、税、農林水産、土木・建設、観光、商工 等、さまざまな職
歴を持つ職員が派遣されています。

◎ 福利厚生

健康保険、互助会等の福利厚生は派遣元からそのまま継続
されます。財形貯蓄、貸付金等は所定の手続きが必要になる
場合がありますので、派遣元及びクレアの担当者にお尋ね
ください。

◎ 滞在経費助成金

海外事務所派遣期間中にかかる滞在経費について、派遣職員が海外に居住することに伴って増加する経費を対象に、クレアから
派遣元団体に対し、海外事務所に応じた額を助成します。（下記限度額を上限として、対象経費の実績に応じて助成）

ニューヨーク海外事務所 ロンドン パリ シンガポール ソウル シドニー 北京

495万円 504万円 387万円 423万円 324万円 324万円 342万円助成限度額

募　集　要　項

一般財団法人

研修・カウン
セリング課

JETプログラム
事業部

● 多様なニーズに応える専門的知識の習得
● さまざまな業種・地位にある相手との
   折衝能力の向上

主な業務内容 目標・効果

● 自治体が海外で業務を行う際の事前調整や現地での同行等のサポート
● 自治体等から照会を受けた海外調査の実施及び回答
● 派遣元の自治体の特定ミッションに関して、現地駐在員としての役割を担当

各自治体からの要請に基づく海外業務の支援

● 諸外国の制度との比較検討を通じて、
    日本の地方自治制度に関する理解・考察の深化
● 企画・情報収集・論文作成を通じ、
    多角的な視点に立った政策立案能力の向上

主な業務内容 目標・効果

● 諸外国における地方行財政制度、海外自治体の施策等に関する

   情報収集及び調査研究
● 調査・研究の成果を、「各国の自治」及び「クレア・レポート」として

   協会ホームページで公表

特定テーマにかかる調査研究活動

● 事業実施に係る企画・調整・運営能力の向上
● 現地自治体との相互理解の促進
● 幅広い人的ネットワークの形成

主な業務内容 目標・効果

● 各海外事務所がそれぞれの地域で企画する事業の実施（現地展示会への出展 等）

● 東京本部が（又は国と共同で）企画・実施する事業の現地サイド業務

ニューヨーク事務所 ： アニメNYC
ロンドン事務所 ： ハイパー・ジャパン　 パリ事務所 ： サロン・デ・メール
シンガポール事務所 ： アニメフェア　 ソウル事務所 ： 日韓交流おまつり
シドニー事務所 ： 日本祭り　 北京事務所 ： ジャパンブランド展　等

各海外事務所の事業実施

自治体の　　　　　　　    で働く
クレアの海外事務所は、自治体が海外で活動する際の後方支援を担う重要な存在です。
海外事務所勤務を通じ、グローバルな視点での政策立案能力等を習得できることから、
将来の幹部職員を育成するには最適な環境といえます。

海外活動最前線

ソウル事務所
韓国

シドニー事務所
オーストラリア／ニュージーランド

ニューヨーク事務所
アメリカ合衆国／カナダ／
ジャマイカ／トリニダード・トバコ

シンガポール事務所
シンガポール／マレーシア／タイ／フィリピン／
インドネシア／ブルネイ／ベトナム／ラオス／
ミャンマー／カンボジア／インド／スリランカ

北京事務所
中国

ロンドン事務所
イギリス／アイルランド／ドイツ／オーストリア／オランダ／
デンマーク／ノルウェー／スウェーデン／フィンランド

海外事務所 担当地域

パリ事務所
フランス／ベルギー／
ルクセンブルク／スイス／
イタリア／スペイン／
ポルトガル／モナコ

クレアへ職員を派遣した
自治体の声はこちら

http://www.clair.or.jp/j/forum/
forum/articles/index-390.html

クレアは、
自治体国際化のスペシャリストを
育成します。
地域の国際化を推進する共同組織、クレア。
ここには日々国際化に関する課題やニーズが持ち込まれ、
その解決のために職員が精力的に働いています。
クレアでは、こうした環境に自治体職員を派遣いただき、
多様な業務を経験する機会を提供することで、
職員の能力の着実な向上を図っています。
自治体国際化を担う次代のスペシャリスト、
私たちがしっかり育成します。

令和５年度
職員募集案内

一般財団法人

取材先の郡長に記念品を手渡す職員取材先の郡長に記念品を手渡す職員
（シンガポール事務所）（シンガポール事務所）

さくら祭りージャパニーズストリートフェスティバルでさくら祭りージャパニーズストリートフェスティバルで
日本の自治体をPRする職員（ニューヨーク事務所）日本の自治体をPRする職員（ニューヨーク事務所）

派遣元自治体からの書簡を姉妹自治体の市長に手渡す職員派遣元自治体からの書簡を姉妹自治体の市長に手渡す職員
（シドニー事務所）（シドニー事務所）

日韓交流おまつりで日本の自治体をPRする職員日韓交流おまつりで日本の自治体をPRする職員
（ソウル事務所）（ソウル事務所）

派遣元自治体の観光情報と河北省との交流について派遣元自治体の観光情報と河北省との交流について
紹介する職員（北京事務所）紹介する職員（北京事務所）

日本文化体験イベントJapan-Tag（デュッセルドルフ市）日本文化体験イベントJapan-Tag（デュッセルドルフ市）
で日本の自治体をPRする職員（ロンドン事務所）で日本の自治体をPRする職員（ロンドン事務所）

マルセイユ秋祭りで日本の自治体をPRする職員マルセイユ秋祭りで日本の自治体をPRする職員
（パリ事務所）（パリ事務所）
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現地大学・行政機関・国際
会議でのプレゼンテーション

担当地域の大学・行政機関・国際会議において、自治体の政策等について、英
語によるプレゼンテーションや意見交換等を行います。（ニューヨーク事務所・
シンガポール事務所・シドニー事務所）

プレゼン技術の向上、各国の
自治体政策等に関する理解の向上

語学力向上研修 語学学校においてプライベートレッスンを実施し、国際人として業務
遂行に必要な語学力の向上を図ります。

英語 ： TOEIC730点
仏語 ： A2レベル
中国語／韓国語 ： 4級 

海外事務所
インターンシップ研修

本部2年目勤務の職員に海外事務所勤務を経験する機会を提供し、
実践を通じた国際業務遂行能力の向上を目指します。 国際業務遂行能力の向上

英語
プレゼンテーション研修

英語プレゼンテーションの実践を通じ、英語での効果的な説明の仕方
や、プレゼンテーション後の質疑応答の適切な対処法を学びます。

国際業務を遂行するための
プレゼン技術の向上

オンライン情報発信研修 情報発信の手法として不可欠なものとなったオンラインセミナーの準
備・当日の運営に必要となる知識や実践的な技術を身につけます。

時代に即した
オンラインセミナー技術の習得

国際プロトコール研修

今後さらに重要視されるMICE誘致・MICE開催を通じた国際・国内相互
の人や情報の流通、ネットワークの構築に適応できる専門的知識を身に
つけます。

国際プロトコールについての
知識の習得

MICE研修 経済交流を促進するための
ノウハウの習得

オーディエンスを惹きつけるための魅力的なプレゼンテーション資料の
作成方法やその活用法及びノンバーバルコミュニケーションスキルを身
につけます。

プレゼンテーション
技術研修

国内・海外を問わず通用する
プレゼン技術の習得

主な研修 研修内容 目標・効果

物産展や
博覧会への参加

物産展等への出展を希望する自治体等への各種支援等、現地業務を
通じてスキルアップを図ります。 自治体支援のノウハウ等の習得

国際的シンポジウムや
交流会議の開催

シンポジウム開催に当たっての支援等、現地業務を通じてスキルアップ
を図ります。 業務推進のためのノウハウ等の習得

各国の地方自治制度、
文化や慣習の習得 現地自治体を訪問し、両国地方制度に関する意見交換等を行います。 地方自治制度、各国の特色等の習得

主な研修 研修内容 目標・効果

海外事務所研修

本部研修

海外の自治体における
インターンシップ研修

各国の地方自治・地方行財政への理解を深めるとともに、現地調査等の
実践を通じてヒューマンスキル・語学力を磨きます。（パリ事務所・シド
ニー事務所）

海外の現状理解、
コミュニケーションスキル等の向上

本部・海外事務所で　　　　　　　を実施
クレアには2年間の本部勤務と、
1年間の本部勤務後に2年間の海外事務所勤務を行う2つの派遣形態があります。
本部・海外事務所のいずれにおいても、実用的な能力の開発・向上を目指した研修を
提供しています。

クレアでの本部勤務及び海外事務所勤務を通じて得た様々な経験は、
貴重な財産となり、派遣元の自治体に復帰してからも活かされています。

質の高い研修

国際業務を遂行する上で不可欠な国際儀礼（プロトコール）についての
知識と理解を深めます。

クレア勤務経験者の声

プログラム・コーディネーターとの打合せ（東京本部）本部勤務者の海外事務所インターンシップ研修

ニュージャージー州の大学で地方の魅力を
講演

言語も考え方も異なる海外での勤務は、日々困難との遭遇でしたが、経験する全てが新しく刺激的でした。展覧
会での自治体の PR 活動、州や地方政府関係団体が開催する総会への参加
及びレセプションの開催、大学生への英語での講演など、現地ならではの
業務に幅広く従事しました。赴任当初右も左もわからなかった私ですが、
海外赴任 2年目には、自分一人で現地調査を行うまでに成長しました。
帰任後は、神戸市の重要プロジェクトの一つである「神戸医療産業都市」
への海外からの医療関係企業誘致及び誘致に向けた海外への PR 全般を
担っています。海外企業とのオンライン面談やメールのやり取りが多い中で、
語学力だけではない２年間の海外生活で培った英語圏でのリアルなビジネ
スコミュニケーション能力を存分に発揮し、誘致の成果へとつなげています。

人生を大きく切り拓いた海外勤務

クレア勤務時の所属 ● 平成30年4月～31年3月　企画調査課 主事　● 平成31年4月～令和3年3月　ニューヨーク事務所 所長補佐

神戸市 企画調整局 
医療・新産業本部 
医療産業都市部 誘致課
有馬 湖衣

クレア本部には、外国籍職員（プログラム・コー
ディネーター）が在籍しています。
様々な国籍の職員と共に仕事をすることで、本部
勤務においても国際感覚を養うことができます。

クレア勤務でのさまざまな経験

● 多文化共生のサポート
● 国際交流への貢献
● 海外ネットワークの構築
● 観光客誘致活動
● 日本企業の海外展開支援

● 地域のブランド化
● 異文化コミュニケーション
● 外国語での折衝
● 情報収集・分析
● 自治体の外交戦略の構築

❶ 国際業務のジェネラリストであると同時に、多文化共生、
　 経済交流等の専門領域を持ち、地域の国際化業務に臨機
　 応変に対応できる高いスキルを習得
❷ 国際化を通して、地域の活性化に寄与し、地域ひいては、
　 日本の国際的プレゼンスの向上、共存共栄に貢献

地域の国際化に役立つ人材へ

エクセター市訪問時のロードメイヤーとの
面会

海外勤務を通じて、英語力の向上や国際的な感覚が身に付くというはよく聞く話ですが、私がクレア派遣で得た
最も大きな成果として、「異文化理解」があります。移民国家である英国だ
からこそ、普段の生活から仕事に至るまで異なる歴史や文化に触れる機会
が多く、人々の考え方や慣習を理解し、それに合わせて行動する能力が鍛
えられました。
現在担当している業務では、国際会議の開催など海外都市と直接連携・調
整する機会も多くあります。クレア派遣を通じて培った英語による交渉力や
現地の人脈を活かせるのはもちろんですが、何よりも全く異なる相手を理解
すること（異文化理解）こそが、現在従事している国際業務に求められる能
力だと感じています。

クレア派遣による「異文化理解」

クレア勤務時の所属 ● 平成30年4月～31年3月　企画調査課 主事　● 平成31年4月～令和3年3月　ロンドン事務所 所長補佐

東京都 政策企画局
外務部 事業課
高橋 佑典

仏自治体関係者の集まる見本市にて
クレアの取組をPR

パリ事務所では、現地での多岐にわたる業務を通じて、フランス各地や周辺所管国に赴き、自治体関係者と交
流する機会に恵まれ、ネットワークや知見を広げることができました。また、現地の国際旅行博で大勢の来場者

の前で金沢市のプレゼンをフランス語で行ったり、姉妹都市のナンシー市
で滞在型研修を行ったり、刺激的で自身の成長につながる多くの経験がで
きました。
２年目は、新型コロナの影響により対外的な活動の機会は失われましたが、
刻々と変化する現地の情勢を肌で感じながら、仏自治体のコロナ対応等、
様々な取組を調査・発信できたことは、自らの見識を深めることにつながり
ました。帰国後は、フランスとの交流業務を担当し、東京五輪の仏代表チー
ムの事前合宿の受入等、クレアでの経験が業務に直結しているほか、海外
勤務で得たハイブリッドな視点が、他部局への知見の共有など、様々な場
面で役に立っています。

海外勤務で得たネットワークとハイブリッドな視点

クレア勤務時の所属 ● 平成30年4月～31年3月　調整課 主査　● 平成31年4月～令和3年3月　パリ事務所 所長補佐

金沢市 都市政策局
国際交流課
池田 志穂

シンガポール・エアショーにおける
自治体の活動支援の様子

シンガポール事務所では、旅行博や商談会、国際会議に参加し多くの人と出会い、現地の人の考えや嗜好など
生の声を聞くことができたのは貴重な経験でした。滞在後半は活動が制限
される中、どう工夫を凝らして事業が実施できるか同僚と試行錯誤し、「ア
ニメや漫画の聖地を活用した動画」を作成し観光 PR を行いました。文化
をきっかけに日本に興味を持った人から、リアルタイムの反応をもらえたこ
とがとても印象に残っています。こうした経験から、どんな状況にあっても
柔軟に対応することの大切さを学ぶとともに、発想力が養われたと思います。
現在は、福祉保健部で県民の健康づくり等に携わっており、海外の先進事
例の調査や、海外から医療系企業を招いた際の対応において、クレアで培っ
た語学力や経験が活かせています。

前例にとらわれない柔軟な発想力が身についたクレア派遣

クレア勤務時の所属 ● 平成30年4月～31年3月　研修・カウンセリング課 主事　● 平成31年4月～令和3年3月　シンガポール事務所 所長補佐

新潟県 福祉保健部
福祉保健総務課
薄田 郁美

自治体を世界に売り込む

クレア勤務時の所属 ● 平成29年4月～30年3月　調整課 主査　● 平成30年4月～令和2年3月　ソウル事務所 所長補佐

愛媛県 
観光スポーツ文化部
観光国際課 航空政策室
奥野 秀樹

NSW州地方自治体協会2017年次総会で
日本の地方自治体や観光地を紹介

東京本部とシドニーでの勤務は、仕事でも私生活でも大いに刺激を受け、成長できた期間でした。語学力向上
だけではなく、多様なバックグラウンドを持つ方々と触れ合うなかで、相手
のものの見方や考え方を理解しようと努める姿勢、自分の思いの伝え方を
工夫することをより意識するようになりました。そうした積み重ねによって、
グローバルコモンセンスの一端に触れたことが、現在、観光分野の情報発
信のため海外メディアの方と意見交換する際に生きています。これからも研
鑽を積んで、クレアでの経験を地域に還元できるよう業務に取り組んでいこ
うと思っています。

充実したクレアでの勤務経験

クレア勤務時の所属 ● 平成28年4月～29年3月　企画調査課 主査　● 平成29年4月～令和2年3月　シドニー事務所 所長補佐

和歌山県 観光局
観光交流課
成田 静香

現地の旅行博覧会にて
自治体PRをする様子

中国のラジオ番組に出演して派遣元をPR

CLAIR での勤務経験を通して、特に自主性と多様性が培われました。
派遣元（福岡県）ではただの一若手職員でも、外に出ると唯一の福岡県職員となり、特に海外では自分で考えて判断し

ないといけない事ばかりでした。当然、現地の文化や商習慣、人々の考え方も
日本とは大きく異なり、時には拙い外国語で現地の人たちと一人で交渉するなど、
大変な場面も多く印象に残っています。
しかし、こうした困難や違いを肌で感じて、日本人を含む現地でしか知り合えな
い人たちと交流する中で、自分の中にあった「当たり前」の考え方が変わってい
きました。
また、派遣元の仕事もたくさんさせていただき、県人会等の活動にも関わるな
かで、何気なく暮らしていた地元への愛着や理解が深まったことも、自治体の「外」
に出ないと得られない気づきでした。
CLAIR での勤務を通して得たこれらの学びと成長は、日々の自治体の業務でも活
きていると感じます。

異国にて自分を知る、広げる

クレア勤務時の所属 ● 平成28年4月～29年3月　企画調査課 主事　● 平成29年4月～31年3月　北京事務所 所長補佐

福岡県 人づくり・
県民生活部スポーツ局
スポーツ企画課
柿村 健太郎

インターンシップ研修（ロンドン市）における
調査

多くの自治体からの出向者が、本部で１年間の勤務を経て海外事務所へと旅立っていくクレアという組織におい
て、本部２年職員は、ある種異質な存在です。

私の場合は、新型コロナウイルスの影響が出始めたころに本部への赴任と
なり、在宅勤務やオンライン会議など、周囲も含めそれまで経験したことの
ない環境に身を置くことになりました。
派遣２年目には、課内をまとめるような業務も担当することになったほか、
幸いにもロンドンでのインターンシップ研修が実施され、コロナ禍における
海外自治体の対応などについて調査することもできました。クレアの皆様に
この場を借りて感謝申し上げます。
どんな形態の勤務であれ、クレアで得られる経験とネットワークは、ほかの
どこでも得られないものだと思います。ぜひ、チャレンジしてみてください。

クレアで過ごした２年間

クレア勤務時の所属 ● 令和2年4月～4年3月　多文化共生課 主査

名古屋市 
観光文化交流局
国際交流課
石川 聖二

海外事務所に期待される役割の一つは、海外で自治体を売り込み、観光やビジネス需要を開拓することです。
ソウル事務所では、日本旅行番組の制作や日韓交流おまつり等大規模イベ
ントでの自治体PRのほか、現地旅行会社向け商談会への自治体の参加支
援などを行いました。業務の中で、現地の旅行代理店、貿易事業者や大学
関係者等、多方面での人脈を培うと共に、韓国の最新観光トレンドや日本
酒の消費動向、日本産木材の販路開拓などに関する幅広い知見を得る機会
にも恵まれました。こうした学びを自治体に還元するため、現在は国際線
の担当者として、旅行会社や航空会社と連携してプロモーション事業を実施
するなどし、韓国での人脈と経験を生かして業務に携わっています。
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現地大学・行政機関・国際
会議でのプレゼンテーション

担当地域の大学・行政機関・国際会議において、自治体の政策等について、英
語によるプレゼンテーションや意見交換等を行います。（ニューヨーク事務所・
シンガポール事務所・シドニー事務所）

プレゼン技術の向上、各国の
自治体政策等に関する理解の向上

語学力向上研修 語学学校においてプライベートレッスンを実施し、国際人として業務
遂行に必要な語学力の向上を図ります。

英語 ： TOEIC730点
仏語 ： A2レベル
中国語／韓国語 ： 4級 

海外事務所
インターンシップ研修

本部2年目勤務の職員に海外事務所勤務を経験する機会を提供し、
実践を通じた国際業務遂行能力の向上を目指します。 国際業務遂行能力の向上

英語
プレゼンテーション研修

英語プレゼンテーションの実践を通じ、英語での効果的な説明の仕方
や、プレゼンテーション後の質疑応答の適切な対処法を学びます。

国際業務を遂行するための
プレゼン技術の向上

オンライン情報発信研修 情報発信の手法として不可欠なものとなったオンラインセミナーの準
備・当日の運営に必要となる知識や実践的な技術を身につけます。

時代に即した
オンラインセミナー技術の習得

国際プロトコール研修

今後さらに重要視されるMICE誘致・MICE開催を通じた国際・国内相互
の人や情報の流通、ネットワークの構築に適応できる専門的知識を身に
つけます。

国際プロトコールについての
知識の習得

MICE研修 経済交流を促進するための
ノウハウの習得

オーディエンスを惹きつけるための魅力的なプレゼンテーション資料の
作成方法やその活用法及びノンバーバルコミュニケーションスキルを身
につけます。

プレゼンテーション
技術研修

国内・海外を問わず通用する
プレゼン技術の習得

主な研修 研修内容 目標・効果

物産展や
博覧会への参加

物産展等への出展を希望する自治体等への各種支援等、現地業務を
通じてスキルアップを図ります。 自治体支援のノウハウ等の習得

国際的シンポジウムや
交流会議の開催

シンポジウム開催に当たっての支援等、現地業務を通じてスキルアップ
を図ります。 業務推進のためのノウハウ等の習得

各国の地方自治制度、
文化や慣習の習得 現地自治体を訪問し、両国地方制度に関する意見交換等を行います。 地方自治制度、各国の特色等の習得

主な研修 研修内容 目標・効果

海外事務所研修

本部研修

海外の自治体における
インターンシップ研修

各国の地方自治・地方行財政への理解を深めるとともに、現地調査等の
実践を通じてヒューマンスキル・語学力を磨きます。（パリ事務所・シド
ニー事務所）

海外の現状理解、
コミュニケーションスキル等の向上

本部・海外事務所で　　　　　　　を実施
クレアには2年間の本部勤務と、
1年間の本部勤務後に2年間の海外事務所勤務を行う2つの派遣形態があります。
本部・海外事務所のいずれにおいても、実用的な能力の開発・向上を目指した研修を
提供しています。

クレアでの本部勤務及び海外事務所勤務を通じて得た様々な経験は、
貴重な財産となり、派遣元の自治体に復帰してからも活かされています。

質の高い研修

国際業務を遂行する上で不可欠な国際儀礼（プロトコール）についての
知識と理解を深めます。

クレア勤務経験者の声

プログラム・コーディネーターとの打合せ（東京本部）本部勤務者の海外事務所インターンシップ研修

ニュージャージー州の大学で地方の魅力を
講演

言語も考え方も異なる海外での勤務は、日々困難との遭遇でしたが、経験する全てが新しく刺激的でした。展覧
会での自治体の PR 活動、州や地方政府関係団体が開催する総会への参加
及びレセプションの開催、大学生への英語での講演など、現地ならではの
業務に幅広く従事しました。赴任当初右も左もわからなかった私ですが、
海外赴任 2年目には、自分一人で現地調査を行うまでに成長しました。
帰任後は、神戸市の重要プロジェクトの一つである「神戸医療産業都市」
への海外からの医療関係企業誘致及び誘致に向けた海外への PR 全般を
担っています。海外企業とのオンライン面談やメールのやり取りが多い中で、
語学力だけではない２年間の海外生活で培った英語圏でのリアルなビジネ
スコミュニケーション能力を存分に発揮し、誘致の成果へとつなげています。

人生を大きく切り拓いた海外勤務

クレア勤務時の所属 ● 平成30年4月～31年3月　企画調査課 主事　● 平成31年4月～令和3年3月　ニューヨーク事務所 所長補佐

神戸市 企画調整局 
医療・新産業本部 
医療産業都市部 誘致課
有馬 湖衣

クレア本部には、外国籍職員（プログラム・コー
ディネーター）が在籍しています。
様々な国籍の職員と共に仕事をすることで、本部
勤務においても国際感覚を養うことができます。

クレア勤務でのさまざまな経験

● 多文化共生のサポート
● 国際交流への貢献
● 海外ネットワークの構築
● 観光客誘致活動
● 日本企業の海外展開支援

● 地域のブランド化
● 異文化コミュニケーション
● 外国語での折衝
● 情報収集・分析
● 自治体の外交戦略の構築

❶ 国際業務のジェネラリストであると同時に、多文化共生、
　 経済交流等の専門領域を持ち、地域の国際化業務に臨機
　 応変に対応できる高いスキルを習得
❷ 国際化を通して、地域の活性化に寄与し、地域ひいては、
　 日本の国際的プレゼンスの向上、共存共栄に貢献

地域の国際化に役立つ人材へ

エクセター市訪問時のロードメイヤーとの
面会

海外勤務を通じて、英語力の向上や国際的な感覚が身に付くというはよく聞く話ですが、私がクレア派遣で得た
最も大きな成果として、「異文化理解」があります。移民国家である英国だ
からこそ、普段の生活から仕事に至るまで異なる歴史や文化に触れる機会
が多く、人々の考え方や慣習を理解し、それに合わせて行動する能力が鍛
えられました。
現在担当している業務では、国際会議の開催など海外都市と直接連携・調
整する機会も多くあります。クレア派遣を通じて培った英語による交渉力や
現地の人脈を活かせるのはもちろんですが、何よりも全く異なる相手を理解
すること（異文化理解）こそが、現在従事している国際業務に求められる能
力だと感じています。

クレア派遣による「異文化理解」

クレア勤務時の所属 ● 平成30年4月～31年3月　企画調査課 主事　● 平成31年4月～令和3年3月　ロンドン事務所 所長補佐

東京都 政策企画局
外務部 事業課
高橋 佑典

仏自治体関係者の集まる見本市にて
クレアの取組をPR

パリ事務所では、現地での多岐にわたる業務を通じて、フランス各地や周辺所管国に赴き、自治体関係者と交
流する機会に恵まれ、ネットワークや知見を広げることができました。また、現地の国際旅行博で大勢の来場者

の前で金沢市のプレゼンをフランス語で行ったり、姉妹都市のナンシー市
で滞在型研修を行ったり、刺激的で自身の成長につながる多くの経験がで
きました。
２年目は、新型コロナの影響により対外的な活動の機会は失われましたが、
刻々と変化する現地の情勢を肌で感じながら、仏自治体のコロナ対応等、
様々な取組を調査・発信できたことは、自らの見識を深めることにつながり
ました。帰国後は、フランスとの交流業務を担当し、東京五輪の仏代表チー
ムの事前合宿の受入等、クレアでの経験が業務に直結しているほか、海外
勤務で得たハイブリッドな視点が、他部局への知見の共有など、様々な場
面で役に立っています。

海外勤務で得たネットワークとハイブリッドな視点

クレア勤務時の所属 ● 平成30年4月～31年3月　調整課 主査　● 平成31年4月～令和3年3月　パリ事務所 所長補佐

金沢市 都市政策局
国際交流課
池田 志穂

シンガポール・エアショーにおける
自治体の活動支援の様子

シンガポール事務所では、旅行博や商談会、国際会議に参加し多くの人と出会い、現地の人の考えや嗜好など
生の声を聞くことができたのは貴重な経験でした。滞在後半は活動が制限
される中、どう工夫を凝らして事業が実施できるか同僚と試行錯誤し、「ア
ニメや漫画の聖地を活用した動画」を作成し観光 PR を行いました。文化
をきっかけに日本に興味を持った人から、リアルタイムの反応をもらえたこ
とがとても印象に残っています。こうした経験から、どんな状況にあっても
柔軟に対応することの大切さを学ぶとともに、発想力が養われたと思います。
現在は、福祉保健部で県民の健康づくり等に携わっており、海外の先進事
例の調査や、海外から医療系企業を招いた際の対応において、クレアで培っ
た語学力や経験が活かせています。

前例にとらわれない柔軟な発想力が身についたクレア派遣

クレア勤務時の所属 ● 平成30年4月～31年3月　研修・カウンセリング課 主事　● 平成31年4月～令和3年3月　シンガポール事務所 所長補佐

新潟県 福祉保健部
福祉保健総務課
薄田 郁美

自治体を世界に売り込む

クレア勤務時の所属 ● 平成29年4月～30年3月　調整課 主査　● 平成30年4月～令和2年3月　ソウル事務所 所長補佐

愛媛県 
観光スポーツ文化部
観光国際課 航空政策室
奥野 秀樹

NSW州地方自治体協会2017年次総会で
日本の地方自治体や観光地を紹介

東京本部とシドニーでの勤務は、仕事でも私生活でも大いに刺激を受け、成長できた期間でした。語学力向上
だけではなく、多様なバックグラウンドを持つ方々と触れ合うなかで、相手
のものの見方や考え方を理解しようと努める姿勢、自分の思いの伝え方を
工夫することをより意識するようになりました。そうした積み重ねによって、
グローバルコモンセンスの一端に触れたことが、現在、観光分野の情報発
信のため海外メディアの方と意見交換する際に生きています。これからも研
鑽を積んで、クレアでの経験を地域に還元できるよう業務に取り組んでいこ
うと思っています。

充実したクレアでの勤務経験

クレア勤務時の所属 ● 平成28年4月～29年3月　企画調査課 主査　● 平成29年4月～令和2年3月　シドニー事務所 所長補佐

和歌山県 観光局
観光交流課
成田 静香

現地の旅行博覧会にて
自治体PRをする様子

中国のラジオ番組に出演して派遣元をPR

CLAIR での勤務経験を通して、特に自主性と多様性が培われました。
派遣元（福岡県）ではただの一若手職員でも、外に出ると唯一の福岡県職員となり、特に海外では自分で考えて判断し

ないといけない事ばかりでした。当然、現地の文化や商習慣、人々の考え方も
日本とは大きく異なり、時には拙い外国語で現地の人たちと一人で交渉するなど、
大変な場面も多く印象に残っています。
しかし、こうした困難や違いを肌で感じて、日本人を含む現地でしか知り合えな
い人たちと交流する中で、自分の中にあった「当たり前」の考え方が変わってい
きました。
また、派遣元の仕事もたくさんさせていただき、県人会等の活動にも関わるな
かで、何気なく暮らしていた地元への愛着や理解が深まったことも、自治体の「外」
に出ないと得られない気づきでした。
CLAIR での勤務を通して得たこれらの学びと成長は、日々の自治体の業務でも活
きていると感じます。

異国にて自分を知る、広げる

クレア勤務時の所属 ● 平成28年4月～29年3月　企画調査課 主事　● 平成29年4月～31年3月　北京事務所 所長補佐

福岡県 人づくり・
県民生活部スポーツ局
スポーツ企画課
柿村 健太郎

インターンシップ研修（ロンドン市）における
調査

多くの自治体からの出向者が、本部で１年間の勤務を経て海外事務所へと旅立っていくクレアという組織におい
て、本部２年職員は、ある種異質な存在です。

私の場合は、新型コロナウイルスの影響が出始めたころに本部への赴任と
なり、在宅勤務やオンライン会議など、周囲も含めそれまで経験したことの
ない環境に身を置くことになりました。
派遣２年目には、課内をまとめるような業務も担当することになったほか、
幸いにもロンドンでのインターンシップ研修が実施され、コロナ禍における
海外自治体の対応などについて調査することもできました。クレアの皆様に
この場を借りて感謝申し上げます。
どんな形態の勤務であれ、クレアで得られる経験とネットワークは、ほかの
どこでも得られないものだと思います。ぜひ、チャレンジしてみてください。

クレアで過ごした２年間

クレア勤務時の所属 ● 令和2年4月～4年3月　多文化共生課 主査

名古屋市 
観光文化交流局
国際交流課
石川 聖二

海外事務所に期待される役割の一つは、海外で自治体を売り込み、観光やビジネス需要を開拓することです。
ソウル事務所では、日本旅行番組の制作や日韓交流おまつり等大規模イベ
ントでの自治体PRのほか、現地旅行会社向け商談会への自治体の参加支
援などを行いました。業務の中で、現地の旅行代理店、貿易事業者や大学
関係者等、多方面での人脈を培うと共に、韓国の最新観光トレンドや日本
酒の消費動向、日本産木材の販路開拓などに関する幅広い知見を得る機会
にも恵まれました。こうした学びを自治体に還元するため、現在は国際線
の担当者として、旅行会社や航空会社と連携してプロモーション事業を実施
するなどし、韓国での人脈と経験を生かして業務に携わっています。
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現地大学・行政機関・国際
会議でのプレゼンテーション

担当地域の大学・行政機関・国際会議において、自治体の政策等について、英
語によるプレゼンテーションや意見交換等を行います。（ニューヨーク事務所・
シンガポール事務所・シドニー事務所）

プレゼン技術の向上、各国の
自治体政策等に関する理解の向上

語学力向上研修 語学学校においてプライベートレッスンを実施し、国際人として業務
遂行に必要な語学力の向上を図ります。

英語 ： TOEIC730点
仏語 ： A2レベル
中国語／韓国語 ： 4級 

海外事務所
インターンシップ研修

本部2年目勤務の職員に海外事務所勤務を経験する機会を提供し、
実践を通じた国際業務遂行能力の向上を目指します。 国際業務遂行能力の向上

英語
プレゼンテーション研修

英語プレゼンテーションの実践を通じ、英語での効果的な説明の仕方
や、プレゼンテーション後の質疑応答の適切な対処法を学びます。

国際業務を遂行するための
プレゼン技術の向上

オンライン情報発信研修 情報発信の手法として不可欠なものとなったオンラインセミナーの準
備・当日の運営に必要となる知識や実践的な技術を身につけます。

時代に即した
オンラインセミナー技術の習得

国際プロトコール研修

今後さらに重要視されるMICE誘致・MICE開催を通じた国際・国内相互
の人や情報の流通、ネットワークの構築に適応できる専門的知識を身に
つけます。

国際プロトコールについての
知識の習得

MICE研修 経済交流を促進するための
ノウハウの習得

オーディエンスを惹きつけるための魅力的なプレゼンテーション資料の
作成方法やその活用法及びノンバーバルコミュニケーションスキルを身
につけます。

プレゼンテーション
技術研修

国内・海外を問わず通用する
プレゼン技術の習得

主な研修 研修内容 目標・効果

物産展や
博覧会への参加

物産展等への出展を希望する自治体等への各種支援等、現地業務を
通じてスキルアップを図ります。 自治体支援のノウハウ等の習得

国際的シンポジウムや
交流会議の開催

シンポジウム開催に当たっての支援等、現地業務を通じてスキルアップ
を図ります。 業務推進のためのノウハウ等の習得

各国の地方自治制度、
文化や慣習の習得 現地自治体を訪問し、両国地方制度に関する意見交換等を行います。 地方自治制度、各国の特色等の習得

主な研修 研修内容 目標・効果

海外事務所研修

本部研修

海外の自治体における
インターンシップ研修

各国の地方自治・地方行財政への理解を深めるとともに、現地調査等の
実践を通じてヒューマンスキル・語学力を磨きます。（パリ事務所・シド
ニー事務所）

海外の現状理解、
コミュニケーションスキル等の向上

本部・海外事務所で　　　　　　　を実施
クレアには2年間の本部勤務と、
1年間の本部勤務後に2年間の海外事務所勤務を行う2つの派遣形態があります。
本部・海外事務所のいずれにおいても、実用的な能力の開発・向上を目指した研修を
提供しています。

クレアでの本部勤務及び海外事務所勤務を通じて得た様々な経験は、
貴重な財産となり、派遣元の自治体に復帰してからも活かされています。

質の高い研修

国際業務を遂行する上で不可欠な国際儀礼（プロトコール）についての
知識と理解を深めます。

クレア勤務経験者の声

プログラム・コーディネーターとの打合せ（東京本部）本部勤務者の海外事務所インターンシップ研修

ニュージャージー州の大学で地方の魅力を
講演

言語も考え方も異なる海外での勤務は、日々困難との遭遇でしたが、経験する全てが新しく刺激的でした。展覧
会での自治体の PR 活動、州や地方政府関係団体が開催する総会への参加
及びレセプションの開催、大学生への英語での講演など、現地ならではの
業務に幅広く従事しました。赴任当初右も左もわからなかった私ですが、
海外赴任 2年目には、自分一人で現地調査を行うまでに成長しました。
帰任後は、神戸市の重要プロジェクトの一つである「神戸医療産業都市」
への海外からの医療関係企業誘致及び誘致に向けた海外への PR 全般を
担っています。海外企業とのオンライン面談やメールのやり取りが多い中で、
語学力だけではない２年間の海外生活で培った英語圏でのリアルなビジネ
スコミュニケーション能力を存分に発揮し、誘致の成果へとつなげています。

人生を大きく切り拓いた海外勤務

クレア勤務時の所属 ● 平成30年4月～31年3月　企画調査課 主事　● 平成31年4月～令和3年3月　ニューヨーク事務所 所長補佐

神戸市 企画調整局 
医療・新産業本部 
医療産業都市部 誘致課
有馬 湖衣

クレア本部には、外国籍職員（プログラム・コー
ディネーター）が在籍しています。
様々な国籍の職員と共に仕事をすることで、本部
勤務においても国際感覚を養うことができます。

クレア勤務でのさまざまな経験

● 多文化共生のサポート
● 国際交流への貢献
● 海外ネットワークの構築
● 観光客誘致活動
● 日本企業の海外展開支援

● 地域のブランド化
● 異文化コミュニケーション
● 外国語での折衝
● 情報収集・分析
● 自治体の外交戦略の構築

❶ 国際業務のジェネラリストであると同時に、多文化共生、
　 経済交流等の専門領域を持ち、地域の国際化業務に臨機
　 応変に対応できる高いスキルを習得
❷ 国際化を通して、地域の活性化に寄与し、地域ひいては、
　 日本の国際的プレゼンスの向上、共存共栄に貢献

地域の国際化に役立つ人材へ

エクセター市訪問時のロードメイヤーとの
面会

海外勤務を通じて、英語力の向上や国際的な感覚が身に付くというはよく聞く話ですが、私がクレア派遣で得た
最も大きな成果として、「異文化理解」があります。移民国家である英国だ
からこそ、普段の生活から仕事に至るまで異なる歴史や文化に触れる機会
が多く、人々の考え方や慣習を理解し、それに合わせて行動する能力が鍛
えられました。
現在担当している業務では、国際会議の開催など海外都市と直接連携・調
整する機会も多くあります。クレア派遣を通じて培った英語による交渉力や
現地の人脈を活かせるのはもちろんですが、何よりも全く異なる相手を理解
すること（異文化理解）こそが、現在従事している国際業務に求められる能
力だと感じています。

クレア派遣による「異文化理解」

クレア勤務時の所属 ● 平成30年4月～31年3月　企画調査課 主事　● 平成31年4月～令和3年3月　ロンドン事務所 所長補佐

東京都 政策企画局
外務部 事業課
高橋 佑典

仏自治体関係者の集まる見本市にて
クレアの取組をPR

パリ事務所では、現地での多岐にわたる業務を通じて、フランス各地や周辺所管国に赴き、自治体関係者と交
流する機会に恵まれ、ネットワークや知見を広げることができました。また、現地の国際旅行博で大勢の来場者

の前で金沢市のプレゼンをフランス語で行ったり、姉妹都市のナンシー市
で滞在型研修を行ったり、刺激的で自身の成長につながる多くの経験がで
きました。
２年目は、新型コロナの影響により対外的な活動の機会は失われましたが、
刻々と変化する現地の情勢を肌で感じながら、仏自治体のコロナ対応等、
様々な取組を調査・発信できたことは、自らの見識を深めることにつながり
ました。帰国後は、フランスとの交流業務を担当し、東京五輪の仏代表チー
ムの事前合宿の受入等、クレアでの経験が業務に直結しているほか、海外
勤務で得たハイブリッドな視点が、他部局への知見の共有など、様々な場
面で役に立っています。

海外勤務で得たネットワークとハイブリッドな視点

クレア勤務時の所属 ● 平成30年4月～31年3月　調整課 主査　● 平成31年4月～令和3年3月　パリ事務所 所長補佐

金沢市 都市政策局
国際交流課
池田 志穂

シンガポール・エアショーにおける
自治体の活動支援の様子

シンガポール事務所では、旅行博や商談会、国際会議に参加し多くの人と出会い、現地の人の考えや嗜好など
生の声を聞くことができたのは貴重な経験でした。滞在後半は活動が制限
される中、どう工夫を凝らして事業が実施できるか同僚と試行錯誤し、「ア
ニメや漫画の聖地を活用した動画」を作成し観光 PR を行いました。文化
をきっかけに日本に興味を持った人から、リアルタイムの反応をもらえたこ
とがとても印象に残っています。こうした経験から、どんな状況にあっても
柔軟に対応することの大切さを学ぶとともに、発想力が養われたと思います。
現在は、福祉保健部で県民の健康づくり等に携わっており、海外の先進事
例の調査や、海外から医療系企業を招いた際の対応において、クレアで培っ
た語学力や経験が活かせています。

前例にとらわれない柔軟な発想力が身についたクレア派遣

クレア勤務時の所属 ● 平成30年4月～31年3月　研修・カウンセリング課 主事　● 平成31年4月～令和3年3月　シンガポール事務所 所長補佐

新潟県 福祉保健部
福祉保健総務課
薄田 郁美

自治体を世界に売り込む

クレア勤務時の所属 ● 平成29年4月～30年3月　調整課 主査　● 平成30年4月～令和2年3月　ソウル事務所 所長補佐

愛媛県 
観光スポーツ文化部
観光国際課 航空政策室
奥野 秀樹

NSW州地方自治体協会2017年次総会で
日本の地方自治体や観光地を紹介

東京本部とシドニーでの勤務は、仕事でも私生活でも大いに刺激を受け、成長できた期間でした。語学力向上
だけではなく、多様なバックグラウンドを持つ方々と触れ合うなかで、相手
のものの見方や考え方を理解しようと努める姿勢、自分の思いの伝え方を
工夫することをより意識するようになりました。そうした積み重ねによって、
グローバルコモンセンスの一端に触れたことが、現在、観光分野の情報発
信のため海外メディアの方と意見交換する際に生きています。これからも研
鑽を積んで、クレアでの経験を地域に還元できるよう業務に取り組んでいこ
うと思っています。

充実したクレアでの勤務経験

クレア勤務時の所属 ● 平成28年4月～29年3月　企画調査課 主査　● 平成29年4月～令和2年3月　シドニー事務所 所長補佐

和歌山県 観光局
観光交流課
成田 静香

現地の旅行博覧会にて
自治体PRをする様子

中国のラジオ番組に出演して派遣元をPR

CLAIR での勤務経験を通して、特に自主性と多様性が培われました。
派遣元（福岡県）ではただの一若手職員でも、外に出ると唯一の福岡県職員となり、特に海外では自分で考えて判断し

ないといけない事ばかりでした。当然、現地の文化や商習慣、人々の考え方も
日本とは大きく異なり、時には拙い外国語で現地の人たちと一人で交渉するなど、
大変な場面も多く印象に残っています。
しかし、こうした困難や違いを肌で感じて、日本人を含む現地でしか知り合えな
い人たちと交流する中で、自分の中にあった「当たり前」の考え方が変わってい
きました。
また、派遣元の仕事もたくさんさせていただき、県人会等の活動にも関わるな
かで、何気なく暮らしていた地元への愛着や理解が深まったことも、自治体の「外」
に出ないと得られない気づきでした。
CLAIR での勤務を通して得たこれらの学びと成長は、日々の自治体の業務でも活
きていると感じます。

異国にて自分を知る、広げる

クレア勤務時の所属 ● 平成28年4月～29年3月　企画調査課 主事　● 平成29年4月～31年3月　北京事務所 所長補佐

福岡県 人づくり・
県民生活部スポーツ局
スポーツ企画課
柿村 健太郎

インターンシップ研修（ロンドン市）における
調査

多くの自治体からの出向者が、本部で１年間の勤務を経て海外事務所へと旅立っていくクレアという組織におい
て、本部２年職員は、ある種異質な存在です。

私の場合は、新型コロナウイルスの影響が出始めたころに本部への赴任と
なり、在宅勤務やオンライン会議など、周囲も含めそれまで経験したことの
ない環境に身を置くことになりました。
派遣２年目には、課内をまとめるような業務も担当することになったほか、
幸いにもロンドンでのインターンシップ研修が実施され、コロナ禍における
海外自治体の対応などについて調査することもできました。クレアの皆様に
この場を借りて感謝申し上げます。
どんな形態の勤務であれ、クレアで得られる経験とネットワークは、ほかの
どこでも得られないものだと思います。ぜひ、チャレンジしてみてください。

クレアで過ごした２年間

クレア勤務時の所属 ● 令和2年4月～4年3月　多文化共生課 主査

名古屋市 
観光文化交流局
国際交流課
石川 聖二

海外事務所に期待される役割の一つは、海外で自治体を売り込み、観光やビジネス需要を開拓することです。
ソウル事務所では、日本旅行番組の制作や日韓交流おまつり等大規模イベ
ントでの自治体PRのほか、現地旅行会社向け商談会への自治体の参加支
援などを行いました。業務の中で、現地の旅行代理店、貿易事業者や大学
関係者等、多方面での人脈を培うと共に、韓国の最新観光トレンドや日本
酒の消費動向、日本産木材の販路開拓などに関する幅広い知見を得る機会
にも恵まれました。こうした学びを自治体に還元するため、現在は国際線
の担当者として、旅行会社や航空会社と連携してプロモーション事業を実施
するなどし、韓国での人脈と経験を生かして業務に携わっています。
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http://www.clair.or.jp
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビル 6・7F

（CLAIR）

◎ お問い合わせ

総務部 総務課
TEL 03-5213-1722  FAX 03-5213-1741  E-mail somu@clair.or.jp

調　整　課

交流支援部

交流親善課

経済交流課

総　務　部

総　務　課

企画調査課

多文化共生部

多文化共生課

海外事務所
事 務 局 長

本部・事務局

ニューヨーク
ロンドン

パリ
シンガポール

ソウル
シドニー

北京

支 部

20政令指定
都市

47都道府県

市民国際
プラザ

一般財団法人 自治体国際化協会（Council 
of Local Authorities for International 
Relations）の略称です。東京に事務局・
本部を構え、ニューヨーク、ロンドン、パ
リ、シンガポール、ソウル、シドニー、北京
に海外事務所を設置しています。自治体
の海外活動の支援や、諸外国の地域活性
化に関する情報収集、さらには日本の地方
自治制度を世界へ発信するなど、自治体と
世界各国の架け橋として活動しています。

（クレア）とは

自治体からクレアに派遣される職員の派遣形態には、本部勤務と海外事務所勤務の2つのパターンがあります。

期間及び
勤務場所

本部勤務者

海外事務所
勤務者

派遣形態 身分 給与 海外赴任中の
滞在旅費 赴任旅費 出張旅費・

研修費用

2年間 東京本部 派遣法による
派遣

派遣元の身分及び
クレアの主査 等

クレア負担
（クレア着任時） クレア負担クレア負担

1年間 東京本部
2年間 海外事務所 研修派遣

派遣元の身分及び
海外事務所の
所長補佐 等

派遣元負担
派遣元負担

（クレアが派遣元
に助成）

派遣元負担 クレア負担

勤務時間　9：00 ～17：45 （休憩時間は12：00 ～13：00）
休　　日　土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
休　　暇　年次有給休暇（20日、繰越可）、夏季休暇、慶弔休暇 等

勤務時間　所在する地域により異なる
休　　日　土・日曜日、勤務する国の祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
休　　暇　年次有給休暇（20日、繰越可）、夏季休暇、慶弔休暇 等

◎ 職員の派遣形態

◎ クレア派遣前の職務経験 等

◎ 勤務条件

本部勤務者

海外事務所勤務者

福祉、税、農林水産、土木・建設、観光、商工 等、さまざまな職
歴を持つ職員が派遣されています。

◎ 福利厚生

健康保険、互助会等の福利厚生は派遣元からそのまま継続
されます。財形貯蓄、貸付金等は所定の手続きが必要になる
場合がありますので、派遣元及びクレアの担当者にお尋ね
ください。

◎ 滞在経費助成金

海外事務所派遣期間中にかかる滞在経費について、派遣職員が海外に居住することに伴って増加する経費を対象に、クレアから
派遣元団体に対し、海外事務所に応じた額を助成します。（下記限度額を上限として、対象経費の実績に応じて助成）

ニューヨーク海外事務所 ロンドン パリ シンガポール ソウル シドニー 北京

495万円 504万円 387万円 423万円 324万円 324万円 342万円助成限度額

募　集　要　項

一般財団法人

研修・カウン
セリング課

JETプログラム
事業部

● 多様なニーズに応える専門的知識の習得
● さまざまな業種・地位にある相手との
   折衝能力の向上

主な業務内容 目標・効果

● 自治体が海外で業務を行う際の事前調整や現地での同行等のサポート
● 自治体等から照会を受けた海外調査の実施及び回答
● 派遣元の自治体の特定ミッションに関して、現地駐在員としての役割を担当

各自治体からの要請に基づく海外業務の支援

● 諸外国の制度との比較検討を通じて、
    日本の地方自治制度に関する理解・考察の深化
● 企画・情報収集・論文作成を通じ、
    多角的な視点に立った政策立案能力の向上

主な業務内容 目標・効果

● 諸外国における地方行財政制度、海外自治体の施策等に関する

   情報収集及び調査研究
● 調査・研究の成果を、「各国の自治」及び「クレア・レポート」として

   協会ホームページで公表

特定テーマにかかる調査研究活動

● 事業実施に係る企画・調整・運営能力の向上
● 現地自治体との相互理解の促進
● 幅広い人的ネットワークの形成

主な業務内容 目標・効果

● 各海外事務所がそれぞれの地域で企画する事業の実施（現地展示会への出展 等）

● 東京本部が（又は国と共同で）企画・実施する事業の現地サイド業務

ニューヨーク事務所 ： アニメNYC
ロンドン事務所 ： ハイパー・ジャパン　 パリ事務所 ： サロン・デ・メール
シンガポール事務所 ： アニメフェア　 ソウル事務所 ： 日韓交流おまつり
シドニー事務所 ： 日本祭り　 北京事務所 ： ジャパンブランド展　等

各海外事務所の事業実施

自治体の　　　　　　　    で働く
クレアの海外事務所は、自治体が海外で活動する際の後方支援を担う重要な存在です。
海外事務所勤務を通じ、グローバルな視点での政策立案能力等を習得できることから、
将来の幹部職員を育成するには最適な環境といえます。

海外活動最前線

ソウル事務所
韓国

シドニー事務所
オーストラリア／ニュージーランド

ニューヨーク事務所
アメリカ合衆国／カナダ／
ジャマイカ／トリニダード・トバコ

シンガポール事務所
シンガポール／マレーシア／タイ／フィリピン／
インドネシア／ブルネイ／ベトナム／ラオス／
ミャンマー／カンボジア／インド／スリランカ

北京事務所
中国

ロンドン事務所
イギリス／アイルランド／ドイツ／オーストリア／オランダ／
デンマーク／ノルウェー／スウェーデン／フィンランド

海外事務所 担当地域

パリ事務所
フランス／ベルギー／
ルクセンブルク／スイス／
イタリア／スペイン／
ポルトガル／モナコ

クレアへ職員を派遣した
自治体の声はこちら

http://www.clair.or.jp/j/forum/
forum/articles/index-390.html
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http://www.clair.or.jp
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビル 6・7F

（CLAIR）

◎ お問い合わせ

総務部 総務課
TEL 03-5213-1722  FAX 03-5213-1741  E-mail somu@clair.or.jp

調　整　課

交流支援部

交流親善課

経済交流課

総　務　部

総　務　課

企画調査課

多文化共生部

多文化共生課

海外事務所
事 務 局 長

本部・事務局

ニューヨーク
ロンドン

パリ
シンガポール

ソウル
シドニー

北京

支 部

20政令指定
都市

47都道府県

市民国際
プラザ

一般財団法人 自治体国際化協会（Council 
of Local Authorities for International 
Relations）の略称です。東京に事務局・
本部を構え、ニューヨーク、ロンドン、パ
リ、シンガポール、ソウル、シドニー、北京
に海外事務所を設置しています。自治体
の海外活動の支援や、諸外国の地域活性
化に関する情報収集、さらには日本の地方
自治制度を世界へ発信するなど、自治体と
世界各国の架け橋として活動しています。

（クレア）とは

自治体からクレアに派遣される職員の派遣形態には、本部勤務と海外事務所勤務の2つのパターンがあります。

期間及び
勤務場所

本部勤務者

海外事務所
勤務者

派遣形態 身分 給与 海外赴任中の
滞在旅費 赴任旅費 出張旅費・

研修費用

2年間 東京本部 派遣法による
派遣

派遣元の身分及び
クレアの主査 等

クレア負担
（クレア着任時） クレア負担クレア負担

1年間 東京本部
2年間 海外事務所 研修派遣

派遣元の身分及び
海外事務所の
所長補佐 等

派遣元負担
派遣元負担

（クレアが派遣元
に助成）

派遣元負担 クレア負担

勤務時間　9：00 ～17：45 （休憩時間は12：00 ～13：00）
休　　日　土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
休　　暇　年次有給休暇（20日、繰越可）、夏季休暇、慶弔休暇 等

勤務時間　所在する地域により異なる
休　　日　土・日曜日、勤務する国の祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
休　　暇　年次有給休暇（20日、繰越可）、夏季休暇、慶弔休暇 等

◎ 職員の派遣形態

◎ クレア派遣前の職務経験 等

◎ 勤務条件

本部勤務者

海外事務所勤務者

福祉、税、農林水産、土木・建設、観光、商工 等、さまざまな職
歴を持つ職員が派遣されています。

◎ 福利厚生

健康保険、互助会等の福利厚生は派遣元からそのまま継続
されます。財形貯蓄、貸付金等は所定の手続きが必要になる
場合がありますので、派遣元及びクレアの担当者にお尋ね
ください。

◎ 滞在経費助成金

海外事務所派遣期間中にかかる滞在経費について、派遣職員が海外に居住することに伴って増加する経費を対象に、クレアから
派遣元団体に対し、海外事務所に応じた額を助成します。（下記限度額を上限として、対象経費の実績に応じて助成）

ニューヨーク海外事務所 ロンドン パリ シンガポール ソウル シドニー 北京

495万円 504万円 387万円 423万円 324万円 324万円 342万円助成限度額

募　集　要　項

一般財団法人

研修・カウン
セリング課

JETプログラム
事業部

● 多様なニーズに応える専門的知識の習得
● さまざまな業種・地位にある相手との
   折衝能力の向上

主な業務内容 目標・効果

● 自治体が海外で業務を行う際の事前調整や現地での同行等のサポート
● 自治体等から照会を受けた海外調査の実施及び回答
● 派遣元の自治体の特定ミッションに関して、現地駐在員としての役割を担当

各自治体からの要請に基づく海外業務の支援

● 諸外国の制度との比較検討を通じて、
    日本の地方自治制度に関する理解・考察の深化
● 企画・情報収集・論文作成を通じ、
    多角的な視点に立った政策立案能力の向上

主な業務内容 目標・効果

● 諸外国における地方行財政制度、海外自治体の施策等に関する

   情報収集及び調査研究
● 調査・研究の成果を、「各国の自治」及び「クレア・レポート」として

   協会ホームページで公表

特定テーマにかかる調査研究活動

● 事業実施に係る企画・調整・運営能力の向上
● 現地自治体との相互理解の促進
● 幅広い人的ネットワークの形成

主な業務内容 目標・効果

● 各海外事務所がそれぞれの地域で企画する事業の実施（現地展示会への出展 等）

● 東京本部が（又は国と共同で）企画・実施する事業の現地サイド業務

ニューヨーク事務所 ： アニメNYC
ロンドン事務所 ： ハイパー・ジャパン　 パリ事務所 ： サロン・デ・メール
シンガポール事務所 ： アニメフェア　 ソウル事務所 ： 日韓交流おまつり
シドニー事務所 ： 日本祭り　 北京事務所 ： ジャパンブランド展　等

各海外事務所の事業実施

自治体の　　　　　　　    で働く
クレアの海外事務所は、自治体が海外で活動する際の後方支援を担う重要な存在です。
海外事務所勤務を通じ、グローバルな視点での政策立案能力等を習得できることから、
将来の幹部職員を育成するには最適な環境といえます。

海外活動最前線

ソウル事務所
韓国

シドニー事務所
オーストラリア／ニュージーランド

ニューヨーク事務所
アメリカ合衆国／カナダ／
ジャマイカ／トリニダード・トバコ

シンガポール事務所
シンガポール／マレーシア／タイ／フィリピン／
インドネシア／ブルネイ／ベトナム／ラオス／
ミャンマー／カンボジア／インド／スリランカ

北京事務所
中国

ロンドン事務所
イギリス／アイルランド／ドイツ／オーストリア／オランダ／
デンマーク／ノルウェー／スウェーデン／フィンランド

海外事務所 担当地域

パリ事務所
フランス／ベルギー／
ルクセンブルク／スイス／
イタリア／スペイン／
ポルトガル／モナコ

クレアへ職員を派遣した
自治体の声はこちら

http://www.clair.or.jp/j/forum/
forum/articles/index-390.html

158941-職員募集_表紙-本文 .indd   6158941-職員募集_表紙-本文 .indd   6 2022/08/09   10:10:182022/08/09   10:10:18

http://www.clair.or.jp/j/forum/forum/articles/index-390.html

