
【多文化共生分野】

都道府県名 自治体名 申請分野 事業名

青森県 青森県 多文化共生 多言語での災害情報の提供と地域で避難する仕組みづくり

宮城県 宮城県 多文化共生 外国人登録窓口多言語対応支援事業

宮城県 宮城県 多文化共生 母子保健多言語対応支援事業

宮城県 宮城県 多文化共生 災害時多言語支援ツール作成事業

秋田県 秋田県 多文化共生 「日本人・秋田県民の日々の暮らしガイドブック」作成事業

群馬県 群馬県 多文化共生 外国人定着支援日本語システム検討事業

埼玉県 埼玉県 多文化共生 母国語生活情報ナビ作成事業

埼玉県 春日部市 多文化共生 コミュニケーション支援事業（地域における情報の多言語化に関する事業）

新潟県 新発田市 多文化共生 災害時在住外国人支援対策事業

新潟県 糸魚川市 多文化共生 「ダンの会」パワーアップ事業

富山県 富山県 多文化共生 多文化共生の地域づくり応援事業

富山県 黒部市 多文化共生 コミュニケーション支援事業　日本語及び日本社会に関する学習支援事業

山梨県 南アルプス市 多文化共生 外国人のための生活安全パンフレット作成

山梨県 笛吹市 多文化共生 市民生活ガイドブック多言語化事業

山梨県 昭和町 多文化共生 外国人の子育て支援事業

長野県 長野県 多文化共生 災害時語学サポーター育成研修会開催事業

長野県 茅野市 多文化共生 ごみの出し方応援事業

長野県 茅野市 多文化共生 各種検診案内翻訳事業

静岡県 静岡県 多文化共生 多文化共生情報ネットワーク事業

静岡県 静岡市 多文化共生 外国人児童生徒就学状況実態調査

静岡県 富士市 多文化共生 富士市在住外国人生活実態意識調査事業

静岡県 磐田市 多文化共生 ポルトガル語版広報誌作成事業

静岡県 菊川市 多文化共生 多言語版「暮らしの便利帳」作成事業

愛知県 安城市 多文化共生 外国人児童向け日本語教室開催事業

三重県 三重県 多文化共生 キャリアガイド作成普及事業

三重県 三重県 多文化共生 日本語支援ボランティア育成事業（企業と連携した日本語教室開催）

三重県 三重県 多文化共生 多言語行政生活情報提供事業（インターネットでの生活情報提供）

三重県 名張市 多文化共生 在住外国人のための生活ガイドブック作成事業

滋賀県 近江八幡市 多文化共生 多文化共生のまちづくり学習会事業

京都府 舞鶴市 多文化共生 多文化共生サポーター・スキルアップ事業

大阪府 大阪府 多文化共生 日本語教育学校支援事業

大阪府 八尾市 多文化共生 外国人市民情報提供事業

大阪府 羽曳野市 多文化共生 災害時外国人住民支援事業

兵庫県 豊岡市 多文化共生 在住外国人コミュニケーション支援事業

島根県 島根県 多文化共生 多文化共生推進事業

島根県 出雲市 多文化共生 各種文書の翻訳事業

岡山県 岡山県 多文化共生 協働による多文化共生社会づくり推進事業

岡山県 津山市 多文化共生 津山市国際化推進事業（多文化共生事業）

広島県 広島県 多文化共生 行政情報の多言語化事業

広島県 東広島市 多文化共生 多言語生活マップ作成事業

福岡県 志免町 多文化共生 志免町国際交流事業

札幌市 （財）札幌国際プラザ 多文化共生 防災のための多言語によるFMラジオ放送

札幌市 （財）札幌国際プラザ 多文化共生 外国籍児童・生徒に対する学習支援および通訳支援

岩手県 （財）岩手県国際交流協会 多文化共生 多言語子育てヘルプデスク設置事業

福島県 （財）福島県国際交流協会 多文化共生 災害時における多文化共生意識啓発事業

茨城県 （財）茨城県国際交流協会 多文化共生 多文化共生ボランティア活動促進事業

群馬県 （財）群馬県観光国際協会 多文化共生 外国人相談窓口実務者のための総合研修事業

埼玉県 （財）埼玉県国際交流協会 多文化共生 在住外国人のための法律相談用語集作成事業

千葉県 （財）ちば国際コンベンションビューロー 多文化共生 多文化共生フォーラム「日本語学習サポートについて考える」

千葉市 （財）千葉市国際交流協会 多文化共生 外国人児童への支援体制事業

東京都 東京都国際交流委員会 多文化共生 災害時における外国人支援体制の整備・充実

東京都 東京都国際交流委員会 多文化共生 在住外国人支援体制の充実のための研修の実施

新潟県 （財）新潟県交際交流協会 多文化共生 地域と協働した多文化共生社会推進事業

福井県 （財）福井県国際交流協会 多文化共生 外国籍児童生徒への学校生活サポーター養成・支援事業

山梨県 （財）山梨県国際交流協会 多文化共生 インターネットによる多言語情報サービス

長野県 （財）長野県国際交流推進協会 多文化共生 外国籍県民医療支援事業

静岡県 （財）静岡県国際交流協会 多文化共生 国際理解教育地域推進・外国籍住民支援事業、国際理解教育・日本語セミナー開催事業

愛知県 （財）愛知県国際交流協会 多文化共生 外国人児童生徒母語教育環境整備事業

滋賀県 （財）滋賀県国際協会 多文化共生
外国籍住民サポート事業2009　～母子保健をはじめとする情報提供の充実と教育・就職支援を
重点に～

京都府 （財）京都府国際センター 多文化共生 ウェブサイトおよび携帯メールを活用した在住外国人生活支援事業

京都市 （財）京都市国際交流協会 多文化共生 災害時外国籍住民支援事業

大阪府 （財）大阪府国際交流財団 多文化共生 大阪府堺留学生会館（オリオン寮）・留学生交流拠点化事業

鳥取県 （財）鳥取県国際交流財団 多文化共生 多言語携帯メールマガジン配信事業

岡山県 （財）岡山県国際交流協会 多文化共生 多言語生活情報ガイドブックの作成

高知県 （財）高知県国際交流協会 多文化共生 在住外国人への防災・災害情報提供システム構築事業

北九州市 （財）北九州国際交流協会 多文化共生 外国人市民のための同行業務

大分県 （財）大分県文化スポーツ振興財団 多文化共生 在住外国人医療ハンドブック・情報カード作成

宮崎県 （財）宮崎県国際交流協会 多文化共生 日本語学習者支援体制強化事業

鹿児島県 （財）鹿児島県国際交流協会 多文化共生 在住外国人と日本人のための異文化理解事業

平成２１年度　地域国際化施策支援特別対策事業　助成決定事業
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【国際交流分野】

都道府県名 自治体名 申請分野 事業名

北海道 旭川市 国際交流 水原市姉妹都市提携20周年記念事業

北海道 滝川市 国際交流
滝川市・スプリングフィールド市姉妹都市提携15周年記念教育文化交流促進事業（教育文化交流訪問団派遣及び「リンキング
セミナー」開催）

北海道 恵庭市 国際交流 ローズフェスティバル運営支援事業

北海道 当別町 国際交流 北海道meetsスウェーデン(in LEKSAND)～大使館との連携による自治体間の国際交流推進事業～

北海道 東川町 国際交流 ラトヴィア共和国ルーイエナ町経済交流等調査事業

千葉県 船橋市 国際交流 姉妹・友好都市周年事業

神奈川県 神奈川県 国際交流 三県省道スポーツ交流事業

石川県 白山市 国際交流 ペンリス市親善友好都市20周年文化交流事業

長野県 長野市 国際交流 姉妹都市提携50周年記念訪問団受入れ事業

静岡県 静岡県 国際交流 仁川世界都市祝典出展事業

滋賀県 長浜市 国際交流 アウグスブルク市姉妹都市提携50周年記念事業

滋賀県 甲良町 国際交流 甲良町（日本）ポーガム町（泰）中学生交流事業

滋賀県 高月町 国際交流 日韓交流年事業「湖北の町から真心の交わりを（朝鮮通信使雨森芳洲がつなぐ交流）」

京都府 京都府 国際交流 京都府－レニングラード州友好提携15周年記念　日露漫画アニメワークショップ＋日露青年交流コンサート

兵庫県 尼崎市 国際交流 アウクスブルク市との姉妹都市提携50周年記念事業

和歌山県 和歌山県 国際交流 山東省友好提携25周年記念事業

鳥取県 鳥取県 国際交流 鳥取県青少年文化芸能団派遣事業

鳥取県 倉吉市 国際交流 倉吉市・羅州市姉妹都市締結15周年記念事業「青少年日韓交流事業」

鳥取県 北栄町 国際交流 台湾との国際交流推進事業

島根県 江津市 国際交流 コロナ・江津市交流事業20周年記念事業

山口県 山口市 国際交流 （仮称）山口市・済南市・昌原市共同フォーラム

徳島県 徳島市 国際交流 徳島市・レイリア市姉妹都市提携40周年記念事業

徳島県 鳴門市 国際交流 鳴門市・リューネブルグ市姉妹都市締結35周年記念　リューネブルグ市交響楽団招聘事業

香川県 香川県 国際交流 陝西省友好交流15周年記念事業

香川県 まんのう町 国際交流 「ヒマラヤから夢をつなぐ」～未来につながるこの出会いに～

長崎県 波佐見町 国際交流 大韓民国全羅南道康津郡友好交流協定締結事業

熊本県 人吉市 国際交流 ポルトガル（アブランテシュ市）との姉妹都市締結事業

宮崎県 都城市 国際交流 友好交流都市提携締結10周年記念事業　鼎談、民俗芸能コンサート事業

沖縄県 沖縄県 国際交流 『沖縄・オーランド諸島交流事業』

沖縄県 石垣市 国際交流 姉妹都市提携10周年記念：カウアイ・フェア開催事業

北海道 札幌市 国際交流 札幌・ポートランド姉妹都市提携50周年事業

宮城県 仙台市 国際交流 日墨交流400年記念事業「日本におけるメキシコ2009」仙台市開催

神奈川県 横浜市 国際交流 世界創造都市会議事業

神奈川県 横浜市 国際交流 2009年シティネット横浜大会

大阪府 大阪市 国際交流 大阪・ハンブルク友好都市提携20周年記念事業実行委員会主催事業　映画祭「ハンブルク特集」

大阪府 堺市 国際交流 堺・アセアン国際交流ウィーク事業

広島県 広島市 国際交流 ホノルル市姉妹都市提携50周年記念事業

福岡県 北九州市 国際交流 タコマ市・ノーフォーク市姉妹都市提携50周年記念事業

宮城県 （財）宮城県国際交流協会 国際交流 第19回日米草の根交流サミット「みやぎ大会」

兵庫県 （財）兵庫県国際交流協会 国際交流 ハバロフスク地方友好提携40周年記念ひょうご県民交流団派遣事業

山口県 （財）山口県国際交流協会 国際交流 友好交流事業～中国山東省対外人民友好協会との関係強化・協働事業の取り組みについて

福岡県 （財）福岡県国際交流センター 国際交流 「第4回ＥＵミッション」～地域における行政・企業・ＮＰＯの連携促進事業～

熊本県 熊本県国際協会 国際交流 肥後っ子わくわく交流事業（プロジェクト２）日韓環境ネットワーク青少年交流事業／日韓エコ・ワークキャンプ

平成２１年度　地域国際化施策支援特別対策事業　助成決定事業
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