
平成２４年度　地域国際化施策特別対策事業　助成事業一覧（多文化共生事業）

番号 団体名 事業名
事業実施（対象）場所（予定）
※ｲﾍﾞﾝﾄ開催の場合は実施場所
※情報発信等の場合は対象地域

主な対象者（予定）

1
（公社）北海道国際交流・

協力総合センター
緊急速報等多言語化及び災害多言語サポーターネットワーク形成
推進事業

北海道 道民、中長期滞在外国人

2 （公財）札幌国際プラザ 医療英語・医療通訳セミナー 札幌市
医療通訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに携わ
る市民、医療従事者

3 岩手県 医療関係多言語化事業 岩手県 在住外国人、医療機関

4 （公財）岩手県国際交流協会
東日本大震災の多言語版記録集・いわて生活ガイド集の作成及び
在住外国人へのオリエンテーション

岩手県

5 宮城県 外国人県民のための防災ハンドブック作成事業 宮城県 外国人県民

6
（公財）宮城県国際化協会

（公財）岩手県国際交流協会
（公財）福島県国際交流協会

東日本大震災
被災地岩手、宮城、福島の三県国際交流協会が振り返るシンポジ
ウム～あの時、現場で何が起こり、そして今、何を学び未来に繋
げるか～（仮）

仙台市、名取市 全国の自治体他

7 （公財）宮城県国際化協会 「MIA東日本大震災被災外国人支援事業の記録」の作成 全国 全国の自治体他

8 （公財）福島県国際交流協会 災害時における多言語情報提供拡充事業 － －

9 （財）茨城県国際交流協会 地域生活アドバイザーの育成 水戸市
日本語教室ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ指導
者、国際交流経験者他

10 埼玉県 多文化協働で地域課題の解決を図るDVD作成事業 埼玉県 県民

11 埼玉県朝霞市 多文化推進サポーター事業の実施 朝霞市 市民

12
（財）ちば国際コンベンション

ビューロー
医療通訳研究・育成事業 千葉県 県民・医療従事者等

13 東京都国際交流委員会
ホームページ上での「外国人のための防災ガイド」動画の作成・
提供

東京都 在住外国人

14 （公財）かながわ国際交流財団
外国人コミュニティ連携強化事業（コミュニティネットワーク構
築事業）

神奈川県 県民、外国人ｺﾐｭﾆﾃｨ他

15 神奈川県 留学生支援事業 神奈川県 留学生他

16 神奈川県横浜市 コミュニティFMを活用した多言語による情報提供事業
青葉区を中心としたﾗｼﾞｵ視
聴地域（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ視聴可）

主に区内在住・在勤の外
国人

17 神奈川県横浜市
外国人と日本人によるあたたかいまち鶴見づくり～多文化共生拠
点づくり会議をとおした鶴見の魅力再発見～

横浜市鶴見区 主に区内在住・在勤者

18 新潟県 災害時における外国人支援体制整備促進事業 新潟県 市町村、在住外国人他

19 （財）新潟県国際交流協会 医療支援事業（医療従事者向け外国人患者対応研修会） 新潟県 県内の医療従事者

20 （財）新潟県国際交流協会 災害多言語支援ボランティア育成事業 新潟県 県民

21 （財）山梨県国際交流協会 外国人住民地域防災力向上事業 山梨県
県民、市町村、通訳ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ他

22 長野県 災害時語学サポーター育成研修会開催事業 長野県
通訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、市町村防
災担当者

23 （財）長野県国際交流推進協会 医療通訳者養成・派遣事業 長野県
日本語・外国語能力保有
者

24 岐阜県大垣市 外国人市民防災啓発事業 大垣市 外国人市民

25 静岡県 コミュニケーション支援人材活用事業 静岡県 県民

26 静岡県富士市 外国人向け生活オリエンテーション用DVD作成事業 － 市民

27 静岡県浜松市 日韓欧　多文化共生都市サミット2012浜松　開催事業 浜松市
日本、韓国、欧州の自治
体関係者、市民他

28 （公財）浜松国際交流協会
生活相談用語のポルトガル語訳統一及びポルトガル語通訳者・翻
訳者・相談員連携事業

静岡県西部
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語通訳者・翻訳
者・相談員

29 （公財）浜松国際交流協会
Face Book等のソーシャルメディアを活用した多言語情報の配信事
業

－
外国人住民及びその支援
者

30 愛知県 「やさしい日本語」普及啓発事業 － 県民

31 愛知県豊田市 多文化共生推進にむけて～草の根国際理解セミナー～ 豊田市 市民

32 三重県
平成24年度災害時外国人住民支援事業（災害時外国人支援キット
普及）

三重県
県民、県内の外国人住民
他

33 三重県
平成24年度多言語行政生活情報提供事業（生活講座ビデオ制作・
配信）

三重県
県民、県内の外国人住民
他

34 三重県四日市市 外国人市民向け避難所運営訓練事業 四日市市
市内在住外国人市民を中
心とした一般市民

35 （公財）三重県国際交流財団 日本語教材研究開発事業（聴解教材作製事業） 三重県
日本語指導に携わる教職
員他

※平成24年４月１日時点の予定を掲載しています。



番号 団体名 事業名
事業実施（対象）場所
※ｲﾍﾞﾝﾄ開催の場合は実施場所
※情報発信等の場合は対象地域

主な対象者（予定）

36 （公財）三重県国際交流財団 多文化共生の地域づくりを担う人材育成事業 三重県
多文化共生社会づくりに
関わっている方他

37 （公財）滋賀県国際協会
外国にルーツを持つ子どもへの教育支援事業2012 ～教育支援から
就労支援へ～

滋賀県
外国にルーツを持つ児童
生徒、県内企業他

38 （公財）滋賀県国際協会 防災から広げる共生のまちづくり2012 滋賀県
外国人住民を含む県民、
消防職員他

39 （財）京都府国際センター 日本語・多言語サポートネットワーク構築事業 京都府 府民

40 （公財）京都市国際交流協会 京都地域外国人コミュニティ基礎調査 京都市 外国籍市民他

41 大阪府 日本語教育学校支援事業 大阪府
府立高校在籍の日本語指
導が必要な外国人生徒他

42 大阪府箕面市 多文化共生社会推進事業 箕面市 外国人市民

43 大阪府箕面市 医療通訳ボランティア活動協力事業 箕面市
箕面市立病院で受診時通
訳を希望する患者

44 大阪府豊中市 子ども支える多文化共生教育セーフティネットの構築 豊中市
義務教育課程に在籍の多文
化につながる児童生徒他

45 （財）大阪府国際交流財団 外国人等サポーターネットワークづくり支援事業 大阪府 外国人府民他

46 大阪府大阪市 多文化共生仕掛け人事業 大阪市 外国籍住民他

47 兵庫県 親子で学べる母語教材づくり事業 県内外
県内外の母語教育指導者
他

48 （一財）岡山県国際交流協会 日本語教育オリジナル教材のつくりかた教室 岡山市
日本語指導にあたる県民
他

49 広島県 行政情報の多言語化事業 広島県 県・全市町

50 広島県東広島市 外国人乳幼児訪問体制整備事業 東広島市
市民、子育て中の外国人
母子

51 （財）ひろしま国際センター 地域に貢献できるボランティアの育成 広島県 県民

52 （財）徳島県国際交流協会 県内在住外国人への南海地震等防災意識啓発事業 徳島県
県内在住外国人、通訳ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ他

53 （財）香川県国際交流協会
外国にルーツをもつ子どもたちの学習サポーター登録・派遣モデ
ル事業

丸亀市他
日本語指導を必要とする
児童生徒他

54 （財）福岡県国際交流センター 在住外国人向け多言語防災ハンドブック作成事業 福岡県 在住外国人

55 （財）北九州国際交流協会 北九州地域　多文化共生推進コーディネーター育成事業 北九州市他

市及び市近郊で外国人支
援・多文化共生の活動を
している組織のｺｰﾃﾞｨﾈｰ
ﾀｰ的な立場の方

56
（財）沖縄県国際交流・

人材育成財団
医療通訳ボランティア養成事業 沖縄県 県民

※平成24年４月１日時点の予定を掲載しています。



平成２４年度　地域国際化施策特別対策事業　助成事業一覧（国際交流事業）

番号 団体名 事業名
事業実施（対象）場所（予定）
※ｲﾍﾞﾝﾄ開催の場合は実施場所
※情報発信等の場合は対象地域

主な対象者（予定）

1 宮城県仙台市 仙台市－光州広域市姉妹都市締結10周年記念事業
仙台市および

大韓民国光州広域市
市民、第１回世界ビエン
ナーレ参加者

2 埼玉県秩父市 秩父市・シェレフテオ市　織物に関する交流展覧会開催事業
スウェーデン王国

シェレフテオ市および秩父市
市民、織物関係者

3
*東京都豊島区、長野県小諸市、

長野県上伊那郡箕輪町
第６回アジア地域セーフコミュニティ会議
及びトラベリングセミナー

豊島区、小諸市
および箕輪町

傷害予防の実践者・研究
者、国内外の市民、自治体
関係者

4 富山県
富山県・沿海地方友好提携20周年記念事業
（沿海地方青少年芸術団の受入、ロシア文化紹介事業）

富山県 両県地方の青少年

5 （財）石川県国際交流協会 いしかわ同窓会シンポジウム 石川県
民間国際交流団体会員、県
内旅行関係団体、県民

6 山梨県
山梨県・忠清北道姉妹締結20周年交流事業
－映画『道～白磁の人～』による交流イベント－

大韓民国忠清北道
およびソウル特別市

道民、市民

7 岐阜県美濃市
「和紙・韓紙あかりアート展＆
和紙・韓紙ちぎり絵展 in ソウル」開催事業

大韓民国ソウル特別市
および原州市

市民

8 （公財）愛知県国際交流協会 国際理解教育講座「子ども国連会議」開催事業 愛知県 小学校高学年以上の子ども

9 京都府京都市 姉妹都市青少年交流会議 京都市 ９姉妹都市からの招聘者

10 大阪府泉大津市
泉大津市制70周年記念事業
泉大津市・光陽（ｶﾝﾔﾝ）市友好都市締結記念及び国際交流式典事業

泉大津市 市内外の住民

11 兵庫県神戸市
神戸・シアトル姉妹都市提携55周年記念
「ポートジャズフェスティバル2012」

神戸市 市民

12 奈良県 第３回東アジア地方政府会合 奈良市
関係地方政府職員、県･市
町村職員、学生、留学生、
県民

13 島根県松江市
小泉八雲造形美術展（Open Mind of Lafcadio Hearn in New Orleans）
開催事業

アメリカ合衆国
ニューオーリンズ市

市民、行政関係者、大学関
係者

14 福岡県福岡市 姉妹都市締結周年事業（オークランド市・ボルドー市）
福岡市、アメリカ合衆国
オークランド市及び

フランス共和国ボルドー市
各都市市民他

15 鹿児島県 ２０１２日中友好親善in鹿児島 鹿児島県

駐日中国大使館等、江蘇省
大学生、中国旅行社、在京
中国メディア、県内大学
生、県民

※平成24年４月１日時点の予定を掲載しています。


