
平成２３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）
事
業
NO
.

都道府県・政令
指定都市名

団体名 事業名

1 北海道
（公社）北海道国際交流・協力

総合センター
災害等文字速報多言語化及び通訳サポーターネットワーク連携推進事業

2 札幌市 （公財）札幌国際プラザ
「あんしん」サポートモデル事業パート２
As-2『災害時に強く「あんしん」サポートVer.2』～防災情報を含む生活情報の多
言語での提供～

3 札幌市 （公財）札幌国際プラザ
「あんしん」サポートモデル事業パート２
As-3『子どもと親に「あんしん」サポートVer.3』～通訳スキルを持った教育サ
ポーターの育成と学習支援、通訳支援の拡充～

4 札幌市 （公財）札幌国際プラザ
「あんしん」サポートモデル事業パート２
As-4『いつでも元気に「あんしん」サポートVer.3』～外国人住民に対する保健医
療支援～

5 岩手県 岩手県 医療関係多言語化事業

6 宮城県 宮城県 外国人のための子育てハンドブック作成事業

7 仙台市 （財）仙台国際交流協会 生活情報の多言語化と外国人キーパーソン育成事業

8 仙台市 （財）仙台国際交流協会 「多文化防災」における協働のモデルづくり

9 秋田県 大仙市 災害時外国籍住民等支援事業

10 福島県 （財）福島県国際交流協会 放射線に関わる健康管理セミナー（通訳付き）

11 茨城県 （財）茨城県国際交流協会 多言語情報サービス提供事業

12 栃木県 宇都宮市 多文化共生推進事業

13 群馬県 （財）群馬県観光国際協会 日系定住外国人の県内共通日本語能力評価システムの開発および確立

14 埼玉県 越谷市 地震ハザードマップ多言語版作成事業

15 埼玉県 （財）埼玉県国際交流協会 タウンミーティング～外国人住民参加の地域づくり～

16 埼玉県 （財）埼玉県国際交流協会 災害時外国人支援シンポジウム～3.11を振り返り、これからについて考える～

17 千葉県 市川市 多文化共生ネットワーク事業（多言語携帯メール配信事業）

18 千葉県 市川市 多文化共生ネットワーク事業（医療救護所派遣通訳ボランティア育成研修）

19 千葉県
（財）ちば国際コンベンション

ビューロー
多文化共生実践力向上セミナー

20 千葉県
（財）ちば国際コンベンション

ビューロー
地域日本語教室企画・コーディネート講座

21 千葉市 （財）千葉市国際交流協会 外国につながる児童生徒への支援事業

22 東京都 大田区 民間住宅賃貸借分野における多文化共生意識啓発事業

23 東京都 国分寺市 外国人お母さん会議開催事業の実施

24 東京都 東大和市 防災用多言語表示看板・リーフレット作成事業

25 東京都 東京都国際交流委員会
日本語を母語としない人への情報提供体制の整備について
～「わかる日本語」の検討と普及

26 神奈川県 （財）かながわ国際交流財団 外国人コミュニティ連携強化検討事業

27 横浜市 横浜市 外国人防災リーダーによる地域支援事業

28 新潟県 新潟県 災害時における外国人支援体制整備促進事業

29 新潟県 （財）新潟県国際交流協会 多文化共生地域づくり事業

30 新潟県 （財）新潟県国際交流協会 医療支援事業

31 新潟県 （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

32 富山県 魚津市 地域づくりのための日本語支援ボランティア養成事業

33 石川県 （財）石川県国際交流協会 外国人児童・生徒学習サポート事業

34 石川県 小松市 在住外国人の教育支援事業

35 福井県 （財）福井県国際交流協会 外国人医療支援事業

36 長野県 長野県 災害時語学サポーター育成研修会開催事業

37 長野県 駒ヶ根市 「こまがね日本語教育システム」構築・運用事業

38 長野県 小諸市 多文化共生の風土と国際交流の里づくり

39 長野県 飯田市 多文化共生社会における防災のあり方についての研究

40 静岡県 静岡県 ふじのくに留学生親善大使設置事業

41 愛知県 豊田市
10月1日は「国際の日」
多文化共生推進に向けて～英国の草の根先進事例から学ぶ～

42 愛知県 （公財）愛知県国際交流協会 地域日本語教育コーディネーター養成事業

43 三重県 三重県 平成23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作成）

44 三重県 四日市市 外国人防災啓発事業

45 滋賀県 （公財）滋賀県国際協会 外国籍住民サポート事業2011　～学習支援を中心に～



46 滋賀県 （公財）滋賀県国際協会 防災から広げる共生のまちづくり2011

47 京都府 京都府 外国籍府民のための医療支援事業

48 京都市 （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

49 大阪府 豊中市 学力・生活力につながる日本語指導のシステムづくり

50 大阪府 箕面市 母子保健事業等の通訳派遣事業

51 大阪府 箕面市 医療通訳ボランティア活動協力事業

52 大阪府 （財）大阪府国際交流財団 外国人府民を対象とした通訳サポーター育成・活動支援事業

53 兵庫県 兵庫県 母語教育支援のための教材づくり事業

54 兵庫県 豊岡市 在住外国人コミュニケーション支援事業

55 神戸市 神戸市 医療通訳派遣事業の実施

56 島根県 島根県 在住外国人自立促進連携事業

57 岡山県 総社市 多言語医療ガイド（マップ付）作成事業

58 岡山県 （財）岡山県国際交流協会 「外国人児童・生徒　日本語学習支援ガイドブック作成事業」

59 広島県 広島県 行政情報の多言語化事業

60 広島県 東広島市 学校通知用多言語バンク作成事業

61 広島市 広島市 外国人市民の日本語能力向上支援事業

62 広島市 （財）広島平和文化センター 多文化共生のまちづくり推進事業

63 山口県 （公財）山口県国際交流協会 外国籍住民医療サポート事業

64 香川県 （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支援事業

65 長崎県 （財）長崎県国際交流協会 医療通訳人材育成事業

66 大分県 大分市 外国人防災啓発事業

67 沖縄県 沖縄県 在住外国人等共生推進事業

68 沖縄県
（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



平成２３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）
事
業
NO
.

都道府県・政令
指定都市名

団体名 事業名

1 北海道 札幌市 札幌・大田(テジョン)姉妹都市提携記念事業

2 宮城県 宮城県 外国人支援・国際交流 Cultures United in Miyagi～多文化共生と国際社会を考える～

3 宮城県 仙台市 メキシコにおける仙台七夕まつり開催支援事業

4 福島県 （財）福島県国際交流協会 多言語による東日本大震災復興版ジャイロ『がんばろう福島』の発行

5 茨城県 茨城県 音楽によるに日中韓青年交流事業(TEENS ROCK IN ASIA)

6 東京都 杉並区 台湾との中学生野球交流事業

7 富山県 富山県 富山県ｵﾚｺﾞﾝ州友好提携20周年記念事業

8 石川県 小松市 小松・ゲイツヘッド姉妹都市連携20周年記念事業

9 山梨県 （財）山梨県国際交流協会 カンボジア・スタディ・ツアー

10 京都府 京都府 国際文化交流ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催事業(「国民文化祭・京都2011」関連事業)

11 京都府 京都市 京都・ザグレブ姉妹都市提携30周年及び京都・キエフ姉妹都市提携40周年記念事業

12 京都府 （財）京都府国際センター 京都府・エディンバラ市青少年文化・芸術交流事業

13 兵庫県 （公財）神戸国際協力交流センター
神戸・マルセイユ姉妹都市提携50周年記念事業「神戸・マルセイユ モード・フェ
スティバル」

14 奈良県 奈良県 中国陜西省との友好提携記念イベント及び東アジア地方政府会合

15 島根県 島根県 島根県ロシア沿海地方友好交流20周年記念事業

16 島根県 松江市 松江開府400年祭ﾆｭｰｵﾘﾝｽﾞJAZZ招聘事業

17 島根県 川本町 川本町・ノイウルム市 青少年ブラスバンド交流

18 岡山県 岡山県 岡山県JET経験者ﾈｯﾄﾜｰｸ事業

19 岡山県 岡山市 岡山市・洛陽市友好都市締結30周年記念事業

20 徳島県 徳島県 「阿波踊り」友好交流事業

21 愛媛県 内子町 内子町・ローテンブルク市友好都市盟約締結10周年記念事業

22 長崎県 対馬市 朝鮮通信使再現事業

23 大分県 竹田市 日露ローカル外交推進事業-国際人・廣瀬武夫の思いを今に-


