
第４回芦屋市国際交流推進懇話会資料 
 

CLAIR（財団法人 自治体国際化協会）による自治体海外活動支援（平成２１年度）

 （CLAIR のホームページより抜粋）

１．地域国際化施策支援特別対策事業 

 地域間の国際交流・多文化共生事業で、特に重要性・必要性の高い事業の推進を図るために、助成

制度を設け緊急的に財政支援を行います。  

 

◆助成対象団体： 都道府県、市町村（東京都特別区を含む。）、地域国際化協会 

◆助成対象事業： 助成対象団体が実施する事業で、国際交流又は多文化共生を推進する次

の事業。 

(1) 助成対象団体が、市民・地域の関係団体等と連携を図りながら主体的

に行う姉妹自治体交流及びその他の 国際交流事業で、相手方との相互理

解の一層の促進が図られる事業。 

(2) 助成対象団体が関係者と連携する、又は一体となって行う多文化共生

を推進する事業。 

◆助成限度額： 都道府県・政令指定都市  １団体あたり 500 万円 

  市町村・地域国際化協会  １団体あたり 300 万円 
 

  

２．地域国際化協会等先導的施策支援事業 

平成 10 年度から、地域国際化協会のほか、近年設立が進み今後の活動が期待される市区町村の民

間国際交流組織の実施する地域の国際化に資する先導的な事業に対し、助成制度を設けて支援してい

ます。 

 

◆助成対象団体： 地域国際化協会、市(区)町村民間国際交流組織 

◆助成対象事業： 助成対象団体が実施する次の事業。 

(1)国内で実施する事業で、宝くじの普及広報の効果が発揮できる事業 

(2)公共性を有し、かつ、地域の国際化に資する先導的な事業 

(3)原則として国の補助金等の交付を受けない事業 

◆助成限度額： 地域国際化協会  １団体あたり 300 万円 

  市(区)町村民間国際交流組織  １団体あたり 200 万円 

◆助成金総額： 97,200 千円（平成 20 年度採択） 
 

 

助成決定事業の一覧・・・別紙 
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自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ　クレア）地域国際化施策支援特別対策事業　助成決定事業

ＣＬＡＩＲのホームページに基づき作成
２０年度 ２１年度

北海道 札幌市 札幌・ポートランド姉妹都市提携50周年事業
北海道 旭川市 水原市姉妹都市提携20周年記念事業
北海道 釧路市 ポートスティーブンス姉妹都市委員会の受入事業

北海道 滝川市 滝川市・スプリングフィールド市姉妹都市提携１５周年記念事業
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 ローズフェスティバル運営支援事業
北海道 石狩市 石狩・キャンベルリバー・ワニノ姉妹都市提携周年記念事業

北海道 当別町
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 ラトヴィア共和国ルーイエナ町経済交流等調査事業
北海道 枝幸町 スウェーデン・ソレフテオ交流２０周年事業

青森県 国際化に対応した災害情報の提供と避難させる地域づくり 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
青森県 十和田町 観光情報の多言語化をテーマとした県内留学生等の連携促進・社会参画支援事業

青森県 七戸町 日本語及び生活支援事業

宮城県
外国人登録窓口多言語対応支援事業
母子保健多言語対応支援事業
多文化共生災害時多言語支援ツール作成事業

宮城県 仙台市 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
宮城県 石巻市 フランク安田没後５０周年「メモリアルポトラッチ」事業

秋田県 県内在住外国人の生活圏における多言語併記促進事業 「日本人・秋田県民の日々の暮らしガイドブック」作成事業
山形県 天童市 市制施行５０周年記念　姉妹都市会議・交流会外国語版暮らしのガイドブック作成事業

山形県 遊佐町 ハンガリー・ソルノク県ソルノク市訪問団交流事業　東欧圏理解促進セミナー

福島県 喜多方市 ウィルソンビル市姉妹都市交流２０周年記念市民団派遣事業

群馬県
外国人児童プレスクール及び社会参加意識啓発モデル事業
デカセギ希望者来日前広域圏情報提供事業

外国人定着支援日本語システム検討事業

群馬県 沼田市 コミュニケーション支援事業（日本語教室開催）
群馬県 甘楽町 姉妹都市提携２５周年記念・使節団派遣事業

埼玉県 多文化共生の地域づくり推進事業 母国語生活情報ナビ作成事業
埼玉県 春日部市 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）

埼玉県 入間市 姉妹都市提携推進確認記念・ヴォルフラーツハウゼン市青少年コーラス団受入事業

千葉県 船橋市 姉妹・友好都市周年事業
千葉県 館山市 姉妹都市５０周年記念事業
千葉県 柏市 携帯電話による多言語メール配信システムの構築
千葉県 八千代市 バンコク都との友好２０年記念・友好都市提携事業
千葉県 鎌ヶ谷市 「（仮称）鎌ヶ谷市多文化共生推進計画」策定事業
東京都 大田区 日本語ボランティア養成講座
東京都 国分寺市 多言語生活情報誌作成事業

自治体・国際交流協会
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２０年度 ２１年度自治体・国際交流協会

神奈川県 医療通訳派遣システム事業 三県省道スポーツ交流事業
神奈川県 横浜市 母語による学校生活適応サポーター事業  世界創造都市会議事業2009年シティネット横浜大会
神奈川県 川崎市 ウーロンゴン市姉妹都市提携２０周年記念市民文化交流事業
新潟県 長岡市 外国人向け洪水ハザードマップ作成事業
新潟県 新発田市 災害時在住外国人支援対策事業
新潟県 糸魚川市 外国籍住民日本生活支援講座 「ダンの会」パワーアップ事業
新潟県 上越市 多文化共生推進事業

富山県 多文化共生の地域づくり応援事業
富山県 黒部市 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

石川県 白山市 ペンリス市親善友好都市20周年文化交流事業
山梨県 南アルプス市 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 市民生活ガイドブック多言語化事業
山梨県 昭和町 外国人の子育て支援事業

長野県 災害時語学サポーター育成研修会開催事業多文化共生研究会開催事業 災害時語学サポーター育成研修会開催事業
長野県 長野市 姉妹都市提携50周年記念訪問団受入れ事業
長野県 松本市 松本市ソルトレークシティ姉妹都市提携５０周年記念事業
長野県 駒ヶ根市 多文化共生事業

長野県 茅野市
ごみの出し方支援事業
韓国語ホームページ作成事業
避難場所の五ヶ国語看板設置事業

ごみの出し方応援事業
各種検診案内翻訳事業

岐阜県 可児市 多文化共生映像コンテンツ作成事業防災啓発用パンフレット（外国語版）作成事業

静岡県
多文化共生情報ネットワーク事業
仁川世界都市祝典出展事業

静岡県 静岡市 外国人児童生徒就学状況実態調査
静岡県 浜松市 浜松市多言語生活マップ作成事業
静岡県 富士市 富士市在住外国人生活実態意識調査事業
静岡県 磐田市 外国人児童学習支援事業 ポルトガル語版広報誌作成事業
静岡県 掛川市 地域情報提供促進事業
静岡県 下田市 ニューポート市姉妹都市提携５０周年記念事業
静岡県 菊川市 多言語版「暮らしの便利帳」作成事業
愛知県 岡崎市 岡崎コミュニティスクール運営事業
愛知県 安城市 外国人住民向け環境講座 外国人児童向け日本語教室開催事業
愛知県 知立市 （仮称）知立で知ろう、世界のこと～今年はブラジル移民１００周年！
愛知県 豊明市 外国語版マップ作成委託事業多言語版防災マップ作成委託事業
愛知県 扶桑町 多文化共生推進事業

三重県 三重県サンパウロ州訪問団派遣事業
キャリアガイド作成普及事業
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）
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 在住外国人のための生活ガイドブック作成事業
三重県 亀山市 外国語版暮らしのガイドブック作成事業
滋賀県 長浜市 ブラジルとの文化交流事業 アウグスブルク市姉妹都市提携50周年記念事業
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２０年度 ２１年度自治体・国際交流協会

滋賀県 近江八幡市 多文化共生のまちづくり学習会事業
滋賀県 甲良町 甲良町（日本）ポーガム町（泰）中学生交流事業
滋賀県 高月町 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・オクラホマ州・陝西省学生交流事業外国籍府民との共生社会構築推進事業
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
京都府 福知山市 外国語対応ごみパンフレット作製事業
京都府 舞鶴市 多文化共生サポーター・スキルアップ事業

大阪府 「帰国・渡日の子どもと親の就学前サポート事業」 日本語教育学校支援事業

大阪府 大阪市
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 堺歴史文化交流会議共同研究事業 堺・アセアン国際交流ウィーク事業
大阪府 八尾市 外国人市民相談事業 外国人市民情報提供事業
大阪府 富田林市 多文化共生指針策定
大阪府 河内長野市 河内長野市「くらしのべんりちょう外国語版」作成業務
大阪府 羽曳野市 災害時外国人住民支援事業

兵庫県 日伯交流年・ブラジル移住１００周年記念事業
兵庫県 尼崎市 尼崎市洪水ハザードマップ作成事業（外国語版洪水ハザードマップ作成） アウクスブルク市との姉妹都市提携50周年記念事業
兵庫県 豊岡市 在住外国人コミュニケーション支援事業
兵庫県 南あわじ市 コアラ親善大使２０周年記念郷土文化交流団派遣事業
兵庫県 加東市 兵庫教育大学留学生のふるさと訪問団派遣事業

奈良県 奈良市
奈良市キャンベラ市姉妹都市提携１５周年記念
ブラスバンドフェスティバル～ようこそキャンベラシニアコンサートバンド
～

和歌山県 熊野古道・サンティアゴへの道国際共同プロモーション事業 山東省友好提携25周年記念事業
鳥取県 鳥取県青少年文化芸能団派遣事業

鳥取県 倉吉市 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 台湾との国際交流推進事業

島根県 多文化共生推進事業
島根県 松江市 松江開府４００年祭　日中韓友好交流書展

島根県 出雲市
国際姉妹都市文化交流事業
　青少年シンフォニックバンド招請事業帰国・外国籍生徒に対する日本
語並びに学習支援事業

各種文書の翻訳事業

島根県 江津市 ウラジオストク市民と作るロシア祭り コロナ・江津市交流事業20周年記念事業
島根県 海士町 「身近にある多文化をもっと大事に」小さな島の多文化共生

岡山県 協働による多文化共生社会づくり推進事業
岡山県 岡山市 欧州親善訪問団派遣事業多文化共生のまちづくり推進事業
岡山県 津山市 津山市国際化推進事業（多文化共生事業）
岡山県 井原市 外国人のための暮らしの便利帳製作
岡山県 矢掛町 在住外国人向け町民暮らし・防災ガイドブック（３ヵ国語版）及びホームページ作成事業

広島県 行政情報の多言語化事業
広島県 広島市 モントリオール市姉妹都市提携１０周年記念事業 ホノルル市姉妹都市提携50周年記念事業
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２０年度 ２１年度自治体・国際交流協会

広島県 福山市 福山市・マウイ郡親善友好都市提携調印のためのマウイ郡代表団受入事業

広島県 東広島市 外国人生活オリエンテーション事業 多言語生活マップ作成事業
山口県 山口市 （仮称）山口市・済南市・昌原市共同フォーラム
徳島県 徳島市 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 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 陝西省友好交流15周年記念事業
香川県 まんのう町 「ヒマラヤから夢をつなぐ」～未来につながるこの出会いに～
福岡県 北九州市 タコマ市・ノーフォーク市姉妹都市提携50周年記念事業
福岡県 久留米市 多文化共生のためのウェブサイト情報広報（仮称）作成事業
福岡県 飯塚市 外国人のための日本語講座国際共生サロン事業国際理解イベント
福岡県 志免町 志免町国際交流事業
佐賀県 伊万里市 伊万里・アジアネットワーク事業

長崎県 “媽祖文化”を活かした長崎県・アジア広域交流推進事業
長崎県 長崎市 姉妹都市提携３０周年記念事業
長崎県 波佐見町 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 ポルトガル（アルカセール・ド・サル市）との交流推進に向けた訪問団派遣事業 ポルトガル（アブランテシュ市）との姉妹都市締結事業
熊本県 天草市 生活ガイドブック発行事業
宮崎県 都城市 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 沖縄県多文化共生社会推進事業 『沖縄・オーランド諸島交流事業』
沖縄県 石垣市 姉妹都市提携10周年記念：カウアイ・フェア開催事業

外国籍市民地域支援事業  防災のための多言語によるFMラジオ放送外国籍児童生徒に対する学習支援および通訳支援

多文化共生支援事業（多言語対応救急救命表示板設置事業）
外国人児童・生徒の就学支援ハンドブック作成事業 多言語子育てヘルプデスク設置事業

第19回日米草の根交流サミット「みやぎ大会」
タガログ語版「LIFE IN AKITA ～手続き編～」の発行

災害時における多文化共生意識啓発事業
多文化共生サポーター活動推進事業 多文化共生ボランティア活動促進事業
災害時通訳ボランティア養成セミナー

外国人相談窓口実務者のための総合研修事業
在住外国人のための法律相談用語集作成事業
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」

災害時における外国人市民支援事業 外国人児童への支援体制事業
災害時における外国人住民への多言語情報提供体制の整備・充実  災害時における外国人支援体制の整備・充実在住外国人支援体制の充実のための研修の実施

生活言語としての日本語支援プロジェクト（継続事業）
よこはま日本語教室指導・運営者養成講座
大学等と連携した新潟県地域共生システム構築事業 地域と協働した多文化共生社会推進事業

外国籍児童生徒への学校生活サポーター養成・支援事業
多文化共生通訳人材育成事業 インターネットによる多言語情報サービス
外国籍県民医療支援事業（第３期） 外国籍県民医療支援事業(財)長野県国際交流推進協会

(財)福井県国際交流協会

(財)山梨県国際交流協会

(財)横浜市国際交流協会

(財)新潟県国際交流協会

(財)埼玉県国際交流協会

(財)千葉市国際交流協会

東京都国際交流委員会
(財)かながわ国際交流財団

（財）ちば国際コンベンションビューロー

(財)札幌国際プラザ
(社)北方圏センター
(財)岩手県国際交流協会

(財)宮城県国際交流協会

(財)秋田県国際交流協会

(財)福島県国際交流協会

(財)茨城県国際交流協会

(財)栃木県国際交流協会

(財)群馬県観光国際協会
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２０年度 ２１年度自治体・国際交流協会

外国籍住民のための多言語生活ガイド作成事業
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
外国人児童生徒母語教育環境整備事業

外国籍住民サポート事業2008　進路支援事業
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
在住外国人災害対策事業 災害時外国籍住民支援事業
源氏物語千年記、友好提携省との青少年交流事業 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
在住外国人生活コミュニケーション支援「情報提供FAQ作成・運営」
医療通訳育成研修事業 大阪府堺留学生会館（オリオン寮）・留学生交流拠点化事業
ブラジル移住100周年記念・旧神戸移住センター開設80周年記念
「神戸　移住の記録」作成事業

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
多言語携帯メールマガジン配信事業
多言語生活情報ガイドブックの作成

外国人留学生就職支援事業
国際理解教材整備貸出事業 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

在県外国人コミュニケーション支援事業
地域における外国人サポート事業
在住外国人への防災・災害情報提供システム構築事業 在住外国人への防災・災害情報提供システム構築事業

「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～

留学生の進路相談・就活支援事業 外国人市民のための同行業務
メディカルインタープリター（医療通訳者）養成講座

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
在住外国人医療ハンドブック・情報カード作成
日本語学習者支援体制強化事業

在住外国人と日本人のための異文化理解講座 在住外国人と日本人のための異文化理解事業

(財)佐賀県国際交流協会

熊本県国際協会

(財)宮崎県国際交流協会

(財)ひろしま国際センター

(財)山口県国際交流協会

(財)香川県国際交流協会

(財)兵庫県国際交流協会

(財)鳥取県国際交流財団

(財)岡山県国際交流協会

(財)鹿児島県国際交流協会

(財)愛媛県国際交流協会

(財)高知県国際交流協会

(財)福岡県国際交流センター

(財)北九州国際交流協会

(財)大分県文化スポーツ振興財団

(財)京都市国際交流協会

(財)京都府国際センター
(財)大阪国際交流センター

(財)大阪府国際交流財団

(財)静岡県国際交流協会

(財)愛知県国際交流協会

(財)滋賀県国際協会

(財)神戸国際協力交流センター
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自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ　クレア）地域国際化協会等先導的施策支援事業 助成決定事業一覧（多文化共生）
ＣＬＡＩＲのホームページに基づき作成

協会・実施団体名 ２０年度 ２１年度
(社)北方圏センター 多言語救急救命表示板設置事業
（財）札幌国際プラザ 学生国際合宿セミナー2008-2009
十和田国際交流協会 多文化共生・生活情報誌発行事業
（財）岩手県国際交流協会 多文化共生の担い手事業 ２００９ワンワールドフェスタinいわて～マスメディアを利用して～
（財）宮城県国際交流協会 市町村日本語教室ステップアップ支援事業 MIAニューカマー生活対応支援プログラム
（財）秋田県国際交流協会 多文化共生社会を担う人材育成事業
（財）山形県国際交流協会 山形県における国際理解教育実践事業
米沢市国際交流協会 米沢市在住外国人との共生事業
（財）福島県国際交流協会 ふくしま多文化共生サポーターエンパワーメント事業
（財）茨城県国際交流協会 外国人の多言語による情報提供事業(ハングル） 外国人への多言語による情報提供事業（インドネシア語）
（財）栃木県国際交流協会 地域における多文化理解広報促進事業 多文化共生地域づくりのための啓発促進事業

（財）群馬県観光国際交流協会
地域の活性化と外国人の利便性向上を目的とした多言語による地域
生活・観光情報発信事業

（財）ちば国際コンベンション
ビューロー

国際理解教育推進事業、国際理解啓発事業及び多文化共生推進事業

日本語ボランティア養成事業
多文化共生推進事業
外国人児童生徒受入意見交換会
在住外国人相談窓口会議（外国人相談担当者意見交換会）

船橋市国際交流協会 災害時外国人支援事業
東京都国際交流委員会 在住外国人向けＷｅｂ版ニュースレター等の作成
（財）横浜市国際交流協会 「横浜国際フェスタ２００８」 横浜国際フェスタ
（財）川崎市国際交流協会 ブラジリアン・フェスタ事業
（財）新潟県国際交流協会 多文化共生のための人材育成事業 多文化共生のための人材育成・支援事業
（財）とやま国際センター 日本語教室in黒部 多文化共生”にほんごde交流”事業『富山型―相互学習のススメ』
小松市国際交流協会 地域多文化共生支援事業
（財）石川県国際交流協会 地域多文化共生支援事業 いしかわ国際交流塾
（財）福井県国際交流協会 多言語ラジオ番組「Fuku-NET」放送事業 多言語ラジオ番組「CHOTTO　KIITE　FUKUI」放送事業
（財）岡谷市国際交流協会 多言語地震防災ガイドポスター作成事業
(特非)可児市国際交流協会 在住外国人の子どもの教育支援事業

（財）静岡県国際交流協会
｢(財)静岡県国際交流協会設立２０周年記念事業・ブラジル日本移民１
００周年記念事業～人・ヒト・県民国際交流 多文化共生に向けて～」

（財）浜松国際交流協会 多文化教育ファシリテーター養成とプログラム開発

（財）愛知県国際交流協会
ブラジル移住１００周年記念映像制作事業
「遠くて近い国ブラジル～日系ブラジル人のルーツを探る～」

江南市国際交流協会 在住外国人向け生活・防災マップ作成事業及び講習（説明）事業
（財）名古屋国際センター セイフティーファースト事業 ～外国籍住民を対象とした防災事業～ 外国籍市民の健康支援事業

（財）三重県国際交流財団
多文化共生教育センター「みーく」、国際交流団体セミナー及び国際理
解講師派遣事業

日本語教材研究開発
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協会・実施団体名 ２０年度 ２１年度
（財）滋賀県国際協会 国際教育協働推進事業「ともに考える　多文化共生が息づくまちづくり」
（財）大津市国際親善協会 日本語教室防災副読本作成事業
野洲市国際協会 在住外国人との共生

（財）京都府国際センター
在住外国人との共生社会推進事業及びNGOと連携した国際理解教育
推進事業

府内市町村における在住外国人共生社会推進事業

（財）京都市国際交流協会 ボランティアデータベースシステム及びコミュニケーションサイト構築 在住外国人のためのワンストップサービスの強化
（財）大阪府国際交流財団 多文化共生時代に対応した情報発信事業
西宮市国際交流協会 災害時における外国人支援事業
（財）兵庫県国際交流協会 兵庫国際サマースクール(アジア若者塾）2008 母語教育支援のための教材づくり・交流事業
（財）神戸国際協力交流センター 外国人向け「防災ハンドブック」等作成事業 外国人市民生活サポート事業
(特非)いこま国際交流協会 ハロハロ☆デティクラブ＆ハロハロ☆ミーティング
（財）なら・シルクロード博記念
国際交流財団

災害時外国人支援事業

（財）和歌山県国際交流協会 ｢多文化共生｣をめざす国際理解教育推進事業
（財）鳥取県国際交流財団 多文化共生支援事業 多文化共生支援事業

（財）しまね国際センター
ICT（情報コミュニケーション技術）を活用した住民参加型の多言語情報
発信事業

（財）岡山県国際交流協会 多文化共生・外国人サポート事業 外国人安心生活サポート事業
（財）ひろしま国際センター 多文化共生の地域づくり支援事業
（財）広島平和文化センター 多文化共生まちづくり推進事業 多文化共生のまちづくり推進事業
（財）徳島県国際交流協会 多文化共生フェスティバル開催事業
（財）香川県国際交流協会 在県外国人生活サポート事業 在県外国人災害時等サポート事業
（財）愛媛県国際交流協会 多文化共生地域づくり推進事業 多文化共生地域づくり推進事業

（財）高知県国際交流協会
「2009KOCHI NGO・国際NPOﾀﾞｲﾚｸﾄﾘｰ」発行事業
在住外国人のための生活情報冊子発行事業
ジュニア国際大学開催事業。インターネット携帯サイト構築事業

「南海地震に備えよう」パンフレットのやさしい日本語発行事業

（財）福岡県国際交流センター 留学生地域定着支援事業。「”ちきゅう”を知る講座」
（財）福岡国際交流協会 平成21年度福岡県における留学生実態調査
（財）北九州国際交流協会 親子多文化共生事業
（財）熊本県国際協会 在熊外国人支援くまもとﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ推進事業
（財）大分県文化スポーツ振興財団 多言語携帯メール配信システムの導入事業
（財）宮崎県国際交流協会 在住外国人支援促進事業 在住外国人支援促進事業
（財）鹿児島県国際交流協会 かごしま国際交流フェスティバル
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自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ　クレア）地域国際化協会等先導的施策支援事業 助成決定事業一覧（国際理解教育・NGOとの連携・姉妹都市経済交流）
ＣＬＡＩＲのホームページに基づき作成

県 協会・実施団体名 ２０年度 ２１年度
北海道 倶知安国際支援協会 多言語通訳者育成及び医療通訳者養成事業（仮称）
北海道 恵庭ニュージーランド協会・恵庭商工会議所 ニュージーランドティマル市との姉妹都市締結記念事業

北海道 (社)滝川国際交流協会
地域国際化深化のための国際理解学校（国際理解セミナー＆ワーク
ショップシリーズ）

北海道 池田町国際交流協議会 国際理解教育等促進事業
北海道 (社)北方圏センター 北海道南米移住史編集事業
北海道 名寄・リンゼイ記念事業実行委員会 名寄・リンゼイ姉妹都市提携40周年記念事業
青森県 みさわ国際交流協会 三沢市内英語標記マップ作成事業
青森県 十和田国際交流協会 とわだ子育てサポートブック「ハッピーキッズ」英語改訂版発行事業

岩手県 奥州市国際交流協会
奥州市多文化共生推進計画策定事業～外国人住民と市民が互いに暮
らしやすい地域の創造～

山形県 財団法人出羽庄内国際交流財団 外国出身住民用生活ガイドブック等作成事業
栃木県 足利市国際交流協会 外国人向けマップ作成事業
群馬県 桐生市国際交流協会 災害時外国人サポートボランティア事業
埼玉県 (財)埼玉県国際交流協会 高校生のための国際理解セミナー
千葉県 (財)ちば国際コンベンションビューロー 国際理解教育推進事業
千葉県 (特非)国際教育推進プロジェクトBeCOM 食の視点から考える多文化共生プラットフォーム事業

東京都
東久留米市在住外国人のための
生活便利帳を作成する会（仮称）

東久留米市在住外国人のための生活便利帳作成事業

新潟県 上越国際交流協会 ＪＯＩＮ国際フェスティバル
富山県 氷見市国際交流協会 多文化共生のまちづくり推進事業
石川県 (特非)加賀国際交流協会たぶんかネット加賀 かがっ子国際理解活動事業
福井県 越前町国際交流協会 平成21年度　姉妹都市米国モンテバロ市民招聘事業
長野県 （特非）伊那国際交流協会 外国人共生防災ネットワーク事業
静岡県 (財)静岡県国際交流協会 国際理解教育推進事業・外国人住民支援事業
静岡県 財団法人浜松国際交流協会 多文化共生を学び、地域をつくるための教材開発
愛知県 (財)愛知県国際交流協会 フレンドシップから広がる国際理解教育推進事業
愛知県 一宮市国際交流協会 外国語生活電話帳作成事業
愛知県 瀬戸市国際センター 在住外国人支援事業
三重県 (財)三重県国際交流財団 国際理解講師派遣事業
滋賀県 安土町国際文化交流協会 多文化共生・交流のまちづくり事業
滋賀県 甲賀市国際交流協会 市民や企業が協力して行うＷｅｂ版多言語版生活ガイド作成事業

滋賀県 (財)滋賀県国際協会
国際教育協働推進事業「国際教育・多文化共生教育オリジナル教材開
発『学べばわかる言語の楽しさ・難しさ―ことばがわからないってどんな
きもち？―』」

滋賀県 野洲市国際協会 「在住外国人との共生」
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県 協会・実施団体名 ２０年度 ２１年度
京都府 綾部国際交流協会 国際理解推進事業
京都府 (財)京都府国際センター NGO・NPO提案型協働国際理解事業
大阪府 (財)大阪府国際交流財団 国際理解教育拡充事業

大阪府 （財）箕面市国際交流協会
国際理解講座「多文化共生のかけ橋としての在日コリアン」～知る・学
ぶ・つなぐ～

大阪府 （特非）堺国際交流協会 アジア諸国との文化交流事業
大阪府 堺みはら国際交流協会 地域在住外国人との共生及び相互理解支援事業
兵庫県 高砂市国際交流協会 「外国人のための外国語生活ガイド」作成事業
奈良県 (社）まちづくり国際交流センター 越えてふれ合う世代と世界
奈良県 （特非）いこま国際交流協会 ハロハロ☆ikoryu～知ってみよう・やってみよう・異文化「ikoryu音楽祭」
奈良県 (財)なら・シルクロード博記念国際交流財団 「なら国際交流フェスティバル」開催事業
奈良県 平成の遣燈使実行委員会 「平成の遣燈使」
奈良県 いかるがＫＡＩＧＩ 男女共同参画社会づくりセミナー“児童と留学生との交流”

和歌山県 下津ＤＨＣクラブ （仮称）異文化の交流・文化の祭典
鳥取県 智頭町文化協会　会長　堰八良子 智頭町・韓国楊口郡　日韓文化交流事業
島根県 (財)松江市国際交流協会 吉林市友好都市提携10周年記念伝統芸能団招致事業

岡山県 社団法人玉野青年会議所
日韓少年少女絵画展事業
統營青年会議所姉妹縁組３５周年記念事業
玉野青年会議所国際交流事業

岡山県 倉敷市国際交流協会 くらしきの多文化共生まちづくり事業
徳島県 (財)徳島県国際交流協会 「多文化共生のまちづくり」理解促進事業
高知県 (財)高知県国際交流協会 ジュニア国際大学開催事業
福岡県 財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会 生活情報ガイドブック（仮称）作成事業
福岡県 おごおり国際交流協会 「在住外国人のための小郡市生活ガイドブック」作成事業
福岡県 飯塚国際交流推進協議会 多文化共生事業
福岡県 (財)福岡県国際交流センター ベトナム・ハノイ市留学生招致事業
佐賀県 佐賀・徐福国際シンポジウム実行委員会 佐賀・徐福国際シンポジウム
佐賀県 富士町古湯映画祭実行委員会 第26回富士町古湯映画祭～日韓海峡圏映画祭～
佐賀県 唐津国際交流アトラクション実行委員会 唐津国際交流アトラクション
宮崎県 都城国際交流協会 日本語ボランティア養成講座
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独立行政法人　国際協力機構（JICAジャイカ）地域提案型
　～地域の技術・経験を活かして～ JICAのホームページに基づき作成

地域提案型の基本情報

対象となる団体
地方自治体、自治体と連携する団体等

事業規模・期間
規模：1年あたりの事業費が、4,500千円以内（※）であること　　期間：3年以内

平成21年度採択内定案件一覧

実施年度 国名 案件名 提案自治体名 実施団体名

21～23年度 ネパール
ネパールにおける薪・灯油代替燃料技術の
支援と普及

北海道東川町
NPO法人北海道エネル
ギー普及促進協会（NEPA）

21～23年度
中華人民
共和国

十二徳堡郷における住民の健康向上のた
めの女性リーダー育成プロジェクト

北海道帯広市
十勝インターナショナル協
会

21～23年度 スリランカ
スリランカにおける自主防災活動の実践と
PTAによる地震・津波被害軽減手法の整備

宮城県
宮城県庁、東北大学大学
院工学研究科付属災害制
御研究センター

21～23年度
中華人民
共和国

残留農薬分析技術の普及による松花江の
環境保全支援事業

山形県
山形県環境科学研究セン
ター

21～23年度
インドネシ
ア

インドネシアの中山間地における地盤災害
防災技術の能力開発事業

秋田県 秋田県、秋田大学

21～23年度 ベトナム

マイクロコントローラー組込み技術を利用し
た、ユーザーのニーズを満たすものづくり指
導のための教材・教具、指導法とカリキュラ
ムの開発

千葉県教育庁
企画管理部教
育政策課

千葉県教育委員会

21～23年度
中華人民
共和国

黒龍江省順利村モデル地区資源循環型農
村環境構築技術協力事業

新潟県

新潟県黒龍江省順利村モ
デル地区資源循環型農村
環境構築技術協力事業推
進協議会

21～23年度
中華人民
共和国

江蘇省大気環境改善支援事業
石川県環境政
策課

石川県保健環境センター

21年度 フィジー 水難救助技術研修
松阪地区広域
消防組合

松阪地区広域消防組合

21～23年度 モロッコ
緑化による持続的地球温暖化防止対策推
進事業

岐阜県 岐阜県

21～23年度
中華人民
共和国

安順市における環境保全管理研修
宇部市　環境部
環境共生課

宇部環境国際協力協会

21～23年度 ミャンマー
ミャンマー連邦ナマタン（チン州）地区におけ
る薬用ランの栽培増殖の実施とマーケティン
グルート開発

高知県 高知県立牧野植物園

21年度
インドネシ
ア

マカッサル市　市民参加型廃棄物管理推進
事業

福岡県北九州
市

北九州市環境局環境経済
部環境国際協力室

21～23年度 ベトナム
ベトナム国におけるクリーナープロダクション
を用いた環境改善支援

福岡県北九州
市

財団法人北九州国際技術
協力協会（通称KITA）

21～23年度
中華人民
共和国

都市型近代農業及び農業政策アクションプ
ラン策定支援事業

大分県大分市 大分市

21～23年度
中華人民
共和国

貴州省の水稲品質改良に向けた技術指導
プログラム

佐賀県
佐賀県国際課、佐賀県農
業試験研究センター等

21～23年度
中華人民
共和国

広州市における衛生検査技術及び保健情
報の活用能力の向上

福岡県
福岡県・福岡県保健環境
研究所

21～23年度 カンボジア
普遍的な平和と人間の安全保障の啓発・普
及のための人材育成（平和博物館）

沖縄県平和祈
念資料館

沖縄県平和祈念資料館

地域提案型は、地方自治体が主体となり、その地域社会がもつ知識や経験を活かした事業を実施する
ことにより、開発途上地域の経済及び社会の発展に貢献することを目的としています。地方自治体のも
つノウハウやネットワークを 大限に活かし、開発途上国から日本の地域社会への人材の受け入れ
や、現地における技術指導を組み合わせたきめ細やかな協力の実施が期待されます。

地方自治体から事業を提案していただきます。なお、実際の事業実施は地方自治体自らが行うか、もし
くは地方自治体が実施を適当と判断したうえで指定する団体（法人NGO、民間企業等）と連携することも
可能です。

平成21年度～平成23年度の草の根技術協力事業（地域提案型）・採用内定(18件)29件応募。
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独立行政法人　国際協力機構（JICAジャイカ）草の根パートナー型って何？
草の根パートナー型　～豊富な経験を活かして～ JICAのホームページに基づき作成

草の根パートナー型の基本情報
対象となる団体

国際協力の経験が豊富なNGO等非営利団体、大学、公益法人等

事業規模・期間
規模：総額5,000万円以内　　期間：3年以内

平成20年度第2回草の根パートナー型・採択内定案件一覧（10件）27件応募
国名 案件名 団体名

東ティモール（実
施中）

コーヒー生産者協同組合モデルの普及
特定非営利活動法人 パル
シック

フィリピン 人畜共通伝染病予防計画
特定非営利活動法人 人畜共通
伝染病予防協議会

カンボジア（実施
中）

小学校体育科教育振興プロジェクト
特定非営利活動法人 ハート・
オブ・ゴールド

中華人民共和国
（実施中）

江西省高齢者介護教員養成事業 社会福祉法人 旭川荘

パキスタン
パキスタン・シンド州貧困農村地域における保健医療と
公衆衛生、そのキャパシティービルディング支援事業

特定非営利活動法人 JADE-緊
急開発支援機構

バングラデシュ
バングラデシュ・災害リスク軽減のためのコミュニティ開
発プロジェクト～青少年を変革の担い手として～

特定非営利活動法人 シャプラ
ニール＝市民による海外協力
の会

メキシコ
保健医療従事者と思春期ピアリーダーによる健康なライ
フスタイルづくりシステム化支援事業

自治医科大学地域医療学セン
ター

ケニア（実施中）
ケリチョー県母乳育児に焦点を当てた母子保健サービス
向上プロジェクト

特定非営利活動法人 Health
and Development Service
（HANDS）

エチオピア
ラスタ郡農村開発事業ー住民参加による循環型農業の
試み

特定非営利活動法人 フー太
郎の森基金

ブルキナファソ（実
施中）

地域環境に配慮したバム湖周辺地域における農業
生産向上プロジェクト

緑のサヘル

平成20年度第1回草の根パートナー型・採択内定案件一覧（7件）30件応募
国名 案件名 団体名

フィジー 貧困沿岸村落における住民参加型生計向上プロジェクト 株式会社 国際水産技術開発
インドネシア（実施
中）

バンテン州レバック県グヌン・ハリムン・サラク国立公園
地域における自然資源管理プロジェクト

社団法人 日本環境教育フォーラ
ム

カンボジア
カンボジア東北部の自然資源管理に基づく持続可能な
地域開発事業

特定非営利活動法人 バードライ
フ・アジア

中華人民共和国
（実施中）

四川省成都市過疎貧困農村における生計向上志
向農民の定着のための基盤整備プロジェクト

社団法人 日中青年研修協会

バングラデシュ（実
施中）

総合衛生教育を通じた地域住民の健康状態改善
事業

財団法人 日本フォスター・プラ
ン協会

インド（実施中）
北インドの小規模農民生活改善のための実用的農
民教育プロジェクト

特定非営利活動法人 アーシャ＝
アジアの農民と歩む会

マラウイ（実施中）
耕畜連携システムによる食料の生産性向上と安定的確
保＜一村一品活動の特産品つくりに向けて＞

国立大学法人 帯広畜産大学

草の根パートナー型は、開発途上国への支援について、一定の実績を有しているNGO等の団体が、
これまでの活動を通じて蓄積した経験や技術に基づいて提案する開発途上国への国際協力活動を
JICAが支援する事業です。

海外での国際協力活動の実績が2年以上あることを資格要件とします。また、団体の能力・運営基盤
に応じて事業を実施できるよう、直近2年間の支出実績の年平均が、提案する事業費概算総額の各
年平均（提案する事業費概算総額を事業実施予定年数で割った額）と同額以上であることも要件と
なります。
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独立行政法人　国際協力機構（JICAジャイカ）草の根協力支援型って何？
草の根協力支援型　～本格的な国際協力の第一歩を～ JICAのホームページに基づき作成

草の根協力支援型の基本情報
対象となる団体

国際協力の経験が少ないNGO等非営利団体、大学、公益法人

事業規模・期間
規模：総額1,000万円以内　　期間：3年以内

平成21年度草の根協力支援型・採択内定案件（4件）
国名 案件名 団体名

フィリピン
ケソン州ナカル・カタブリンガン村におけるアグロ
フォレストリー型農園の開発と運営による収入向上

特定非営利活動法人
　観照ボランティア協会

モンゴル 日本伝統治療（柔道整復術）普及事業
社団法人
　東京都柔道接骨師会

ケニア（実施中）
視覚障害者に対する日本式あん摩
　応用技術と理論講習

特定非営利活動法人
 視覚障害者国際協力協会

チュニジア
トズール県サハラウイ地区における
 無焼成レンガの製造法の指導と普及

名古屋工業大学大学院工学
研究科 藤研究室

平成20年度草の根協力支援型・採択内定案件（13件）
国名 案件名 団体名

フィリピン（実施
中）

マニラ市貧困層における薬物依存症者に対する回
復支援推進事業

特定非営利活動法人 アジア
太平洋地域アディクション研究

ラオス（実施中） ラオス障害者スポーツ振興プロジェクト
アジアの障害者活動を支援す
る会

中華人民共和国
（実施中）

視覚障害者音声情報提供技術指導事業 日本点字図書館

ニジェール（実施
中）

タウア州ブザ県村落部における、乳幼児健康改善
のための保健衛生・栄養教育および生活改善モデ
ル

特定非営利活動法人
 アムルトジャパン

中華人民共和国
（実施中）

雲南少数民族地域での学校を中心とした健康・衛
生環境改善プロジェクト～100万回の手洗いプロ
ジェクト～

特定非営利活動法人 日本雲
南聯誼協会

中華人民共和国
河北省における自閉症児教員養成支援プロジェク
ト

岐阜日中美谷福祉協会

エチオピア（実施
中）

エチオピア北ショワ地域小規模農業改善活動支援
事業

特定非営利活動法人
 エチオピアの未来の子供

インド（実施中）
インド・タミルナードゥ州カーンチープラム郡コヴァラ
ム村における自立的地域活性化プロジェクト

駒澤大学仏教経済研究所

モンゴル モンゴルでの編み物技術支援プロジェクト 仙台いぐね研究会

中華人民共和国
（実施中）

内モンゴル自治区ドキトラ村における作物残渣利
用の有機肥料生産による農村の持続的生産環境
づくり

特定非営利活動法人 日中蒙
農業交流協会

モンゴル（実施中）
バガノール区住民による植林事業及びエコロジー
学習の自立運営体制の構築

東アジア環境協働行動よこは
ま

インドネシア（実施
中）

西部バリ国立公園管理における地域コミュニティと
の共存・協働関係構築プロジェクト

いりあい・よりあい・まなびあい
ネットワーク

アルゼンチン（実
施中）

ママ・パパ・家族でできる障害児発達　アルゼンチ
ンに障害児発達指導員の普及を！

南米ひとねっとハポン

草の根協力支援型は、国内での活動実績はあるものの、開発途上国への支援実績が少ないNGO
等の団体が実施したいと考えられている国際協力活動を、JICAが支援するものです。「こんな分野で
活動したい」というアイデアの段階からJICAが相談に応じ、対象国のJICA在外事務所等からの情報
も参考にしながら、共同で事業を作り上げていきます。なお、相談や案件形成は随時行いますが、そ
の過程で事業実施が困難と判断される場合は、案件形成の中止あるいは不採択となる場合もありま
す。

海外での経験年数は問いませんが、団体の「組織」としての能力や継続性を判断する目安として、国
内外での活動経験が2年以上あることが応募の資格要件となります。
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日本ＮＧＯ連携無償資金協力（平成２１年度） 

 （外務省のホームページより作成）

日本ＮＧＯ連携無償資金協力は日本のＮＧＯが開発途上国・地域で実施する経済・社会開

発事業に政府資金を提供する制度です。 

◆助成対象団体： 申請団体には一定の要件を満たすことが求められます。例え

ば、日本のＮＰＯ法人又は公益法人であること、国際協力活動

が団体の主たる活動目的の一つであること、財務諸表が適正に

整備され累積赤字等がないこと、事業を団体自らが実施するこ

となど。 

◆助成対象事業： ①開発協力事業 

②他のＮＧＯ等と協力して行うパートナーシップ事業 

③リサイクル物資輸送 

④緊急人道支援 

⑤対人地雷関係事業 

⑥マイクロクレジット原資事業  

◆助成限度額： １団体あたり 数百万円～１億円 

アジア  
（１８） 

インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、パキ
スタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マ
レーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス 

アフリカ  
（４４） 

アンゴラ、ウガンダ、エリトリア、エチオピア、カメルーン、ガーナ、カーボヴ
ェルデ、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワー
ル、コンゴ（民）、コンゴ（共）、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオ
ネ、ジブチ、ジンバブエ、スワジランド、セネガル、ソマリア、タンザニア、チ
ャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナ
ファソ、ブルンジ、ボツワナ、ベナン、マダガスカル、マラウィ、マリ、南アフ
リカ、モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、リベリア、ルワンダ、レソ
ト 

中南米  
（３０） 

アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キュ
ーバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、セントビ
ンセント・グレナディーン、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、
スリナム、チリ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグ
ア、ハイチ、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペル
ー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ 

中近東  
（１３＋１
地域） 

アフガニスタン、アルジェリア、イエメン、イラク、イラン、エジプト、シリア、
スーダン、チュニジア、トルコ、モロッコ、パレスチナ、ヨルダン、レバノン 

大洋州  
（１２） 

キリバス、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、バヌアツ、パプアニ
ューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア 

ＮＩＳ諸国  
（１０） 

アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタ
ン、  
キルギス、グルジア、タジキスタン、ベラルーシ、モルドバ 

 ◆対象地域： 

計１３５ヶ国・１地

域 

欧州  
（８） 

アルバニア、クロアチア、セルビア、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビ
ナ、  
マケドニア、モンテネグロ、ルーマニア 

◆実績一覧： 別紙 
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外務省のホームページに基づき作成
国 締結日 案件名 被供与団体名

特定非営利活動法人
ピープルズ・ホープ・ジャパン
社団法人
日本発達障害福祉連盟
財団法人
ケア・インターナショナルジャパン

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会
特定非営利活動法人
ブリッジ　エーシア　ジャパン
特定非営利活動法人
難民を助ける会
特定非営利活動法人
ジェン
特定非営利活動法人
セーブ・ザ・ライフ
特定非営利活動法人
All Life Line Net
特定非営利活動法人
海外に子ども用車椅子を送る会
財団法人
結核予防会
社団法人
シャンティ国際ボランティア会
特定非営利活動法人
シェア＝国際保健協力市民の会

特定非営利活動法人
ラオスのこども
社団法人
シャンティ国際ボランティア会
特定非営利活動法人
APEX
特定非営利活動法人
シェア＝国際保健協力市民の会

特定非営利活動法人
民族フォーラム

特定非営利活動法人
ジェン
社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会
特定非営利活動法人
難民を助ける会
社団法人
日本国際民間協力会
特定非営利活動法人
ピースウィンズ・ジャパン
社団法人
日本国際民間協力会

社団法人
青年海外協力協会
特定非営利活動法人
海外に子ども用車椅子を送る会
特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会
財団法人
ケア・インターナショナル　ジャパン

特定非営利活動法人
カラ＝西アフリカ農村自立協力会

特定非営利活動法人
エコークラブ・インターナショナル・ジャパン

カンボジア 2009年9月17日 カンボジア国コンポントム州母子保健改善事業

地域住民による知的障害者支援事業（第2年次）

2009年7月21日 カンボジア国ココン州青年男女の能力向上事業（第二期）

ミャンマー 2009年9月16日 ミャンマー連邦エヤワディ管区サイクロン被災村における学校校
舎再建事業

2009年6月22日 ミャンマー連邦エヤワディ管区における生計支援事業

エヤワディ管区におけるシェルター型学校再建・防災ワークショッ
プ事業

2009年6月9日 ヤンゴン市への中古ゴミ収集処理車両の供与計画

2009年7月15日 2009年バッタンバン州における地雷処理・地域復興事業

フィリピン 2009年8月27日 チェンマイ近郊少数民族の生活向上プロジェクト（第2期）

2009年7月23日 フィリピン・マニラ市及び近郊養護施設に対する障害児用車椅子
供与計画

2009年5月27日 フィリピン国マニラ首都圏都市貧困地域における結核対策プロ
ジェクト　Phase II

タイ 2009年5月26日 伝統文化継承のためのノンフォーマル教育支援事業（図書館事
業）フェーズ3

2009年5月22日 タイ・ラオス国境地域におけるHIV/AIDS予防啓発およびケア・サ
ポートプロジェクト（2年次）

ラオス 2009年9月10日 小学校における図書活用強化事業

2009年5月20日 ラオス国における公共図書館推進事業

東ティモー
ル

2009年5月22日 エルメラ県内の小学校における保健教育プロジェクト（1年次）

インドネシ
ア

2009年9月17日 インドネシアにおけるナンヨウアブラギリの複合的利用による環
境保全型地域開発（第2期）

2009年8月11日 スリランカ東部トリンコマレ県における幼い子どものケア事業

ベトナム 2009年6月3日 ベトナムの視覚障害者自立支援－IT（情報技術）による点字図
書の普及と人材育成プロジェクト

ヨルダン 2009年9月13日 ヨルダン南シューナ郡における女性の自立支援事業（フェーズ2）

アフガニス
タン

2009年8月4日 パルワン県バグラム郡における地雷・不発弾処理事業（2009）

2009年6月29日 アフガニスタン・イスラム共和国における地雷回避教育事業

イラン 2009年7月23日 イラン・イスラム共和国における、イラン人貧困層及びアフガニス
タン難民のための「就職・帰還支援センター」設立・運営事業

イラク 2009年8月20日 イラク共和国ドホーク州ザホ市における小学校増築修復事業

タンザニア 2009年8月12日 タンザニア首都ダルエスサラーム市内養護施設へ障害児用車椅
子供与計画

マラウイ 2009年8月14日 マラウイ共和国ムジンバ県における地域開発活性化に向けた農
村支援プロジェクト

レソト国センク川渓谷における栄養改善と農村開発事業（第1期）

アンゴラ 2009年5月26日 平成21年度アンゴラ共和国ベンゴ州における地雷処理・地域復
興支援事業

アフリカ地域

計20ヵ国／32件／23団体

ジンバブエ 2009年6月5日 「アフリカ女子大学」への学生用大型バス寄贈計画

マリ 2009年5月29日 クリコロ地域初等教育普及事業

レソト 2009年4月30日

外務省　日本NGO連携無償資金協力　地域・国名別　平成21年度

東アジア地域

南西アジア地域

中東地域

パキスタン 2009年6月24日 パンジャブ州マリー地区郊外水道改良事業（第1次）

スリランカ 2009年9月8日 バティカロア県における帰還民生計回復支援事業（第2フェーズ）
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芦屋市国際交流協会の国際協力事業 
平成５年 
（1993 年） 

芦屋市国際交流協会発足・事業移行  姉妹都市交流から国際交流へ 
・ 第 1 回地球家族会議（市共催） 
・ 国際協力の日フォーラム（市共催） 
・ フィリピンへのスタディ・チーム派遣（２班） 
・ ＤＡＷＶ，ＵＣＦに対する支援金を募集 
・ ミシン等の支援ルート開発 
・ ＤＡＷＶ手工芸品等の販売支援 
・ 地球ボランティア協会活動への支援 
・ 日本国際飢餓対策機構への支援 

平成６年 
（1994 年） 

・ 国際チャレンジデー協賛事業「みんなげんき地球家族アワー」 
・ ミシン等の支援ルート開発 
・ 手工芸品等の販売支援 
・ ＤＡＷＶ関係者との交流（国際協力セミナー） 
・ ＤＡＷＶ，ＵＣＦ活動に対する現地視察 
・ 芦屋青年国際協力ワーク隊派遣事業（ピナツボ被災地への協力支援） 

平成７年 
（1995 年） 
阪神淡路大震
災 

・ フィリピンに対する国際協力事業の調査 
・ カピス販売 
・ 外国人が語る震災フォーラム（９月） 
・ 地震災害情報紙の発行（３～９月） 
・ 在住外国人震災意識調査（７～８月） 

平成８年 
（1996 年） 

・ 芦屋市海外青年協力ワーク隊派遣事業 
（７／２９～８／９ フィリピン バタンガス州リパ市） 

・ カピス販売事業 
平成９年 
（1997 年） 

・ 第２回地球家族会議（国際シンポジウム） 
・ 芦屋市海外青年協力ワーク隊派遣事業 
・ カピス販売事業 

平成１０年 
（1998 年） 

・ 芦屋市海外青年協力ワーク隊派遣事業   １２名参加 
・ カピス販売事業 

平成１１年 
（1999 年） 

・ フィリピンスクールプロジェクト（ＰＳＰ）１９名参加 
現地の小学生にリコーダーの演奏方法を指導する 

・ カピス販売 
平成１２年 
（2000 年） 

・ 第３回地球家族会議（国際シンポジウム）市共催 
・ ボランティア養成セミナー（多文化共生センター共催） 
・ フィリピンスクールプロジェクト２０００ ２４名参加 
・ 市内外国人施設案内 
・ 海技大学校海外研修生対象日本語等指導事業 

平成１３年 
（2001 年） 

・ フィリピンスクールプロジェクト２００１ ２３名参加 
・ 市内外国人施設案内 
・ 海技大学校海外研修生対象日本語等指導事業 

平成１４年 
（2002 年） 

・ フィリピンスクールプロジェクト２００２ ２４名参加 
・ 在住外国人対象バスツアー 
・ 海技大学校海外研修生対象日本語等指導事業 

平成１５年 
（2003 年） 

・ ＶＴＲでのソプラノリコーダーの教育プログラム（フィリピン） 
・ 海技大学校海外研修生対象日本語等指導事業 

平成１６年 
（2004 年） 

・ フィリピンスクールプロジェクト２００４ ２０名参加 
・ 海技大学校海外研修生対象日本語等指導事業 

平成１７年 
（2005 年） 

・ フィリピンスクールプロジェクト２００５  ９名参加 
・ 海技大学校海外研修生対象日本語等指導事業 

平成１８年 
（2006 年） 

・ フィリピンスクールプロジェクト２００６  ５名参加 
・ 海技大学校海外研修生対象日本語等指導事業 

平成１９年 
（2007 年） 

・ ポストＰＳＰ事業調査・・・タイとの交流 
・ 海技大学校海外研修生対象日本語等指導事業 

平成２０年 
（2008 年） 

芦屋市国際交流協会がＮＰＯ法人化 
・ 海技大学校海外研修生対象日本語等指導事業 

平成２１年 ・ 海技大学校海外研修生対象日本語等指導事業 
 

ＤＡＷＶ：女性ボランティア開発援護協会
ＵＣＦ ：大学センター財団 
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