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国
際
的
取
組
支
援

国内事業

観光客・企業等を
誘致したい

セミナー等を開催
（参加）したい

情
報
提
供
支
援

他の自治体の
取組情報を
得たい

地域の魅力発信セミナー

グローカル外交ネット

地方自治体の国際的活動に関する情報や、地方連携推
進室の事業を掲載しています。

手続

年に１回程度実施。毎年秋頃、地方自治体
に対し、希望調査を実施しています。

連絡先

地方連携推進室

主な対象

地方自治体

手続

外務省ホームページをご覧下さい。
（日）https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/index.html
（英）https://www.mofa.go.jp/ms/lpc/page25e_000167.html

連絡先

地方連携推進室

主な対象

地方自治体

地方自治体と協力して、駐日外交団等に対
し、各地方自治体のそれぞれの特色・施策
（産業、観光、投資・企業誘致等）に関する
セミナーを開催し、地方の魅力の発信を支
援します。 事業例 p.10

対日直接投資支援
経費事業
関係省庁やJETRO、地方自治体等の
協力を得て、地方への投資誘致に関す
るメリットや課題等について議論。投資
先としての地方の魅力を発信します。

手続

今後の予定については外務省ホームペー
ジをご確認ください。

連絡先 経済協力開発機構室

主な対象

政府関係者
地方自治体
企業・経済団体

事業例 p.10



情
報
提
供
支
援

国際情勢・
施策情報を
得たい

国際情勢講演会
外交政策・国際情勢について
省員が一般の方向けに講演します。

手続

年に１０回程度、地方自治体、国際交流団体等と
の共催事業として開催。開催時期、応募方法は
左記の外務省ホームページで御確認ください。

連絡先 国内広報室

主な対象 地方自治体、国際交流団体等

外交講座／高校講座

外交政策・国際情勢や外務省の仕事
について、大学・大学院生、高校生向けに
講演
します。

手続

主な対象 大学、高校

国内事業

小中高生の
外務省訪問

小中高生の外務省訪問
（省内見学及び省員との意見交換）
を受け付けています。

手続

訪問希望日の２か月前までに事前予約が必要
です。詳しい手続は外務省ホームページで御
確認ください。

連絡先 国内広報室

主な対象 小中高生

2

連絡先 国内広報室

【企画募集／開催報告】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shiritai/kouenkai/ichiran.html

地方連携フォーラム

地方自治体の実務担当者を対象に、地域レベルの国
際交流活動に関する外交政策や、最新の国際情勢
に関する情報を提供します。外交団等とのネットワー
キングも支援します。

手続

年に１回開催。都道府県、政令指定都市及び
中核市職員の皆様に御案内します。

連絡先

地方連携推進室

主な対象

地方自治体
事業例 p.11

他の自治体の
取組情報を
得たい

事業例 p.11

事業例
p.12

事業例 p.13

全国各地の大学及び大学院（年６０講座程）、高
校（年１２０講座程）で実施。「外交講座」の開催時
期、応募方法等は外務省ホームページで御確認
ください。「高校講座」は、毎年２月頃、各都道府
県の教育委員会等から推薦を受け、決定してい
ます。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shiritai/kouenkai/ichiran.html


交
流
・
連
携
支
援

地方の魅力を
世界へ
アピールしたい

駐日外交団による地方視察ツアー

地方自治体との共催で、駐日外交団による地方視察を実施しま
す。

手続

●地方連携推進室から、毎年秋頃、地方自治体に対し、
希望調査を実施しています。

●儀典官室と地方連携推進室が、年に数回、駐日各
国大使等を対象とした視察ツアーを実施しています。

●別途大阪分室でも関西の領事団を対象とした会合・
視察ツアーを実施しています。

連絡先

地方連携推進室、儀典官室（外交団対象ツアー）
大阪分室（在関西領事団を対象とした会合・ツアー）

主な対象 地方自治体

手続

連絡先

主な対象 地方自治体

国内事業

3

手続

連絡先

主な対象 地方自治体

事業例 p.14

事業例 p.14、15

事業例 p.15

各種交流プログラム

世界各国で一定の指導的立場に就く者，政
府や各界で活躍が期待される優秀な人材
等の招へいや我が国の魅力の発信を目的
とした青年交流等の人的交流事業において、
地方訪問をアレンジしています。

大使・総領事の地方訪問

在外公館長が在外赴任前及び一時帰国した
際に地方を訪問します。

特定の国・地域の大使の訪問を希望する場合
は、地方連携推進室までご連絡ください。

地方連携推進室

事業目的、被招へい者の要望等に応じ、地方訪問
をアレンジしています。

人物交流室（閣僚・戦略的実務者招へい）
対日理解促進交流室（対日理解促進交流プログラム）

地方創生支援飯倉公館
活用対外発信事業

飯倉公館を活用し、外務大臣と地方自治体
の首長との共催で地方の多様な魅力を内外に
発信し、地方創生を支援します（レセプション形式）。
自治体によるブース出展と地場産品などのＰＲも行います。

手続

地方連携推進室まで御連絡ください。

連絡先

地方連携推進室

主な対象

地方自治体 事業例 p.13



交
流
・
連
携
支
援

外国語指導助
手等を受け入
れたい

手続

連絡先

主な対象 地方自治体

国内事業
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手続

連絡先

主な対象

ＪＥＴプログラム

語学指導等を行う外国青年の招致事
業を実施するため、在外公館において
募集・広報・選考等を行っています。

自治体職員を
外務省に派遣
したい

ＪＥＴプログラムは総務省、外務省、文科省、自治
体国際化協会が運営協力をしています。御不明な
点がある場合は、人物交流室まで御相談ください。

人物交流室（JETプログラム）
自治体国際化協会
http://jetprogramme.org/ja/

地方自治体

外交実務研修員
外務省（本省及び在外公館）では、地方自治
体職員を受け入れています。
（毎年４月に研修開始。本省で２年、その後在
外公館で２年勤務する人事交流制度）

職員派遣を検討・希望する場合は、
人事課まで御連絡ください。

人事課

事業例 p.16

事業例 p.17

手続

連絡先

主な対象 地方自治体

海外メディアに
発信したい

海外メディアへの
発信支援

国際報道官室

事業例 p.16

事業目的、参加記者の要望等を踏まえ、地方取
材日程をアレンジしています。良い取材案があれ
ば国際報道官室に随時情報提供ください。

海外メディアの招へい、在京外国メディアを
対象とした地方へのプレスツアーなどを通じ
て、地方の魅力の海外発信を支援。

http://jetprogramme.org/ja/


海
外
展
開
支
援

海外で地域の
魅力を発信
したい

地場産品/
産業の
海外展開を
したい

海外事業

地方の魅力発信プロジェクト（在外公館施設の利用）
手続

在外公館施設の利用については、随時受け付
けています。詳細は在外公館もしくは地方連携
推進室まで御連絡ください。

連絡先

地方連携推進室

主な対象

自治体

地方の物産、観光のプロモーション活動
を支援のために、在外公館施設（大使
館・総領事館、公邸、広報文化センター
等）の利用の機会を提供します。

事業例 p.18

5

地域の魅力海外発信支援事業 手続

事業の実施に合わせて、事業への参加を随時
募集をします。

連絡先

地域課もしくは地方連携推進室

主な対象

自治体

東日本大震災後の国際的な風評被害
対策として、食品輸入規制の撤廃・緩和
の働きかけと併せ、地方創生の一環と
して日本の地域の魅力発信、日本各地
の商品の輸出促進、観光促進等を支援
する総合的なＰＲ事業を実施します。

事業例 p.19

日本産酒類・伝統的工芸品の海外普及促進
手続

連絡先

主な対象

在外公館で開催する会食・レセプション等において、コンクールで受賞
した日本酒・日本ワイン・焼酎・泡盛等を活用しています。和食・日本酒
等を提供する際には伝統的工芸品の和食器や酒器等を活用しています。
また、外国要人への贈呈等に伝統的工芸品を活用しています。

事業例 p.19、20

自治体・企業

在外公館における活用やPR活動については下
記まで御相談ください。

在外公館課 （日本産酒類、伝統的工芸品の
和食器や酒器等）

地方連携推進室 （上記の「地方の魅力発信
プロジェクト」等を日本産酒類・伝統的工芸品
等のPRの機会として活用いただけます。）



海外事業

海
外
展
開
支
援

6

地域資源を
アピールしたい

地場産品/
産業を
海外展開
したい

日本産品の輸出促進事業
在外公館「日本企業支援窓口」
大使館、総領事館に配置
している日本企業支援担
当官が相談に対応します。
現地情報の提供や、在外
公館を活用した日本産品
ＰＲ等を実施します。

手続

日本企業支援窓口リスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/page22_000526.html
外務省経済局官民連携推進室
03-5501-8336
business-support@mofa.go.jp

連絡先

主な対象 企業

各在外公館の「日本企業支援窓口」に御相談ください。
経済局の官民連携推進室でも随時御相談をお受けします。

事業例 p.22

海外で地域の
魅力を発信
したい

地場産品/
産業の
海外展開を
したい

経済連携協定交渉に係る政策、EPAのメリット及び活
用法を企業関係者に分かり易く説明します。

ＥＰＡ（経済連携協定）活用セミナー 手続

連絡先

主な対象

年に複数回ほど、商工会議所等と連携して開催しています。
開催スケジュールは外務省ホームページで御確認ください。

経済連携課

企業

事業例 p.23

手続

連絡先

戦略的対外発信拠点室
regionalatjapanhouse@mofa.go.jp

主な対象

ジャパン・ハウスのＨＰ
（https://www.japanhouse.jp/what/application/)に
地方公共団体用の利用申請を掲載しています。

地方公共団体、企業、
大学、ＮＧＯ

サンパウロ、ロンドン及びロサンゼルスに設置しているジャパン・
ハウス（ＪＨ）は、親日派を増やし、日本とのビジネスやインバウ
ンド観光を促進するために、地域の魅力を含む日本の多様な魅
力を幅広い層に向けて発信しています。

 ジャパン・ハウスの施設内における展示・販売・広報
・展示・各種セミナー等の開催。
・物販スペースでの地方産品の販売。
・ＳＮＳを通じた地域の魅力等に関する広報。

 現地との関係構築
・現地関係団体への積極的な広報や関係団体との協力。

⇒ ＪＨは、モノ・コトの魅力の背景を分かりやすく見せることにより、
来館者に強い印象を与え、出展者と現地の間に関係を構築する
ことを目指しています。そのために、ＪＨは出展者と共に、展示等
の検討・準備を念入りに行います。

ジャパン・ハウス

事業例 p.21

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/page22_000526.html
mailto:business-support@mofa.go.jp
mailto:regionalatjapanhouse@mofa.go.jp
https://www.japanhouse.jp/what/application/


海
外
展
開
支
援
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
活
用
）

中小企業
等の製
品・技術
等を途上
国の開発
に活用し
たい

地方自治体と連携した無償資金協力

中小企業等の海外展開支援

手続

連絡先

開発協力総括課

主な対象

自治体、企業

手続

中小企業等からの提案を受け付けて審査を行い
採択案件を支援します。

連絡先

開発協力総括課

主な対象

中小企業等

海外事業

手続き

7

地方自治体からの提案に基づき、自治体が有する
経験や知見を途上国の開発に活用します。

中小企業等からの提案に基づき、中小企
業等の優れた製品・技術を途上国の開発
に活用します。

事業例 p.24

事業例 p.24

国
際
協
力
支
援

（
Ｏ
Ｄ
Ａ
活
用
）

アフリカ
の若者を
受け入れ
たい

自治体の
取組情報
等を得た
い

手続

連絡先 主な対象

事業例 p.23

連絡先

主な対象

ＡＢＥイニシアティブ
（アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ）

アフリカの若者に対して、日本の大学院等での
教育と日本企業でのインターンシップの機会を
提供します。このイニシアティブを通じてアフリ
カにおける産業人材との人脈を形成し、地方を
含む日本企業のアフリカ進出に貢献すること
が期待されます。

以下のホームページからお申込み下さい。
http://www.jica.go.jp/regions/africa/business/
internship.html

国別開発協力第三課
ＪＩＣＡアフリカ部

手続

事業例 p.25自治体、企業、大学

地方自治体からの提案をＪＩＣＡが受け付け
ます。

国際協力推進員
「地域のJICA窓口」として、全国の地域国際化協会等
に配置しています。２０２２年５月現在、４０都道府県
において、多文化共生に特化した国際協力推進員
（外国人材・共生）を含む６３名が、各地の国際協力
活動を推進しています。

ＪＩＣＡ国内拠点が募集・選考を実施（随時）

ＪICA国内拠点
JICA国内事業部

JICAボランティア等の経
験を有する方や、社会人
経験のある方等

http://www.jica.go.jp/regions/africa/business
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地方の文化
を発信したい

海
外
で
の
発
信
支
援

手続

連絡先

自治体、文化団体主な対象

国
際
協
力
支
援
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
活
用
）

自治体や民
間の技術・経
験を途上国
発展に活用
したい

海外での講演・
実演・ワークショップ

手続

海外に派遣する専門家については、外務省ホーム
ページ（「日本ブランド発信事業」のページ）で公募し
ています（現在は新型コロナウイルスのため、公募を
一時中断しています）。

連絡先

広報文化外交戦略課

主な対象

個人

革新する現代文化、伝統、価値観等「日
本ブランド」を体現する各界の専門家が
海外で講演・実演・ワークショップを実施
し、日本の魅力を発信しています。

ＪＩＣＡ海外協力隊
現職参加や各種連携（自治体・民間・大学）など
を通じ、中小企業や地方自治体等の人材育成を
支援します。

手続

年に２回、ＪＩＣＡが募集・選考を実施
（自治体連携・民間連携は随時募集・選考を実施）

連絡先
事業管理室、
ＪＩＣＡ青年海外協力隊事務局参加促進課

主な対象

自治体・日本国登記法人の
職員大学の職員、学生

事業例 p.26写真提供：谷本美加／JICA

草の根技術協力

主な対象

連絡先

手続

民間援助連携室
ＪＩＣＡ国内事業部市民参加推進課

自治体、企業、大学、ＮＧＯ
事業例 p.25

地方自治体等が有する技術・経験を活用し、
途上国の生活向上に協力しながら、地方自治
体等日本各地の国際化や海外展開に繋げる
ことを支援します。

事業例 p.27

事業例 p.27

海外における文化事業

在外公館や国際交流基金（ＪＦ）が海外で
実施する文化事業等を通じて、地方の文
化を含めた日本の多様な文化の紹介を
行っています。

在外公館やＪＦが実施する文化事業については、事業
実施の在外公館、ＪＦ、もしくは文化交流・海外広報課
にご相談ください。

文化交流・海外広報課、国際交流基金（ＪＦ)

年に２回の公募制（地域活性化型）
ＪＩＣＡとの委託契約
※令和3年度から「地域活性化型」に名称を変更



便宜供与/
地方連携担当官

便宜供与依頼、在外公館の地方連携担当官に関わる
問合せについては地方連携推進室が窓口となります。

連絡先

地方連携推進室

主な対象

自治体

海外事業

交
流
・
連
携
支
援

外国の都市
と交流した
い

地方自治体職員等の海外出張に関わる便宜
供与依頼を受付けています。また、各在外公
館には地方連携の窓口として地方連携担当
官が配置されています。

9

海外の人々
に広く地方
の魅力を発
信したい

海
外
へ
の

発
信
支
援

外務省の英語Facebook、Twitter、
Instagramで地方の魅力を含む日本
の様々な魅力を画像や動画で紹介
しています。

素材となる地方の魅力を発信する画像や
動画がある場合に御相談ください。

手続

連絡先

自治体主な対象

外務本省のSNSでの発信

広報文化外交戦略課、地方連携推進室



事業例



国内事業
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対日直接投資セミナー

スキーム 対日直接投資支援経費事業

関係省庁やJETRO、地方自治体等の協力を得て、外国企業、在京大使館、駐日
経済団体・商工会議所関係者等を対象に、投資先としての地方のメリットや課題
に関する議論を通じて投資先としての地方の魅力を発信するセミナー。

平成２８年度から開始し、これまでに４回実施。

 連携例 グローバル・ビジネス・セミナー

 開催日 令和４年３月25日

 場所 オンライン開催

 担当課室 経済協力開発機構室

概要と成果

 対日直接投資推進をテーマに、再生可能エネルギーの柱とされる洋上風力と

脱炭素の切り札と呼ばれる水素ビジネスに焦点をあて、日本での投資拡大の

展望及び地方の魅力について議論。

 自治体による講演では、「2050年ゼロカーボンシティに向けた海洋エネルギー

の取組み」をテーマに、五島市から取組を紹介し、同市の雇用創出や環境保

全にもつながっている点を強調した。

 国内外企業関係者、在京大使館、

駐日経済団体・商工会議所、政府・

地方自治体関係者等約２５０名が参

加し、活発な交流が行われた。

三宅外務大臣政務官による開会の辞

地域の魅力発信セミナー

スキーム 地域の魅力発信セミナー

地方自治体が、駐日外交団等に対して観光、産業、投資、企業誘致等の政策や
魅力をＰＲするセミナー。第二部となる交流会では、特産品の試飲試食や観光等
の情報を提供するブース、伝統工芸等の体験コーナーを設置。

平成２０年度から開始し、これまでに２７回実施。（毎年秋に自治体に対し翌年度
参加の希望調査を行い、年に１回程度実施。）令和２年度は新型コロナウイルス
感染拡大を避けるため実施を見送り、令和３年度はオンラインにて開催した。

 開催日 令和３年１０月２８日

 場所 オンライン

 共催
三重県、橿原市（奈良県）、鹿児島市・奄美市・屋久島町(鹿児
島県）、一般社団法人淡路島観光協会

 担当課室 地方連携推進室

概要と成果

 令和３年度のセミナーはオンラインで実施。駐日外交団等約１５０名が視聴。

 第1部は各共催団体が観光地、歴史および文化などを紹介するプレゼンテー

ションを行い、第2部は対面の交流会に代えて事前配布した特産物やパンフ

レットを元に各地域の味覚や観光モデルコースなどの紹介を行った。

第一部プレゼンテーション 対面実施 第二部交流会
(令和元年度）

第二部参加型プレゼンテーション



国内事業
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地方連携フォーラム

スキーム 地方連携フォーラム

地方自治体の実務担当者等を対象とし、地域レベルの国際交流活動に関する外
交政策や、最新の国際情勢に関する説明会及び分科会を開催。駐日外交団を
交えた意見交換会も実施。

平成１９年度から開始し、令和２年度までに１７回開催。
令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、実施を見送った。

 連携例 令和２年度地方連携フォーラム

 開催日 令和３年３月２日

 場所 オンライン

 担当課室 地方連携推進室

概要と成果

 第一部・外交政策説明会（テーマ：「最近の日中関係・中国情勢」）を開催した。

 第二部では「コロナ禍における地方の魅力海外発信戦略～今こそやるべきこ

と～」をテーマに、「地方再生に向け、いま地域がやるべきこと」、「自治体・Ｄ

ＭＯの事例に見るコロナ禍で行うべきインバウンド向け情報発信とは？」、「地

域のＰＲポイントの見つけ方と作り方」について、講演・パネルディスカッション

が行われた。

 自治体職員からは、「昨今の日中関係について説明がわかりやすく、理解が

深まった」、「コロナ禍において、地域プロモーションのためにすべきことについ

て貴重なヒントを得た」等の声が聞かれた。

外交政策説明会（令和元年度） オンラインでのパネルディスカッション（令和２年度） 福岡市 駒ヶ根市 新潟県立大学

地方自治体や国際交流団体等と共催で実施している講演事業。主催団体の希望
テーマに応じて、外務省員を派遣し、講演や意見交換を実施。幅広い世代の市民
を対象に、国際情勢に関する知識の普及、外交政策に対する理解促進を目的と
する。

平成１５年度から実施しており、近年は年間１０回程度開催。令和２年度からはオ
ンラインでの講演会も行っている。

・毎年３月以降に、年間４期に分けて企画募集を行い、開催を希望する団体から
の申請を受けて企画審査を実施
・採用が決定された団体との共催事業（費用一部負担）

 開催時期 ６月～２月

 場所
主催団体が指定する会場（借上会場など）

（又はオンラインで実施）

 担当課室 国内広報室

概要と成果

 令和３年度は、５回の講演会を実施し、４２２名が参加した（全てオンラインで

実施）。

 参加者からは、「現地で得た知識と情報を分析した講演でとても分かりやす

かった」、「気候変動について、具体的なことを知ることができ、貴重な時間

だった」、「登壇者の話がとてもわかり易く内容が頭に入った。これをきっかけ

に、身近でできる社会貢献に挑戦してみたいと思う 」などの感想が寄せられ、

９割を超える参加者から好評価を得た。

国際情勢講演会

スキーム 国際情勢講演会
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全国の大学及び大学院に外務省員を派遣し、各大学及び大学院の希望テーマ
について講演する。次代を担う大学生・大学院生を対象に、最新の国際情勢や
外交政策に関する理解促進を目的とする。

平成６年度から年間６０講座程度開催。令和２年度からはオンラインでの講座も
行っている。
・派遣経費（交通費、日当、宿泊料）は開催大学が負担。
・外務省が派遣経費を負担する講座を毎年度８～１０講座程度開催（関東を除く。
ただし、複数大学参加企画枠の場合は全国対象。）

 開催時期 ５月～３月

 場所 各大学及び大学院（又はオンラインで実施）

 担当課室 国内広報室

概要と成果

 令和３年度は、２３講座（22講座はオンライン）実施し、２，２３７名が参加した。

 参加学生からは、「外交官の実務や実態に基づいた話が聞けて実感が湧い

た」、「ニュースなどを見るだけでは知ることができない事情を実際に見て考え

ることに興味を持った」、「女性もたくさん活躍していることを知らなかったので、

驚いた」、「教科書に載っているのとはまた違う視点で話が聞けて有意義だっ

た」などの感想が寄せられ、９割近くの参加学生から好評価を得た。

外交講座

スキーム 外交講座

香川大学 叡啓大学

全国の高等学校に外務省員を派遣し、国際理解や外交官の職務について講演
する。高校生に対する外務省の仕事や役割に関する理解の促進を目的とし、併
せて外交・国際問題に対する関心や意識の向上も図る。

平成７年度から年間１２０講座程度開催。
令和２年度からはオンラインでの講座も行っている。

・各都道府県の教育委員会等にて推薦された希望校に対し実施
・各都道府県において１～６校程度

 開催時期 ６月～３月中旬

 場所 各高等学校（又はオンラインで実施）

 担当課室 国内広報室

概要と成果

 令和３年度は、123校で行い、３７，５３６名が参加した（オンラインと対面で実

施）。

 参加生徒からは、「外国で働くことの現状を知ることができ、海外で働きたい

気持ちが湧き上がってきました」、「外務省の仕事が多岐にわたり、文化の

異なる国との交渉のために様々なことを勉強しなければならないことを知る

ことができました」、「宗教や衣食住の文化の違いを越えて外国の人たちと理

解し合えるようになりたいと感じました」などの感想が寄せられ、９割を超え

る生徒から好評価を得た。

宮城県泉館山高等学校 兵庫県立相生高等学校

高校講座

スキーム 高校講座



国内事業

13

全国の小中高生による外務省訪問を受け入れ、省内見学や省員との懇談を実
施する。小中高生という幅広い学生層に対し、外務省の活動や外交政策に関す
る理解の促進と関心の向上を図る。

平成１６年度から実施。
令和２年度からはオンラインでの訪問事業も行なっている。

・訪問を希望する学校から直接申込を受け付けている。

 開催時期 通年 （詳細は外務省HP参照）

 場所 外務省（又はオンラインで実施）

 担当課室 国内広報室

概要と成果

●令和３年度は、１１件、計４２３名が訪問事業に参加した（全てオンラインで実
施）。

●参加児童生徒からは「外交官の仕事で大切なことは、『できないことをできると

言わない、信頼は約束を守ることから始まる』という話が印象に残った」、「省内見

学バーチャルツアーで、オンライン国際会議の会場を見て、ニュースでやってい

た外務省のオンライン会議はここでやっていたんだとびっくりした」などの感想が

寄せられ、９割近くの参加者から好評価を得た。

青山学院初等部 筑紫女学園中学校

小中高生の外務省訪問

スキーム 小中高生の外務省訪問

 連携例 外務大臣及び岩手県知事共催レセプション （第２１回）

 開催日 令和２年２月７日

 場所 飯倉公館

 担当課室 地方連携推進室

鏡割り

飯倉公館活用 対外発信支援

スキーム 地方創生支援 飯倉公館活用対外発信事業

漆塗り体験を楽しむ外交団

概要と成果

 ２１回目となる事業は外務大臣と岩手県知事共催により実施。

 岩手県の観光、農産品、工芸品やホストタウンを紹介する様々なブース

を設けるとともに、ステージではさんさ踊りのパフォーマンスが行われ、

同県の多様な魅力をアピールした。

 駐日外交団等約２５０名が参加し、活発な交流が行われた。

 令和２年度及び同３年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、実施

を見送った。

地方自治体の首長と共催で、駐日外交団等を飯倉公館に招き、地方の多様な
魅力を内外に発信する事業。

平成２７年２月に開始。これまで（令和４年３月末まで）に２１回実施。
京都市、福島県、広島県・広島市、三重県、青森県、香川県、茨城県、和歌山県、
佐賀県、山口県、福岡県、岡山県、高知県、北海道、福島県、鹿児島県、愛媛県、
長崎県、宮崎県、奈良県、岩手県と共催。
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在外公館長が在外赴任前及び一時帰国した際に地方を訪問し、任地の最新情
報の提供、姉妹都市交流や経済交流に関する意見交換や講演等を行い、

地方の国際的取組を支援。

 開催日 令和３年１２月

 訪問者 在ナイジェリア大使

 場所 千葉県木更津市

 担当課室 地方連携推進室

概要と成果

 在ナイジェリア大使は、千葉県木更津市を訪問。

 ナイジェリア・オリンピック委員長及びレスリング競技銀メダリストから預かった

同市へのビデオメッセージを届けるとともに、市長他とホストタウンとしての経

験を活かしたナイジェリアとの交流維持・発展等（特にスポーツ交流）について

意見交換を行った。

 また、大使は、木更津市がナイジェリアとの交流促進の一環として同国の青

少年に供与する野球用具とサッカーのユニフォームの贈呈式にも出席した。

大使・総領事の地方訪問

スキーム 大使・総領事の地方訪問

国内事業

地方視察ツアー

スキーム 駐日外交団による地方視察ツアー

我が国の地方の歴史、文化、産業等の実情を直接見聞する機会を提供し、
地方に対する認識を深めてもらい、地方と諸外国との更なる交流発展を目指し
実施。

地方連携推進室または儀典官室が、地方自治体と連携して年数回実施。

毎年秋に自治体に対し翌年度の実施希望調査を実施。

 開催日 令和３年１１月２４日、２５日

 場所
福島県こおりやま広域圏（郡山市、須賀川市、三春町、猪
苗代町）

 担当課室 地方連携推進室

概要と成果

 福島県こおりやま広域圏へのツアーには駐日外交団１３か国より１４名の大

使等が参加。

 「最先端医療技術集結地のこおりやま広域圏」、「広域圏でみる東日本大震

災・原子力災害からの復興の歩み」を主軸として、自然の恵みを受けて発展

を遂げた、医療、エネルギー、農業、そして復興等に関連する施設を訪問。

 外交団一行との意見交換会に出席した上杉政務官より、震災後に各国から

寄せられた支援や励ましに謝意を表するとともに、食品輸入規制の撤廃や風

評被害の払拭に向けての理解と協力を求めた。

産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所 いちご農園視察木更津からナイジェリアへの野球道具等の贈呈式銀メダリストからのビデオメッセージ視聴



国内事業
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地方視察ツアー

在関西領事団会合・視察ツアースキーム

各種交流プログラム

スキーム 対日理解促進交流プログラム

 開催日 令和４年３月１４日

 場所 大阪府

 担当課室 大阪分室

会合の様子 関西担当大使

関西地域と諸外国との更なる交流発展を目指した、在関西領事団を対象とする
会合や視察ツアーを開催し、関西地域の歴史、文化、産業等の実情を直接紹介、
見聞する機会を提供。

地方自治体や地元機関等の協力を得て、関西担当大使・大阪分室主催で実施。

概要と成果

 在関西の総領事等が参加。

 コロナ禍において、関西における各国総領事館との対面での交流の

場がない状況が続いていたことから、会場における感染防止対策を

講じたうえで、領事団相互の交流の場を設けるとともに各館の関心

事項や要望につき意見交換を行った。

 特に領事団の関心が高い2025年大阪・関西万博の準備状況や今後

のスケジュール等最新の状況について（公社）2025年日本国際博覧

会協会を招いて説明を行った。

招へい、派遣、オンライン交流を通じて、参加する諸外国の青年の専門性、関心
分野に沿った形で、日本の政治、経済、社会、文化、歴史及び外交政策等に対
する理解を促進し、また､プログラム経験をいかした活動をしてもらうことで、親日
派・知日派の発掘・育成、外交基盤の拡充、参加者による対外発信の強化を図
る事業。

【地域別事業名称（対象地域）】
ジェネシス

・ ＪＥＮＥＳＹＳS２０２２ （アジア大洋州）
・ カケハシ・プロジェクト （北米）

ミライ

・ ＭＩＲＡＩ （欧州）
ジュントス/フントス

・ Ｊｕｎｔｏｓ!! （中南米）
 担当課室 対日理解促進交流室

 連携例 例① カケハシ・プロジェクト
沖縄プログラム（招へい）

 開催日 令和元年１２月１０日～１７日

 場所 沖縄県、東京都

 協力 沖縄空手会館、

沖縄県立名護高等学校他

例② ＪＥＮＥＳＹＳ２０２０
日マレーシア・ホストタウン交流

令和３年１月２８日

愛媛県（ウェビナー）

愛媛県・スポーツ・文化部等

概要と成果

 米国オレゴン州から高校生２５名を招へいし、米国と関わりの深い沖縄県を訪問。

空手体験、平和祈念資料館訪問、戦争体験講話の聴講、県立名護高等学校訪問、

ホームステイといったプログラムに参加。日米の友情を育み､日本の歴史・文化の

知見を深め､プログラム体験をSNS等で発信。

 マレーシア青年１８３名がオンラインで愛媛県を訪問。ホストタウンの取組、地域の

特色等について聴講・意見交換。愛媛県の魅力等についてSNS等により発信。

ホストタウン交流名護高等学校と交流
写真提供：日本国際協力センター（JICE）

ホームステイ

 国内訪問実績（オンライン） ３０都道府県（令和３年度）



国内事業
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海外メディアへの発信支援

スキーム 報道関係者招へい・日本特集番組制作支援

スキーム

 担当課室 人事課

研修の様子

外交実務研修員

スキーム 外交実務研修員／在外行政サービス研修員

集合写真

概要と成果

次の目的に資するため、地方自治体から職員を受け入れている。

① 外務省と地方自治体との関係の強化、相互理解の促進。

② 地方の国際化促進のための人材の養成。

③ 在外公館における地方自治体職員の知識・経験の活用。

④ 在外公館業務の必要性・重要性についての理解促進。

 これまでの実績として５００名を超える自治体職員を受け入れ、人事交流を実

施した。現在は本省と在外公館において５６名（本省２８名、在外公館２８名）

の自治体出身職員が活躍している（※令和４年４月１日現在）。

 外務省への出向経験が、自治体が進める国際交流の増進に寄与している。

地方自治体から職員を受け入れ、本省で２年間（在外行政サービス研修員の

場合は３～６か月）、在外公館で２年間勤務する人事交流制度。

外交実務研修員については、原則毎年４月を研修開始時期として受け入れ。

在外行政サービス研修員については、通年受け入れ。

在京外国メディアを対象に、日本の政策広報上重要なテーマ（非核と平和への
取組、被災地の復興等）に関する取材機会を提供するため年間約５件のプレス
ツアーを実施。

海外メディアを招へいし、地方取材も盛り込みつつ、政治・経済・産業・文化等
の幅広い分野で対日理解促進のための取材機会を提供。
（令和３年度はコロナ禍の制約の下、オンラインで複数の取材を調整した。）

福島プレスツアーの様子

連携例 東日本大震災からの復興をテーマとしてドバイの記者を招へい

開催日 令和３年１１月１５日～１７日

場所 福島県

担当課室 国際報道官室

概要と成果

 令和３年度はドバイの記者を招へいし、福島の農家等への取材機会を設け、

日本の文化、食の安全性に関する記事が掲載された。

 東日本大震災復興をテーマとした記者グループ招へいでは、オンラインでオラ

ンダの９メディアに取材機会を設け、ALPS処理水の安全性の理解を深める記

事が掲載された。

 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を機として、ブルキナファソ、

アルゼンチン、メキシコ、ラオス、等多数の国のホストタウンへの取材を調整し

た。

 パナマ市と姉妹都市関係にある愛媛県今治市の取材機会を、現地で複数回

に渡り今治市の魅力が放映された。

 在京の外国報道関係者に対してプレスツアーを通じて地方を取材する機会を

提供。

ドバイ「ハリージュ・タイムズ」
紙及びオンライン掲載例

ラオス「パテトラオ」紙掲載例
（伊勢市長インタビュー）

在京外国メディア向けプレスツアー



国内事業

17

JETプログラム（Japan Exchange and Teaching Programme）は、外務省、文部科学
省、総務省の協力のもと、地方自治体が、諸外国の若者を地方公務員等として任
用し、小学校、中学校や高校で外国語やスポーツなどを教えたり、自治体で国際交
流のために働いたりする機会を提供する事業。

任用期間は１年間。５年まで延長可。

外務省では、在外公館を通じて参加者の募集・選考事務を行うとともに、帰国後の
元JET参加者たちと日本との密接な関係を維持するために、「元JET参加者の会」
の支援活動を行う。

 担当課室 人物交流室

概要と成果

ＪＥＴプログラムは我が国における外国語教育の充実を図るとともに、地域レベルで

の国際交流の進展を図ることを目的としている。地方自治体等にて外国青年を任

用することで、相互理解の増進を促し、我が国全体の国際化を進める。

 ３３年目となった令和元年までに、７５か国から累計約７万人が参加。

令和元年度は５４か国から合計５，７６１名が参加。

（ＡＬＴ（外国語指導助手）：５，２３４名、 ＣＩＲ（国際交流員）：５１４名、

ＳＥＡ（スポーツ国際交流員）：１３名）

 ＪＥＴプログラム参加者は、日本社会に根付いて生活し、プログラム終了後も世

界各地で親日派・知日派として活躍している。

（左から）ＡＬＴ、ＣＩＲ、ＳＥＡの活動の様子

JETプログラム

スキーム
ＪＥＴプログラム（語学指導等を行う外国青年
招致事業）



地方の魅力発信プロジェクト

海外事業

スキーム 地方の魅力発信プロジェクト（在外公館施設の利用）
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地方自治体等と在外公館が共催し、在外公館施設を活用して地域の物産や観光などのプロモーション活動等を実施。

平成１８年度から開始。
令和元年度実績９件、令和２年度実績１件、令和３年度実績３件（自治体より在外公館施設利用の希望を随時受付）

 連携例 「地方特産品ライブコマース」として、富山県、岩手県、宮城県、北九
州市の伝統工芸品や食品、観光地をPR

 開催日 令和４年２月

 場所 在瀋陽総領事公邸

 担当課室 地方連携推進室

概要と成果

 計５時間にわたるオンライン配信の中で、富山県・岩手県・宮城県・北九州市

の工芸品や地酒、食品、観光地などの魅力を紹介した。

 配信の背景に金屏風や生け花を設置して高級感を出す工夫とともに、総領

事や館員による食品試食や工芸品紹介の掛け合いが行われるといった視聴

者を引き付けるための工夫を講じ、計４万人以上の視聴が得られた。

宮城県・北九州市によるプレゼンテーション

 連携例 福島県・山梨県・大分県の魅力を紹介するPR事業

 開催日 令和３年１月

 場所 在ホーチミン総領事公邸

 担当課室 地方連携推進室

概要と成果

 在ホーチミン総領事公邸で、福島県・山梨県・大分県の魅力を紹介するPR事

業を実施。

 セミナー形式で各県の魅力や特徴を説明し、試食・試飲ブースで各地の日本

酒や焼酎、ぶりや椎茸などを提供。複数の地元紙や日系テレビ局にも取り上

げられるなど広報効果は大きく、また、イベント終了後に食品輸入会社より相

談があるなど、県産品の販路拡大が期待できた。

大分県特産品の試食・試飲ブース 福島県の日本酒ブース



海外事業

日本産酒類の海外普及促進

在外公館における任国要人との会食等の機会にコンクールで受賞した日本産酒
類（日本酒・焼酎・泡盛・日本ワインなど）を積極的に活用。

 開催日 随時（任国要人との会食などの機会）

 担当課室 在外公館課

スキーム 在外公館における会食等での活用

レセプションにて使用された
日本酒・日本ワインの例

大使館員による
日本酒の説明の様子
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地域の魅力海外発信支援事業

東日本大震災後の風評被害対策として、輸入規制及び渡航制限の撤廃・緩和の
働きかけと併せ、地方創生の一環として地方の魅力発信、県産品の輸出促進、
観光促進等を支援する総合的なＰＲ事業。

 開催日 令和３年１２月～令和４年２月

 場所 中国

 担当課室 中国・モンゴル第２課、地方連携推進室

スキーム 地域の魅力海外発信支援事業

概要と成果

新型コロナウイルスの影響で日中間の人的往来が限定的な中、中国にいながら

にして日本の地域の魅力を体感できるよう情報発信を実施

①期間中、在中国日本国大使館の微博（ウェイボー）アカウントにて、日本の観

光・文化・食などの魅力を体感できるよう、６７自治体・団体参加のもと、日本各

地の動画を配信。合計閲覧回数は１４００万回に達した。

②期間中、中国各地で小売店、EC（電子商取引）、日本料理店等が実施する日

本料理や特産品に関するプロモーション・販促活動について、情報発信の支援

を実施し、４２団体が参加した。

岡山県（左）及び福島県（右）の動画配信の様子

概要と成果

 任国要人との会食やレセプションで日本産酒類を積極的に活用し、各国首脳

はじめ、政府・経済界・文化関係者等にPR。

 行事参加者から高い評価を得ているほか、現地で購入可能か問い合わせを

受けた在外公館もある。

 令和３年度においては、日本酒約１０，２００本、日本ワイン約４，２００本、焼

酎約２１０本、泡盛約１３０本を送付。



海外事業

伝統的工芸品の海外普及促進

外務大臣、副大臣、政務官等の海外出張・外国要人との会談、日本の大使の赴
任等の機会に伝統的工芸品を贈呈品として活用。

概要と成果

 日本文化の発信、日本企業支援及び地方連携推進等の観点から、伝統的

工芸品の海外普及を促進。

 令和３年度における贈呈品としての伝統的工芸品の活用件数は４３件。

 開催日 随時（要人の外国訪問・外国要人との会談などの機会）

 担当課室 地方連携推進室（活用実績の取りまとめ）
儀典賓客室（賓客等の訪日時の接遇）

スキーム 贈呈品としての活用

バヌアツ政府要人に対する贈呈品
（福島県，会津 ガラス工芸 ぐい呑み）
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米国政府要人に対する贈呈品
（東京都，江戸切子 一輪挿）

在外公館における任国要人との会食等の機会に伝統的工芸品の和食器や酒器
等を和食、日本酒等の提供の際に積極的に活用。

 開催日 随時（任国要人との会食などの機会）

 担当課室 在外公館課

スキーム

冷酒杯（江戸切り子）
（在オーストラリア日本大使館）

長皿（九谷焼）
（在インドネシア日本大使館）

在外公館における会食等での活用

概要と成果

 会食等で和食器や酒器等を活用して和食・日本酒などを提供するため、平成

３０年度より在外公館に伝統的工芸品の和食器類を配備する事業を開始。

 在外公館からの調達希望を受けて経済産業省認定の伝統的工芸品等の日

本産食器類を調達・送付。令和３年度においては４３公館に送付。



ジャパン・ハウス：地方連携企画

海外事業

ロンドン 「燕三条 金属の進化と分化」展
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多目的ホールでの展示ケンブリッジ公爵殿下も展示を熱心に
御見学

（写真提供：Japan House London）

サンパウロ

地域の魅力発信事業の第一弾
来場者数：約５万８千人

概要

● 新潟県燕三条地域の「工場の祭典」の要素を取り入れ、燕三条の各工場の

事業者が主体となり、燕市及び三条市の後押しの下、同地域の金属加工文

化を展示や実演を通して紹介。また、期間中はジャパン・ハウス内のショップ

においても製品を販売した。

● 展示を契機として製品購入希望が寄せられたり、ロンドンの国立美術大学大

学院の院生が燕三条地域を訪れ、実際に各工場の生産現場を見学して職人

との交流を深めたりするなど、製品の販路拡大やインバウンドにつながる波

及効果をもたらした。地方公共団体側からも、ロンドンでの成功を受け、今後、

他の拠点でも開催を検討したいとの前向きな意見が上がった。

 会期 平成３０年９月６日～１０月２８日

 場所 ジャパン・ハウス ロンドン

（写真提供：「燕三条 工場の祭典」実行委員会）

「せとうち探訪」

概要

● 日本の地域ごとに魅力や文化をとりまとめて、旅行仕立てで紹介するシリー

ズ企画「オンライン文化体験イベント」を実施。

● 第１弾では岡山、兵庫、徳島、香川、また第２弾では広島、山口、愛媛の魅力

を紹介し、各地の物産を集めたキットの販売や現地体験企画等も実施、今後

のインバウンド効果も見込まれる。

ロサンゼルス 「The Art of Ramen Bowl」

地域の魅力発信オンライン版
当日視聴者数：約４８０人

概要

● 美濃焼を主軸に著名アーティストたちが制作したラーメンのどんぶりを展示。

作品を通じ、ラーメンのみならず、美濃焼の魅力と制作地を紹介。

● 期間中、実際の美濃焼を使用し、ラーメンのポップアップ・レストランを展開。

● 岐阜県多治見市・瑞浪市・土岐市・可児市が後援。

「今」のせとうちと「伝統」のせとうちをバラン
スよく紹介

「ラーメン」という世界の人気食に地域性を
掛け合わせ、一層興味が沸く内容に

 会期 令和３年７月、１０月（２回）

 場所 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾊｳｽ サンパウロ

 会期 令和４年３月１８日～７月５日

 場所 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾊｳｽ ロサンゼルス
（写真提供：Japan House Los Angeles）

地域色を強く打ち出した展覧会企画
来場者数：開催中

（写真提供：Japan House São Paulo）



日本産品の輸出促進事業

地方の地場産業や商品をはじめとする、日本産品の輸出促進を積極的に行うべ
く、世界各国・地域の日本大使館・総領事館等において、官民が連携し、プロモー
ション/セミナーなどを共催する。

各大使館、総領事館の「日本企業支援窓口」や経済局官民連携推進室にて相談
を受付。
URL：http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/page22_000526.html
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概要と成果

 当地では焼酎・泡盛の認知度は低い。今回のイベントでは、当地飲食事業者

等に焼酎・泡盛専門家による講演に加え、当地で人気の高い日本食レストラ

ン「shibumi」のオーナー兼シェフであり、農水省「日本食普及の親善大使」の

協力を得て、焼酎・泡盛に合わせて堪能できる和食についても紹介した。試

飲・試食を交えたネットワーキングの機会を設け、酒と食を組み合わせた相乗

効果で、当地の飲食関係事業者に焼酎・泡盛のPRを行った。

 今回のイベントでは、当地飲食事業者等に焼酎・泡盛の魅力を発信すること

により、日系以外の飲食業界における焼酎・泡盛の認知度向上とコアファンの

形成を促し、当地での取り扱い増加等、将来的な販路拡大の端緒を開くことを

目指した。

 事業例 ロサンゼルスにおける琉球泡盛PR事業

 開催日 令和３年８月２４日

 場所 JAPAN HOUSE LA

世界各国・地域の日本国大使館・総領事館等において、沖縄の貴重な地場産業
の１つである泡盛の輸出拡大に向けたＰＲ事業を実施。

焼酎・泡盛専門家による講演 焼酎・泡盛の企業等によるブース

スキーム 琉球泡盛PR事業スキーム 在外公館での官民連携事業

 連携例 和牛PRイベント

 開催日 令和３年１０月１４日

 場所 スイス

概要と成果

 スイスは、食肉の輸入に関し、EUと同等の措置を課している一方、EU加盟国
ではないことから、日本の輸出者にとってハードルが高く、実際に進出を果た
している輸出事業者が極めて少ない。このような状況下で、スイス向け和牛
輸出促進を図るべく、JETROのJFOODO事業を活用して和牛PRイベントを実
施。

 輸出業者が、イベント参加者の1社である当地和牛取扱事業者の最大手と個
別商談を実施し、商談が成立。年明けから、年間１～２tの輸出を目指して取
引を開始することとなった。（当館注：対スイス牛肉輸出量は、2017年:２t、
2018年:５t、2019年:３t）

イベント会場の様子 和牛をPRするブースの様子

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/page22_000526.html
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自治体間の連携強化

スキーム

ＥＰＡ（経済連携協定）活用セミナー

各地の商工会議所等と連携して、中小企業を含む企業を対象に、我が国のＥＰＡ
政策、ＥＰＡの活用に必要な実務の基礎、企業による実際のＥＰＡ活用事例等の
紹介を通じ、中小企業によるＥＰＡ利用促進を図る。

ＥＰＡ（経済連携協定）活用セミナー

セミナーの様子（令和元年度）

概要と成果

 令和３年度は松山及び鯖江の商工会議所との共催により２回実施。新型コロ

ナウイルス感染防止のため、オンライン形式で開催した。

 地元企業関係者等の参加の下、外務省及びＥＰＡ専門家による講演、実際に

EPAを活用している企業による活用事例の紹介、その後の質疑応答を通して、

活発な情報交換が行われた。

 参加者からは、「活用のためのポイントがよく分かった」、「実例を踏まえた説

明は大変参考になった」等のコメントを得た。

 開催日 年に複数回

 共催 各地の商工会議所等

 担当課室 経済連携課

国際協力推進員

「地域のJICA窓口」として、全国の自治体及び地域国際化協会等に配置。
現在、４０都道府県において６３名（２０２２年５月現在）が、地域の多様なアクター
と連携し、国際協力活動を推進している。

 募集 随時

 場所 日本全国

 配置場所 各地の自治体地域国際化協会等

 担当課室 JICA国内拠点および国内事業部市民参加推進課

概要と成果

 国内各地の配置先の多様なアクターと連携し、市民の国際協力への理解・参

加促進、広報及び開発教育の推進、地域関係者との連携を推進している。ま

た、近年課題が顕在化している、地域が抱える外国人材受入・多文化共生に

関する課題解決の支援を行うとともに、途上国での知見・ネットワーク及び多

様なJICA事業を活用し、日本と途上国をつなぐ双方向の事業の形成・実施を

支援している。

活動の様子

スキーム



中小企業等の海外展開支援

2021年度は、以下のとおり、ビジネスの段階に応じて目的別に 3 つの支援メニューを提
供し、計56件を採択。今年度、本事業では試行的な制度改編を実施。詳細は、最終ペー
ジ「連絡先」に記載のJICA ウェブサイトを参照。

・基礎調査：開発途上国の課題解決に貢献し得るビジネスモデルの検討に必要な基礎
情報の収集を支援。

・案件化調査：途上国の課題解決に貢献し得る技術・製品・ノウハウ等を活用したビジネ
スアイデアや、ODA事業での活用可能性の検討、ビジネスモデルの策定を支援。

・普及・実証・ビジネス化事業：途上国の課題解決に貢献し得るビジネスの実現に向けて、
技術・製品・ノウハウ等の実証活動を含むビジネスモデルの検証、提案製品等への理解
の促進、ODA事業での活用可能性の検討等を通じた事業計画案の策定を支援。

 連携例
マレーシア 食品系廃棄物の堆肥化及びリサイクルル―プの
構築に係る普及・実証・ビジネス化事業

 実施年度 ２０１９年度～２０２３年度

 実施企業 株式会社ウエルクリエイト（旧楽しい株式会社）（福岡県北九州市）

 担当課室 開発協力総括課/JICA民間連携事業部

左：投入される野菜残渣

右：堆肥化装置
（写真：ウエルクリエイト）

概要と成果

 市場や病院、スーパー、飲食店などから出る食品系廃棄物の収集、堆肥化、
農家への供給を通じ、栽培された野菜を販売するリサイクルループの構築、
食品系廃棄物の排出量削減、リサイクル促進及び堆肥を使用した減農薬特
別栽培の普及を目指す。マレーシアのキャメロンハイランド市において、堆肥
化装置の設置、堆肥製造を実施中。

 北九州市職員が本事業に参画し、得られた経験を国内の既存事業の改善や
新たなリサイクルループ構築にフィードバックすることで、国内の事業拡張や
雇用増、地元経済・地域活性化への貢献が期待される。

スキーム 中小企業・SDGsビジネス支援事業
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地方自治体と連携した無償資金協力

地方自治体と連携した無償資金協力

概要と成果

 北九州市は、平成１１年からカンボジア上水分野で協力事業に貢献し、同国
からの信頼を培ってきている。本事業は、同国における優れた省エネ型上水
道（適切な配水区の設定と送配水網の整備等）の事業として上水道の施設及
び必要機材の整備・供与を行うもの。

 本事業により、一日あたりの平均給水量及び給水人口が増加したほか、安全
な水へのアクセス率向上及び住民の生活環境向上に寄与。

 インフラ・システム輸出の拡大及び日本の地域経済の活性等にも寄与。

 連携例
カンボジア「コンポンチャム及びバッタンバン上水道拡
張計画」

 実施年度 平成２５年度～平成２８年度

 場所 カンボジア

スキーム

コンポンチャム浄水場 バッタンバン取水施設

地方自治体からの無償資金協力事業の提案をＪＩＣＡが随時受け付けるとともに、
無償資金協力の実施に係る様々な段階で地方自治体と連携（事前の調査や当
該事業本体への参加）。

■担当課室 開発協力総括課/ＪＩＣＡ
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草の根技術協力

スキーム 草の根技術協力

ABEイニシアティブ

 実施年度 平成２６年度～

 対象国 アフリカ５４カ国

 担当課室 国別開発協力第三課／ＪＩＣＡアフリカ部

スキーム ABEイニシアティブ

インターンを受け入れる協
力企業は約６００社

修了後のフォローアップのために帰国研修
員のデータベースを登録日本企業に公開

日本社会や日本企業に理解を持ち、日本企業進出の水先案内人たるアフリカの
高度産業人材の育成を目指し、日本の大学や大学院での教育に加え、日本企業
でのインターンシップの機会等を提供する。平成２５年６月のTICADⅤにおいて、
５年で１，０００人の受け入れを発表。令和元年８月のTICAD７で継続を発表。

概要と成果

 平成２６年度から受け入れを開始し、令和２年度までの７年間でアフリカ大陸

全５４カ国から１，３７１人を受け入れ。今秋で第５期生までが研修を修了する

予定であり、修了生のうち約１９０名が日本企業（現地法人等含む）に就職し

ている。

 神戸では、神戸情報大学院大学がルワンダからのＡＢＥイニシアティブ研修員

を３１名受け入れたことを通じ、大学、企業、地方自治体が連携してルワンダ

との関係を強化。平成２８年に神戸市とキガリ市は、ビジネス、学術、行政分

野のパートナーシップ共同宣言に署名。また、尼崎の避雷器メーカーの音羽

電機工業は、インターンとして受け入れたルワンダ研修員が帰国後に設立し

た企業を代理業者として、現地の落雷対策を支援。

地方自治体、ＮＧＯ、大学等が有する技術・経験を活かし、開発途上国の地域住
民を対象としてＪＩＣＡで実施する技術協力事業。開発途上国から日本への人材
受け入れ、現地における技術指導などの人を介した技術協力により、途上国の
人々の生活改善・生計向上に役立つ事業を実施。

■担当課室 民間援助連携室／ＪＩＣＡ国内事業部市民参加推進課

 連携例
チャンパサック県職業訓練校と福井県若狭町による相
互の地域発展を目指した木材加工・建築産業の人材
育成プロジェクト

 実施期間 平成28年12月～平成31年12月

 対象国 ラオス

 事業実施団体名 福井県若狭町 （提案団体：株式会社西野工務店）

概要と成果

 福井県若狭町と地元工務店が、ラオスチャンパサック県職業訓練校と協力し、
木材加工・建設産業人材育成と若狭町建築産業活性化を図る事業。

 ラオスの木材加工・建築産業では、木材加工技術を持つ人材が乏しく、低賃
金の雇用で社会的地位も低いことが課題となっている。

 若狭町では、職業訓練校の教員への技術指導、教員リーダーを研修員として
受け入れ、若狭町の空き家の改修を技術研修プログラムとして実施し、職業
訓練校の技術指導の能力向上、木材加工・建築産業に必要な人材育成を支
援した。

 地元西野工務店とチャンパサック県政府との信頼関係が構築され、ラオスと若
狭町の建築センターの民間交流が促進。さらに、西野工務店はラオスに現地
法人を設立し、帰国研修員等をスタッフとして雇用するなど、地域活性化に加
え、地元企業の海外展開支援に貢献した。

改修する空き家にて西野工務店社長と職
業訓練校の研修員

建具職人と職業訓練校の研修員
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海外事業

ＪＩＣＡ海外協力隊

地方自治体が有する技術・経験を活かした国際協力。自治体からのニーズに合
わせ、受入れ国や要請内容、職種、派遣期間等を調整できる。自治体職員は所
属先に身分を残したまま参加（現職参加）でき、帰国後は活動経験を日本の国づ
くり、地域づくりに貢献できる。

■担当課室 事業管理室／ＪＩＣＡ青年海外協力隊事務局

スキーム 自治体連携

概要と成果

 富山県は、ブラジル・サンパウロ州に移住された方々が建設の「富山村」に、
昭和53年から教師を派遣、「富山村」の子供たちに日本語及び日本文化に関
する教育を行うとともに、現地村民との交流を実施してきた。平成27年からは、
JICA日系社会青年海外協力隊の制度を活用、JICA連携派遣として実施。

 派遣される教師は、ＪＩＣＡの派遣前訓練を通じ、現地公用語のポルトガル語、
日系社会の歴史、海外活動の基礎、日本語教授法、現地における安全対策、
健康管理など活動のための幅広い知識を習得。

 派遣中は毎月「アリアンサ日本語学校だより」が送付され、県のＨＰなどで広く
紹介。県とサンパウロ州との友好提携周年時などに県関係者などが訪問し、
派遣教師を激励。教師は帰国後、県内の学校現場で生徒たちに経験を伝達、
日系社会や異なる文化に対する理解の促進に貢献している。

アリアンサ日本語学校の生徒たちと共に

 連携例 富山県との連携派遣

 実施期間 平成２７年７月～令和２年３月

 対象国 ブラジル

 事業実施団体名 富山県庁

海外協力隊の派遣元企業のニーズに合わせて、受入れ国や要請内容、職種、派
遣期間等を調整できる。社員等は所属先に身分を残したまま参加（現職参加）で
き、帰国後は活動経験を活かし企業活動のグローバル化を担う人材として活躍
できる。

■担当課室 事業管理室／ＪＩＣＡ青年海外協力隊事務局

スキーム 民間連携

概要と成果

 江崎グリコ株式会社は、企業として国際貢献という社会的意義に共感し、
途上国において現地の方々の役に立つというCSRの意義と共に、海外協

力隊への参加という経験を通じた社員育成にも積極的に取り組んでいる。
 隊員（社員）は少数民族の手工芸品等を開発・販売する指導の実施と、マー
ケティング戦略を策定。日々の生計が厳しい現地生産者に、近代マーケティン
グの基本である「顧客ニーズの把握」と「計画性」の大切さを苦労しながらも定
着させた。業界経験を踏まえた、実践を通じての「売れる製品」を企画・開発す
る活動と、それを届ける仕組み・戦略作りは配属先から高い評価を得た。

 隊員（社員）は復職後、これまでの経験を元に海外事業推進と新規事業マー
ケティングを兼任し、より幅広い視野から問題解決に取り組んでいる。

 派遣職種 マーケティング

 派遣期間 令和元年７月～令和２年７月（１年）

 派遣先 ベトナム（地方産業研究開発研究所）

 派遣元
（企業）

江崎グリコ株式会社

ベトナムで活動する隊員（２枚ともに写真：山口郁未）県内の高校生にブラジルでの活動を紹介
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海外での講演・実演・ワークショップ

革新する現代文化、伝統、技術、デザイン、価値観等「日本ブランド」を体現す
る各界の専門家を海外に派遣し、講演会や実演、ワークショップ等を通じて日本
の魅力を発信（各人２～３か国、計１週間程度）。

日本の魅力に共感する外国人による再発信を促すことで波及効果を拡大し、日
本全体のブランド向上に繋げる。

概要と成果

 令和元年度は、鉄道、漫画、サイクリング、旅館、盆栽、越前和紙、書道・茶道、

相撲、超小型衛星、パラ射撃の専門家10名を派遣。講演会に加え、各専門家

の特性を活かした実演やワークショップを実施。

 また、派遣先ではメディア・インタビューや関係者との意見交換等も設け、日

本の魅力に共感する外国人による情報の再発信を促すとともに、国際交流や

今後のビジネス展開の端緒を開く契機を創出。

 実施日 随時（新型コロナウイルスのため、公募見合わせ）

 担当課室 広報文化外交戦略課

スキーム 日本ブランド発信事業

海外における文化事業

スキーム 海外における文化事業

在外公館や国際交流基金（JF）が海外で実施する文化事業等を通じて、地方の
文化を含めた日本の多様な文化の発信を行っている。

プロサイクリストのマイケ
ル・ライス氏が、日本の地
方を巡るサイクルツール
ズムの魅力を紹介。（令和
元年5月、ニュージーラン

ド・ウェリントン、オーストラ
リア（パース、ゴールド
コースト、ブリスベン））

NHKワールドの森田博

士氏が、国技としての相
撲の魅力を紹介。（令和
元年9月、ジョージア・トビ

リシ、エストニア（タリン、
サク）、リトアニア（カナウ
ス、ビリニュス））

日本文化体験交流塾
の山口和加子氏が、
書道、茶道について
講演し、書道のワー
クショップも実施。（令
和元年11月、サウジ

アラビア・リヤド、トル
コ・アンカラ、ヨルダ
ン・アンマン）

概要と成果

• 福井市・杭州市友好都市３０周年記念行事の一環として、杭州市において、

福井郷土料理イベントを開催。福井郷土料理のレクチャーや実演、福井の

伝統文化・観光等に関する地域の魅力をインターネットでライブ発信。

• 集客型とオンラインを併用する形式で事業を実施したところ、オンラインでは、

累計約３３．９万件の視聴者があり、杭州市だけでなく、その他の地方都市も

含めた多くの一般の中国人に福井の魅力を紹介することができた。

 連携例 福井郷土料理イベント＠浙江省杭州市

 開催日 令和３年１１月

 場所 中国

 担当課室 文化交流・海外広報課

参加者は、日本食を専門とする
中国人料理家の指導で、「麩の
からし和え」と福井のブランド米
「いちほまれ」入りムースを調理。



【連絡先】

03-5501-8000 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/lo
cal/index.html ０３－５５０１－８４９１

 儀典賓客室 内線 ４４２５  大阪分室（関西における事業）
０６－６９４１－４７００

（自動音声のあと 「２」または「＊２」）

 人事課 内線 ３４８６  日本企業支援窓口Webサイト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/

annai/page22_000526.html

 在外公館課 内線 ５１９２
 ＜ＪＩＣＡ＞
青年海外協力隊事務局参加促進課

０３－５２２６－３５１３

 広報文化外交戦略課 内線 ５６１０  ＜ＪＩＣＡ＞
民間連携事業ウェブサイト
中小企業・SDGsビジネス支援事業窓口

０３－５２２６－３４９１
https://www.jica.go.jp/priv_partner/ind
ex.html 戦略的対外発信拠点室 内線 ５９８２

 国内広報室 内線 ２６８４
 ＜ＪＩＣＡ＞国内事業部 大学連携課
（ABEイニシアティブ担当）

０３－５２２６－８７３４

 文化交流・海外広報課 内線 ５３２６
 ＜ＪＩＣＡ＞国内拠点

国内事業部市民参加推進課

０３－５２２６－８７８９
https://www.jica.go.jp/about/structure

/domestic/index.html

 人物交流室・対日理解促進交流室 内線 ２３９１  JICA海外協力隊Webサイト
http://www.jica.go.jp/volunteer/

index.html

 国際報道官室 内線 ３７３１  草の根技術協力Webサイト
http://www.jica.go.jp/partner/

kusanone/index.html

 官民連携推進室
business-support@mofa.go.jp

内線 ５３３０  ＜国際交流基金＞ 企画部総合戦略課 ０３－５３６９－６０５７

 経済連携課 内線 ２８９４

 民間援助連携室 （草の根技術協力） 内線 ５８８３

 経済協力開発機構室 内線 ３２４９

 開発協力総括課
（中小企業支援，地方自治体等との連携）

内線 ３９６４

 事業管理室（JICA海外協力隊） 内線 ３９４３

 国別開発協力第三課（ABEイニシアティブ） 内線 ２５９９ 28

外務省ホームページにおいても、各種情報・事例等を紹介しています。

ご不明な点は、遠慮なくご連絡・ご相談ください。

迷ったらこちらへ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/page22_000526.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/page22_000526.html
https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html
https://www.jica.go.jp/about/structure/domestic/index.html
http://www.jica.go.jp/volunteer/
http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html
http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/index.html
http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/index.html
mailto:business-support@mofa.go.jp

