
国際文化交流団体リスト
平成28年9月現在（地方自治体からの提供）

自治体名 団体名 連絡先（住所・電話番号）　URL 活動概要 対象国・地域

群馬県
財団法人
群馬県観光物産国際協会

群馬県前橋市大手町2-1-1
群馬会館3階
電話：027-243-7273

・民間国際交流団体の活動状況等を調査し、情
報提供を行う。
・国際交流・協力推進事業や多文化共生支援事
業を実施する。

さいたま市
公益社団法人
さいたま観光国際協会　国際交
流センター

〒330-0055
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1
コムナーレ9階
TEL:048-813-8500
http://www.stib.jp/kokusai/

地域の国際交流・支援協力活動の拠点として、
地域における交流の場の創出や外国人市民の
支援を実施し、市民ボランティアと連携を図りな
がら、多文化共生社会を推進している。

千葉県
千葉県少年少女オ-ケストラ
（公益財団法人千葉県文化振興
財団）

〒260-8661
千葉県千葉市中央区市場町11-2
TEL:043-222-0077
http://www.cbs.or.jp/

交流演奏会、海外での演奏会。
アメリカ、韓国、ドイツ、
ブルガリア、ベネズエラ

千葉市
公益財団法人
千葉市国際交流協会

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央2-5-1
千葉中央ツインビル2号館8階
TEL:043-202-3000
http://www.ccia-chiba.or.jp/

日本人市民と外国人市民との相互理解を深め
るとともに、姉妹都市を中心とした諸外国の都市
との友好親善の促進を図り、千葉市の国際化を
推進することを目的として設立されました。
現在では、外国人市民の増加に伴い、日本人市
民と外国人市民とが互いに理解し、共存できる
地域となるよう多文化共生社会に向けた事業に
も取り組んでいます。

 (1) 多文化理解推進及び国際交流
 (2) 外国人市民支援及び国際協力
 (3) ボランティア活動支援
 (4) 国際交流・国際協力に関する調査
 (5) 国際交流・国際協力に関する情報収集及び
提供 等

東京都 東京都国際交流委員会

〒101-0021
東京都千代田区外神田1-1-5　昌平橋
ビル3階
TEL ：03-5294-6542
http://www.tokyo-icc.jp/

国際交流・国際協力等に関する情報を収集し、
都民や在住外国人、関係団体の皆様に広く情報
提供するとともに、幅広い都民の積極的な参加
と連携により、国際交流、国際協力、国際的な
相互理解等の促進を行う。

神奈川県
公益財団法人
かながわ国際交流財団

〒240-0198
神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39
湘南国際村センター内
TEL:046-855-1820
http://www.kifjp.org/

学術・文化交流を通じた地球規模の課題の解決
に向け、円卓会議やシンポジウム等を開催する
とともに、多文化共生の地域社会作りに向けた
事業を実施。

神奈川県
公益財団法人
大和市国際化協会

〒242-0018
神奈川県大和市深見西8－6－12
TEL:046-260-5126
http://www.yamato-kokusai.or.jp/

外国人市民の自立と社会参加を促進する事業
及び市民の相互理解を促進し、市民主体の国
際化推進活動を支援する事業を開催。

横浜市
公益財団法人
横浜市芸術文化振興財団

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町２番地
産業貿易センタービル1F
TEL:045-221-0212
http://fp.yafjp.org/

当財団は芸術文化を総合的に振興することによ
り、横浜独自の魅力ある都市創造のための社会
基盤の整備を推進し、もって創造性豊かで潤い
と活力に満ちた市民生活の実現に寄与すること
を目的としている。

横浜市
公益財団法人
横浜市国際交流協会

〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-
1
パシフィコ横浜・横浜国際協力センター
5F
TEL:045-222-1171
http://www.yoke.or.jp/

日本語教室の運営、通訳・サポーターの派遣、
WEB版情報誌の発信などを通じて、国際都市横
浜の歴史的・文化的特性を継承しつつ、異なる
文化や価値観をともに認め、尊重し合える豊か
な社会づくりを目指している。

横浜市
NPO法人
BankART1929

〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通３－９
TEL:045-663-2812
http://www.bankart1929.com/

歴史的建造物等を活用し、文化芸術の振興とま
ちづくりの推進を目的として、アーティストの支援
やアートを中心としたイベント、教育に関する事
業を行っている。

横浜市
NPO法人
アートプラットフォーム

〒220-0032
神奈川県横浜市西区老松町26-1
TEL:045-250-5388
http://kyunasaka.jp/

豊かで充実した社会の創出と芸術の振興を目的
として、 芸術家の発掘、育成や公演に関する事
業、国際交流などを行っている。
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横浜市
NPO法人
黄金町エリアマネジメントセン
ター

〒231-0066
神奈川県横浜市中区日ノ出町2-158
TEL:045-261-5467
http://www.koganecho.net/

横浜市中区初黄・日ノ出町地区を中心とした地
域において、公民の多様な主体が連携しなが
ら、国内外のアーティストやまちづくりの担い手
を支援することにより、新たな文化芸術活動・商
業活動の導入を図っている。また、地域住民とこ
の地域を訪れる全ての人々が、安全に安心して
過ごせるようなまち、地域とアートが共存する魅
力と活気に満ちたまちの実現に寄与することを
目的としている。

川崎市
公益財団法人
川崎市国際交流協会

〒211-0033
神奈川県川崎市中原区木月祗園町2-2
TEL:044-435-7000
http://www.kian.or.jp/

川崎市内の外国人や市民に対する内外の情報
の提供と川崎市の特性を生かした市民レベルで
の国際交流活動を推進することにより、川崎市
の一層の国際化を図り、国際相互理解の増進と
国際友好親善に寄与し、多文化共生社会の実
現をめざすことを目的としている。諸外国の情報
及び資料の収集並びに提供、市民レベルでの
国際交流に関する事業、国際交流事業の調査・
研究、民間国際交流団体やボランティアの育
成、川崎市国際交流センターの指定管理受託事
業及び目的を達成するために必要なその他の
事業を行うとともに、事業推進に資する収益事
業等を行う。

川崎市
公益財団法人
川崎市文化財団

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1
タワーリバーク3F
TEL:044-222-8821
http://homepage2.nifty.com/k-
bunkazaidan/

市民の文化芸術活動の振興を図り、もって川崎
市における文化芸術の創造を促進し、市民が生
き生きと心豊かに暮らせるまちづくりに寄与する
ことを目的とする。
(1)文化芸術の創造及び発信
(2)文化芸術活動の支援及び協働
(3)文化芸術施設の管理運営
(4)その他この法人の目的を達成するために必
要な事業

相模原市
さがみはら国際交流ラウンジ運
営機構

〒252-0233
相模原市中央区鹿沼台1-9-15
プロミティふちのべビル2F
TEL:042-750-4150
http://www1.odn.ne.jp/sil/

外国人市民と共に生きる住みよい環境づくりを
進めるため、外国人市民への情報提供の場、外
国人市民及び外国人市民を支援する団体の活
動の場、国際交流の場を目的に、市とボランティ
アの協働により運営している。外国人市民への
情報提供や相談業務等を９言語で行っている。

世界各国

静岡県
公益財団法人
静岡県国際交流協会

〒422-8067静岡市駿河区南町14－1
水の森ビル2階
TEL：054-202-3411

・県民の国際交流活動を支援する事業
・多文化共生社会を推進する事業

静岡市
公益財団法人
静岡市文化振興財団

〒420-0857
静岡市葵区御幸町4-1
アーバンネット静岡ビル4階
TEL:054-255-4746
http://www.scpf.shizuoka-city.or.jp/

魅力ある静岡文化の創造、継承、発信に寄与す
ることを目的に、演劇、舞踏、美術、音楽、科
学、生涯学習等の文化振興に関する事業を行
い、市民が各種文化に触れる環境の整備と市民
自身による文化創造活動の促進を図っている。

静岡市 静岡市国際交流協会

〒420-0853
静岡市葵区追手町4番16号
TEL：054-273-5931
http://www.samenet.jp/

・国際交流事業
・姉妹都市等交流事業
・多文化共生事業
・国際交流に関する情報提供

浜松市
公益財団法人
浜松国際交流協会

〒430-0916
静岡県浜松市中区早馬町2-1クリエー
ト浜松4F
TEL:053-458-2170
http://www.hi-hice.jp/index.php

■ 在住外国人支援
■ 国際交流・国際理解
■ 市民活動支援
■ 情報提供・収集

浜松市
公益財団法人
浜松市文化振興財団

〒430-7790
静岡県浜松市中区板屋町111-1
TEL:053-451-1113
http://www.hcf.or.jp/

■ 芸術文化への喚起・育成、生涯学習の支援
■ 新しい文化の創造と展開
■ 異文化交流の場の創出、芸術文化の発信と
発展への寄与
■ 培われた文化を次世代に繋げるための啓発
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