
国際協力団体リスト
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） 活動概要 対象国・地域

島根県
公益財団法人
しまね国際センター

〒690-0011
島根県松江市東津田町369番地1
TEL:0852-31-5056
http://www.sic-info.org/

・国際交流、協力事業
・多文化共生事業
・情報収集提供事業

岡山県
認定特定非営利活動法人
アムダ：AMDA

〒700-0013
岡山県岡山市北区伊福町3-31-1
TEL:086-252-7700
http://amda.or.jp/

相互扶助の精神に基づき、災害や紛争発生時、医
療・保健衛生分野を中心に緊急人道支援活動を展
開。世界32ヵ国にある支部のネットワークを活かして
多国籍医師団を結成して実施している。

海外全般

岡山県 公設国際貢献大学校

〒718-0312
岡山県新見市哲多町田淵70番地
TEL:0867-96-2062
http://www.miic.ac.jp/

国際的な人道援助活動に関する試験研究並びに人
材育成を行うことを目的とする研修施設。実際の活動
現場を通じて得られる実践的なプログラムにより、現
任者やこれから国際協力の専門家を希望する者に対
する専門研修事業と国際ボランティアの啓発や育成
事業を実施している。

スマトラ沖大地震・インド洋大津波、中
国四川省大地震、ハイチ大地震、フィリ
ピン台風、ネパール大地震、エクアドル
地震、国内では新潟県中越沖地震、奄
美豪雨、東日本大震災、熊本地震など
海外延べ22か国、国内14市町村で救
援活動を展開。

広島市
公益財団法人
広島平和文化センター

広島市中区中島町1-5
０８２－２４２－８８７９

広島市内の団体が行う国際交流・協力事業への助
成、国際交流ネットワークひろしまの運営などにより、
国際友好親善の促進を図るとともに、奨学金支給事
業を実施して私費留学生を支援することにより、広島
市の国際化の推進に資する。

全ての国

山口県
アジアの子　教育基金
山口大学

〒753-0854
山口市亀山町3-1　鳳陽館内
TEL:083-924-4361
http://asianoko1.econo.yamaguchi-u.ac.jp/
sub2.html

(1) 学校に行けない子供たちに学資を送ります。
(2) 支援の有効性を確かめるために、子供たちに会い
に行くツアーを実施します。
(3) 支援する子供たちの声を手紙や映像で会員に伝
えます。
(4) 子供たちへの支援金・文房具を集めるために、さ
まざまな募金活動を行います。

アジア

山口県 マンダフ～ナランの会

〒754-1277
山口市阿知須4241-4
医療法人社団阿知須同仁病院
TEL:083-65-5555

モンゴル文化・料理講座実施。モンゴル国立小児癌
センターへの医療支援

モンゴル

山口県 ヤッカ／アルコイリスの会
〒744-0072
下松市望町5-5-5
TEL:0833-43-4589

国際協力・環境保護・福祉などについて、フェアトレー
ドを通して協力を行う。

山口県
国際医療協力
山口の会（IMAYA）

〒744-0033
山口県下松市生野屋南１-13-1
TEL:0833-45-3100
http://yiea-web.sakura.ne.jp/katsudou/
details.php?detailid=6

途上国の医療のレベルアップを目的とし、医療機器の
配備や人材育成を行う。

ベトナム…フレンドシップ病院、ハノイ医
科大学、フエ医科大学

山口県
NPO法人
国際環境支援ステーション

〒755-0032
山口県宇部市寿町2-5-27
TEL:0836-29-4826
http://www.japaniess.com

環境保全に関する国際的な支援。
中華人民共和国　山東大学及び山東
省人民対外友好協会

山口県 下関国際交流ボランティアの会
〒751-0833
山口県下関市武久町1-23-10
TEL:0832-52-5446

下関市内在留の留学生の相談相手になる。
西日本国際交流推進協会（外務省外
郭団体）

山口県 下関・東チモールの会
〒750-0019
山口県下関市丸山町5-3-25
TEL:0832-23-4585

東チモールの人々を支援することを目的とする。 東チモールのLAGA女児孤児院

山口県 シャンティ山口

〒753-0215
山口市大内矢田717
TEL: 083-927-4083
http://npo.pref.yamaguchi.lg.jp/ninsho/
000036.html

・山岳民族奨学金支給事業
・学生寮運営事業
・保育園事業
・伝統文化継承事業など

主にタイ

山口県
チボリ国際里親の会
山口支部

〒747-0031
山口県防府市迫戸町6-7
TEL:0835-24-2540
http://www.jofpa.org/

チボリ族他、少数民族の子供の学校教育にかかわる
支援活動。

フィリピン、南コタバト州

山口県
社団法人
常盤工業会

〒755-0039
山口県宇部市東梶返1-10-8
TEL:0836-32-7599
http://park14.wakwak.com/̃tokiwa/

留学生に対し生活用品の工面。
留学生(山口大学工学部・医学部、宇
部工業高等専門学校）
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山口県 日中沂山教育基金会
〒754-0091
山口市上宇野令1011-14
TEL: 050-5207-1022

・奨学金の送金
・学校建設資金確保のための募金活動

中国・山東省臨沂市

山口県 P.I.C 国際ふれあい協会
〒752-0973
山口県下関市長府中之町6-6
TEL:0832-45-1288

フィリピンの小学校への教育面での援助。 フィリピン

山口県 防府ボランティアクラブ
〒747-0064
山口県防府市高井286-1
TEL:0835-22-4856

カンボジアでの学校建設支援。 カンボジア・チャングレープムア小学校

山口県
山口県中小企業団体
中央会

〒753-0074
山口県山口市中央4-5-16
TEL:083-922-2606
http://www.axis.or.jp/

組合の外国人研修生の共同受入に対する指導 等。

山口県 山口タンザニア協会
〒745-0805
山口県周南市櫛ヶ浜405
TEL:0834-25-0750

タンザニア、コングワ郡植林事業 タンザニア　ドドマ州コングワ郡

山口県 山口モンゴル友好協会
〒746-0034
山口県周南市富田2-12-35
TEL:0834-62-2394

モンゴル障害者施設「ひまわり苑」を支援する。
モンゴル国「モンゴル・山口友好セン
ター」

山口県 山口ラオス協会
〒753-0841
山口県山口市吉田3097-5
TEL:083-922-6609

ラオスの学校建設を援助し、子供達に学用品・運動
用具等を送る。

ラオス　ビエンチャン市（タートルワン小
学校、マホメット病院）

山口県 山口留学生交流会
〒753-0089
山口県山口市亀山町2-1
TEL:083-934-2725

新入生(留学生)「新生活パック」の贈呈。 市内に学ぶ留学生

山口県 宇部環境国際協力協会

〒755-0045
山口県宇部市中央町3丁目12-19
オフィスOHIビル201
TEL:0836-36-3199
http://www.ieca.biz/

・海外研修員受入
・環境国際セミナー開催
・環境保全技術講座の開催

山口県 山口ケニアを知る会
〒757-0216
山口県宇部市船木3841-2
TEL:0836-67-0397

ケニアに関する研修会の開催、ケニア国内の市民団
体・NGO団体との交流と支援

ケニア共和国クワボンザ村

山口県 シュルンマーリート

〒754-0002
山口市小郡下郷303-50
TEL: 083-973-1616
http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/kok
ai/
dantai/dantai_d.php?no=676

国内外でのコンサートおよび交流会（収益を恵まれな
い子供たちの施設に寄付）

イギリス、韓国、アメリカ、フランス、
オーストラリア

山口県 山口県ペルー協会

〒754-0818
山口市吉敷上東1-5-1湯田克治宅内
TEL: 083-928-1411
http://.perutomo.soreccha.jp/

・ペルー共和国首都リマ市にあるペルー山口学校（現
地生徒2000人）への教材支援
・消防車両及び高規格救急車（中古）の贈呈
・ペルーからの技術研修員・留学生のサポート

ペルー共和国・南米スペイン圏

山口県 国際交流ひらかわの風の会

〒753-0831
山口市平井1064-2長見正義宅内
TEL: 083-29-6654
http://.hirakaze.soreccha.jp/

・ベトナムの首都ハノイにある風の会ＫｉｄｓＣｌｕｂハノイ
支部（生徒25人その家族）とＳＫＹＰＥを使って、日本
語や英語による交流及び支援
・留学生家族の出産・子育て支援

ベトナム、インドネシア、バングラデシュ

徳島県
NPO法人　内蒙古愛陽教育経済支
援協会

〒770-0937
徳島県徳島市富田橋8丁目6-508
TEL：088-625-3727

中国内蒙古自治区で、学納金すら払えない貧困家庭
の子供たちに経済支援をし、安心して学校に通い勉
強が出来るように援助している。

中国内蒙古自治区

徳島県
特定非営利活動法人
烏雲の森　　砂漠植林ボランティア
協会

〒770-0938
徳島県徳島市明神町4-26-3
TEL：090-5417-7621

世界各地の砂漠化を食い止め、地球環境の保全と住
民生活の向上に資することを目的とする。中国残留
孤児となった烏雲先生の報恩のお志に添うべく、日本
国内外のボランティアによる砂漠の植林緑化を推進し
ている。

中国
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徳島県
特定非営利活動法人
ＴＩＣＯ

〒779-3403
徳島県吉野川市山川町若宮170-5
TEL：0883-42-2271

ザンビア共和国では、水、農業、医療・健康、教育の4
分野を関連付けた、持続可能な干ばつに強い村を目
指した総合的な農村開発、自立支援を行っている
（WAHEパッケージ）。その一環として、農業支援、マイ
クロファイナンス（小規模農村開発ローン）、農村部保
健医療改善事業、教育支援などを実施中である。
カンボジア王国においては、プノンペン市西部地区を
中心に、救急医療支援活動を行っている。
また、日本においては、地球規模で考えながら地域か
ら活動していく人材「地球市民」を育てることを目指
し、月に１回公開セミナー「地球人カレッジ」を開催、
学校などへの講師派遣（出前講座）、また農業体験な
どを取り入れた合宿も行っており、国際協力・国際理
解教育にも力をいれている。

ザンビア、カンボジア

徳島県 徳島ネパール友好協会
〒779-3211
徳島県名西郡石井町藍畑字西覚円718-5
TEL：088-675-0835

日本・ネパール両国の文化、スポーツをはじめとする
諸分野での相互交流・協力及び交友親善を図る。
1999年にはネパール・プジュン村に小型水力発電所
を建設、その後2011年に増設。2009年には索道を建
設するなど支援活動を行っている。

ネパール

徳島県
NPO法人
ハーモニー・ワーク・キャンプ

〒771-0131
徳島県徳島市川内町大松143-8
TEL：088-665-4866

タイ・ミャンマーの小・中学校の音楽教育の向上と情
操教育を図る。日本全国からの使い古しのリコー
ダー、ピアニカを持ってタイ・ミャンマーへ行き、タイ・
ミャンマーの小・中学校の生徒に贈り、指導する。ま
た、公舎の新築、修理等も行っている。

タイ、ミャンマー

徳島県 はあとふる松茂

〒771-0295
徳島県板野郡松茂町広島字東裏30　松茂
町役場建設課内
TEL：088-699-8718

美しいまちづくりを進めるため、町内清掃活動、アルミ
缶回収活動、リサイクルショップ開催などを実施し、活
動の収益金で学校建設のための資金をつくり、アジア
の子ども達に学校を贈る活動を行っている。平成24
年には、ベトナムの小学校敷地内に図書館を建設し
た。

アジア

徳島県 徳島タイ北部文化交流会
〒770-0021
徳島県徳島市佐古一番町10番7号
TEL：088-622-3095

タイ北部の貧困家庭を対象に生活物資や学用品、古
い楽器等を贈る支援活動を行っている。さらには、中
古消防自動車の贈与、寄宿舎、保育所の建設、奨学
金制度創設も行った。会員が定期的に現地を訪れ交
流を深め友好親善を図っている。

タイ

香川県
公益社団法人
セカンドハンド

〒760-0055
香川県高松市観光通1-1-18
TEL：087-861-9928
http://2nd-hand.main.jp/

主に、チャリティーショップからの寄付を資金源とし、カ
ンボジアの教育支援や医療支援などを実施。

カンボジア他

香川県
特定非営利活動法人
香川国際ボランティアセンター

〒760-0080
香川県高松市木太町9区4365-8　蓮井様方
TEL：087-865-3945
http://www.npokvc.org/

ラオスの国造りは人づくりからをモットーに、学校、職
業訓練学校の建設や子供達に絵本などを贈る。

ラオス

高知県 高知ラオス会

〒783-0094
南国市前の浜588
TEL:088-865-1592
http://www.kochi-
kia.or.jp/organization/org_b-01.html

●ラオス国内の教育設備を支援
●教育機材の支援
●専門スタッフの派遣
●「国際協力キャンペ-ン」への参加

ラオス

高知県 高知希望工程基金会

〒781-8132
高知市一宮東町3-6-22
TEL:088-845-3556
http://www.kochi-
kia.or.jp/organization/org_b-02.html

●図書室の開設運営・図書設置
●希望学校の建設・危険校舎の修復
●ボランティア日本語教師の派遣
●JICA青年研修事業(A)・青年招へい事業(B)参加青
年の受入
●その他支援活動

モルディブ・中国・ラオス・フィリピン・カ
ンボジア・ザンビア・インドネシア

高知県 アジア文化交流会

〒787-0338
土佐清水市加久見1464-200
TEL:0880-82-2250
http://www.kochi-
kia.or.jp/organization/org_b-03.html

●小学校の建設事業
●教育・生活援助事業
●その他の事業
 

アジア地域

高知県 アフリカの雫

〒781-8134
高知市一宮中町2-6-18
TEL:088-848-0213
http://blog.livedoor.jp/shg/

途上国の抱える諸問題をケニアの小農民グループの
活動を通し知ってもらう啓蒙活動 ケニア

高知県
特定非営利活動法人Ｂｒａｉｎ(ブレイ
ン)

〒780-0052
高知市大川筋2－3－27－203
TEL:080-3166-4194
http://www.kochi-
kia.or.jp/organization/org_h-06.html

ラオス人民共和国における教育環境向上の支援
ラオス

高知県
安徽省日中友好の森づくりネット
ワーク

〒782-0078
香美市土佐山田町大平80
高知県森林総合センター情報交流館内
TEL:090-7147-9122(藤本)
http://www.kochi-
kia.or.jp/organization/org_b-04.html

●中国安徽省での日中友好の森づくり
●写真展
●国際協力キャンペーン・国際ふれあい広場での活
動報告

中国・安徽省
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高知県 アジア・僻地医療を支援する会

〒780-0931
高知市玉水町6サーパス通り町二番館303
TEL:088-879-7087
http://avaihi.ameblo.jp/
https://sites.google.com/site/avaihijapan/h
ome

●医療保健衛生専門家・スタッフ派遣事業
●看護見習い駐在所の建設、運営、技術支援
●医療機器支援事業
●医療保健衛生専門家招聘事業

９６年よりインドネシア共和国を中心に
活動中

高知県 四国高知ＪＯＣＳ

〒780-0937
高知市中須賀町227-10
TEL:088-822-7869
http://www.kochi-
kia.or.jp/organization/org_b-06.html

●帰国ワーカー活動報告会など
●定例会
●奉仕活動

医療活動が十分でない地域

高知県 くろしお農業振興共同組合

〒785-0052
須崎市押岡458
TEL:0889-42-0104
http://www.kochi-
kia.or.jp/organization/org_b-07.html

●農業用資材の共同購買
●外国人研修生の共同受け入れ
●教育・情報の提供
●組合員の福利厚生
●その他附帯する事業

フィリピン共和国ベンゲット州

高知県 高知県青年海外協力隊ＯＢ会

〒781-0304
高知市春野町西分1785
TEL:080-6386-3429
http://www.geocities.jp/jocv_ob_kochi/

●青年海外協力事業に関する啓蒙活動
●交流・研修事業
●青年海外協力事業に対する支援
●高知県出身隊員に対する支援及び協力
●広報活動
●その他本会の目的を達成する為に必要な事業

ＪＩＣＡ協力隊員派遣国

高知県 高知県協力隊を育てる会

〒781-0112
高知市仁井田3179-4　戸梶様方
TEL:088-883-4618
http://www.kochi-
kia.or.jp/organization/org_b-09.html

●帰国隊員の活動報告会の開催
●派遣隊員への活動支援
●地域広報活動
●海外派遣隊員留守家族の懇談会開催
●帰国隊員の進路相談
●出発・帰国隊員の県庁等表敬訪問への随行

ＪＩＣＡ協力隊員派遣国

高知県
グァテマラ生産者支援ネットワーク
「みるぱ」

〒781-1801
吾川郡仁淀川町長者乙　片岡方
TEL:0889-32-2688
http://milpa.michikusa.jp/

各種イベント及びインターネットにてグァテマラの民芸
品(フェアトレード商品)の販売、写真展･講演会の開
催、小中学校での講演など。

グアテマラ

佐賀県
NPO法人
地球市民の会

〒840-0822
佐賀市高木町3-10
TEL:0952-24-3334
http://terrapeople.or.jp/main/

海外支援事業（地域開発支援、人材育成、教育支
援、農業・畜産振興等）奨学金事業、国際交流事業

ミャンマー、タイ、スリランカ、ラオス、中
国、韓国

佐賀県
NPO法人
カンボジア教育支援フロム佐賀

〒849-0921
佐賀県佐賀市高木瀬西3-3-15
TEL:0952-36-4617

教育支援事業 カンボジア

佐賀県
NPO法人
愛未来（あいみらい）

〒849-0204
 佐賀県佐賀市久保田町大字久保田86番地
１
TEL: 0952-68-4162
http://aimirai.jimdo.com/

市民友好交流事業、環境にやさしい産業作り支援事
業、教育支援事業

パラオ、スリランカ

佐賀県
NPO法人
POSA

〒842-0002
佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里2435番地1
医療法人　輝秀会　くらとみ眼科医院
TEL：0952-52-8841
http://www.posaoffice.net/

ボランティア医療活動 バングラデイッシュ

鹿児島県

公益財団法人
鹿児島県国際交流協会
（協会HPに県内国際交流団体の一
覧あり）

http://www.synapse.ne.jp/kia/info/group.ht
ml
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