
県人会リスト
平成28年9月現在（地方自治体からの提供）

国・地域名 自治体名 県人会名 活動内容等 設立時期

アルゼンチン 北海道 在亜北海道人会 1,183名 1962年

パラグアイ 北海道 全パラグアイ北海道人会連合会 110名 1978年

ブラジル 北海道 ブラジル北海道文化福祉協会 650名 1939年

ブラジル 北海道 北伯北海道人会 80名 1981年

パラグアイ 青森県 在パラグアイ青森県人会
移住者援護、海外在住県人間の緊密化事業、
日本からの情報提供、本県紹介。

昭和38年

ブラジル 青森県 在伯青森県人会（サンパウロ）
移住者援護、海外在住県人間の緊密化事業、
日本からの情報提供、本県紹介。

昭和29年10月26日

ブラジル 青森県 在トメアス青森県人会
移住者援護、海外在住県人間の緊密化事業、
日本からの情報提供、本県紹介。

昭和36年

ブラジル 青森県
在クビチェック植民地青森県人
会

移住者援護、海外在住県人間の緊密化事業、
日本からの情報提供、本県紹介。

昭和37年

ブラジル 青森県 在マナウス青森県人会
移住者援護、海外在住県人間の緊密化事業、
日本からの情報提供、本県紹介。

昭和35年

ブラジル 青森県
在リオ・デ・ジャネイロ青森県人
会

移住者援護、海外在住県人間の緊密化事業、
日本からの情報提供、本県紹介。

昭和50年10月1日

アルゼンチン 岩手県 アルゼンチン岩手県人会 1971年

パラグアイ 岩手県 ピラポ岩手県人会 1960年

パラグアイ 岩手県 イグアス岩手県人会 1963年

パラグアイ 岩手県 アスンシオン岩手県人会 1980年

ブラジル 岩手県 ブラジル岩手県人会 1959年

ブラジル 岩手県 ベレン岩手県人会 1980年

アルゼンチン 宮城県 アルゼンチン宮城県人会
会員数：97名
活動内容：総会，周年事業，親睦行事，宮城
県との交流等

1951年

パラグアイ 宮城県 パラグアイ宮城県人会
会員数：37名
活動内容：総会，周年事業，親睦行事，宮城
県との交流等

1961年

ブラジル 宮城県 ブラジル宮城県人会
会員数：250名
活動内容：七夕祭り，青葉祭り，総会，周年事
業，親睦行事，宮城県との交流等

1954年

ブラジル 宮城県
ブラジル宮城県人会アマゾン地
区代表支部

会員数：86世帯
活動内容：総会，周年事業，親睦行事，宮城
県との交流等

1979年

ペルー 宮城県 ペルー宮城県人会
会員数：115名
活動内容：総会，周年事業，親睦行事，宮城
県との交流等

1972年

メキシコ 宮城県 メキシコ宮城青葉会
会員数：51名
活動内容：総会，周年事業，親睦行事，宮城
県との交流等

1982年
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県人会リスト
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国・地域名 自治体名 県人会名 活動内容等 設立時期

アルゼンチン 秋田県 在亜秋田千秋会 260名 1947年

パラグアイ 秋田県 ピラポ秋田県人会 72名 1962年

パラグアイ 秋田県 イグアス秋田県人会 9名 1975年

パラグアイ 秋田県 アマンバイ秋田県人会 9名 1975年

ブラジル 秋田県 ブラジル秋田県人会 315名 1960年

ブラジル 秋田県 アマゾン地域秋田県人会 49名 1960年

ブラジル 秋田県 ブラジリア秋田県人会 6名 1978年

アルゼンチン 山形県 アルゼンチン山形県人会 129名 1965年

パラグアイ 山形県 パラグアイ山形県人会 101名 1983年

ブラジル 山形県 ブラジル山形県人会 189名 1953年

ペルー 山形県 ペルー山形県人会 191名 1917年

アルゼンチン 福島県 在亜福島県人会 583名 1939年

ドミニカ共和国 福島県 ドミニカ福島県人会 24世帯 1989年

パラグアイ 福島県 在芭福島県人会 33名 1972年

ブラジル 福島県 ブラジル福島県人会 400名 1917年

ブラジル 福島県 北伯福島県人会 226名 1957年

ペルー 福島県 ペルー福島県人会 250世帯 1915年

ボリビア 福島県 ボリビア福島県人会 16名 1999年

アルゼンチン 茨城県 アルゼンチン茨城県人会

会員相互の親睦と福祉増進、母県との緊密な
連絡の保持、移住者の定着援護指導、留学
生・研修員の選出と後輩の育成、県内外の関
係諸団体及び個人との交換交流の促進、現地
での相談事業。
500世帯，1,780名

1959年

ブラジル 茨城県 ブラジル茨城県人会

会員相互の交流、移住者の消息調査・会誌・
名簿の作成、県との相互連絡及び情報提供事
業、日本語教育普及事業、母県事情の啓発。
183世帯，約500名

1961年

ペルー 茨城県 ペルー茨城県人会 ５世帯 2010年

アルゼンチン 栃木県 在アルゼンチン栃木県人会 49名 1967年
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国・地域名 自治体名 県人会名 活動内容等 設立時期

パラグアイ 栃木県 在パラグアイ栃木県人会 33名 1978年

ブラジル 栃木県 在伯栃木県人会 403名 1958年

ブラジル 栃木県 アマゾン栃木県人会 134名 1967年

ペルー 栃木県 在ペルー栃木県人会 87名 1982年

ブラジル 群馬県 在伯群馬県人文化協会 160家族 1945年

アルゼンチン 群馬県 在亜群馬県人会 41家族 1980年

パラグアイ 群馬県 在パ群馬県人会 40家族 1980年

ブラジル 群馬県 在北伯群馬県人会 34人 1984年

アルゼンチン 埼玉県 在亜埼玉県人会

・会員相互の親睦
・移住者の援護・相談・支援
・埼玉県との連絡調整
・県関係者の受入協力

1973年

ブラジル 埼玉県 在伯埼玉県人会

・会員相互の親睦
・移住者の援護・相談・支援
・埼玉県との連絡調整
・県関係者の受入協力

1957年

メキシコ 埼玉県 在墨埼玉県人会
・会員相互の親睦
・埼玉県との連絡調整
・県関係者の受入協力

1978年

アルゼンチン 千葉県 アルゼンチン千葉県人会 32世帯

ブラジル 千葉県 ブラジル千葉県人会 300世帯 1957年

メキシコ 千葉県 メキシコ千葉県人会 15名

アルゼンチン 神奈川県 在亜神奈川県人やまゆり会

・総会　（年１回）
・役員会（年1回）
・親睦会
・忘年会又は新年会
・会費　700円

1966年

パラグアイ 神奈川県 パラグアイ国神奈川県人会

・総会（年１回）
・役員会
・新年会
・親睦会
・敬老会
・法要祭
・会費　1,700円

1988年

ブラジル（サン
パウロ）

神奈川県 神奈川文化援護協会

・総会　（年１回）
・役員会（月１回）
・新年会
・敬老の会
・会費　2,480円

1965年

ブラジル(ベネ
ビーデス郡)

神奈川県 北伯神奈川県人会

・総会　（年１回）
・役員会（年６回）
・家族慰安ピクニック
・慰安忘年会
・会費　１世帯年額　9，000円

1988年

アルゼンチン 新潟県 アルゼンチン新潟県人会 県出身アルゼンチン移住者間の情報交換等 1968年
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国・地域名 自治体名 県人会名 活動内容等 設立時期

パラグアイ 新潟県 パラグアイ新潟県人会 県出身パラグアイ移住者間の情報交換等 2008年

ブラジル 新潟県 ブラジル新潟県人会 県出身ブラジル移住者間の情報交換等 1956年

ペルー 新潟県 ペルー新潟県人会 県出身ペルー移住者間の情報交換等 2010年

メキシコ 新潟県 メキシコ新潟県人会 県出身メキシコ移住者間の情報交換等 1979年

アルゼンチン 富山県 在亜富山県人会 1966年

ブラジル 富山県 ブラジル富山県人会 1960年

ペルー 富山県 ペルー富山県人会 1971年

パラグアイ 富山県 在パラグアイ富山県人会 1972年

ボリビア 富山県 ボリビア富山県人会

アルゼンチン 石川県 アルゼンチン石川県人会
石川県及び県人と県人会会員との交流。技術
研修員、日本語研修生の推薦、青少年交流。
総会及び懇親会。

1960年

ブラジル 石川県 ブラジル石川県人会

石川県及び県人と県人会会員との交流。ブラ
ジル石川県会館を利用した文化講座等の実
施。技術研修員、日本語研修生の推薦、青少
年交流。料理教室、茶道、生花、陶芸、謡な
ど。

1937年

ブラジル 石川県 マナウス石川県人会
石川県及び県人と県人会会員との交流。技術
研修員、日本語研修生の推薦、青少年交流。
総会及び懇親会。

1960年

アルゼンチン 福井県 在亜福井県人会

(1)在亜移住者の定着、安定のための事業
(2)母県からの訪問者の歓迎、便宜供与
(3)技術研修員研修成果発表会
(4)日本語、日本文化講座
(5)母県との交信、連絡
(6)会員の福利厚生のための事業

1965年

ブラジル（サン
パウロ）

福井県 ブラジル福井県文化協会

活動内容：
(1)在伯移住者の定着、安定のための事業
(2) 母県からの訪問者の歓迎、便宜供与
(3) 母県との交信、連絡
(4) 会員の福利厚生のための事業
(5) 研修員派遣等による人材育成事業

1954年

パラグアイ 山梨県 パラグアイ山梨親睦会
会員同士の親睦、山梨との連携などを目標に
活動。

1961年

ブラジル 山梨県 ブラジル山梨県人会
会員同士の親睦、山梨との連携などを目標に
活動。海外技術研修員の派遣や周年事業の
開催。

1953年

ブラジル 山梨県 リオデジャネイロ山梨県人会
会員同士の親睦、山梨との連携などを目標に
活動。海外技術研修員の派遣や周年事業の
開催。

1964年

ペルー 山梨県 ペルー山梨親睦会
会員同士の親睦、山梨との連携などを目標に
活動。海外技術研修員の派遣や周年事業の
開催。

1955年

ブラジル 長野県 在ブラジル長野県人会
会員数：348世帯
活動内容：交流親睦事業、周年事業、日本祭
り参加、日本語教育　等

1959年

アルゼンチン 長野県 在アルゼンチン長野県人会

会員数：150世帯
活動内容：会員相互の親睦、高齢会員・困窮
会員への福祉対策、青年団体活動への支援
等

1952年
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メキシコ 長野県 在メキシコ長野県人会
会員数：80世帯
活動内容：会員相互の親睦、日系社会活動へ
の参加　等

1986年

アルゼンチン 岐阜県 在アルゼンチン岐阜県人会 1973年

ブラジル 岐阜県 ブラジル岐阜県人会
総会、親睦会、絵画展、懇親会、講演会、忘年
会（餅つき）、会報紙、ホームページ、フェイス
ブック

1938年

ペルー 岐阜県 ペルー岐阜県人会 1983年

ボリビア 岐阜県 在ボリビア岐阜県人会 1982年

メキシコ 岐阜県 メキシコ岐阜県人長良会 1993年

ブラジル 静岡県 ブラジル静岡県人会
・本県出身者の相互親睦
・本県からの訪問者に対する便宜供与など

1957年

ブラジル 静岡県 ブラジルベレン北伯静岡県人会
・本県出身者の相互親睦
・本県からの訪問者に対する便宜供与など

アルゼンチン 静岡県 アルゼンチン静岡県人会
・本県出身者の相互親睦
・本県からの訪問者に対する便宜供与など

1965年

ペルー 静岡県 ペルー静岡県人会
・本県出身者の相互親睦
・本県からの訪問者に対する便宜供与など

1970年

パラグアイ 静岡県 パラグアイ静岡県人会
・本県出身者の相互親睦
・本県からの訪問者に対する便宜供与など

1988年

メキシコ 静岡県 メキシコ静岡県人会
・本県出身者の相互親睦
・本県からの訪問者に対する便宜供与など

ブラジル 愛知県 ブラジル愛知県人会
愛知県出身移住者、その子弟及び家族の支
援並びに相互親睦事業、日伯友好親善関係
の促進事業、留学生の派遣

1958年

アルゼンチン 愛知県 在アルゼンチン愛知県人会
愛知県出身移住者、その子弟及び家族の支
援並びに相互親睦事業、日亜友好親善関係
の促進事業、留学生の派遣

1971年

アルゼンチン 三重県 在亜三重県人会
会員同士の交流や日本文化の継承のための
活動、冊子の編纂等

1974年

ブラジル 三重県 ブラジル三重県人文化援護協会
会員同士の交流や日本文化の継承のための
活動、冊子の編纂等

1939年

アルゼンチン 滋賀県 アルゼンチン滋賀県人会 会員同士の親睦、相互協力

ブラジル 滋賀県 ブラジル滋賀県人会 会員同士の親睦、相互協力 1958年

ペルー 滋賀県 ペルー滋賀県人会 会員同士の親睦、相互協力 1920年

メキシコ 滋賀県 メキシコ琵琶湖の会 会員同士の親睦、相互協力

アルゼンチン 兵庫県 アルゼンチン兵庫県人会
会員相互の連絡、各種援助、親睦行事、本県
に対する各種資料・情報の提供

1960年

パラグアイ 兵庫県 パラグアイ兵庫県人会
会員相互の連絡、各種援助、親睦行事、本県
に対する各種資料・情報の提供

1962年

ブラジル（サン
パウロ）

兵庫県 ブラジル兵庫県人会
会員相互の連絡、各種援助、親睦行事、会報
発行、本県に対する各種資料・情報の提供

1960年
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ブラジル（パラナ
州）

兵庫県 パラナ兵庫県人会
会員相互の連絡、各種援助、親睦行事、本県
に対する各種資料・情報の提供県出身者の親
睦・交流を図る

1986年

ブラジル 奈良県 在伯奈良県人会
本県関係の在伯日系人の相互の親睦、発展と
福祉の増進を目的とする。

1960年

アルゼンチン 和歌山県 在アルゼンチン和歌山県人会 親睦事業、日本文化紹介 1966年

パラグアイ 和歌山県 在パラグアイ和歌山県人会 親睦事業 1966年

ブラジル 和歌山県 ブラジル和歌山県人会 親睦事業、日本文化紹介 1954年

ペルー 和歌山県 在ペルー和歌山県人会 親睦事業、日本文化紹介 1991年

メキシコ 和歌山県 在メキシコ和歌山県人会 親睦事業、日本文化紹介 1985年

ブラジル（サン
パウロ）

鳥取県 ブラジル鳥取県人会

各種記念行事・会合・催し物等の開催、母県と
の各種交流事業（留学生・研修員制度、中堅
リーダー交流事業等）の実施、日本語等日本
文化教養講座の開催等

1952年

アルゼンチン 島根県 在亜島根県人会  105名 1976年

 パラグアイ  島根県  在巴島根県人会  18名  1979年

ブラジル 島根県 在伯島根県人会 250世帯、660名 1956年

ペルー 島根県 ペルー島根県人会 44名 1997年

アルゼンチン 岡山県 在亜岡山県人会 会員相互の親睦、海外技術研修員の選考等

ブラジル 岡山県
社団法人ブラジル岡山県文化協
会

会員相互の親睦、海外技術研修員の選考、郷
土文化の伝承、子弟の日本語教育

ペルー 岡山県 ペルー岡山クラブ
会員相互の親睦、海外技術研修員の選考、郷
土文化の伝承等

ボリビア 岡山県 ボリビア国岡山県人会 会員相互の親睦

メキシコ 広島県 メキシコ広島県人会 1960年

ドミニカ共和国 広島県 ドミニカ共和国広島県人会 1959年8月15日

ペルー 広島県 ペルー広島県人会 1955年3月9日

ボリビア 広島県 ボリヴィア広島県人会 1962年

アルゼンチン 広島県 在アルゼンチン広島県人会 1951年6月23日

アルゼンチン 広島県 ガルアペー広島県人会 1960年1月

パラグアイ 広島県 在パラグアイ広島県人会 1960年4月3日
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県人会リスト
平成28年9月現在（地方自治体からの提供）

国・地域名 自治体名 県人会名 活動内容等 設立時期

パラグアイ 広島県 アマンバイ広島県人会 1987年

ブラジル 広島県 ブラジル広島県人会 1955年7月20日

ブラジル 広島県 北伯広島県人会 1988年

アルゼンチン 山口県 在アルゼンチン山口県人会 1976年

パラグアイ 山口県 在パラグアイ山口県人会 1986年

ブラジル 山口県 ブラジル山口県人会 1927年

ペルー 山口県 (財)ペルー山口県人協会 1927年

メキシコ 山口県 メキシコ山口県人会 1985年

アルゼンチン 徳島県 在亜徳島県人会 約130名 1963年

パラグアイ 徳島県 パラグアイ徳島県人会 11世帯 1960年

ブラジル 徳島県 ブラジル徳島県人会 約150家族 1958年

アルゼンチン 香川県 アルゼンチン香川県人会 海外技術研修員派遣、親睦事業等 1966年

パラグアイ 香川県 パラグアイ香川県人会
海外技術研修員派遣、日パ交流展出展、ラコ
ルメナ市と土庄町との交流サポート、親睦事業
等

1973年

ブラジル 香川県 ブラジル香川県人会
海外技術研修員派遣、県人会館運営、親睦事
業等

1955年

ブラジル 香川県 北伯香川県人会 海外技術研修員派遣、親睦事業等 1975年

ペルー 香川県 ペルー香川県人会 海外技術研修員派遣、親睦事業等 1977年

アルゼンチン 高知県 在亜高知県人会 総会、役員会、新旧研修員歓送迎会 1970年

ドミニカ共和国 高知県 ドミニカ共和国高知県人会
新年会、資金積み立て農業運営のための貸し
付け、国内農業研究視察、秋の一日憩いの集
まり

1958年

パラグアイ 高知県 パラグアイ高知県人会
技術研修員（高知県事業、ＪＩＣＡ事業）の募
集、送り出し等

1977年

ブラジル 高知県 ブラジル高知県人会 土佐祭り、慰霊祭、ゴルフ会、親睦会等 1953年

ブラジル（パラ
ナ）

高知県 パラナ高知県人会
規約の制定、高知県研修制度の周知徹底、パ
ラナ高知県人会の会員掘り起こし　等

2008年

ボリビア 高知県 ボリビア国高知県人会
文化交流、先進地の視察、サンファン祭行事
協力、会員相互の親睦会

1970年

アルゼンチン 福岡県 アルゼンチン福岡県人会 会員相互の親睦、母県との交流促進等 1965年

コロンビア 福岡県 コロンビア福岡県人会 会員相互の親睦、母県との交流促進等 1978年

パラグアイ 福岡県 パラグアイ福岡県人会 会員相互の親睦、母県との交流促進等 1958年
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県人会リスト
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ブラジル 福岡県 ブラジル福岡県人会 会員相互の親睦、母県との交流促進等 1930年

ブラジル 福岡県 ベレン福岡県人会 会員相互の親睦、母県との交流促進等 1969年

ブラジル 福岡県 トメアス－福岡県人会 会員相互の親睦、母県との交流促進等 1975年

ブラジル 福岡県 マナウス福岡県人会 会員相互の親睦、母県との交流促進等 1959年

ペルー 福岡県 ペルー福岡クラブ 会員相互の親睦、母県との交流促進等 1959年

ボリビア 福岡県 在ボリビア福岡県人会 会員相互の親睦、母県との交流促進等 1973年

メキシコ 福岡県 メキシコ福岡県人会 会員相互の親睦、母県との交流促進等 1952年

アルゼンチン 佐賀県 アルゼンチン佐賀県人会 定期総会、会員相互の親睦と援助。 1976年

パラグアイ 佐賀県 パラグアイ佐賀県人会 1957年

ブラジル 佐賀県 ブラジル佐賀県文化協会 定期総会、会報の発行、敬老会、親睦旅行。 1955年

ペルー 佐賀県 ペルー佐賀県人会 定期的な親睦会、定期総会。 1980年

ボリビア 佐賀県 ボリビア佐賀県人会 会員相互の親睦と援助。 1960年

アルゼンチン 長崎県 在亜長崎県人会 本県出身者会員との交流 1964年

パラグアイ 長崎県 在パ長崎県人会 本県出身者会員との交流 1976年

ブラジル 長崎県 在伯長崎県人会 本県出身者会員との交流 1962年

ボリビア 長崎県 在ボ長崎県人会 本県出身者会員との交流 1965年

アルゼンチン 熊本県 在亜熊本県人会 高齢者・功労者表彰、親睦会等 1929年

パラグアイ 熊本県 パラグアイ熊本県人会 高齢者・功労者表彰、親睦会等

ブラジル 熊本県
ブラジル熊本県文化交流協
会

高齢者・功労者表彰、親睦会等 1958年

ブラジル 熊本県 北伯熊本県人会 高齢者・功労者表彰、親睦会等 1979年

ペルー 熊本県 ペルー熊本県人会 高齢者・功労者表彰、親睦会等 1919年

ボリビア 熊本県 ボリビア熊本県人会 高齢者・功労者表彰、親睦会等 1958年

メキシコ 熊本県 墨都熊本県人会 高齢者・功労者表彰、親睦会等 1953年

ブラジル 大分県 ブラジル大分県人会
創立記念行事の開催、フェスティバルドジャポ
ン（郷土食・郷土芸能祭）参加、ピクニック、九
州ブロック懇談会。会員３１１人

1952年
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パラグアイ 大分県 パラグアイ大分県人会 親睦会総会等。会員１０人

ペルー 大分県 ペルー大分県人会 親睦会活動。会員約８０人 1919年

アルゼンチン 大分県 アルゼンチン大分県人会 親睦会活動等。会員約１８０人

ボリビア 大分県 ボリビア大分県人会 総会等。会員６人 1974年

アルゼンチン 宮崎県 アルゼンチン宮崎県人会 50名（平成28年9月現在） 1964年

パラグアイ 宮崎県 パラグアイ宮崎県人会 12名（平成28年9月現在） 1983年

ブラジル 宮崎県 ブラジル宮崎県人会 495名（平成28年9月現在） 1949年

アルゼンチン 鹿児島県 アルゼンチン鹿児島県人会 情報提供。1600名 1911年

ドミニカ共和国 鹿児島県 ドミニカ鹿児島県人会 情報提供。85世帯，345人。 1957年

パラグアイ 鹿児島県 パラグアイ鹿児島県人会 情報提供。120名 1961年

ブラジル 鹿児島県 ブラジル鹿児島県人会 情報提供。1740世帯 1913年

ペルー 鹿児島県 ペルー鹿児島県人会 情報提供。400名 1916年

ボリビア 鹿児島県 サンファン鹿児島県人会 情報提供。15名 1960年

アルゼンチン 沖縄県 在亜沖縄県人連合会 会員相互の親睦 1951年

キューバ 沖縄県 キューバ沖縄友好協会 会員相互の親睦

キューバ 沖縄県 青年の島県人会 会員相互の親睦

ブラジル 沖縄県 ブラジル沖縄県人会 会員相互の親睦 1926年

ブラジル 沖縄県 カンポグランデ沖縄県人会 会員相互の親睦 1922年

ベネズエラ 沖縄県 ヴェネズエラ沖縄県人会 会員相互の親睦

ペルー 沖縄県 ペルー沖縄県人会 会員相互の親睦 1911年

ボリビア 沖縄県 ボリビア沖縄県人会 会員相互の親睦 1987年

ボリビア 沖縄県
オキナワ日本ボリヴィア協
会

会員相互の親睦

メキシコ 沖縄県 メキシコ沖縄県人会 会員相互の親睦 1950年

コスタリカ 沖縄県
コスタリカ共和国沖縄県人
会

会員相互の親睦 2009年
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