
資料No.3

№ 申　請　者 事業地 事業名
助成額

（千円）
内　　容

1
(特活)新潟県
対外科学技術
交流協会

モンゴル
中小企業等への
技術協力に係る
研修生受入事業

1,000

ものづくりを自主生産に移行するため、
モンゴルから住宅建設と鉄骨建築の加
工・溶接の研修員を受け入れ県内で研修
する。

2

(特活)フィ
ル・ジャパ
ン・フレンド
シップ

フィリピン
教育支援事業
（学習備品支
援）

1,000

離島スマラガ島の高校の机・椅子・黒板
を新しく作り直し必要最低限の理科教育
備品を整備することにより、学習環境の
向上を目指す。

3
(特活)日本歯
科ボランティ
ア協会

ミャンマー
歯科医療支援事
業

900

歯科医療支援を行い、住民の口腔環境向
上に寄与し学校歯科保健制度の導入を図
るとともに、現地関係者に知識啓発・技
術指導を行い自立維持体制の構築を目指
す。

4
(特活)新潟国
際ボランティ
アセンター

ベトナム
マダグイ子ども
センター自立支
援事業

930

ビーズ数珠製作のための機械を導入し、
生産品販売による孤児院の施設運営資金
を調達するとともに、子どもたちの職業
訓練環境を整える。

5

黒龍江省にお
けるかんがい
技術改善協力
事業実行委員
会

中国
黒龍江省におけ
る農業農村整備
協力事業

1,000

圃場整備や農業用水開発について現地指
導や技術交流を行うとともに、黒龍江省
の技術者を対象に県内で技術研修を行
う。

6
メコン川流域
地下水問題調
査グループ

ベトナム

メコン川流域に
おける地下水障
害の予防的なア
プローチ研究

784
地下水の汚染機構を研究するとともに地
下水流動等を解明し、地盤沈下について
検討するため、現地調査を実施する。

5,614

平成28年度  新潟・国際協力ふれあい基金事業助成一覧平成28年度  新潟・国際協力ふれあい基金事業助成一覧平成28年度  新潟・国際協力ふれあい基金事業助成一覧平成28年度  新潟・国際協力ふれあい基金事業助成一覧

合　　計　（　助成 6 件　）

〈平成７年度（基金設立）～28年度の助成累計〉

助成件数　203件、助成累計額  153,922千円　

うちＮＧＯ助成 193件、145,322千円　

　　協会直接支援　10件、8,600千円  



平成29年3月31日現在

１．道の駅

№ 所在地 募金箱常設協力施設名 № 所在地 募金箱常設協力施設名

1 新潟市 花夢里にいつ 31 上越市 高陽荘

2 新潟市 新潟ふるさと村「アピール館」 32 上越市 ネイチャリングホテル「米本陣」

3 新潟市 道の駅　豊栄 33 上越市 花立温泉「ろばた館」

4 長岡市 Ｒ２９０とちお（インフォメーションセンター） 34 上越市 はまなすふれあいセンター

5 三条市 漢学の里しただ（庭月庵悟空） 35 上越市 湯の里　深山荘

6 柏崎市 西山ふるさと公苑（西遊館） 36 上越市 吉川ふれあいセンター「ゆったりの郷」

7 柏崎市 西山ふるさと公苑　西山ふるさと館 37 阿賀野市 白鳥の見える宿　リズム・ハウス「瓢湖」

8 新発田市 加治川さくらの里（加治川ふれあいセンター桜館） 38 阿賀野市 宝珠温泉保養センター「あかまつ荘」

9 十日町市 まつだいふるさと会館「おみやげ処ふるさと」 39 佐渡市 あかどまり城が浜温泉　サンライズ城が浜

10 十日町市 まつだいふるさと会館「食事処常春」 40 佐渡市 ロハスの館「こがね荘」

11 十日町市 まつだいふるさと会館「ショッピングセンター常春」 41 佐渡市 はたの温泉「松泉閣」

12 糸魚川市 越後　市振の関 42 佐渡市 はもち温泉　クアテルメ佐渡

13 糸魚川市 マリーンドリーム能生　物産センター 43 佐渡市 ふれあいハウス潮津の里

14 糸魚川市 マリーンドリーム能生　レストラン味千汐路 44 魚沼市 神湯とふれあいの里　神湯温泉倶楽部

15 糸魚川市 マリーンドリーム能生　レストラン番屋 45 魚沼市 ふれあい交流センター「見晴らしの湯こまみ」

16 上越市 よしかわ杜氏の郷 46 魚沼市 ゆーパーク薬師

17 阿賀町 阿賀の里 47 魚沼市 ユピオ

18 長岡市 道の駅　越後川口 48 村上市 勝木ゆり花温泉　ゆり花会館

19 関川村 関川桂の関「せきかわ歴史とみちの館」 49 村上市 朝日きれい館

20 村上市 朝日まほろば（物産館、日本玩具歴史館） 50 村上市 朝日まほろば温泉・朝日まほろばふれあいセンター

21 村上市 笹川流れ（夕日会館） 51 聖籠町 聖籠観音の湯「ざぶ～ん館」

52 阿賀町 かのせ温泉「赤崎荘」

２．日帰り温泉・宿泊施設等 53 阿賀町 かのせ温泉「赤湯」

№ 所在地 募金箱設置協力施設名 54 阿賀町 新三川温泉　ＹＯＵ＆湯ホテルみかわ

1 新潟市 花の湯館 55 阿賀町 津川温泉清川高原保養センター

2 新潟市 福寿温泉じょんのび館 56 阿賀町 御神楽温泉　あすなろ荘

3 長岡市 アクアーレ長岡 57 阿賀町 御神楽温泉　みかぐら荘

4 長岡市 アトリウム長岡 58 津南町 クアハウス津南

5 柏崎市 海洋センター　ＳＥＡ　ＹＯＵＴＨ「雷音」 59 津南町 マウンテンパーク津南カガン

6 柏崎市 じょんのび温泉「楽寿の湯」 60 津南町 竜神の館

7 柏崎市 ソルト・スパ　潮風 61 関川村 桂の関温泉「ゆーむ」

8 新発田市 新発田温泉「あやめの湯」 62 粟島浦村 漁火温泉「おとひめの湯」

9 新発田市 深層湯温泉「紫雲の郷」

10 十日町市 下条温泉「みよしの湯」

11 十日町市 千手温泉　千年の湯

12 十日町市 温泉総合保養施設「ミオンなかさと」

13 十日町市 まつだい芝峠温泉　雲海

14 十日町市 松葉荘

15 十日町市 ゆくら妻有

16 村上市 野天風呂　湯元　龍泉

17 燕市 ふれあいパーク　久賀美

18 糸魚川市 親不知交流センター「まるたん坊」

19 糸魚川市 長者温泉　ゆとり館

20 糸魚川市 柵口温泉「権現荘」

21 妙高市 池の平温泉　ランドマーク妙高高原

22 妙高市 杉野沢温泉「苗名の湯」

23 五泉市 五泉市馬下保養センター

24 五泉市 村松さくらんど温泉

25 上越市 池田温泉・大峯温泉　ゑしんの里　やすらぎ荘

26 上越市 うみてらす名立

27 上越市 大潟健康スポーツプラザ「鵜の浜人魚館」

28 上越市 柿崎上下浜温泉「マリンホテルハマナス」

29 上越市 霧が岳温泉「ゆあみ」

30 上越市 くわどり湯ったり村

「新潟・国際協力ふれあい基金」募金箱等常設協力施設一覧表「新潟・国際協力ふれあい基金」募金箱等常設協力施設一覧表「新潟・国際協力ふれあい基金」募金箱等常設協力施設一覧表「新潟・国際協力ふれあい基金」募金箱等常設協力施設一覧表資料No.4



３．その他 　 ４．市町村

№ 所在地 募金箱設置協力施設名 № 所在地 募金箱常設協力役所

1 新潟市 県生協　県庁売店 1 長岡市 長岡市栃尾支所

2 新潟市 県生協　新潟売店 2 長岡市 長岡市国際交流センター・地球広場　

3 新潟市 県立自然科学館 3 長岡市 長岡市寺泊支所　

4 新潟市 こまどり 4 長岡市 長岡市大河津出張所　

5 新潟市 佐渡汽船食堂 5 長岡市 長岡市和島支所　

6 新潟市 北方文化博物館 6 柏崎市 柏崎市役所　（他１箇所）

7 新潟市 中華料理火鳳 7 新発田市 新発田市役所

8 新潟市 エブリーワン 8 村上市 村上市荒川支所

9 長岡市 県生協　長岡売店 9 村上市 村上市朝日支所

10 長岡市 県立近代美術館 10 村上市 村上市山北支所（他１箇所）　

11 長岡市 自然休養体験施設「養楽館」 11 村上市 村上市役所　

12 長岡市 栃尾産業交流センター 12 小千谷市 小千谷市役所　

13 長岡市 ら・なぷう 13 加茂市 加茂市役所　

14 長岡市 良寛の里美術館 14 見附市 見附市役所　（他１箇所）

15 三条市 燕三条地場産業振興センター 15 燕市 燕市役所

16 三条市 県生協　三条売店 16 燕市 燕市国際交流協会

17 新発田市 県生協　新発田売店 17 糸魚川市 糸魚川市役所　

18 妙高市 くま杉の里　そば処「そばの花」 18 五泉市 五泉市役所

19 上越市 釜めし割烹花子 19 上越市 上越市役所（国際交流ｾﾝﾀｰ）

20 上越市 県生協　上越売店 20 佐渡市 佐渡市役所　

21 上越市 上越観光物産センター 21 魚沼市 魚沼市役所　堀之内市民センター

22 上越市 雪だるま物産館 22 魚沼市 魚沼市役所　小出庁舎　

23 上越市 レストラン妙高 23 魚沼市 魚沼市役所　湯之谷庁舎　

24 上越市 レストラン「ヨーデル金谷」 24 魚沼市 魚沼市役所　守門庁舎　

25 魚沼市 宮柊二記念館 25 聖籠町 聖籠町役場　

26 南魚沼市 池田記念美術館 26 弥彦村 弥彦村役場　

27 南魚沼市 県生協　南魚沼売店 27 出雲崎町 出雲崎町役場　

28 胎内市 きのと観光物産館 28 刈羽村 刈羽村役場　

29 阿賀町 狐の嫁入屋敷 29 関川村 関川村役場　

30 阿賀町 きつねの里「四季菜館」 30 粟島浦村 粟島浦村役場　（他１箇所）

募金箱設置施設合計

１．道の駅　　２１施設

２．日帰り温泉・宿泊施設　　６２施設

３．その他　　３０施設

４．市町村　　３０施設

合計　　　　　１４３施設



資料No.5

（１）言語別相談件数、人数 （２）地域別・相談方法別件数、人数 （３）男女別・方法別人数

言語

タイ語

　（うち日本人）

中国語

　（うち日本人）

英語

　（うち日本人）

日本語

　（うち日本人）

その他言語

　（うち日本人）

計

（4）言語別・相談内容別対応件数（延べ回数）

項　目

言　語 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪

タイ語 2 4 2 18 1 2 1 4 7 3 1

　（うち日本人） (0) (0) (1) (2) (0) (0) (0) (2) (3) (1) (0)

中国語 1 1 2 13 16 1 1 3 1 4 1 3 3 2 1

　（うち日本人） (0) (0) (0) (2) (2) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (1) (0) (0)

英語 1 5 4 4 1

　（うち日本人） (0) (0) (0) (0) (0)

日本語 1 1 11 2 28 38 4 3 1 6 7 6 2 8 1

　（うち日本人） (0) (0) (5) (1) (6) (6) (0) (2) (0) (2) (3) (3) (0) (3) (0)

その他言語

　（うち日本人）

小　計 1 0 2 0 1 2 16 6 64 59 4 1 6 5 5 4 17 9 9 2 14 2 1 2

項　目

言　語 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪

タイ語 2 4 2 18 1 2 1 4 7 3 80 9

　（うち日本人） (0) (0) (1) (2) (0) (0) (0) (2) (3) (1) (16) (2)

中国語 1 1 2 13 16 1 1 3 1 4 1 3 3 2 44 61

　（うち日本人） (0) (0) (0) (2) (2) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (1) (0) (6) (10)

英語 1 5 4 4 1 20 10

　（うち日本人） (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

日本語 1 1 11 2 28 38 4 3 1 6 7 6 2 8 135 102

　（うち日本人） (0) (0) (5) (1) (6) (6) (0) (2) (0) (2) (3) (3) (3) (42) (20)

その他言語 0 0

　（うち日本人） (0) (0)

小　計 1 0 2 0 1 2 16 6 64 59 4 1 6 5 5 4 17 9 9 2 14 2 279 182

461総計

平成 28年度 多言語生活相談窓口 言語別・項目別取り扱い件数

件数 人数
地域 件数 人数

相談方法（件）
性別

相談方法

52 33

33 55 電話 来訪 電話 来訪

(0) (17) 新潟市 86 134 55 31 女性 96 47

33 49 下越 6 11 5 1 男性

6 不明 5 5

13 16 上越 12 17 10 2 計 153 85

(5) (7) 中越 16 31 10

1

63 118 県外 6 16 6 0

(0) (1) 佐渡 5 8 4

(24) (37) 不明 11 21 5

緊急時

6

0 0 計 142 238 95 47

住まい くらし 在留手続き 医療・健康

(0) (0)

142 238

協会事業

出産・育児 交通・事故 ｲﾍﾞﾝﾄ・観光 通訳・翻訳 留学等 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

労働 教育 日本語学習 税金福祉・DV 結婚・離婚

ﾎｰﾑｽﾃｲ等 外国語学習 国際交流・協力 人権 その他 合計



資料No.6

（円）

開催日 実績事業費

開催地 交付額

H28.7.23～H28.11.1 161,622

上越市 160,000

H28.9.16 329,080

燕市 200,000

H28.8.20～H28.8.28 3,889,800

妙高市、新潟市 162,000

H28.8.3～H28.8.8 13,337,100

新潟市 128,000

H28.8.3～H28.11.9 1,045,536

佐渡市、新潟市 115,000

H28.10.7～10.11 717,094

長岡市 180,000

H28.10.25 814,000

新潟市 66,000

H29.3.3 209,204

新潟市 162,000

H28.9.17～H28.9.19 106,782

上越市 79,000

1,252,000

平成28年度国際化推進活動助成金交付一覧平成28年度国際化推進活動助成金交付一覧平成28年度国際化推進活動助成金交付一覧平成28年度国際化推進活動助成金交付一覧

 団体名 事業名（内容）

1 上越教育大学 外国につながる子どもたちへの教科指導等に関する勉強会

はばたけ21の会 はばたけ21未来の子どもたちへ

4
琴リンピック実行委
員会

第64回新潟市芸能まつり参加　アイアーン大正琴プロジェクト世
界大正琴交流大会琴リンピック2016イン新潟　防災世界子ども会
議同時開催

2 燕ロータリークラブ ＜異文化＞の冒険世界は君をまっている

3

トリアー姉妹都市締結10周年記念　高校生・総合支援学校生徒受
入事業

7
新潟・グアム親善交
流協会

新潟・グアム国際親善交流フェスタ

5 国際水彩画会 「佐渡ジオパークを描く」国際写生研修作品展

助成金合計

8 新潟日米協会 2017　米国大使館交流プロジェクト

9
(公財)AFS日本協会
上越支部

留学生のホームステイ体験と交流事業in上越

6
(公財)長岡市国際交
流協会



事業名 主催者 開催日 会場

1 万代アースフェスタ2016 万代アースフェスタ実行委員会 平成28年5月3日～5月5日 新潟市

2 第26回　にいがた国際映画祭 にいがた国際映画祭実行委員会
平成28年6月3日～6月10
日

新潟市

3 第13回　日本語スピーチコンテストin Niigata NSGカレッジリーグ国際事業推進部 平成28年5月28日 新潟市

6  国際情勢講演会 公立大学法人 新潟県立大学
平成28年6月10日、7月1
日、7月13日

新潟市

7
国際理解講座『多言語の環境で育つ豊かなコミュニ
ケーション力』

言語交流研究所 ヒッポファミリークラ
ブ

平成28年7月16、17日 新潟市

8 JICA草の根技術協力事業説明会 JICA東京国際センター 平成28年7月10日 新潟市

9 タイ山岳少数民族支援の会の活動と現地の20年
タイ山岳少数民族支援の会、新潟青陵
大学、国際ソロプチミスト新潟東

平成28年7月6日 新潟市

10 第28回　NVC愛のかけ橋バザー＆フェスタ （特活）新潟国際ボランティアセンター 平成28年10月8日、9日 新潟市

11 にいがた☆MINATOPIKA2016
にいがた☆MINATOPIKA2016開催
実行委員会

平成28年9月16日～19日 新潟市

12 弥彦モンゴルフェア2016 弥彦村
平成28年8月26日～9月1
日

弥彦村

13 イタリア中部地震復興支援チャリティーコンサート 新潟イタリア協会 平成28年10月8日 新潟市

14 新潟国際情報大学　国際理解講演会 新潟国際情報大学 平成28年11月26日 新潟市

15 第7回　にいがた国際フェスティバル （特活）にいがたNGOネットワーク 平成28年11月20日 新潟市

16
平成28年新潟内モンゴル自治区文化講演会・伝統
芸能披露会

新潟内モンゴル自治区親善交流協会 平成28年12月3日 新潟市

17 日本ミャンマー文化交流会 （特活）日本歯科ボランティア協会 平成28年12月11日 新潟市

18 新潟県立大学主催シンポジウム 公立大学法人　新潟県立大学 平成28年12月17日 新潟市

19 2017小出雪まつり “第29回国際雪合戦大会” 魚沼市小出雪まつり実行委員会 平成29年2月11日～12日 魚沼市

20 アフリカ・ルワンダの義肢支援に関する後援会 ルワンダの義肢支援を行う新潟の会 平成28年12月4日 新潟市

21 第2回　かんじきレース世界選手権in御神楽リゾート
かんじきレース世界選手権in御神楽リ
ゾート実行委員会

平成29年2月25、26日 阿賀町

22
ニイガタグローバルセミナー2017
～新潟のこんなところに外国人！～

JICA東京 平成29年2月11日 新潟市

23 新潟県第3回モンゴル相撲親善大会 新潟内モンゴル自治区親善交流協会 平成29年6月10日 新潟市

24 万代アースフェスタ2017 万代アースフェスタ実行委員会 平成29年5月3日～5月5日 新潟市

25 第27回　にいがた国際映画祭 にいがた国際映画祭実行委員会
平成29年6月2日～6月10
日

新潟市

５　平成28年度　後援事業一覧５　平成28年度　後援事業一覧５　平成28年度　後援事業一覧５　平成28年度　後援事業一覧

4 第9回　外国籍住民のための医療相談会
外国籍住民のための医療相談会
実行委員会

平成28年6月5日 新潟市

5 第20回　国際ユースサッカーin新潟 国際ユースサッカーin新潟実行委員会 平成28年7月15～18日
聖籠町、新発田市、
新潟市
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①小学校：18校、28回派遣

日程 学校名 対象学年／人数 担当大学 担当グループ

1 平成28年9月6日 新潟市立潟東小学校 6年生/44名 新潟国際情報大学
作られた食糧危機
～私たちはいつ、満腹になるのか～

2 平成28年9月6日 新潟市立丸山小学校 6年生/44名 敬和学園大学
外国語って英語だけ？
～新潟で学ぶ多文化・多言語社会～

平成28年9月6日 4年生/130名 新潟国際情報大学
こんなときどうする!?
～異文化理解への旅～

6年生/30名 MAJONORITY～What is a world gap?～

6年生/30名
オリンピックからの挑戦状
～異文化を学び違いを知ろう～

6年生/30名
キュウブンノイチ
～満腹と空腹～

6年生/30名 新潟大学
「日本の中の世界」を知ろう！
～多分化共生のために～

4 平成28年9月7日 南魚沼市立浦佐小学校 6年生/39名 新潟国際情報大学
How are you?
～かかわらないともったいない～

5 平成28年9月14日 長岡市立黒条小学校 3年生/105名 敬和学園大学
学校に行きたい！
～貧困と世界の子どもたち～

6年生/41名 新潟国際情報大学
How are you?
～かかわらないともったいない～

6年生/42名 新潟国際情報大学
こんなときどうする!?
～異文化理解への旅～

5・6年生/8名 私たちの普通って世界共通？

3・4年生/14名 ごみってホントにいらないもの？

8 平成28年9月20日 南魚沼市立大巻小学校 5・6年生/33名 新潟県立大学
オリンピックからの挑戦状
～異文化を学び違いを知ろう～

平成28年9月20日 5年生/23名 新潟国際情報大学
How are you?
～かかわらないともったいない～

平成28年9月23日 3年生/21名 敬和学園大学
肌色って何色？
～人種のるつぼ、アメリカの差別問題～

平成29年2月6日 4年生/16名 上越教育大学 あなたのメガネはどんな眼鏡？

平成28年9月21日 6年生/71名 新潟大学
「日本の中の世界」を知ろう！
～多分化共生のために～

平成29年2月9日 5年生/67名 新潟国際情報大学
How are you?
～かかわらないともったいない～

11 平成28年9月26日 燕市立分水北小学校 6年生/30名 敬和学園大学
肌色って何色？
～人種のるつぼ、アメリカの差別問題～

12 平成28年9月26日 上越市立牧小学校 4年生/16名 上越教育大学 水からみえる世界

13 平成28年9月29日 新潟市立鎧郷小学校 4年生/35名 上越教育大学 水からみえる世界

14 平成28年9月30日 柏崎市立二田小学校 5年生/21名 上越教育大学 あたりまえ

6年生/24名 新潟国際情報大学
How are you?
～かかわらないともったいない～

6年生/24名 新潟県立大学
オリンピックからの挑戦状
～異文化を学び違いを知ろう～

16 平成29年2月22日 新潟市立豊栄南小学校 1～6年生/73名 敬和学園大学
外国語って英語だけ？
～新潟で学ぶ多文化・多言語社会～

17 平成29年3月4日 新潟大学付属新潟小学校 6年生/80名 新潟大学
「日本の中の世界」を知ろう！
～多分化共生のために～

18 平成29年3月7日 新潟市立荻川小学校 5年生/113名 新潟国際情報大学
こんなときどうする!?
～異文化理解への旅～

15

3

6

7

9

10 新潟市立江南小学校

平成29年2月10日 新潟市立赤塚小学校

柏崎市立北鯖石小学校

平成28年度国際交流インストラクター派遣校一覧　平成28年度国際交流インストラクター派遣校一覧　平成28年度国際交流インストラクター派遣校一覧　平成28年度国際交流インストラクター派遣校一覧　

派遣学校数：29校（小学校18，中学校3，中等教育学校1，高等学校6，学習支援教室1）
　 派遣回数：49回（小学校28，中学校6，中等教育学校3，高等学校11, 学習支援教室1）

糸魚川市立木浦小学校

平成28年9月15日 新潟市立桜ヶ丘小学校

新潟県立大学

平成28年9月16日 上越教育大学

新潟市立上所小学校

平成28年9月26日
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②中学校：3校、6回派遣

日程 学校名 対象学年／人数 担当大学 担当グループ

1 平成28年9月16日 見附市立今町中学校 2年生/73名 新潟県立大学 MAJONORITY～What is a world gap?～

3年生/31名 敬和学園大学
学校に行きたい！
～貧困と世界の子どもたち～

3年生/31名 MAJONORITY～What is a world gap?～

3年生/31名
オリンピックからの挑戦状
～異文化を学び違いを知ろう～

平成29年2月9日 3年生/37名 新潟県立大学
キュウブンノイチ
～満腹と空腹～

平成29年2月17日 2年生/43名 新潟国際情報大学
便利の裏側
～日常にひそむ見えない戦争～

③中等教育学校：1校、3回派遣

日程 学校名 対象学年／人数 担当大学 担当グループ

平成28年9月24日 3年生/84名 新潟県立大学
キュウブンノイチ
～満腹と空腹～

平成28年12月3日 3年生/84名 新潟国際情報大学
作られた食糧危機
～私たちはいつ、満腹になるのか～

平成29年2月25日 3年生/84名 新潟国際情報大学 わたしって何色？
～LGBT（性的マイノリティー）からみる人権問題～

④高等学校：6校、11回派遣

日程 学校名 対象学年／人数 担当大学 担当グループ

平成28年9月2日 1～4年生/30名 わたしって何色？
～LGBT（性的マイノリティー）からみる人権問題～

平成29年1月13日 1～4年生/30名
便利の裏側
～日常にひそむ見えない戦争～

平成28年9月12日 1年生/40名 新潟国際情報大学
便利の裏側
～日常にひそむ見えない戦争～

平成28年9月20日 2年生/40名 敬和学園大学
学校に行きたい！
～貧困と世界の子どもたち～

3 平成28年9月13日 新潟県立加茂農林高等学校 1～3年生/40名 新潟国際情報大学
作られた食糧危機
～私たちはいつ、満腹になるのか～

3年生/36名 敬和学園大学
肌色って何色？
～人種のるつぼ、アメリカの差別問題～

3年生/36名 新潟大学
「日本の中の世界」を知ろう！
～多文化共生のために～

1年生/80名
便利の裏側
～日常にひそむ見えない戦争～

1年生/80名
作られた食糧危機
～私たちはいつ、満腹になるのか～

1年生/80名 新潟県立大学 MAJONORITY～What is a world gap?～

6 平成29年2月21日 新潟県立東新潟特別支援学校 1年生/6名 新潟国際情報大学
こんなときどうする！？
～異文化理解への旅～

⑤学習支援教室：1校、1回派遣

日程 学校名 対象学年／人数 担当大学 担当グループ

1 平成28年10月30日 上越教育大学　子どもLAMP 小中学生/15名 上越教育大学 あなたのメガネはどんな眼鏡？

県立燕中等教育学校

5

3

1

新潟国際情報大学

新潟県立五泉高等学校平成29年2月8日

新潟国際情報大学

村上市立山北中学校

新潟県立工業高等学校

平成28年9月29日 新潟県立中越高等学校

新潟県立翠江高等学校1

2

4

平成28年9月27日 見附市立南中学校

新潟県立大学

2
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平成28年12月31日現在
国　　　籍 在留外国人数 国　　　籍 在留外国人数

中国 5,040 ジャマイカ 4                  
フィリピン 2,258            トルコ 4                  
韓国・朝鮮 1,910            マダガスカル 4                  
ベトナム 1,360            マリ 4                  
タイ 409               カメルーン 3                  
インドネシア 365               サウジアラビア 3                  
米国 332               スーダン 3                  
ブラジル 291               スロバキア 3                  
ネパール 283               チリ 3                  
パキスタン 277               ハンガリー 3                  
台湾 229               フィジー 3                  
ロシア 203               ボリビア 3                  
スリランカ 182               ヨルダン 3                  
モンゴル 168               アイルランド 2                  
ミャンマー 140               イスラエル 2                  
英国 134               ガンビア 2                  
オーストラリア 110               グアテマラ 2                  
マレーシア 91                コンゴ民主共和国 2                  
バングラデシュ 76                チュニジア 2                  
インド 75                トリニダード・トバゴ 2                  
ペルー 66                パラグアイ 2                  
カナダ 60                ブルキナファソ 2                  
ニュージーランド 40                ベネズエラ 2                  
メキシコ 38                ベルギー 2                  
ドイツ 36                ボツワナ 2                  
フランス 33                ミクロネシア 2                  
アフガニスタン 32                アゼルバイジャン 1                  
カンボジア 27                アルジェリア 1                  
キルギス 27                イラク 1                  
ウズベキスタン 25                ウガンダ 1                  
イタリア 22                エリトリア 1                  
シンガポール 22                エルサルバドル 1                  
ラオス 21                カタール 1                  
ルーマニア 20                ギリシャ 1                  
ケニア 18                ジョージア 1                  
ガーナ 16                シリア 1                  
スペイン 15                スロベニア 1                  
タジキスタン 14                赤道ギニア 1                  
南アフリカ共和国 14                セルビア 1                  
イラン 13                ソロモン 1                  
エジプト 12                チェコ 1                  
ナイジェリア 12                デンマーク 1                  
モロッコ 11                トーゴ 1                  
ウクライナ 9                  ドミニカ共和国 1                  
オランダ 9                  ニジェール 1                  
セネガル 9                  ノルウェー 1                  
エチオピア 8                  パナマ 1                  
コスタリカ 7                  パレスチナ 1                  
スイス 7                  フィンランド 1                  
タンザニア 7                  ブルンジ 1                  
ポーランド 7                  ベナン 1                  
モザンビーク 7                  ホンジュラス 1                  
アルゼンチン 6                  南スーダン共和国 1                  
スウェーデン 6                  モーリシャス 1                  
コートジボワール 5                  モーリタニア 1                  
アルバニア 4                  リトアニア 1                  
オーストリア 4                  東ティモール 1                  
カザフスタン 4                  無国籍 1                  
コロンビア 4                  合　計 14,731

（資料：『在留外国人統計』法務省）

新潟県の国籍別在留外国人数


