
大阪市姉妹都市交流事業補助金交付決定一覧

令和５年度（交付決定額計　1,721,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 ステップアップ枠 大阪・サンパウロ姉妹都市交流促進事業
大阪・サンパウロ姉妹
都市協会

大阪市とサンパウロ市、両市民の相互理解と友好親睦をさらに深めるため、両市の
青少年が相互に相手国を訪問し、古典芸能なども含めた交流を行い、あわせて青
少年の国際的視野を広げる。

2 チャレンジ枠
Osaka Melbourne Arts and Cultural
movement 2025

大阪市海外子女教育
研究会・国際理解教育
研究会

大阪市とメルボルン市の児童によるオンライン交流授業を実施し、また、ステンドグ
ラス作品の制作及び相互展示を通じた文化交流も行い、相互理解の深化と友好関
係構築をめざす。

3 チャレンジ枠 ミッドウエストクリニック2023招待演奏
公益社団法人　大阪
市音楽団

楽団創設100周年を記念し、シカゴ市で開催される世界最大級の音楽カンファレンス
で招待演奏をして大阪市の音楽文化を発信するとともに、シカゴ市で得た音楽に関
する知識や技術を還元し、音楽を通じた相互理解の深化を図る。

4 ステップアップ枠
大阪市・ミラノ市姉妹都市交流事業「ミラノ
人から見た大阪」（仮称）

一般社団法人　日本イ
タリア文化協会

大阪に興味があるミラノ市民を募集し、大阪に精通した大学教授等による講演会を
ミラノ市内で実施することで、大阪の歴史や文化についての理解を深めてもらうとと
もに、市民レベルでの交流促進を図る。

5 ステップアップ枠
大阪市・ミラノ市姉妹都市間交流事業　能
楽ワークショップ＠ミラノ

公益財団法人　山本
能楽堂

大阪市の伝統芸能であり、国立ミラノ大学の正式な履修科目にもなった「能」につい
て、ワークショップをミラノ市で開催して大阪の伝統文化を発信するとともに、国際相
互理解を深める。

令和４年度３次募集

種類 事業名称 実施団体 概要

令和４年度２次募集（交付決定額計　199,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 チャレンジ枠
Osaka Melbourne Arts and Cultural
movement 2025

大阪市海外子女教育
研究会・国際理解教育
研究会

大阪市とメルボルン市の児童によるオンライン交流授業を実施し、また、ステンドグ
ラス作品の制作及び相互展示を通じた文化交流も行い、相互理解の深化と友好関
係構築をめざす。

令和４年度１次募集（交付決定額計　900,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 ステップアップ枠 大阪・サンパウロ姉妹都市交流促進事業
大阪・サンパウロ姉妹
都市協会

大阪市とサンパウロ市、両市民の相互理解と友好親睦をさらに深めるため、両市の
青少年が相互に相手国を訪問し、スポーツ・音楽なども含めた交流を行い、あわせ
て青少年の国際的視野を広げる。

2 チャレンジ枠
第2回グローバルユース防災サミットを軸
にしたハンブルク市との交流×防災

グローバルユース防
災サミット実行委員会

大阪・ハンブルク両都市において、地域的視点と世界的視点の双方から災害の歴
史と防災の現状及び課題を見つめ、防災という共通のテーマを通じてさらなる国際
交流の深化と関係構築をめざす。

3 チャレンジ枠
大阪・ミラノ姉妹都市提携40周年記念「ミ
ラノの夕べ」

公益財団法人　山本
能楽堂

大阪市とミラノ市が姉妹都市提携40周年を迎えたことを記念して、ミラノ市の魅力を
紹介するなど、国際相互理解を深める催しを大阪で実施し、友好関係を深める。

該当事業なし



大阪市姉妹都市交流事業補助金交付決定一覧

令和３年度２次募集（交付決定額計　200,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 チャレンジ枠 グローバルユース防災サミット
グローバルユース防
災サミット実行委員会

大阪・ハンブルク両都市において、地域的視点と世界的視点の双方から災害の歴
史と防災の現状及び課題を見つめ、防災という共通のテーマを通じてさらなる国際
交流の深化と関係構築をめざす。

令和３年度１次募集（交付決定額計　1,100,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 ステップアップ枠 大阪・サンパウロ姉妹都市交流促進事業
大阪・サンパウロ姉妹
都市協会

大阪市とサンパウロ市、両市民の相互理解と友好親睦をさらに深めるため、両市の
青少年が相互に相手国を訪問し、スポーツ・音楽なども含めた交流を行い、あわせ
て青少年の国際的視野を広げる。

2 チャレンジ枠
Remote Italian Tour!　ブレラ国立芸術高
等学校訪問とミラノの魅力

大阪市立工芸高等学
校教育後援会

リモートによる学校間国際交流の取り組みと芸術的見地から見たミラノの魅力を広く
市民や生徒に紹介する。

3 チャレンジ枠
Friendship Flower Project ENISHI「花で繋
がる日露文化交流」

一般社団法人ロシアカ
ルチャーセンター京都

サンクト・ペテルブルグ市と大阪市のフラワーアーティストたちによる美しい花を通じ
て広がる日露文化交流。

4 チャレンジ枠
大阪・ミラノ姉妹都市提携40周年記念「ミ
ラノの夕べ」

公益財団法人　山本
能楽堂

大阪市とミラノ市が、姉妹都市提携をおこない40周年を迎えることを記念して、ミラノ
市の魅力を紹介するなど、国際相互理解を深める催しを大阪で実施し、友好関係を
深める。

令和２年度（交付決定額計　1,421,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 ステップアップ枠 上海市甘泉外国語中学との国際交流
大阪市立桃谷中学校
国際交流推進委員会

国際理解教育を推進するため、桃谷中学校と上海市甘泉外国語中学との互いの短
期留学派遣（各約1週間）を行い、両国の文化を理解し、国際社会に生きる人間とし
て望ましい態度の育成をめざす。

2 ステップアップ枠 大阪―ハンブルク青少年交流事業2020
大阪市青少年国際交
流協議会

大阪市とハンブルク市の青少年交流を通じて、相互理解を深め友好を育むととも
に、国際的視野を広め、国際協調の精神を養い、次代を担うにふさわしい青少年を
育成することを目的に、大阪市内在住の地域住民や小中学生とハンブルク市の青
少年が「防災」をテーマに交流する。

3 ステップアップ枠 大阪・サンパウロ姉妹都市交流促進事業
大阪・サンパウロ姉妹
都市協会

大阪市とサンパウロ市、両市民の相互理解と友好親睦をさらに深めるため、両市の
青少年が相互に相手国を訪問し、スポーツ・音楽なども含めた交流を行い、あわせ
て青少年の国際的視野を広げる。

4 チャレンジ枠 姉妹都市フォトグラフィー展示会
学校法人日本写真映
像専門学校

大阪の食とメルボルンの食をテーマに日本写真映像専門学校（大阪）とフォトグラ
フィー・スタディーズ・カレッジ（メルボルン）の学生作品の展示会を実施することによ
り、両都市関係性をさらに高めていき、関心と理解の向上を図る。



大阪市姉妹都市交流事業補助金交付決定一覧

平成31年度（交付決定額計　2,400,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 ステップアップ枠
Aufenthaltswahrscheinlichkeit/滞在の不
確定性

大阪ドイツ文化セン
ター

異文化や外国人について相互理解を促し、多文化共生社会の形成を促すことを目
的に、ハンブルクに住む外国籍のアーティスト約15～20名による現代アート作品、並
びに作家自身のインタビュー作品展示と日独のアーティストによるトークイベントを大
阪市内各箇所において実施。

2 ステップアップ枠
姉妹都市上海市45周年サンクトペテルブ
ルク40周年「大阪夏祭りを体感しよう！」

此花区観光協会＠大
阪

上海市、サンクトペテルブルグ市において、大阪の伝統文化である地車囃子ならび
に大阪のエンターテイナーがパフォーマンスを行うことにより、上海市民、サンクトペ
テルブルグ市民との文化交流を行う。

3 ステップアップ枠 大阪・サンパウロ姉妹都市交流促進事業
大阪・サンパウロ姉妹
都市協会

姉妹都市提携50周年を迎える大阪市とサンパウロ市、両市の青少年が相互に相手
国を訪問し、スポーツ・音楽なども含めた交流を行い、あわせて青少年の国際的視
野を広げる。

4 スタートアップ枠
大阪市・ハンブルク市姉妹都市30周年「ド
イツフェスティバルin此花住吉商店街」

此花住吉商店会協同
組合

此花住吉商店街において、大阪市と姉妹都市であるハンブルク市を身近に感じられ
るよう、ドイツ連邦共和国の文化を感じるイベントを実施する。

5 スタートアップ枠 大阪・ハンブルグ30周年記念イベント2019
上町台地アートプロ
ジェクト実行委員会

大阪・ハンブルク市姉妹都市30周年を記念し、両市の芸術に関わる交流イベントを
大阪を代表する歴史文化の中心である上町台地で開催する。

6 スタートアップ枠
Waterway～水都の橋がかり　交流プロ
ジェクト

イカス
（ICAS/International
Culture ＆ Art Spot）

「水の都」である大阪市とハンブルク市で、水をテーマにしたパフォーマンスと市民参
加のワークショップまた講演を行うことで、大阪市民が国際交流に関心を持ち、文化
交流する機会を提供する。

平成30年度（交付決定額計　2,400,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 ステップアップ枠 大阪・サンパウロ姉妹都市交流促進事業
大阪・サンパウロ姉妹
都市協会

大阪・サンパウロ両市青少年が相互に訪問し、スポーツ等を含めた交流を行うこと
で、青少年の国際的視野を広げる。

2 ステップアップ枠 大阪－ハンブルク青少年防災交流2018
大阪市青少年国際交
流協議会

ハンブルク市で活動している青少年消防団が来阪し、大阪の地域活動団体等と施
設見学や意見交換を行うことで、相互交流を図る。

3 ステップアップ枠
大阪の青少年がメルボルンで行う書道授
業とパフォーマンス2018

特定非営利活動法人
書道スーパーキッズの
会

書道の技術を学んだ日本の青少年がメルボルン市を訪問し、現地の高校生や大学
生を対象に書道の授業やパフォーマンス、作品展示、寄贈を行うことで、相互理解を
図る。

4 ステップアップ枠
第26回大阪市・ハンブルク市交友都市ハ
ンドボール交流

大阪市ハンドボール連
盟

大阪の中学生がハンブルク市を訪問し、現地のチームと交流戦や講習会を行うこと
で、スポーツを通じて相互交流を図る。

5 スタートアップ枠
大阪市・シカゴ市社会事業従事者研修・
交流プログラム

社会福祉法人　大阪
市社会福祉協議会

シカゴ市の社会福祉施設従事者や社会福祉専門家が来阪し、大阪の社会福祉関
係者と施設見学や意見交換を行うことで、相互交流を図る。

6 スタートアップ枠
上海市と姉妹校の中学生による巨大絵画
制作

特定非営利活動法人
大阪府日本中国友好
協会

大阪の中高生が、大阪・上海市の歴史、文化、交流の様子などを学び、巨大絵画に
表現し、両市へ紹介、展示することにより、相互に興味関心を深め、友好交流を図
る。

7 スタートアップ枠 姉妹都市フォトグラフィー展示会
日本写真映像専門学
校

大阪・メルボルン市の学生作品を両市において展示することにより、相互に関心と
理解の向上を図る。



大阪市姉妹都市交流事業補助金交付決定一覧

平成29年度（交付決定額計　2,800,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 ステップアップ枠
第25回大阪市・ハンブルク市友好都市ハ
ンドボール交流

大阪市ハンドボール連
盟

ハンブルク市からハンドボールチームを招聘し、ハンドボール教室の開催や交流試
合などを通じて相互理解を図る。

2 ステップアップ枠 大阪・サンパウロ姉妹都市交流促進事業
大阪・サンパウロ姉妹
都市協会

大阪・サンパウロ両市青少年が相互訪問、スポーツ等を含めた交流を行い、青少年
の国際的視野を広げる。

3 ステップアップ枠
大阪・サンフランシスコ姉妹都市　草の
根・青年・文化交流事業

大阪・サンフランシスコ
ユースコネクト

大阪での文化交流事業の開催およびサンフランシスコからの親善大使受入、サンフ
ランシスコへの代表団派遣などを通じて交流の促進を図る。

4 ステップアップ枠 大阪－ハンブルク青少年交流事業2017
大阪市青少年国際交
流協議会

大阪の地域活動団体等がハンブルクを訪問し、現地の青少年消防団と交流を図る
ことにより相互理解の促進を図る。

5 スタートアップ枠 大阪市－ミラノ市姉妹都市提携記念事業
一般財団法人　日本イ
タリア文化協会

大阪市およびミラノ市において双方の文化を伝える写真展を開催し、相互理解の促
進を図る。

平成28年度（交付決定額計　1,552,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 ステップアップ枠 上海市甘泉外国語中学との国際交流
大阪市立勝山中学校
国際交流推進委員会

上海市甘泉外国語中学と勝山中学校との相互短期留学を行い、授業やホームステ
イを通して、両国の文化への理解を深め合い、青少年の国際的視野を広げる。

2 ステップアップ枠 大阪・サンパウロ姉妹都市交流促進事業
大阪・サンパウロ姉妹
都市協会

大阪・サンパウロ両市青少年が相互訪問、スポーツ等を含めた交流を行い、青少年
の国際的視野を広げる。

3 ステップアップ枠 大阪・ハンブルク青少年交流事業2016
大阪市青少年国際交
流協議会

大阪の青少年とハンブルクの青少年消防団とが合同防災訓練やホームステイなど
を通じて、相互理解を図る。

4 スタートアップ枠 第三回日中大学学生芸術交流展
第三回日中大学学生
芸術交流展実行委員
会

大阪市立大学美術部青桃会、大阪市立大学書道部、大阪市立大学OGM、上海大
学書道部上海書法社、これら4団体を中心にして合同展覧会を開催する。上海大学
へ赴き、交流の中で親睦を深める。上海大学の学生、上海市民などを対象とした
ワークショップも開催。

5 スタートアップ枠
ロシアのクリスマスとフラワーアート制作を
通して日露草の根市民交流

国際交流協力支援団
体　マイドリームジャパ
ン

大阪市民と関西に住むロシアの市民が一緒になり、草の根で友人になれる草の根
市民交流を大阪市とサンクトペテルブルクをテーマにした個々にフラワーアート作品
を作り、ロシア家庭料理食事会も開催して姉妹都市同士の相互理解と友好を図る。



大阪市姉妹都市交流事業補助金交付決定一覧

平成27年度（交付決定金額　1,982,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 ステップアップ枠 大阪・サンパウロ姉妹都市交流促進事業
大阪・サンパウロ姉妹
都市協会

スピーチコンテスト等で優秀な成績を修めた大阪・サンパウロ両市の青少年が相互
に相手国を訪問し、スポーツなども含めた交流を行う。

2 ステップアップ枠 大阪・ハンブルク青少年交流事業2015
大阪市青少年国際交
流協議会

大阪の青少年とハンブルクの青少年消防団とが「自分たちのまちを考えること」を
テーマに、合同防災訓練やホームステイなどを通じて、相互理解を図る。

3 スタートアップ枠 第二回日中大学学生芸術交流展
第二回日中大学学生
芸術交流展実行委員
会

大阪市立大学、大阪府立大学美術部、上海大学書道部の3団体による合同展覧会
の開催を通じて、大阪と上海の学生の友好交流を促進する。

4 スタートアップ枠
大阪と姉妹都市について写真を通して市
民交流会

マイドリームジャパン
姉妹都市関係者と大阪市民との意見交換会、演奏会、交流会を合わせて開催する
ことで、相互理解と友好を図る。

平成26年度（交付決定金額　2,475,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 -
大阪ハンブルク映像による文化交流
共同映像「水の記憶」完成上映

日本人のアイデンティ
ティ文化発信実行委員
会

「水との関わり」をテーマに大阪市とハンブルク市の共同映像を制作し、両都市で上
映会や講演会等を開催する。

2 -
大阪・サンパウロ姉妹都市提携45周年記
念事業

大阪・サンパウロ姉妹
都市協会

スピーチコンテスト等で優秀な成績を修めた大阪・サンパウロ両市の青少年が相互
に相手国を訪問し、スポーツなども含めた交流を行う。

3 -
ブラジル・サンパウロ姉妹都市提携45周
年友好親善演奏旅行

大阪ジュニアバンド
大阪市を中心に活動する大阪ジュニアバンドの青少年がサンパウロ市を訪問
し、演奏会を中心にサンパウロ市の青少年等と交流を行う。

平成25年度（交付決定金額　2,557,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 -
大阪・サンパウロ姉妹都市青少年交流促
進事業

大阪・サンパウロ姉妹
都市協会

大阪・サンパウロ両市の青少年が相互に相手国を訪問し、スポーツなども含めた交
流を行う。

2 -
ミラノのレオナルド・ダ・ヴィンチ国立科学
技術博物館から指導責任者の招聘及び
子どもたちとワークショップの開催。

NPO法人ダ・ヴィンチ・
ミュージアムネットワー
ク

市民、子どもたちを対象にミラノの伝統技術や芸術をテーマに講演とワークショップ
を開催する。

3 - 大阪－ハンブルク青少年交流事業2013
大阪市青少年国際交
流協議会

ハンブルクの青少年消防団と大阪の青少年が、防災をテーマに合同防災訓練や
ホームステイを実施する。



大阪市姉妹都市交流事業補助金交付決定一覧

平成24年度（交付決定金額　1,440,000円）

種類 事業名称 実施団体 概要

1 -
サンパウロからの留学生招聘及び一日
サッカー教室の開催

大阪・サンパウロ姉妹
都市協会

日本語コンクールで優秀な成績を収めたサンパウロ市の学生を招聘し、この機会に
青少年交流一日サッカー教室を開催する。

2 -
Discover－メルボルンが大好きになったグ
ローバルな人たち（大阪市・メルボルン市
姉妹都市提携35年記念）シンポジウム

特定非営利活動法人
留学協会（関西事務
局）

メルボルンに姉妹校をもつ丸山小学校において、メルボルンと関わりの深いスピー
カーによる講演会・シンポジウムを開催する。

3 - ボンジョルノ！17歳が見たイタリア展
大阪市立工芸高等学
校教育後援会

大阪市立工芸高等学校2年生のミラノ訪問時に姉妹校であるブレラ国立高等学校の
学生を対象に日本の文化紹介を行う。また、ミラノで作成したスケッチに基づく作品
展覧会を大阪で開催する。


