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国際情報ネットワーク事業 ホームページにより、在住外国人向けにハイエックの概要を英文で紹介
する。　　生活情報を提供しているホームページにリンク。

http://www.hiecc.or.jp/english/
foreign.html

緊急速報多言語化推進事業 異常気象等の速報等について、テレビ局におけるデータ放送の一部多言
語化を推進する。

外国人留学生受入促進事業 インターネットサイトより、海外の留学生向けに北海道の大学への留学情
報を提供する。北海道留学ガイドブックを作成し配布する。

http://study-hokkaido.com

刊行誌「国際交流つうしん」の発
行

協会の事業内容、民間国際活動団体の紹介、情報提供等を盛り込んだ
日本語刊行誌を年４回発行する。

http://www.kokusai-
koryu.jp/about/magazine/

ホームページによる情報提供 協会の事業内容、民間国際活動団体の紹介、ボランティア情報等を提供
する。

http://www.kokusai-koryu.jp

国際交流情報紙の発行 県内外の国際交流・協力のイベント情報、外国人への生活情報などを掲
載した国際交流情報紙の発行（日本語、英・中国語）。

http://www.iwate-ia.or.jp/

ホームページによる情報提供 多言語（日本語・英語・中国語・韓国語）のホームページにより、最新のイ
ベント情報や外国人生活情報、協会事業や県内の国際交流活動の情報
発信。

http://www.iwate-ia.or.jp/

みやぎの国際情報誌「倶楽部
MIA」の発行

県内で活躍している外国人、国際活動団体の取組、協会情報等を紹介
する機関紙を発行する。

http://mia-
miyagi.jp/publication.html

多言語生活情報紙の発行 日常生活に密着した情報を日・英・中・韓・越の5言語で隔月で作成し、
ホームページで公開。

http://mia-
miyagi.jp/publication.html

生活ガイドブックの発行 英・中・韓・越・葡の5言語で（和文併記）作成した外国人向けの生活ガイ
ドを、ホームページで公開。

http://mia-
miyagi.jp/guidebook.html

国際交流ライブラリーの整備 日本語教育教材の整備・貸出しを行う。また。地方公共団体、国際交流
団体等に貸し出すための万国旗を整備する。

国際活動団体ダイレクトリーの発
行

県内の国際活動に携わる団体等の概要を掲載した名鑑を作成し、ホー
ムページで公開する。

ホームページ、フェイスブック、ブ
ログによる情報提供

当協会主催事業や民間国際交流団体の活動概要、ボランティア情報等
を提供する。

生活情報誌「えぃあぃえぃ!!!」の発
行

日本語ルビ、中国語、英語、韓国語、フィリピノ語の対訳付き情報誌を随
時発行

http://www.aiahome.or.jp/aia/d
etail.html

多様な媒体を活用した情報提供 協会の事業やイベント、生活支援情報、県内の国際交流活動情報などを
多言語（日本語、中国語、英語、韓国語）で発信

http://www.aiahome.or.jp/

ホームページによる情報提供 協会のホームページ上で、各種講座や県内の国際交流関係団体の情報
等を多言語で提供する

http://www.airyamagata.org

機関誌「AIRY」の発行 国際交流の動向、国際交流関係団体の紹介、情報提供等を盛り込んだ
機関誌を年3回発行する。

http://www.airyamagata.org

多言語情報誌「Face to Face」 在住外国人を対象に山形観光情報や生活相談情報、国際交流等の情
報を掲載した情報誌（日本語、中国語、英語、韓国語）を年3回発行する

http://www.airyamagata.org

(公財)福島県国際交流
協会

多言語による情報提供事業
外国出身県民の本県での暮らしをサポートするため、当協会ホームペー
ジやフェイスブック等のSNSを活用し、中国語、英語、タガログ語、韓国
語、ポルトガル語で地域イベント情報や生活情報を提供する。

http://www.worldvillage/org

機関誌「ふれあい茨城」の発行 協会や民間国際交流団体の活動や国際交流・協力情報を紹介する機関
誌を年３回発行する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

ホームページによる情報提供・交
流

協会のホームページ上で、国際交流協力の情報や国際交流協力団体及
びボランティア等に関する情報を発信するとともに、多言語でのホーム
ページを開設し、外国人が生活するうえで必要な情報を発信する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

多様な広報媒体・言語による生活
情報提供

インターネット、携帯メ－ル、フェイスブックなどにより、９言語（英語、中国
語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、スペイン語、韓国語、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
語、ベトナム語）による震災・防災、観光、当協会の催事などについて情
報を提供する。また、多言語による生活ガイドブック、災害時マニュアル、
メディカルハンドブックを配布する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

いばらきインタ－ナショナルアンバ
サダ－の創設

多文化共生サポ－タ－バンクに新たに茨城の情報発信を行うサポ－タ
－を創設・登録し、留学生、在住外国人や過去に本県に在住したことの
ある方など本県にゆかりのあるグロ－バルな人材により、ＳＮＳ等を利用
し国内外への本県の生活情報や観光イベントについての情報提供を行
う。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

インターナショナル・ライブラリー 国際交流・協力等に関わる図書、国際理解教育や日本語教育の教材
等、書籍、ビデオ等を収集し、閲覧や貸出に供する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

国際交流サロンの開設
県民と外国人が自由に話し合いのできる交流の場として交流サロンを開
設するとともに、サロン内のインターネットを開放し、広く情報を入手する
機会を提供する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公財)山形県国際交流
協会

(公財)茨城県国際交流
協会

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)青森県国際交流
協会

(公財)岩手県国際交流
協会

(公財)宮城県国際化協
会

(公財)秋田県国際交流
協会
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携帯メール多言語情報提供事業
携帯電話のメールサービス及び携帯サイトを活用し、より多くの外国人住
民へタイムリーで役立つ情報を多言語でスピーディに提供する。また、大
規模災害発生時には避難情報等の伝達網として有効活用を図る。

http://tia21.or.jp/mobile/jpn.ht
ml

ホームページ運営事業
協会及び県内国際交流団体の活動内容や県内外の多岐にわたる最新
情報を収集し、県民に提供するとともに、在県外国人へ多言語にて最新
の生活情報を提供する。

http://tia21.or.jp/

機関紙発行事業 当協会行事、国際交流に関する情報、地域における交流活動を紹介する
機関紙を年４回発行する。

http://tia21.or.jp/

施設利用者への情報提供 とちぎ国際交流センター内の交流ラウンジや図書閲覧室を開放するとと
もに、国際交流・協力に関する刊行物、インターネット・マルチメディアコー
ナーなどによる情報提供や、書籍、ビデオテープ、ＣＤ、国旗等の閲覧及
び貸出を行い、国際交流・協力活動や外国人住民を支援する。

外国語情報誌｢The Gunma
Guide｣の発行

在住外国人を対象に観光情報や生活情報、各国際交流団体等の情報を
掲載した外国語（英語、ポルトガル語、中国語、スペイン語）の情報誌を
年６回発行する。

多言語地域情報サイト「All
Around Gunma」による情報提供

群馬県についての地域情報を求める県内外の外国人を対象とした生活・
観光ガイドとして多言語地域情報サイト（英語、ポルトガル語、スペイン
語、中国語）による情報提供を行う。

http://www.gtia.jp/kokusai/jap
anese/

多言語メールマガジン発行
多言語地域情報サイトと連動し、県内外の外国人を対象として生活情報
や観光情報を月刊で発信する多言語メールマガジンを４カ国語（英語、ポ
ルトガル語、スペイン語、中国語）で発行する。

http://www.gtia.jp/kokusai/jap
anese/gtia/subscription.php

「フレンドシップニュース」発行 協会事業や国際交流・協力に興味のある方への有益な情報を掲載す
る、年４回発行の日本語情報紙。

http://www.sia1.jp/t-pu-f/

メールマガジン発行 協会事業や国際交流・協力に興味のある方への有益な情報を掲載す
る、月２回発行の日本語によるメールマガジン。

http://www.sia1.jp/mailmaga/

Webページによる情報提供
協会事業や防災情報などを日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、中
国語のWebページと、日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語による携
帯サイトで情報提供する。

http://www.sia1.jp/

会報「つうしん」の発行 千葉県国際交流センターの事業や民間団体の活動等を紹介し、国際交
流・協力活動への意欲を高める。

http://www.mcic.or.jp/

インターネットによる情報収集・提
供事業

インターネットを活用した情報収集を行うとともに、千葉県国際交流セン
ターホームページを通じて多言語による情報提供を行う。　「学校からの
おたより」、「あなたの町の日本語教室」など。

http://www.mcic.or.jp/

国際交流伝言板による情報提供
県内の民間団体の実施事業（イベント・情報）を取りまとめ、日本語版、英
語版、中国語版、スペイン語版を作成し、ホームページ等を通じて情報提
供する。

http://www.mcic.or.jp/

千葉県外国人学生住居アドバイ
ザー事業

千葉県と連携し、（一社）千葉県宅地建物取引業協会及び（公社）全日本
不動産協会千葉県本部の協力を得て住宅に関する情報提供、助言を行
う。

http://www.mcic.or.jp/

情報コーナーの設置 情報収集・提供
http://www.tokyo-
icc.jp/kouryu

情報誌「れすぱす」(日本語、英
語）の配信

ホームページ上に毎月掲載する。

http://www.tokyo-
icc.jp/lespace/index.html
http://www.tokyo-
icc.jp/english/lespace/index.ht
ml

外国人支援団体情報（日本語、英
語）

データベースを作成しホームページに掲載する。

http://www.tokyo-
icc.jp/sien_dantai/sien_dantai_s
earch.html
http://www.tokyo-
icc.jp/english/shien_dantai/ind
ex.html

外国人のための生活ガイド（日本
語、英語、中国語、朝鮮・韓国語、
やさしい日本語）

緊急災害時の対応、生活ガイドを多言語で情報提供する。

http://www.tokyo-
icc.jp/guide/index.html
http://www.tokyo-
icc.jp/guide_eng/index.html
http://www.tokyo-
icc.jp/guide_chi/index.html
http://www.tokyo-
icc.jp/guide_kor/index.html

(公財)埼玉県国際交流
協会

(公財)栃木県国際交流
協会

(公財)群馬県観光物産
国際協会

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

東京都国際交流委員
会
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多言語医療問診票 NPO等との協働によって作成した多言語医療問診票。１８言語（日本語
併記）、１１科目で展開

http://www.kifjp.org/medical/

かながわ日本語学習マップ 県内で開催されている外国人住民を対象とした、日本語教室、母語教
室、補習教室等の情報を掲載

http://www.kifjp.org/classroom

INFO KANAGAWA 神奈川県内のお知らせやイベントを月４回程度日本語、英語、スペイン
語、ポルトガル語、タガログ語、中国語でメール配信する

http://www.kifjp.org/infokanaga
wa

「かながわ・こみゅにてぃ・ねっと
わーく・さいと」運営

外国人住民の暮らしに役立つ情報、支援者に役立つ情報、多文化共生
に関する情報、交流に役立つ情報などをまとめたポータルサイト「かなが
わ・こみゅにてぃ・ねっとわーく・さいと」を制作・運営

http://www.kifjp.org/kcns/

災害時情報提供事業 県内外の自治体、国際交流協会、NGO等と防災対策、災害時外国人支
援に関する情報共有を行い、災害時の協力体制を強化するとともに、災
害時には、神奈川県と協働で、「神奈川県災害多言語支援センター」の設
置・運営を行う

多言語支援センター運営事業 外国人が生活や安全・安心について問い合わせができるコールセンター
を設置し、情報提供と通訳支援を行う。

http://www.kifjp.org/kmlc

多言語ホームページの運営 協会事業、国際交流等の情報を５カ国語のホームページにて提供する。 http://www.niigata-ia.or.jp/

プラザ・ライブラリー運営事業 県国際交流プラザを開館して、国際交流・国際協力に関する情報等を書
籍及びパンフレット等で県民へ提供する。

広報紙「NIA Letter」英語版発行

協会事業や国際交流・協力に関する情報を英語で発信する。
http://www.niigata-
ia.or.jp/en/ct/004_siryou/001_
siryou/003_siryou.html

情報誌の発行 イベント誌What's Happening(日、中、韓、英、ポルトガル、ロシア語　隔月)
機関誌TICNEWS(日本語　年４回)の発行

http://www.tic-toyama.or.jp/

外国人への防災情報提供 防災情報を4ヶ国語(やさしい日本語、中国語、ポルトガル語、英語)で提
供するラジオ番組「BOUSAI RADIO」を放送、またホームページでも6ヶ国
語で情報提供(やさしい日本語、中国語、韓国語、ポルトガル語、英語、ロ
シア語)

http://www.tic-toyama.or.jp/

多言語メールマガジンの配信
当センターのイベント・講座情報、防災情報、生活情報、県内イベント情
報などの各種情報を多言語（日・中・韓・英・ポルトガル・ロシア語）で配信
（月1～2回）

http://www.tic-toyama.or.jp/

多言語情報サイト「石川ＥＸＰＲＥ
ＳＳ」の運営

多言語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・ロシア語）のウェブページを
更新し、外国人住民の石川県に対する理解を深めるとともに、生活に必
要な情報を提供。

http://www.ifie.or.jp/japan/ifie
/publication/express_home.htm
l

FM放送による情報提供
小松・加賀地区を対象とする「ラジオこまつ」、金沢地区を対象とする「ラ
ジオかなざわ」、七尾地区を対象とする「ラジオななお」において、在住ブ
ラジル人の支援に役立つ情報をポルトガル語と日本語で提供。

http://www.ifie.or.jp/japan/ifie
/member/brazil/radio_brazil.ht
ml

国際情報ライブラリーの運営 海外の新聞、雑誌、内外の文化事情、国際交流全般に関する図書・ビデ
オ・DVD等を整備し、閲覧・貸出を行うほか、無料で利用できるインター
ネット機器を設置。また、名古屋米国領事館名古屋アメリカンセンターの
協力により、米国の社会・歴史・文化等に関する図書を展示する「アメリカ
ン・シェルフ」を開設。

http://www.ifie.or.jp/japan/resi
dents/library/libra_home.html

ホームページによる情報提供 日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語の６言語により、
協会の取組や国際交流情報、生活情報等を提供。

http://www.ifie.or.jp/index.php

国際交流に関する情報掲示板の
設置 国際交流団体の活動や外国人との語学交流等を紹介するメッセージ

ボードを設置。

http://www.ifie.or.jp/japan/facil
ities/center/center_3f.html#sal
on

国際交流広報誌「交流ふくい」発
行事業

国際交流についての情報や県内の国際交流の動き、当協会事業等を紹
介した機関誌を発行

https://www.f-i-a.or.jp/

多言語情報紙「FIA　Pocket」発行
事業

県民や県内在住の外国人に協会事業をはじめ、県内のイベント情報、県
内外の国際交流・協力関連行事などを紹介した機関紙をルビ付き日本
語、英語、中国語およびポルトガル語により隔月末発行

https://www.f-i-a.or.jp/

FM放送による広報事業 ＦＭ放送を通して協会事業や外国事情などを紹介（週1回10分） https://www.f-i-a.or.jp/

携帯電話を活用した情報発信事
業 緊急時の連絡先、土日祝日の当番医院、外国語の対応可能な医院、福

井県内での国際交流事業を掲載（日本語と英語）
https://www.f-i-a.or.jp/k/

外国新聞・図書等常備事業 福井県国際交流会館および嶺南センターで諸外国・日本の雑誌・新聞・
図書・資料およびビデオテープ・CR-ROM・DVD等を閲覧用として常備

https://www.f-i-a.or.jp/

地域国際化情報発信強化受託事
業（県から受託） 県が所管する多言語ホームページの内容変更にかかる翻訳および更新

http://info.pref.fukui.jp/kokusai
/tagengo/

(公財)石川県国際交流
協会

(公財)福井県国際交流
協会

(公財)新潟県国際交流
協会

(公財)かながわ国際交
流財団

(公財)とやま国際セン
ター
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協会機関誌の発行
協会事業の周知や実施報告をはじめ、国際交流や国際協力関連情報な
どを掲載した機関誌を季節ごとに年３回発行
＜日本語、英語、ポルトガル語＞

http://www.yia.or.jp/

協会ホームページの運営管理 協会の概要をはじめ、イベント情報、外国人向け生活情報、機関誌など
協会の発行物、国際交流センターの利用に関するセンター情報等を多言
語で掲載したホームページの運営管理（通年）
＜日本語、英語、ポルトガル語、中国語、韓国語、タイ語＞

http://www.yia.or.jp/

フェイスブックのよる情報提供 国際交流、国際協力、多文化共生に関する各種情報をタイムリーに配信
（通年）

県内メディアへの情報提供 当協会のイベント情報等のPRのため、本県地方新聞及びローカルFM局
に情報提供を行い、多言語により各種情報を発信（通年）

(公財)長野県国際化協
会

母語による情報提供事業
電話及び来所者の問い合わせに母語で情報提供
言語：ポルトガル語、中国語、タイ語、タガログ語、英語

http://www.anpie.or.jp/

情報紙「世界はひとつ」発行 財団の取り組みやイベント情報、外国人向け生活情報等を掲載した情報
誌（日本語・英語・中国語・ポルトガル語）の発行。年３回

http://www.gic.or.jp/aboutgic/
publication/world/

「アニュアルレポート」・「国際交流
の窓」の発行

センターの活動実績・経営状況についての年報、県内の国際交流活動概
況を展望する冊子を作成。　年１回

http://www.gic.or.jp/aboutgic/

国際交流ネットワークの構築 国際交流・協力活動を行っている団体や個人が情報交換できるメーリン
グリストを運営。

http://www.gic.or.jp/aboutgic/
mailinglist/

ホームページの運営 財団の取り組みやイベント情報、外国人向け生活情報等を多言語で掲載
したホームページ（日本語・英語・中国語・ポルトガル語・タガログ語）の運
営。

http://www.gic.or.jp

情報誌の発行 情報誌「JOY Press」を年11回発行 http://www.sir.or.jp

ホームページ 日本語・英語・ポルトガル語・スペイン語で情報配信、 http://www.sir.or.jp

i-net（国際交流情報システム）に
よる情報提供 インターネット及び利用者端末により国際交流に関する各種情報を日本

語、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、韓国・朝鮮語で提供する。
http://www2.aia.pref.aichi.jp/

ラジオ放送による情報の提供
ラジオ放送により多言語で生活情報や防災関連情報を発信するととも
に、災害時、緊急時の友好な情報伝達ツールであるラジオに日頃から慣
れ親しんでもらう機会を提供する。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/radio/main.html

外国人のための生活情報冊子
「愛知生活便利帳」の作成

外国人が愛知県で生活していくうえで役立つ各種生活情報を多言語（英
語、中国語、日本語の併記）で記載した生活情報冊子「愛知生活便利帳」
を作成する。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/so
dan/j/benricho/index.html

インターネットによる情報提供 ポルトガル語・中国語・英語・スペイン語・フィリピノ語・日本語の6言語に
よる財団情報、生活情報、国際交流情報等の提供

情報紙の発行 当財団の事業案内・報告など年3回発行

外国人向け情報紙「みみタロウ」
の発行

県内外国人住民を対象に生活情報、県内イベント情報等を掲載し、７カ
国８言語（日本語ルビ付き、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語（繁
体字・簡体字）、ハングル、タガログ語）で隔月に発行。

http://www.s-i-
a.or.jp/kankoubutu/mimitarou/i
ndex.htm

ホームページの運営
日本語・英語・ポルトガル語・スペイン語・中国語（繁体字・簡体字）、ハン
グル、タガログ語で生活情報、進路、子育て、防災関連等の情報を提供。
Facebookによる情報提供もあり。

http://www.s-i-a.or.jp

メールマガジンの配信 国際交流、国際協力、多文化共生に関する各種情報とボランティア募集
情報等をタイムリーに配信（通年）

情報誌「SIA しーあ」の発行
地域住民を対象に特集記事や、県内で活躍する外国にルーツをもつ方
へのインタビュー等の情報を掲載した情報誌を年３回発行。

http://www.s-i-
a.or.jp/kankoubutu/lake/index.
htm

センターニュースの発行
日本語版・英語版を各年４回発行

http://www.kpic.or.jp/about/re
port/news.html

ホームページでの情報提供 英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国・朝鮮語で、ホームページ
の主要部分を翻訳して情報提供

http://www.kpic.or.jp/index.ht
ml

メールマガジンによる情報提供
センターやボランティア団体の活動紹介等（日本語）を配信・月１回

http://www.kpic.or.jp/fumin/m
elma/

携帯メールによる情報提供
生活情報（日本語・ひらがな・英語・中国語・フィリピン語）を配信・月２回

http://www.kpic.or.jp/njfumin/
mobile.html

フェイスブックによる情報提供
生活・防災情報、センター活動紹介等（日本語、英語）を週２回程度

http://www.facebook.com/kpic.
kyoto

(公財)大阪府国際交流
財団

多言語生活情報提供
大阪で生活する際に必要な情報を日本語、英語、韓国・朝鮮語、中国
語、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語、ﾍﾞﾄﾅﾑ語、ﾀｲ語、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語、ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語の10か
国語で当財団のホームページに掲載

http://www.ofix.or.jp/life/guide.html

(公財)滋賀県国際協会

(公財)三重県国際交流
財団

(公財)岐阜県国際交流
センター

(公財)山梨県国際交流
協会

(公財)静岡県国際交流
協会

(公財)京都府国際セン
ター

(公財)愛知県国際交流
協会

http://www.mief.or.jp/
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①　外国人住民支援事業

(3)　情報提供

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)兵庫県国際交流
協会

多言語生活情報の提供
１０ヶ国語による基本的な生活情報をホームページ上で提供する。 http://www.hyogo-ip.or.jp/

情報発信事業－国際交流セン
ター広報誌「センターだより」の発
行

県民の方に、センターの活動を知ってもらい、参加して頂くことを目的に、
年3回（日本語のみ）発行。センターのイベント情報を中心に情報提供して
いる

情報発信事業－和歌山県国際交
流センター日本語クラスフリー
ペーパーの発行

センター利用者へのインタビュー等を記載した「真・SＨＩYORA」のフリー
ペーパーを年２回発行する

情報収集・提供事業
新聞、雑誌、図書を整備し、情報を収集。図書の貸出を行う。県内の国際
交流事業、イベントなどの情報をホームページ・テレビ・新聞・ラジオ等
様々なメディアを駆使して提供する

機関紙「とっとり国際通信」の発行
財団の活動状況や地域の国際交流・協力事業に関する情報や地域の国
際化に資する情報を提供するための機関紙「とっとり国際通信」を発行
（年４回発行、Ａ４一部カラー刷10ページ、一部英語・中国語に翻訳）

http://www.torisakyu.or.jp/?id=
92

ホームページの運営
財団の情報を迅速に提供、公開し、また地域における国際交流のための
情報交換や、外国人が生活していくうえで必要な生活情報を盛り込んだ
ホームページ（日本語・英語・中国語版）を運営

http://www.torisakyu.or.jp/

多言語メールマガジンの配信
国際交流イベント情報を掲載したメールマガジン（日本語版）をパソコン向
けに配信。また、イベント情報や生活に役立つ情報を掲載したメールマガ
ジン（英語・中国語・タガログ語）を携帯電話向けに配信。

http://www.torisakyu.or.jp/?id=
89

ホームページの運営 外国人住民向け生活情報、イベント情報、報告、県内国際交流団体の紹
介、当センターの事業概要などを提供。英語・中国語・タガログ語併設

http://www.sic-info.org

多言語メールマガジンの配信
多言語（英語・中国語・タガログ語・ポルトガル語）による生活情報、イベ
ント情報等を配信する。週１回程度

http://www.sic-
info.org/services/mailmagazine
/mm/

日本語メールマガジンの配信

県内外のタイムリーなイベント・募集などの情報を配信する。月2回
http://www.sic-
info.org/services/mailmagazine
/japanese/

機関紙「まいるすとんず」の発行 財団の事業及び地域の国際交流・協力活動等の紹介。年1回、2000部発
行

「SIC応援団ニュース」の発行 賛助会員を対象とした情報紙を発行する。　隔月

相談員による外国人住民向け情
報提供 相談員が英語・中国語・タガログ語で情報提供する。原則各言語週1回半

日

http://www.sic-
info.org/support/consultation/
regular/

図書資料室の運営 外国事情、国際関係、日本語等に関する図書及び外国の新聞・雑誌を整
備し閲覧に供する。

情報相談コーナーの運営 窓口で生活情報・観光情報を提供するとともに、インターネットを通じて情
報が収集できるようにパソコンを設置・開放する。

情報ボックスの設置・運営 約２００の資料ボックスを配置し、県・各市町村別観光情報、NGO活動紹
介、各国観光情報等を提供する。

ホームページの運営
協会イベント情報、外国人のための生活情報等を提供。「外国人のため
の岡山生活情報ハンドブック」は英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム
語・インドネシア語・スペイン語・韓国語でも提供する。

http://www.opief.or.jp

一日領事館 岡山国際交流センターにおいて一日領事館を開催し、在住外国人の支
援を行うとともに、多文化共生の地域づくりに寄与する。（1回）

多文化共生マップ
インターネットで提供されている地図情報サービスを利用して、多文化共
生に必要な施設や団体等の多言語情報を地図でホームページ上に掲載
する。

http://www.opief.or.jp/tabunka
map

多言語による情報提供事業
防災の基礎知識に関する部分を増やした「岡山生活ハンドブック」（英語・
中国語・韓国語・ポルトガル語・ベトナム語）の改訂版を作成する。

機関誌「ＨＩＣ通信」の発行 県内イベントや日本文化、センター事業等を紹介した情報誌（一部英語）
を、年４回発行する。

http://hiroshima-ic.or.jp

情報Ｃ・図書室の運営 外国事情、国際関係、日本語等に関する図書及び外国の新聞・雑誌を整
備し閲覧に供する。

http://hiroshima-ic.or.jp/hip/

ひろしま国際情報ネットワークの
運営 ホームページによる在住外国人向けの生活情報等の提供。 http://hiint.hiroshima-ic.or.jp

HPの活用促進事業 HP,FB,TWITTERによる国際交流・国際協力・多文化共生に関する各種情
報の収集や提供を行う。（日本語・英語）

http://www.yiea.or.jp

携帯メール配信事業 メールマガジン配信希望登録者に、国際交流イベント等の情報を掲載し
たメールマガジンを配信。（日本語・英語）

http://www.yiea.or.jp

(公財)ひろしま国際セ
ンター

(公財)和歌山県国際交
流協会

(公財)鳥取県国際交流
財団

(公財)山口県国際交流
協会

(公財)しまね国際セン
ター

(一財)岡山県国際交流
協会
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①　外国人住民支援事業

(3)　情報提供

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)徳島県国際交流
協会

外国語情報誌の発行 在住外国人を対象に、生活情報やイベント情報を掲載した外国語（英
語、中国語）の情報誌を月１回発行する。

http://www.topia.ne.jp/awalife/

多言語生活ガイドブック・会話集 外国人住民への生活情報の提供手段のひとつとして多言語での生活ガ
イドブック及び指差し会話集を作成、配付することで、日本語での意思疎
通が困難な外国人を支援する。
H28年6月現在、電子書籍としてホームページでの無料の閲覧が可能。
（タブレットやスマートフォンからは無料アプリのダウンロード要。）

http://www.i-pal.or.jp/guide/

http://www.i-
pal.or.jp/conversation/

機関誌「アイパル通信」の発行 協会事業や県内国際交流団体紹介、外国人住民へのお役立ち情報な
ど、様々な情報を提供する。

http://www.i-
pal.or.jp/kikanshi/

ホームページの管理運営
協会事業（講座、イベント情報含む）のほか、協会発行の印刷物（生活ガ
イドブック・会話集・協会機関誌）や、お役立ち情報リンクなどを掲載。（日
本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・タガログ語）

http://www.i-pal.or.jp/

アイパルお知らせメールおよび
フェイスブックでの情報提供

協会主催の講座やイベント開催情報等を、希望者の登録メールアドレス
に送信したり、フェイスブックに記事掲載したりすることで周知する。

http://www.i-
pal.or.jp/oshirase/

お役立ち情報の提供 県国際課「お役立ち情報提供制度」に協力する形で、外国人住民に県内
のイベントや日本語講座等の情報の提供を行う。

ライブラリーの管理運営
書籍等の閲覧および貸出を行う。

http://www.i-
pal.or.jp/raiburari/

EPIC情報発信事業 インターネットホームページの運営やメールマガジンの配信により、情報
の発信・交換を行うとともに、協会の財務状況等に関する情報公開を行
う。（メールマガジン：日本語月2回、英中韓国語月1回）（ホームページ：
随時更新）

http://www.epic.or.jp/

「Ｖ」案内所運営事業 外国人観光客に対し、観光・宿泊等情報提供サービスを行うとともに、短
期レンタル自転車制度の運営を行う。

在住外国人のための生活情報冊
子発行

在住外国人や留学生が快適に暮らせるように、生活情報冊子「Tosa
Wave｣(日本語､英語、中国語)を発行する。

http://www.kochi-kia.or.jp/

在住外国人への防災・災害情報
提供システム構築事業

今世紀前半までに発生すると言われている南海トラフ地震から在住外国
人を守ると同時に、彼らの自助・共助の取り組みを支援する取り組みを構
築する。

http://www.kochi-kia.or.jp/

外国語機関誌の発行
県民及び在住外国人を対象に、国際化に関する理解と関心を深めるた
め、機関誌「こくさいひろば」を日本語と外国語(英語、中国語、韓国語)で
年3回発行する。

http://www.kokusaihiroba.or.jp/
project/magazine.php

ＦＭ放送による情報提供 県内の国際交流事業や日本での生活に関する情報を多言語で提供す
る。

資料等による情報提供 国際交流等関係資料、イベント情報、留学情報、生活情報、外国語雑誌・
新聞等の情報を提供する。

ホームページ及びフェイスブック
による情報提供

財団の広報および、国際交流関係イベント、県内の国際交流に関する情
報、外国人のための日本語教室・相談窓口・生活・医療・安全・防災等の
情報をホームページおよびフェイスブックで、日本語、英語、中国語、韓
国語の4か国語により提供する。

http://www.facebook.com/fief.
kokusaihiroba

海外留学説明会、相談会開催に
よる情報提供

在外公館や公的機関と連携して、留学体験談を聞くイベント等を年６回開
催する。

Hello SAGA 発行 協会および県内民間国際交流団体等のイベントなど各種国際交流・協力
に関する情報の提供。隔月、年６回発行（日本語）

https://www.spira.or.jp/

ホームページなど ホームページ（日英中韓）、ブログ、facebookでの情報提供 https://www.spira.or.jp/

長崎県国際交流協会ホームペー
ジ

協会の活動紹介や、国際交流関係のイベント等紹介など（日、英、中、
韓）

http://www.nia.or.jp

なぴあ 県内団体の活動紹介や国際交流・協力活動に関するニュース、協会事
業の紹介、イベント情報などの広報誌

「NAGASAKI HOSPITAL GUIDE」 県内の外国語の通じる医療機関リスト

「ながさき生活ガイドブック」 長崎在住外国人にとって日本での生活の一助となるよう生活情報等まと
めた多言語対応の冊子（日本語・英語・中国語・韓国語）

「知っておこう！災害が起こるそ
の前に！！」 在住外国人にとって、災害時にどう対応すればいいか、対処法を掲載し

たチラシ（A3　日英中韓4カ国語標記）

「NAPIA」 在住外国人を対象に観光情報やイベント情報、生活情報などの情報を掲
載した英語と中国語の機関誌

広報誌「ＶＯＩＣＥ」年2回発行
会員団体の活動紹介をはじめ、県内で国際交流・国際協力等に積極的
に活動される方の紹介や県・協会において実施される主要事業などを記
事にし、日本語で発行し、会員団体及び県内外主要機関にも配布。

http://www.kuma-koku.jp/

ミニ情報誌 国際協力・国際交流や助成金に関する情報を不定期で発行する。 http://www.kuma-koku.jp/

熊本県国際協会

(公財)香川県国際交流
協会

(公財)高知県国際交流
協会

(公財)愛媛県国際交流
協会

(公財)福岡県国際交流
センター

(公財)長崎県国際交流
協会

(公財)佐賀県国際交流
協会

168
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地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

ホームページ
ＨＰにより協会会員団体が実施する事業をはじめ、協会において行われ
る主要事業や国際交流・国際協力に関する活動,、相談業務に関する情
報等を提供する。

http://www.kuma-koku.jp/

外国語情報誌の発行
主に在住外国人を対象に観光情報や生活情報、各国際交流団体等の情
報を掲載した英語情報誌を年４回、中国語情報誌を年４回発行。

http://www.oitaplaza.jp/japane
se/publications

おおいた国際交流プラザ(HP)の
運営

県内の日本人･外国人及び国外の大分県出身者を対象に、国際交流プ
ラザやその他の団体の国際交流に関する種々の情報や、大分の最新情
報などをホームページに掲載。　(日･英・中）

http://www.oitaplaza.jp/

無料携帯メール配信
県内の外国人住民を対象に緊急時の外、様々な生活・文化情報を無料
で携帯電話に配信。(日本語・やさしい日本語･英語･中国語）

http://www.oitaplaza.jp/japane
se/oipm

(公財)宮崎県国際交流
協会

インターネット・広報紙等による情
報提供

国際交流イベント情報や各種の国際的な話題を掲載した情報誌を発行
し、市町村、国際交流団体、会員等に配布するとともに、ホームページ、Ｅ
メール等を活用して情報発信を行う。

情報収集発信事業
ホームページ（日本語・英語・韓国語・中国語）において情報提供を行う。
また，国際交流プラザにおける国際交流・国際理解・国際協力に資する
情報掲載を行う。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
services/index.html

ライブラリー整備事業 海外・国内・県内の図書・ビデオ等の整備や海外新聞・海外雑誌等の定
期的な購入による利用を促進する。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
services/index.html

広報誌発行事業 国際交流の情報や，生活情報，イベント情報をとりまとめた情報誌を発行
する。「暖流」（日本語，年１回），「South Wing」（英語，年１回），「国際交
流ひろば」（日本語，月１回）
また，協会事業を広く紹介する事業報告書を作成し，ホームページに掲
載する。「事業の記録」（日本語，年１回）

http://www.synapse.ne.jp/kia/
publication/index.html

鹿児島県の国際交流・協力団体
ダイレクトリー 県内の国際交流団体等の主な活動等の情報を掲載

http://www.synapse.ne.jp/kia/i
nfo/group.html

(公財)沖縄県国際
交流・人材育成財団

多言語生活情報提供

県医師会と歯科医師会と協力し、外国語で対応することのできる県内の
医療機関情報をまとめた「おきなわメディカルインフォ2016」（リーフレット）
を制作。関係団体へ送付し、誰でも閲覧できるようホームページに掲載し
ている。

http://www.oihf.or.jp/

サロンカウンターの運営
札幌への来訪者、市民等への多種多様なインフォメーションサービス（観
光・レクリエーション情報、外国人への生活情報、市民への国際交流情報
提供等）を行う。

http://plaza-
sapporo.or.jp/citizen_j/salon/

英文生活情報誌の提供 北海道国際女性協会発行の「What's on in Sapporo」を無料で配布する。

多言語生活情報
ホームページに多言語生活情報（日本語、英語、中国語、ハングル）を掲
載する。

http://www.plaza-
sapporo.or.jp/plaza_sapporolife
/

多言語メール配信サービス

携帯電話向けに日本語、英語、中国語、韓国語による生活情報などの提
供

【PC】
http://www.sapporolife.info/
【登録先】
日本語：
http://www.sapporolife.info/
英語：
http://www.sapporolife.info/english/

中国語：http://www.sapporolife.info/chinese/

韓国語：http://www.sapporolife.info/korea/

広報誌の発行 イベントや国際交流団体等の情報を掲載した日本人向け広報誌「交流
コーナーだより」を日本語版（毎月）、外国人向け広報紙「SENDAI
Lifestyle」を英語版、中国語版、韓国語版、やさしい日本語版（季刊）で発
行する。

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

ＦＭ放送による多言語情報提供
FMラジオ局の協力を得て、防災に関する情報、季節の話題や生活情報、
協会からのお知らせ等を月に１回（15分程度）紹介する番組を、英語、中
国語、韓国語、「やさしい日本語」で実施する。

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

メールマガジンの発行 日本人と外国人市民を対象に、日本語、英語、中国語、韓国語による
メールマガジンを月２回程度配信している。

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

相談・情報カウンター 市民ボランティア団体の協力を得て、生活情報や観光情報などを日本
語、英語で提供する。三者間通話サービスを利用した「通訳サポート電
話」では、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語で情報
提供を行う。

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

ホームページなど ホームページ、ブログ、facebook、twitterでの日本語、英語、中国語、韓
国語による情報提供

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

ぷらら発行事業 在住外国人の生活支援を目的に、多言語情報誌「ぷらら」を発行してい
る。（英語、中国語、韓国語、スペイン語、日本語）

http://www.stib.jp/kokusai/ma
gazine.shtml

(公財)仙台観光国際協
会

(公財)鹿児島県国際交
流協会

(公社)さいたま観光国
際協会

(公財)大分県芸術文化
スポーツ振興財団

(公財)札幌国際プラザ
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地域国際化
協会名
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国際交流センター情報誌「IEC
News」発行

国際交流センター事業の報告や情報の提供を行い、国際交流・国際理
解を推進する。年4回、日本語で作成。

http://www.stib.jp/kokusai/lib-
magazine.shtml

情報ラウンジ 外国語の雑誌・新聞や国際交流・国際協力に関する図書等により、情報
提供を行うとともにインターネットを通じて情報収集ができるようパソコン
を設置している。また、掲示版（ふれあいボード）を設置し、外国人市民や
ボランティアの情報の場ともなっている。

生活情報誌発行
千葉市広報紙「ちば市政だより」の中で外国人市民にも必要とされる情報
を中心に英語・中国語・やさしい日本語に翻訳し、インターネット及び印刷
物による配布を行う。

http://www.ccia-
chiba.or.jp/index.php/forforeign
/residentialnewsletter.html

ホームページ運営 協会の事業内容や外国人市民の生活に必要な情報等について、イン
ターネットを通じて多言語で発信する（日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮
語、スペイン語）また、災害時等にリアルタイムでの情報発信を可能とす
るため、フェイスブックを併用し、情報提供の頻度、量の充実を図ってい
る。

http://www.ccia-chiba.or.jp/
https://www.facebook.com/cci
a1994/

(公財)横浜市国際交流
協会

多言語情報発信事業 在住外国人に多言語（英語・中国語・スペイン語・ハングル・ポルトガル
語・インドネシア語・ベトナム語・やさしいにほんご）により、生活情報、行
政情報をWEB版で提供。月１回更新（ベトナム語のみ隔月）。また、ホー
ムページでも情報を提供（英語・中国語・ハングル・スペイン語・ポルトガ
ル語）。

http://www.yoke.or.jp/

外国語による情報提供
外国人市民に7言語による情報紙「ハローかわさき」を発行する。(年10
回。英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ
語、やさしいにほんご)

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.ht
ml

図書・資料室での情報提供 国際交流センターの図書・資料室において、国際交流等に関わる図書及
び資料、雑誌、新聞、ビデオにより市民及び外国人に各種情報を提供す
る。

http://www.kian.or.jp/kic/003.s
html

ホームページでの多言語情報提
供

ホームページで、6言語(英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、ス
ペイン語、タガログ語及びやさしい日本語により情報提供を行う。
フェイスブックは、イベントや講座等の事前告知だけでなく、事後報告につ
いても日本語で情報提供を行う。

http://www.kian.or.jp/guideboo
k.html
https://www.facebook.com/pag
es/

日本語情報誌「SAME NEWS」の
発行

協会の活動や市内の国際交流事業に関するお知らせを掲載した情報紙
を発行する。年11回発行。

外国語情報誌の発行
在住外国人を対象に生活情報、行政からのお知らせなどを掲載した外国
語（英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フィリピン語）の情報誌を
毎月発行する。

ホームページの運営
５言語（英語、スペイン語、中国語、フィリピン語、ポルトガル語、日本語）
で協会の活動や国際交流事業などの情報提供を行う。

機関誌ハイスニュースの発行 月1回発行し、会員や公共施設に配布する。（日本語、ポルトガル語、英
語）

http://www.hi-hice.jp/

CIR　NEWSの配信 市国際交流員によるメールマガジンの配信（英語、日本語） http://www.hi-hice.jp/

ホームページの運営 協会の活動や国際交流に関する情報を提供（日本語、英語、ポルトガル
語）

http://www.hi-hice.jp/

フェイスブックの運営 協会の活動や緊急情報等をフェイスブックで発信（日本語、英語、ポルト
ガル語）

http://www.hi-hice.jp/

図書コーナーの運営 国際交流、国際協力、多文化共生に関する図書や外国語の図書・資料
の収集と貸出を行う。

http://www.hi-hice.jp/

情報カウンターの運営 各種多文化共生・国際交流等情報を窓口にて提供。 http://www.hi-hice.jp/hmc/

情報サービスコーナーの運営 各種生活情報や観光情報などを日本語のほか、英語・ポルトガル語・ス
ペイン語・中国語・ハングル・フィリピノ語・ベトナム語で提供。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ライブラリーの運営
海外紹介図書、辞典・辞書、教科書、国際理解・多文化共生に関する図
書、日本語教材、地図、海外の新聞・雑誌等の収集・配架及び閲覧・貸し
出しを行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

FM放送による外国人向け情報提
供

生活関連情報・イベント情報等をFMラジオ局ZIP‐FMの番組にて英語・ポ
ルトガル語・中国語・ハングルで提供する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ニック・ニュースの発行 センターの活動紹介と国際交流・協力に関する情報提供のため、月刊広
報誌「ニック・ニュース」を隔月刊で10,000部発行する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

子ども版「ニック・ニュース」の発
行

地球市民意識を子どものころから養うため、日々の暮らしと世界との繋が
りを考える事例や国際協力・多文化共生のヒントなどを取り上げる子ども
版「ニック・ニュース」を年２回、各66,500部発行する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ナゴヤ・カレンダーの発行
名古屋地域に暮らす外国人を対象に、生活情報のほかイベントや観光情
報等を紹介する月刊情報誌「ナゴヤ・カレンダー」を毎月英語版6,000部、
ポルトガル語版4,000部発行する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

(公財)浜松国際交流協
会

(公財)名古屋国際セン
ター

(公財)川崎市国際交流
協会

(公財)千葉市国際交流
協会

静岡市国際交流協会

http://www.samenet.jp/about/
business_scheme.html
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ホームページによる情報発信 センターの事業紹介、生活関連情報、イベント情報、災害情報、市政情報
等を日本語のほか多言語でホームページに掲載し、広く情報発信するま
た、フェイスブックやツイッターといったソーシャルメディアを活用し、幅広
い利用者への情報発信を行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

メールマガジンの配信 外国人に対しては、災害情報等緊急性・即時性の高い情報やイベント情
報等を、また日本人に対しては、国際交流イベントや国際理解・国際協力
に関する情報等を掲載したメールマガジンを毎月発行し、きめ細かい情
報提供を行う。日本語、英語、ポルトガル語。

http://www.nic-nagoya.or.jp

インターネットによる情報受発信
事業（日本語，英語，ハングル，
中国語，スペイン語）

インターネット上の当協会ホームページより協会事業の案内や実施報
告、会館紹介及び国際交流に関する各種情報等を発信。多言語ページ
がブログ形式になり、外国人自らによる情報発信を可能にし、情報の多
言語化や外国人コミュニティのネットワーク化を図る。また、トップページ
のバナー広告による収入源としても重視。イベントの参加受付及び登録
者へ最新事業案内を送るメールマガジンを発行し、より即時性を持ち、か
つ広範囲にわたる情報の提供・受信を行う。ホームページ作成は職員と
協会ボランティア「ホームページ作成ボランティア」が対応。（日本語、英
語、ハングル、中国語、スペイン語）

http://www.kcif.or.jp

Ｈｏｕｓｅ ｎａｖｉ （京都の外国人のた
めのお部屋情報）の運営

日本賃貸住宅管理協会と協働で運営する「外国人のためのお部屋情報
House navi」で、物件情報及び多言語対応可能な不動産業者の情報を提
供する。

http://housenavi-jpm.com/

情報誌『ＬＩＦＥ　ＩＮ　ＫＹＯＴＯ』の
発行

協会ボランティアの取材・編集・翻訳により、在住外国人が関心を持つ情
報・読み物を掲載した情報誌『LIFE IN KYOTO』を隔月で各号英語900
部、日本語800部発行。ホームページ上では英語、日本語に加え、中国
語、スペイン語でも公開。留学生寮や大学等を中心に約40ヵ所で配布。
また、収入源を重視し企業等の広告を募集。

http://lik.kcif.or.jp(日本語)
http://lik.kcif.or.jp/index_en.ht
m(英語)

『京都市生活ガイドブック』の配布
及び改訂版の発行
（英語版／中国語版／韓国･朝鮮
語版／スペイン語版・各日本語併
記）

初めて京都で生活する外国人の方々が，安心して有意義に暮らせるよう
に，医療，行政，災害，コミュニケーション，便利な情報から困ったときの
相談窓口まで，図や地図や写真入りでわかりやすく説明しています。巻
末には各種施設・外国語での診療可能な病院のリストを掲載。
京都市国際交流会館で配布，当協会ホームページからも閲覧可能。

http://www.kcif.or.jp/HP/guide
/top/jp/index.html

『京都市生活地図（ＧＵＩＤＥ　ＴＯ
ＫＹＯＴＯ）』の販売

公共施設・大学・書店から映画館まで生活に必要なさまざまな施設を詳し
く掲載した地図。すべて日英併記，各施設の電話番号リストもあり，大変
便利。会館で在住外国人を含む一般の方を対象に販売。（一部200円）。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/
koho/jp/guide/index.html

情報サービスコーナーの運営 在住外国人が京都で生活していく上での不便・不満を解消し，より快適な
生活を実現するために，情報サービスコ ーナーを運営しています。外国
人観光客・旅行者に観光・旅行情報を提供，一般市民から寄せられる外
国事情や留学などについての質問に応じるなど、さまざまな情報提供を。
電話・ｅ-ｍａｉｌでも対応 しています。職員と協会ボランティア「ボランティア
情報サービス」が対応。

http://www.kcif.or.jp/adviser/i
ndex-j.htm

メッセージコーナー 国際的なイベントや展覧会の案内をはじめ，国際交流の推進に役立つ各
種情報，在住外国人の日常生活に必要な情報を随時掲示。また，メッ
セージボードでは，個人レベルでの文化交流や情報交換の場として，専
用紙（A5版）でメッセージの掲示を行う。A4サイズのチラシを設置できる
メッセージボックスは有料で貸出し。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/
jyoho/jp/message/index.html

機器による情報提供 来館者がインターネットやワード，エクセルなどのソフト（多言語対応）を
利用できるサービス。世界各国の最新情報の収集ができる。フリーメール
は，日本語，英語，ハングル，中国語，スペイン語、他計１０ヶ国語の利用
が可能。
また，交流ロビーのＴＶ（5台）では，「BBC」（世界の「今」を伝える英国
BBC[放送をリアルタイムで放映），「ＣＣＴＶ大富」（中国最大のテレビ局
「中国中央電視台」の番組），「ＫＢＳ　World」（韓国の今を紹介する番組
を放映）の視聴が可能。

http://www.kcif.or.jp/HP/kaika
n/syoukai/jp/koryu.html

図書･資料室の運営
１．国内外の新聞・雑誌
　さまざまな国内外の新聞・雑誌の閲覧が可能。
２．一般図書
　（海外へでていくための情報、外国人の日本での生活に役立つ情報を
重点として図書を収集・所蔵しており，閲覧ができます。）
より多くの市民の方々が利用しやすくなるように、既存の公共図書館の運
営内容やインターネット時代の流れを反映させ、「図書・資料室」の独自
性を持たせて運営。そのために資料等を調べやすく整備し、「特定の分
野を調べるなら京都市国際交流会館へ」のイメージをつくる。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/
tosho/jp/top/index.html

ＪＮＴＯ（日本政府観光局）認定
「外国人観光案内所」の運営

２０１３年２月よりＪＮＴＯ（日本政府観光局）認定の「外国人観光案内所」
にも認定されており、観光情報提供の一層の充実を図り、外国人観光客
に観光情報の提供を行っている。

http://www.jnto.go.jp/jpn/refer
ence/visitor_support/tic/list.ht
ml

ＪＮＴＯ（日本政府観光局）認定
「外国人観光案内所」の運営

２０１３年２月よりＪＮＴＯ（日本政府観光局）認定の「外国人観光案内所」
にも認定されており、観光情報提供の一層の充実を図り、外国人観光客
に観光情報の提供を行っている。

http://www.jnto.go.jp/jpn/refer
ence/visitor_support/tic/list.ht
ml

(公財)京都市国際交流
協会
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①　外国人住民支援事業

(3)　情報提供

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

インフォメーションセンターの運営 多文化共生、国際交流・協力、外国人留学生支援等に関する情報・資料
を収集・提供し、多言語による相談業務を行っている。
●インフォメーションカウンター●海外・国内新聞コーナー●海外・国内雑
誌コーナー●国際交流情報・図書・機関誌コーナー●インターネット・ＰＣ
コーナー●カタログスタンドコーナー●情報交換ボード　ほか
TEL.(06)6773-8989 FAX(06)6773-8421
開館時間：毎日9：00～21：00（土・日・祝含む/年末年始除く）

http://www.ih-
osaka.or.jp/information/center.
html

多言語メールマガジン
国際交流に関するイベント情報や在住外国人のための生活情報を多言
語（日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語）メールマガジンで
週１回配信（スペイン語版は隔週）。

http://www.ih-
osaka.or.jp/mailmagazine/

多言語情報提供FAQ「FAQ in
OSAKA」 簡易で頻度の高い相談に対する回答を容易に入手しやすくするために、

ネット上に「外国人のための生活情報よくある質問とこたえ」のサイトを運
営。
日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語の4言語で運営。

http://www.osaka-
livinginfo.jp/jp/

神戸リビングガイド（多言語生活
ガイド）

日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナ
ム語、やさしい日本語での多言語生活ガイドをホームページに掲載。

http://www.kicc.jp/kicc/guide/
index.html

図書コーナー・情報提供コーナー 神戸国際コミュニティセンター内に、書籍、新聞、雑誌を閲覧できる図書
コーナーと、各種行事や行政情報・生活情報を掲示板や広報物で提供す
る情報提供コーナーを運営する。また、日本語学習図書の貸し出しを行
う。

http://www.kicc.jp/kicc/kicc/i
ndex.html

情報誌の発行 在住外国人を対象に行政からのお知らせや市内で行われる文化イベント
情報などを網羅した生活・文化情報誌（英語版）を月1回発行する。イベン
ト情報については、スペイン語、ポルトガル語、中国語でも情報提供して
いる。また、行政からのお知らせの一部も、適宜同三カ国語で情報提供し
ている。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

国際交流ラウンジの運営 国際交流・協力に関する情報や外国人のための日常生活に関する情報
などを提供するとともに、国際交流・協力のための場所を提供している。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

(公財)北九州国際交流
協会

ホームページ等による情報提供 北九州国際交流協会のホームページやメールマガジンを英語、中国語、
韓国語、やさしい日本語で編集し、最新の協会事業や生活情報・イベント
情報の提供を行う。

http://www.kitaq-koryu.jp/

一般相談・情報提供
外国人に対して，生活全般に関する情報等を提供する，情報提供カウン
ターを設置（英語・中国語・韓国語対応）。外国語情報紙、ホームページ、
メールマガジンなどによる生活、イベント等情報提供。

http://www.rainbowfia.or.jp/

外国人向け広報ラジオ番組 財団が実施するイベントや外国人のためのサービスの内容を、ラブエフ
エム国際放送のラジオ番組にて、英・中・韓３ヵ国語で広報を行う。

ニュースレター熊本の発行 国際交流や多文化共生に関する情報を発信。年４回

生活情報メールマガジン やさしい日本語、英語、中国語で定期的に生活情報、イベント情報を配
信。また、災害時には、災害情報、避難情報を配信

KIFメールマガジン 熊本市国際交流振興事業団が主催するセミナー、交流会、講座の他、民
間国際交流協力団体が実施する催し物情報を毎週１回配信

市政だよりの多言語化 市政だよりの生活、催し、健康の中から、在住外国人にとって必要な情報
を多言語化（英語、中国語、韓国語）に翻訳し、ホームページへ掲載

ホームページによる情報発信・提
供

(公財)大阪国際交流セ
ンター

(一財)熊本市国際交流
振興事業団

(公財)神戸国際協力交
流センター

(公財)広島平和文化セ
ンター

(公財)福岡よかトピア
国際交流財団
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