
①　外国人住民支援事業

(7)　外国人住民の自立と社会参画

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)青森県国際交
流協会

多文化共生の自力型地域拠点づ
くり推進事業

県内在住の外国人の日本語学習環境と課題を把握するとともに、各地
域での多文化共生への推進会議等を行う。

(公財)岩手県国際交
流協会

多言語サポーターの登録及び活
用 通訳や支援ができる人材、また在住外国人で日本での経験を踏まえた

アドバイスをを行うなど相互扶助活動ができる人材の登録及び活用。
http://www.iwate-ia.or.jp/

外国人支援通訳サポーター育成
紹介事業 保健・医療・生活相談通訳サポーターとして外国人も参画。

技能実習生と地域をつなぐプロ
グラム 技能実習生を対象として、防災研修や地域住民との交流の機会を提供

し、技能実習生も地域住民として取り込んだ形での共生型社会の構築
を目指す。

(公財)秋田県国際交
流協会

ＡＩＡサポーターバンク・ボランティ
アの運営事業 ボランティア精神をもって通訳・翻訳・文化紹介などを行う有償ボランティ

アを「ＡＩＡサポーター」として登録し、行政・教育機関等の依頼に応じて
派遣する。また、年に一度、スキルアップのための研修会を実施する。

http://www.aiahome.or.jp/tran
slation/detail.html?serial_id=15
23

(公財)山形県国際交
流協会

在住外国出身者ネットワーク機
能向上事業

県内4地域において、外国出身者に対する聞き取り調査や、外国出身者
やその家族、日本人支援者、自治体職員等を対象にした研修会を開催
し、日常生活の情報や災害発生時などの情報伝達をスムーズに行える
ネットワークの構築・強化を図る。

外国出身者コミュニティ活動支援
事業

県内に潜在しているコミュニティの発掘を継続して行うとともに、コミュニ
ティの要望に応じて日常生活に役立つ講習会等の協働事業を行う。ま
た、既存の外国出身者コミュニティに対して、そのコミュニティが主催事
業等を行う際の事業企画や関係機関との橋渡しなど実施に向けたサ
ポートを行う。

http://www.worldvillage.org/ko
uryu/keyperson.html

外国出身県民等に関する防災啓
発事業 外国出身県民に対し、地域で開催される救急法講習会や防災訓練への

参加を促すとともに、他団体が実施する防災訓練に参加し、避難所にお
ける通訳・翻訳ブースの設置等を行い、災害時における外国出身県民
への配慮の重要性について広く周知を図る。

外国人医療の言語サポート強化
事業

医療分野における外国人の課題を解決するため、外国語で対応できる
医療機関情報の多言語化やメディカルハンドブックの配布等、外国人医
療への言語サポート体制を強化する。

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

災害時の対応体制づくり 茨城県総合防災訓練に参加し、外国人と災害時語学サポーターが共に
避難、消火、応急手当等の訓練を受ける。また、訓練の中では災害時
語学サポーターが災害時に情報の通訳翻訳等の支援ができるよう研修
する。

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

ワールドキャラバン国際理解教
育講師等派遣事業

県教育委員会等９団体で国際理解教育推進協議会を組織し、連携して
小中高校の事業や生涯学習の場に外国人講師及びファシリテータ（日
本人）を派遣し、国際理解を促進する。

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

外国人総合相談センター埼玉 ８か国語（英語、ポルトガル語、中国語、スペイン語、韓国・朝鮮語、タガ
ログ語、ベトナム語、タイ語）及びやさしい日本語による案内や生活相
談、公共機関窓口との電話による仲介通訳を行う。 また、社会保険労
務士、弁護士など専門家による雇用・労働相談、入管相談、法律相談を
対面で行う。

http://www.sia1.jp/foreign/adv
ice/

日本語を母語としない子どもと保
護者の高校進学ガイダンス 日本語を母語としない生徒や保護者への高校進学のための情報提供

及び相談会を行うことにより、高校進学を支援する。
http://www.sia1.jp/foreign/_gui
dance/

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

災害時外国人サポーター養成講
座 市町村、市町村国際交流協会やボランティア団体等と連携し、災害発生

時に支援者として活躍できるサポーターを養成する研修を、県・市等と
共催で開催する。

(公財)宮城県国際化
協会

(公財)福島県国際交
流協会

(公財)茨城県国際交
流協会

(公財)埼玉県国際交
流協会
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地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)かながわ国際
交流財団

外国人コミュニティ連携強化事業 外国人コミュニティ相互の情報共有、行政サービスへの理解の向上およ
び当財団とのネットワーク強化を目的に、意見交換会等を開催する。ま
た、外国人コミュニティとの連携を強化しながら、コミュニティにとって必
要な生活情報及びコミュニティが地域社会に伝えたい情報を収集・整理
し、ホームページ「かながわ・こみゅにてぃ・ねっとわーく・さいと」を通じて
広く情報発信する。

http://kifjp.org/tabunka

外国人のための日本語教室 県内在住の外国人住民に日本語学習の機会を提供する。入門から上
級まで、クラスレッスンとプライベートを提供。（再掲）

http://www.ifie.or.jp/ijsc/

災害時語学サポーター育成事業
災害時に要援護者となる日本語が不自由な外国人を支援するため、能
登地区、広域（富山県と共催）での研修を実施するとともに、「県防災総
合訓練」とも連携しながら通訳ボランティアを育成する。

(公財)福井県国際交
流協会

外国人支援(医療/災害)事業
緊急時に弱者となりがちな外国人を支援するため、医療、災害について
の体制を整える。

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

日本語講座 県内在住の外国人の日本語能力向上を図るため、日本語講座を開催
し、日本語の学習機会を提供する。（通年、週１回）

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

在住外国人のための避難所体験
在住外国人を対象に防災意識や災害発生時の対処法など災害に関す
る基礎知識の普及・啓発を図るため、大規模災害発生時に設置される
避難所の模擬体験を行う。（年１回）

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

外国人法律相談
弁護士による外国人相談を実施（月２回） http://www.yia.or.jp/

(公財)長野県国際化
協会

外国籍生徒高校進学ガイダンス 外国籍生徒の高校進学についての説明や助言を行う場として、本人の
他保護者や教職員を交えてのガイダンスを県内４ヶ所で通訳つきで開
催する。

(公財)岐阜県国際交
流センター 在住外国人支援事業

外国籍の子ども及び保護者に対して、日本での定住を前提とした生活
設計策定のためのライフプラン講座を実施する。

－

(公財)静岡県国際交
流協会

求人情報の提供 外国籍住民を人材として望む事業（団体）の情報をホームページ上で提
供する。

http://www.sir.or.jp

(公財)愛知県国際交
流協会

コミュニティガーデンを活用した
多文化共生のまちづくり促進事
業～地域の人々が協働する緑の
空間～

地域住民が主体的に運営するコミュニティガーデンにおいて、より多くの
日本人及び外国人住民が共同作業や勉強会、イベントへの参加を通じ
て相互理解を深めるとともに、外国人住民が地域活動へ積極的に参加
できる機会を提供し、多文化共生の推進を図る。

外国人県民向け多文化共生理解
講座 外国人コミュニティ等と協働で、日本のシステムやルールを学びながら

防災、教育、福祉など地域の課題を共有する講座を行う。

災害時外国人住民支援事業
災害時における外国人住民への情報提供等を支援するため、災害時外
国人サポーターの養成研修、外国人住民への防災啓発を実施。日本人
と外国人が共に支援者になるよう啓発に取り組む。

http://www.mief.or.jp/jp/saigai.
html#kunren

避難所運営訓練事業
災害時の避難所における外国人支援や外国人住民への防災啓発及び
支援活動への協力について実践的に学ぶことで、伊勢市の日本人と外
国人が共に災害時の支援活動を実施できる環境整備に取り組む

http://www.mief.or.jp/jp/ise_hi
nanjouneikunren/hinansyokunr
en_ise.html

医療通訳配置事業 医療通訳を配置している5医療機関等において定着を図るとともに普及
に努める

http://www.mief.or.jp/jp/iryou
haichi.html

介護の日本語支援事業 外国人を雇用する介護施設で日本語支援及び通訳業務を実施し、外国
人の安定した就労支援を行う

財団パートナー制度 当財団と同じ目的意識を持つ外国語と日本語に堪能な人を財団パート
ナーとして登録して活動・研修の機会を設け、多文化共生社会づくりを
担う人材育成を行う。を次の役割を担うことで多文化共生社会づくりに
貢献する。
①通訳・翻訳　　②医療通訳　　③国際理解講師　　④災害時の支援者

http://www.mief.or.jp/jp/partn
er_tsuhonyaku.html

(公財)滋賀県国際協
会

防災から広げる共生のまちづくり
事業

外国人が地域防災事業への参加をきっかけに顔の見える関係やつな
がりができるよう、モデル事業を実施し、今後広く県内で防災による共生
のまちづくりが広がることを目指す。

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

(公財)京都府国際セン
ター

外国人住民災害時支援事業
地域国際化ネットワーク会議の開催、外国人住民・支援者向け防災研
修・訓練の実施、外国人住民向け防災オリエンテーションの実施、災害
時府民サポーター研修・訓練の実施

http://www.kpic.or.jp/fumin/sa
igais/

(公財)兵庫県国際交
流協会

外国人県民生活サポート活動の
支援【再掲】

外国人県民の生活支援を行っている外国人コミュニティに対し活動経費
の一部を負担し、活動の充実に向けた支援を行う。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

（公財）鳥取県国際交
流財団

外国人コミュニティとの連携 外国人コミュニティが自助自立し、県民を巻き込んだ多文化共生推進の
ための事業を共催、支援する。

(公財)石川県国際交
流協会

(公財)山梨県国際交
流協会

(公財)三重県国際交
流財団
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地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)しまね国際セン
ター

多文化共生啓発事業（アンテナ
サロンの開催）

外国人住民と日本人住民が気軽に参加し、交流や情報交換できる場を
提供する。

多文化共生推進事業（災害時外
国人サポーター養成研修）(県受
託事業）

災害時における外国人住民への情報提供等を支援するため、災害時外
国人サポーターの養成研修、外国人住民への防災啓発を実施。また、
島根県が実施する総合防災訓練に参加する。

岡山県災害救援専門ボランティ
ア（通訳・翻訳）研修会 ボランティア登録者のスキルアップと増員をめざし、災害時のボランティ

アの役割について学ぶ研修会を実施する。（ 全2回程度を想定）

地域共生サポーター養成・研修
事業

登録者に対し、フォローアップの研修会を実施する。(年1回）また、多文
化共生に関心のある方に対して、養成講座を開催する。（年1回）

（公財）山口県国際交
流協会

大規模災害時における外国人支
援研修事業

災害時の外国人支援に関心のある方を対象に実施する。災害時に外国
人が直面する課題とボランティアの役割をグループワークした。(年２回）

(公財)徳島県国際交
流協会

地域共生サポーター 外国人からの相談に対応するとともに、災害時などには、お互いが協力
できるようネットワークを形成する。

(公財)香川県国際交
流協会

多文化共生フォーラム
在留資格や国籍等が異なる様々な外国人住民から幅広く意見を聞き、
交流することで、香川県に住む外国人との相互理解と友好親善を深め、
外国人住民とともに暮らす、多文化共生の社会づくりについて考える
きっかけを提供することを目的として開催する。

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

在住外国人のための文化紹介講
座
（マナー講座）

在住外国人の地域への社会参画を促すことを目的に，県内在住の外国
人を対象とした「冠婚葬祭におけるマナー講座」の実施を行った。

在住外国人のための生活情報
講座（医療）病院体験ツアー

外国人の地域での自立を促すことを目的に，県内在住の外国人を対
象とした医療機関受診に係る講座を実施した。

在住外国人のための防災訓練参
加

外国人の防災対策として，鹿児島県が実施する｢桜島火山爆発総合防
災訓練｣に参加した。

（公財）沖縄県国際交
流・人材育成財団

災害時外国人住民支援事業
養成した災害時外国人サポーターを活用し、在住外国人が参画するこ
とができる防災訓練を実施し、平時から本県におけるソフト防災・減災の
環境を整備する。

(公財)札幌国際プラザ 地域多文化共生推進
外国人が住民として地域に主体的に関わり、コミュニティの一員として安
心して暮らす地域づくりのきっかけとして、地域で気軽に参加できるイベ
ントへの外国人の参加を支援する。

生活オリエンテーション 外国人市民を対象に安心・快適に生活するための情報を提供する。依
頼に応じて日本語講座や日本語学校等への出前講座も実施する。

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

災害時外国人支援 外国人市民の防災意識を高めるため、多言語による防災情報の提供を
行うとともに、地域の防災訓練への参加を呼び掛け、通訳などのサポー
トを行う。

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

災害時外国人市民支援 防災訓練や防災教室などに外国人とボランティアを参加させることで疑
似体験する場を設け、防災意識の啓発を図るとともに、日ごろの災害対
策を促す。

防犯パトロールキャンペーン
地域の自治会等が主催する防犯パトロールに外国人が一住民として参
加し交流する。

https://www.facebook.com/chi
batabunka26/

なか国際交流ラウンジ・スクール
ガイダンスの実施

中区の小中学校に編入予定の親子を対象に、多言語での日本の学校
制度の説明、各学校の案内を行う（予約制、1回3時間で136回）。

http://nakalounge.main.jp/

みなみ市民活動・多文化共生ラ
ウンジ・スクールガイダンスの実
施

南区の小中学校に編入予定の親子を対象に、中国語、英語での日本の
学校制度の説明、各学校の案内を行う。 http://tabunka.minamilounge.c

om/

鶴見国際交流ラウンジ・暮らしの
ガイダンスの実施

外国人に対して、日本の制度・行政サービス等について理解してもらう
ため、暮らしのガイダンスを実施する（年2回）

http://www.tsurumilounge.com
/

(公財)川崎市国際交
流協会

外国人市民のための講座
外国人市民が日本で暮らすうえでの課題を取り上げ、必要な情報を提
供する。また災害時の対処に必要な訓練や日本の制度を理解するため
の講座を開催する。

外国人を対象とした防災セミナー
外国人住民に災害についての基本的な知識を提供するとともに、地域
の日本人とコミュニケーションが図れるように地域防災訓練に参加する
よう促し、災害時に孤立しない顔の見える関係を作る。

日本語を母語としない子と親のた
めの高校進学ガイダンス

静岡市教育委員会との共催事業で、高校進学を希望する生徒とその親
を対象として、高校入試制度の説明や現役高校生の体験談、個別相談
を行う。通訳、ゲスト手配、広報等を行う。

外国語で受診できる医療機関リ
ストの作成

外国人が安心して医療が受けられるよう、日本の医療制度や、外国語
で対応可能な市内の病院や医院の情報、医療に関する相談機関等の
情報を掲載したリストを作成する。

http://www.samenet.jp/about/
business_scheme.html

(一財)岡山県国際交
流協会

(公財)鹿児島県国際
交流協会

(公財)仙台観光国際
協会

静岡市国際交流協会

(公財)千葉市国際交
流協会

(公財)横浜市国際交
流協会
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①　外国人住民支援事業

(7)　外国人住民の自立と社会参画

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

地域共生モデル事業 外国人集住地区において、多文化共生への取り組みを、地域住民と協
働してモデル的に行う。

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

地域への個別支援 各地域における外国人との共生に関する問題等の相談窓口となる。 http://www.hi-hice.jp/hmc/

自治会回覧文書多言語フォー
マットの作成 自治会等の回覧板の多言語フォーマットを作成・配布

コミュニティ・エンパワメント事業
外国人コミュニティを対象として、日本で生活していく力をつけるための
講座やセミナーを開催する。外国人コミュニティと協働で行うことで、ネッ
トワークの強化を図る。

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

地域共生自治会会議 外国人との共生についての課題や取り組みを自治会間で情報・意見交
換をする。

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

地域の国際セミナー
日本人と外国人が共に地域住民として豊かな生活文化を創造できる
「多文化共生社会」の形成促進を目的に、そのための具体的方策を探
るセミナーを開催する。

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

外国人芸術作品展
外国人ボランティアグループのセントラル・ジャパン・インターナショナル・
ソサエティ（CJIS）との共催により、中部地域の外国人芸術家の作品を
発表する機会を設け、芸術を通した国際交流を行う。

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

多文化共生まちづくり事業 外国人と日本人が共に多文化共生まちづくりを考え、地域における顔の
見える関係を作る機会として、、交流や外国人向けの生活情報の提供
などを内容とするイベントを、地域の関係機関・団体の協力を得て、区役
所などを会場に年２回程度開催する。

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

外国人防災啓発事業 外国人住民に対し、防災や災害についての基本的な知識を提供する機
会を設ける。「なごや災害ボランティア連絡会」との連携や災害語学ボラ
ンティアの協力を得て、地域単位の防災啓発イベントや地域の日本語
教室への出前講座などを定期的に実施する。

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

(公財)京都市国際交
流協会

外国人歓迎会
来日して間もない外国人が、京都での生活に円滑に適応できるように早
期の段階で生活に関する情報を提供するためのオリエンテーションを実
施する。長期滞在するうちに発生するトラブルを未然に防止することも目
的とする。2013年度に改訂した「留学生のための生活オリエンテーショ
ンDVD」（日本語・英語・中国語）を活用。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/student/jp/kangeikai/kangeik
ai.html

(公財)大阪国際交流
センター

外国人コミュニティ連携事業 多文化共生社会を目指す中で、その一翼を担う当事者である外国人と
ともに、NPO,行政等が一堂に会し、現状認識を行うとともに、外国人の
ニーズを把握し、その課題を整理するため、意見交換会を定期的に開
催する。

(公財)北九州国際交
流協会

中国帰国者の交流支援事業
北九州市の委託を受け、中国帰国者が地域社会で孤立することなく、で
きるだけ早く社会的自立がなされるように、生活適応のための日本語学
習や交流会などを開催する。

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

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

多文化共生ソーシャルワーカー
活動 問題の解決までをサポートする事業。

(公財)名古屋国際セン
ター

(公財)浜松国際交流
協会

190


