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地域国際化協会連絡先 
 

都道府県 団体名代表者 所在地 
ホームページ 

メールアドレス 

電話番号 

（FAX番号） 

北海道 （公社）北海道国際交流・協力総合センター 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目 http://www.hiecc.or.jp 011-221-7840 

  会 長    佐藤 俊夫  道庁別館12F hiecc@hiecc.or.jp (011-221-7845) 

青森県 （公財）青森県国際交流協会 〒030-0803 青森市安方1-1-32 http://www.kokusai-koryu.jp 017-735-2221 

  会 長    塩越 隆雄  水産ビル5F info@kokusai-koryu.jp (017-735-2252) 

岩手県 （公財）岩手県国際交流協会 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通1-7-1 http://www.iwate-ia.or.jp 019-654-8900 

  理事長   平山 健一  いわて県民情報交流センター5F 国際交流センター内 iwateint@iwate-ia.or.jp (019-654-8922) 

宮城県 （公財）宮城県国際化協会 〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 http://mia-miyagi.jp 022-275-3796 

  理事長     宮城県仙台合同庁舎7F mail@mia-miyagi.jp (022-272-5063) 

秋田県 （公財）秋田県国際交流協会 〒010-0001 秋田市中通2-3-8 http://www.aiahome.or.jp 018-893-5499 

  理事長   佐竹 敬久   aia@aiahome.or.jp (018-825-2566) 

山形県 （公財）山形県国際交流協会 〒990-8580 山形市城南町1-1-1 http://www.airyamagata.org 023-647-2560 

  理事長   佐々木 孝之  霞城セントラル2F 山形県国際交流センター info@airyamagata.org (023-646-8860) 

福島県 （公財）福島県国際交流協会 〒960-8103 福島市舟場町2-1 http://www.worldvillage.org/ 024-524-1315 

  理事長   今野 順夫  福島県庁舟場町分館2F info@worldvillage.org (024-521-8308) 

茨城県 （公財）茨城県国際交流協会 〒310-0851 水戸市千波町後川745 http://www.ia-ibaraki.or.jp 029-241-1611 

  理事長   斉藤 久男  県民文化センター分館2F iia@ia-ibaraki.or.jp (029-241-7611) 

栃木県 （公財）栃木県国際交流協会 〒320-0033 宇都宮市本町9-14 http://tia21.or.jp 028-621-0777 

  理事長   小林 延年  とちぎ国際交流センター内 tia@tia21.or.jp (028-621-0951) 

群馬県 （公財）群馬県観光物産国際協会 〒371-0026 前橋市大手町2-1-1 http://gunma-dc.net/ 027-243-7271 

  理事長   市川 捷次  群馬会館内 gtia@gtia.jp (027-243-7275) 

埼玉県 （公財）埼玉県国際交流協会 〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 http://www.sia1.jp 048-833-2992 

  理事長   小島 敏男  浦和合同庁舎3F sia@sia1.jp (048-833-3291) 

千葉県 （公財）ちば国際コンベンションビューロー 〒261-7114 千葉市美浜区中瀬2-6 http://www.ccb.or.jp 043-297-4301 

 代表理事   赤塚 稔  WBGマリブイースト14F ied@ccb.or.jp (043-297-2753) 

東京都 東京都国際交流委員会 〒101-0023 千代田区神田松永町17-15 http://www.tokyo-icc.jp 03-5294-6542 

  会 長    梶村 勝利   t m - t i c c @ t o k y o - i c c . j p  (03-5294-6540) 

神奈川県 （公財）かながわ国際交流財団 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 http://www.kifjp.org 045-620-0011 

  理事長   高橋 忠生  かながわ県民ｾﾝﾀｰ13階 多言語支援ｾﾝﾀｰかながわ内  tabunka@kifjp.org (045-620-0025) 

新潟県 （公財）新潟県国際交流協会 〒950-0078 新潟市中央区万代島5-１ http://www.niigata-ia.or.jp 025-290-5650 

  理事長   中山 輝也  万代島ビル2F nia21c@niigata-ia.or.jp (025-249-8122) 

富山県 （公財）とやま国際センター 〒930-0856 富山市牛島新町5-5 http://www.tic-toyama.or.jp 076-444-2500 

  理事長   石井 隆一  インテックビル4F tic@tic-toyama.or.jp (076-444-2600) 

石川県 （公財）石川県国際交流協会 〒920-0853 金沢市本町1-5-3 http://www.ifie.or.jp 076-262-5931 

  理事長   中西 吉明  リファーレ3F center@ifie.or.jp (076-263-5931) 

福井県 （公財）福井県国際交流協会 〒910-0004 福井市宝永3-1-1 https://www.f-i-a.or.jp 0776-28-8800 

  理事長   川田 達男   info@f-i-a.or.jp (0776-28-8818) 

山梨県 （公財）山梨県国際交流協会 〒400-0035 甲府市飯田2-2-3 http://www.yia.or.jp 055-228-5419 

  会 長    金丸 康信  山梨県国際交流センター内 webmaster@yia.or.jp (055-228-5473) 

長野県 （公財）長野県国際化協会 〒380-8570 長野市南長野幅下692-2 http://www.anpie.or.jp 026-235-7186 

  理事長   久世 良三  長野県庁東庁舎1F mail@anpie.or.jp (026-235-4738) 

岐阜県 （公財）岐阜県国際交流センター 〒500-8875 岐阜市柳ヶ瀬通1-12 http://www.gic.or.jp/ 058-214-7700 

  理事長   森脇 久隆  岐阜中日ビル2F gic@gic.or.jp (058-263-8067) 

静岡県 （公財）静岡県国際交流協会 〒422-8067 静岡市駿河区南町14-1 http://www.sir.or.jp 054-202-3411 

  会 長    髙貝 亮  水の森ビル2Ｆ info@sir.or.jp (054-202-0932) 

愛知県 （公財）愛知県国際交流協会 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 http://www2.aia.pref.aichi.jp 052-961-8744 

  会 長    神田 真秋  愛知県三の丸庁舎1,2F somu@aia.pref.aichi.jp (052-961-8045) 

三重県 （公財）三重県国際交流財団 〒514-0009 津市羽所町700 http://www.mief.or.jp 059-223-5006 

  理事長   駒田 美弘  アスト津3F mief@mief.or.jp (059-223-5007) 

滋賀県 （公財）滋賀県国際協会 〒520-0801 大津市におの浜1-1-20 http://www.s-i-a.or.jp 077-526-0931 

  会 長    山田 督  ピアザ淡海2F info@s-i-a.or.jp (077-510-0601) 

京都府 （公財）京都府国際センター 〒600-8216 京都市下京区東洞院通七条下る東塩小路町676番地13  http://www.kpic.or.jp 075-342-5000 

  理事長   尾池 和夫  メルパルク京都 地下1階 main@kpic.or.jp (075-342-5050) 

大阪府 （公財）大阪府国際交流財団 〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-5 http://www.ofix.or.jp 06-6966-2400 

  理事長   小髙 將根  マイドームおおさか5F info@ofix.or.jp (06-6966-2401) 

兵庫県 （公財）兵庫県国際交流協会 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 http://www.hyogo-ip.or.jp 078-230-3260 

  理事長   金澤 和夫  国際健康開発センター2F hia-info@net.hyogo-ip.or.jp (078-230-3280) 

和歌山県 （公財）和歌山県国際交流協会 〒640-8319 和歌山市手平2-1-2 http://www.wixas.or.jp 073-435-5240 

  理事長   樫畑 直尚  県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛8F wa-world@wixas.or.jp (073-435-5243) 

鳥取県 （公財）鳥取県国際交流財団 〒680-0947 鳥取市湖山町西4-110-5 http://www.torisakyu.or.jp/ 0857-31-5951 

  理事長   能勢 隆之  鳥取空港国際会館1F tic@torisakyu.or.jp (0857-31-5952) 

島根県 （公財）しまね国際センター 〒690‐0011 松江市東津田町369-1 http://www.sic-info.org 0852-31-5056 

  理事長   有馬 毅一郎   admin@sic-info.org (0852-31-5055) 
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岡山県 （一財）岡山県国際交流協会 〒700-0026 岡山市北区奉還町2-2-1 http://www.opief.or.jp/ 086-256-2000 

 代表理事   末長 範彦  岡山国際交流センター内 main@opief.or.jp (086-256-2226) 

広島県 （公財）ひろしま国際センター 〒730-0037 広島市中区中町8-18 http://hiroshima-ic.or.jp 082-541-3777 

  会 長    池田 晃治  広島クリスタルプラザ6F hic@hiroshima-ic.or.jp (082-243-2001) 

山口県 （公財）山口県国際交流協会 〒753-0082 山口市水の上町1番7号 http://www.yiea.or.jp 083-925-7353 

  理事長   村岡 嗣政  水の上庁舎3F yiea@yiea.or.jp (083-920-4144) 

徳島県 （公財）徳島県国際交流協会 〒770-0831 徳島市寺島本町西1-61 http://www.topia.ne.jp/ 088-656-3303 

  理事長   黒石 康夫  クレメントプラザ6F topia@topia.ne.jp (088-652-0616) 

香川県 （公財）香川県国際交流協会 〒760-0017 高松市番町1-11-63 http://www.i-pal.or.jp 087-837-5908 

  理事長   多田野 榮  アイパル香川内 i-pal@i-pal.or.jp (087-837-5903) 

愛媛県 （公財）愛媛県国際交流協会 〒790-0844 松山市道後一万1-1 http://www.epic.or.jp 089-917-5678 

  理事長   中山 紘治郎   haiku575@lib.e-catv.ne.jp (089-917-5670) 

高知県 （公財）高知県国際交流協会 〒780-0870 高知市本町4-1-37 http://www.kochi-kia.or.jp 088-875-0022 

 代表理事   青木 章泰   info_kia@kochi-kia.or.jp (088-875-4929) 

福岡県 (公財)福岡県国際交流センター 〒810-0001 福岡市中央区天神1-1-1 h ttp :/ /www.kokusa i h i r ob a .or . j p  092-725-9204 

 専務理事   福島 明彦  アクロス福岡 info@kokusaihiroba.or.jp (092-725-9205) 

佐賀県 （公財）佐賀県国際交流協会 〒840-0826 佐賀市白山2-1-12 http://www.spira.or.jp 0952-25-7921 

  理事長   坂井 浩毅  佐賀商工ビル1F info@spira.or.jp (0952-26-2055) 

長崎県 （公財）長崎県国際交流協会 〒850-0862 長崎市出島町2-11 http://www.nia.or.jp 095-823-3931 

  理事長   高田 勇   nia@nia.or.jp (095-822-1551) 

熊本県 熊本県国際協会 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 http://www.kuma-koku.jp/ 096-385-4488 

  会 長    蒲島 郁夫  熊本県庁本館7F 国際課内 kuma-koku@cup.ocn.ne.jp (096-277-7005) 

大分県 （公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 〒870-0029 大分市高砂町2-33 http://www.oitaplaza.jp/ 097-533-4021 

  理事長   佐藤 禎一  iichiko総合文化センター（B1F） in@emo.or.jp (097-533-4052) 

宮崎県 （公財）宮崎県国際交流協会 〒880-0805 宮崎市橘通東4-8-1 http://www.mif.or.jp 0985-32-8457 

  会 長    清本 英男  カリーノ宮崎9F miyainfo@mif.or.jp (0985-32-8512) 

鹿児島県 （公財）鹿児島県国際交流協会 〒892-0816 鹿児島市山下町14-50 http://www.synapse.ne.jp/kia 099-221-6620 

  理事長   岩崎 芳太郎  かごしま県民交流センター1F kia@po.synapse.ne.jp (099-221-6643) 

沖縄県 (公財)沖縄県国際交流・人材育成財団 〒901-2221 宜野湾市伊佐4-2-16 http://www.oihf.or.jp 098-942-9215 

  理事長   玉城 哲也   kokusai@oihf.or.jp (098-942-9220) 

 

 

 

政令 

指定都市 
団体名代表者 所在地 

ホームページ 

メールアドレス 

電話番号 

（FAX番号） 

札幌市 （公財）札幌国際プラザ 〒060-0001 札幌市中央区北1条西3 http://www.plaza-sapporo.or.jp  011-211-3670 

  理事長   秋元 克広  札幌MNビル3F sicpf@plaza-sapporo.or.jp (011-211-3673) 

仙台市 （公財）仙台観光国際協会 〒980-0804 仙台市青葉区大町2丁目2-10 http://www.sentia-sendai.jp 022-268-6251 

  理事長   渡邊 晃  仙台青葉ウィングビルＡ棟11階 info@sentia-sendai.jp (022-268-6252) 

さいたま市 （公社）さいたま観光国際協会 〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町１１－１ http://www.stib.jp/kokusai/ 048-813-8500 

  会 長    清水 志摩子  コムナーレ9F 国際交流センター iec@stib.jp (048-887-1505) 

千葉市 （公財）千葉市国際交流協会 〒260-0013 千葉市中央区中央2-5-1 http://www.ccia-chiba.or.jp  043-202-3000 

  理事長    金綱 一男  千葉中央ツインビル 2号館8F ccia@ccia-chiba.or.jp (043-202-3111) 

横浜市 （公財）横浜市国際交流協会 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1 http://www.yokeweb.com 045-222-1171 

  理事長   岡田 輝彦  パシフィコ横浜 横浜国際協力センター5F yoke@yoke.or.jp (045-222-1187) 

川崎市 （公財）川崎市国際交流協会 〒211-0033 川崎市中原区木月祗園町2-2 http://www.kian.or.jp 044-435-7000 

 会 長    山田 長滿  川崎市国際交流センター内 kiankawasaki@kian.or.jp (044-435-7010) 

静岡市 静岡市国際交流協会 〒420-0853 静岡市葵区追手町4-16 http://www.samenet.jp 054-273-5931 

  会 長    田辺 信宏  静岡市クリエーター支援センター1Ｆ same@samenet.jp (054-273-6474) 

浜松市 （公財）浜松国際交流協会 〒430-0916 浜松市中区早馬町2‐1 http://www.hi-hice.jp 053-458-2170 

 代表理事   石川 晃三  クリエート浜松４F info@hi-hice.jp (053-458-2197) 

名古屋市 （公財）名古屋国際センター 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1 http://www.nic-nagoya.or.jp/ 052-581-5678 

  理事長   矢野 秀則   nic@nic-nagoya.or.jp (052-581-5629) 

京都市 （公財）京都市国際交流協会 〒606-8536 京都市左京区粟田口鳥居町2-1 http://www.kcif.or.jp 075-752-3010 

  理事長   千 玄室   office@kcif.or.jp (075-752-3510) 

大阪市 （公財）大阪国際交流センター 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8-2-6 http://www.ih-osaka.or.jp 06-.6773-8182 

  理事長   藏野 芳男   center@ih-osaka.or.jp (06-6773-8421) 

神戸市 （公財）神戸国際協力交流センター 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5-1-14 http://www.kicc.jp 078-291-0641 

  理事長   矢田 立郎  神戸商工貿易センタービル2F kic00@kicc.jp (078-291-0691) 

広島市 （公財）広島平和文化センター 〒730-0811 広島市中区中島町1-5 http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ircd 082-242-8879 

  理事長   小溝 泰義   internat@pcf.city.hiroshima.jp (082-242-7452) 

北九州市 （公財）北九州国際交流協会 〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 http://www.kitaq-koryu.jp 093-643-5931 

  理事長   髙城 壽雄  コムシティ3F kia@kitaq-koryu.jp (093-643-6466) 

福岡市 （公財）福岡よかトピア国際交流財団  〒812-0025 福岡市博多区店屋町4-1 http://www.rainbowfia.or.jp 092-262-1700 

  理事長   礒山 誠二  福岡市国際会館1F daihyo@rainbowfia.or.jp （092-262-2700） 

熊本市 （一財）熊本市国際交流振興事業団 〒860-0806 熊本市中央区花畑町4-18 http://www.kumamoto-if.or.jp  096-359-2121 

  理事長   吉丸 良治  熊本市国際交流会館内 pj-info@kumamoto-if.or.jp （096-359-5783） 

 

http://www.yokeweb.com/
mailto:yoke@yoke.or.jp
mailto:same@samenet.jp
mailto:info@hi-hice.jp
mailto:office@kcif.or.jp
mailto:kic00@kicc.jp
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ircd
http://www.kitaq-koryu.jp/
http://www.kumamoto-if.or.jp/
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地域国際化協会連絡協議会規約  

                                              制定  平成２年７月１８日  

                                              改正  平成５年５月１７日  

                                              改正  平成２６年４月１日  

  （名称）  

第１条   この会は、地域国際化協会連絡協議会（以下「協議会」という。）と称

する。  

  （目的）  

第２条   協議会は、「地域国際交流推進大綱の策定に関する指針」（平成元年２

月自治省通知）に基づく国際交流推進大綱に位置付けられた中核的民間国際交

流組織である地域国際化協会の相互連携、情報交換を通して、地域レベルの国

際化の推進に寄与することを目的とする。  

  （構成員）  

第３条   協議会は、地域国際化協会として認定を受けた団体を構成員とする。  

  （事業）  

第４条   協議会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

（１）地域レベルの国際化に関する情報交換  

（２）地域レベルの国際化に関する調査研究  

（３）地域レベルの国際化に関する相互協力  

（４）その他協議会の目的を達成するために必要な事業  

  （役員）  

第５条   協議会に会長１名、副会長若干名を置く。  

２   役員は、構成員の互選により選任する。  

３   役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

  （役員の職務）  

第６条   会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  

２   副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を行う。  

  （総会）  

第７条   総会は、会長が年１回これを招集する。ただし、会長は、必要に応じ、

臨時に総会を招集することができる。  

２   総会は、規約の改正、役員の改選、その他協議会の運営に関する重要な事項

を議決する。  

３   総会の議長は、会長とする。  

  （事務局）  

第８条   協議会の事務局は、一般財団法人自治体国際化協会に置く。  

  （補則）     

第９条   この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。  

      附   則  

この規約は、平成２年７月１８日から施行する。  

      附   則   

この規約は、平成５年５月１７日から施行する。  

      附   則   

この規約は、平成２６年４月１日から施行する。  


