
地域国際化推進アドバイザーの派遣 

 

自治体及び地域国際化協会等が地域の多文化共生や国際協力を推進するために実施する研

修会や講演会に地域国際化推進アドバイザーを派遣しています。平成28年度は100件に延べ

100名のアドバイザーを派遣しました。 

 

【派遣事例１】 

・「やさしい日本語について」（平成28年8月） 

・派遣アドバイザー：松本義弘 氏（(公財)横須賀市産業振興財団） 

・派遣先：山口県周南市 

① 目的 

多文化共生をテーマとした講座を実施することで、県民の多文化共生の意識を高め、

県内の多文化共生の取り組みを推進する。 

② 内容 

「やさしい日本語」をテーマとした講演及びワークショップ 

③ 成果 

「普段何気なく使っている日本語を振り返り、ワークショップや講座を通じて『やさし

い日本語』に対する意識が高まった」「外国人の方々と接する機会が多いので話し方の

参考になった」といった感想が挙げられた。  

 

 

【派遣事例２】 

・「やさしい日本語を知る、使う」（平成29年２月)  

・派遣アドバイザー：金宣吉 氏（NPO法人神戸定住外国人支援センター） 

・派遣先：神奈川県相模原市 

① 目的 

市職員窓口担当を対象に、やさしい日本語の意義について学び、外国人住民への情報

伝達やコミュニケーション能力の向上を図る。 

② 内容 

・ やさしい日本語とは 

・ やさしい日本語の取組事例 

・ やさしい日本語で書く時、話す時のポイント 

③ 成果 

「多文化との共生について」では、様々な統計数値とともに講師の経験に基づくお話

から、多文化共生について自らの問題として考える機会になった、という意見が寄せら

れた。 

 
 



【派遣事例３】 

・「熊本地震での外国人被災者支援活動」（平成29年２月） 

・派遣アドバイザー：八木浩光 氏（(一財)熊本市国際交流振興事業団） 

・派遣先：東京都渋谷区 

① 目的 

「熊本地震に学ぶ多文化共生とは？」というテーマで、外国人支援や国際交流協会の

役割などの議論を行う。 

② 内容 

・ コーディネーターによる基調講演 

・ パネリストによる現場での活動報告 

・ 会場との意見交換 

③ 成果 

「災害時多言語支援センターの役割など今後にいかすべき内容であった」「災害時の外

国人支援の具体的事例や課題、外国人被災者の状況を知ることができた」といった感想が

挙げられた。 



NO 派遣日 派遣先（申請者） 派遣アドバイザー 派遣アドバイザー所属／役職 派遣内容

1 H28.5.14 北海道国際交流センター 西村　明夫 多文化医療サービス研究会（RASC) 医療通訳の育成、指導

2 H28.5.16 石川県国際交流課 米山　敏裕 （特活）地球の友と歩む会 多文化共生概論

3 H28.5.20 七尾市国際交流協会 村上　公彦 (公社)アジア協会アジア友の会 多文化共生概論

4 H28.5.21 高岡市国際交流協会 荻村　哲朗 神奈川大学／非常勤講師 多文化共生概論

5 H28.5.21 大分県芸術文化スポーツ振興財団 柚木　美穂 鹿児島市国際交流財団/嘱託員 多文化共生の地域づくり

6 H28.5.21 新潟市国際交流協会 吉田　恵美子 ＮＰＯ法人ザ・ピープル／理事長 NPO、NGOの組織運営・人材育成

7 H28.5.29 射水市民国際交流協会 柴垣　禎 （特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事 多文化共生概論

8 H28.5.31 東京都西東京市 楊　廷延 群馬県立女子大学地域日本語教育センター/講師 外国人とのコミュニケーション

9 H28.6.4 ふくい市民国際交流協会 柴垣　禎 （特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事 多文化共生概論

10 H28.6.24 山梨県国際交流協会 高橋　伸行
船橋市秘書課国際交流室
多文化マネージャー全国協議会

災害時の外国人支援

11 H28.6.25 岡山県国際交流協会 豊島　行宏
元（公財）名古屋国際センター
　元専務理事・事務局長・国際留学生会館館長

多文化共生概論
行政・NPONGOとの連携・協働

12 H28.6.25 山口県防府市 高木　和彦 （特活）多文化共生マネージャー全国協議会／副代表理事 災害時の外国人支援

13 H28.6.28 大阪府大阪市 村松　紀子 医療通訳研究会(MEDINET) やさしい日本語研修会

14 H28.6.28 東京都大田区 木下　理仁 かながわ開発教育センター(K-DEC)／理事・事務局長
行政との連携
多文化共生概論

15 H28.7.8 北陸都市国際交流連絡会 阿部　一郎 多文化共生コーディネーター
国際交流協会の運営
多文化共生概論

16 H28.7.9 東京都世田谷区 杉本　正次 （特活）地域国際活動研究センター オリンピックを契機とした区の国際化推進

17 H28.7.9 山口県下関市 土井　佳彦
（特活）多文化共生リソースセンター東海／代表理事
（（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事）

災害時の外国人支援
やさしい日本語研修会

18 H28.7.9 日野市国際交流協会 中村　絵乃 （特活）開発教育協会／事務局長
多文化共生概論
ワークショップ

19 H28.7.9 東京都墨田区 荻村　哲朗 神奈川大学／非常勤講師
多文化共生概論
ボランティアの育成

20 H28.7.12 愛知県大府市 土井　佳彦 NPO法人多文化共生リソースセンター東海
災害時の外国人支援
やさしい日本語研修会

21 H28.7.17 滋賀県国際協会 高木　和彦 （特活）多文化共生マネージャー全国協議会／副代表理事 災害時の外国人支援、やさしい日本語

22 H28.7.17 大分県別府市 高橋　伸行
船橋市秘書課国際交流室
多文化マネージャー全国協議会

災害時の外国人支援、ワークショップ

23 H28.7.25 埼玉県 八木　浩光 熊本市国際交流振興事業団／事務局長 外国人住民への医療情報の提供

24 H28.8.3 札幌国際プラザ 小山　紳一郎 にし区民活動支援センター／センター長
多文化共生概論、多文化共生のまちづくり
【全般】、参加型学習・ワークショップ

25 H28.8.9 山梨県笛吹市 村松　紀子 医療通訳研究会(MEDINET) 災害時の外国人支援

26 H28.8.9 山口県国際交流協会 土井　佳彦 NPO法人多文化共生リソースセンター東海
多文化共生概論、日本語学習、やさしい日
本語

27 H28.8.20 新潟県国際交流協会 中村　絵乃 NPO法人開発教育協会／事務局長
国際協力、国際交流、国際理解教育
ワークショップ

28 H28.8.25 茨城県国際交流協会 湯本　浩之
宇都宮大学
（NPO法人開発教育協会）

国際協力、国際交流、国際理解教育

29 H28.8.27 山口県周南市 松本　義弘 （公財）横須賀市産業振興財団／事務局次長
やさしい日本語
ワークショップ

30 H28.8.27 とやま国際センター 金　宣吉 （特活）神戸定住外国人支援センター／理事
災害時の外国人支援、外国人相談窓口の
運営

31 H28.8.27 船橋市国際交流協会 高木　和彦 （特活）多文化共生マネージャー全国協議会／副代表理事 災害時の外国人支援、ワークショップ

32 H28.9.6 大阪府国際交流財団 杉田　理恵 東村山市市民部　市民相談・交流課 災害時の外国人支援

33 H28.9.14 静岡県静岡市 西村　明夫 多文化医療サービス研究会（RASC) 多文化共生概論
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34 H28.9.14 群馬県観光物産国際協会 山田　惠美子 大泉町教育委員会学校教育課／外国人子女教育コーディネーター やさしい日本語

35 H28.10.1
東村山地球市民クラブ
（東村山市後援）

土井　佳彦
（特活）多文化共生リソースセンター東海／代表理事
（（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事）

国際協力、国際交流及び国際理解教育

36 H28.10.8 町田市文化・国際交流財団 松本　義弘 （公財）横須賀市産業振興財団／事務局次長 国際理解教育（フェアトレード）

37 H28.10.16 三重県 米山　敏裕 （特活）地球の友と歩む会
国際交流概論、多文化共生概論、多文化
共生のまちづくり

38 H28.10.30 大阪府堺市 飯田　奈美子 （公財）京都市国際交流協会／行政通訳・相談事業コーディネーター 医療通訳ボランティアの育成

39 H28.11.2 山梨県甲府市 犬飼　康弘 （公財）ひろしま国際センター／日本語常勤講師 やさしい日本語、ワークショップ

40 H28.11.5 越谷市国際交流協会 米山　敏裕 （特活）地球の友と歩む会
多文化共生概論、国際交流概論、多文化
共生のまちづくり

41 H28.11.9 埼玉県さいたま市 金　宣吉 （特活）神戸定住外国人支援センター／理事 やさしい日本語、多文化共生のまちづくり

42 H28.11.11 愛知県田原市 御舘　久里恵 鳥取大学国際交流センター やさしい日本語、ワークショップ

43 H28.11.11 長野県松本市 松本　義弘 （公財）横須賀市産業振興財団／事務局次長 やさしい日本語

44 H28.11.15 鹿児島県国際交流協会 八木　浩光 熊本市国際交流振興事業団／事務局長
災害時の外国人支援、国際交流協会の現
状と課題、国際交流協会の組織運営・人材
育成

45 H28.11.18
やまなし多文化共生推進協議会
（山梨県国際観光交流課）

八木沢　直治 （公財）横浜市国際交流協会／事務局担当次長
国・自治体の国際化施策、多文化共生概
論、多文化共生のまちづくり

46 H28.11.19 三重県国際交流財団 村松　紀子 医療通訳研究会(MEDINET) 通訳・翻訳ボランティアの育成

47 H28.11.22 静岡県 松本　義弘 （公財）横須賀市産業振興財団／事務局次長 やさしい日本語

48 H28.11.26
清瀬国際交流会
（清瀬市後援）

榎井　縁 大阪大学／特任准教授
やさしい日本語、国際交流協会の役割、
ワークショップ

49 H28.11.30 富山市民国際交流協会 金　宣吉 （特活）神戸定住外国人支援センター／理事 外国人受入れの日本社会でのあり方

50 H28.12.3
星和江戸川台自治会
（流山市国際交流協会後援）

高橋　伸行
船橋市秘書課国際交流室
多文化マネージャー全国協議会

多文化共生概論、災害時の外国人支援

51 H28.12.7 愛媛県国際交流協会 八木　浩光 熊本市国際交流振興事業団／事務局長 国際交流概論、多文化共生概論

52 H28.12.7 愛知県 田村　太郎 （特活）多文化共生センター大阪／代表理事
災害時の外国人支援、国際交流協会の組
織運営・人材育成

53 H28.12.7 東京都新宿区 菊池　哲佳 （公財）仙台観光国際協会／主任 災害時の外国人支援

54 H28.12.11 亀岡国際交流協会 金　宣吉 （特活）神戸定住外国人支援センター／理事 災害時の外国人支援、やさしい日本語

55 H28.12.13 東京都台東区 仙田　武司 （公財）しまね国際センター／多文化共生推進課長 多文化共生概論、やさしい日本語

56 H28.12.16 千葉県印西市 松岡　洋子 岩手大学教育推進機構グローバル教育センター教授
多文化共生のまちづくり、多文化共生概
論、国・自治体の国際化施策

57 H28.12.16 鹿児島市国際交流財団 田村　太郎 （特活）多文化共生センター大阪／代表理事 災害時の外国人支援

58 H28.12.17 小平市国際交流協会 金　宣吉 （特活）神戸定住外国人支援センター／理事
多文化共生概論、多文化共生のまちづくり
【全般】、やさしい日本語

59 H28.12.19 新潟県新潟市 仙田　武司 （公財）しまね国際センター／多文化共生推進課長 やさしい日本語

60 H28.12.22 ひろしま国際センター 福田　淳司 戸畑区役所総務企画課／庶務係長 医療通訳ボランティアの育成

61 H29.1.11
かながわ自治体の国際政策研究会
（神奈川県国際課）

飯田　奈美子 （公財）京都市国際交流協会／行政通訳・相談事業コーディネーター
多文化共生概論、通訳・翻訳ボランティア
の育成

62 H29.1.12 愛知県西尾市 山田　惠美子 大泉町教育委員会学校教育課／外国人子女教育コーディネーター やさしい日本語

63 H29.1.14 奥州市国際交流協会 西村　明夫 多文化医療サービス研究会（RASC) 医療通訳ボランティアの育成

64 H29.1.21
西東京市多文化共生センター
（西東京市共催）

米山　敏裕 （特活）地球の友と歩む会
国際交流概論、多文化共生概論、行政との
連携

65 H29.1.22 和歌山県国際交流協会 飯田　奈美子 （公財）京都市国際交流協会／行政通訳・相談事業コーディネーター
多文化共生概論、多文化共生のまちづく
り、外国人相談窓口の運営

66 H29.1.24 千葉県市原市 八木沢　直治 （公財）横浜市国際交流協会／事務局担当次長
多文化共生概論、国・自治体の国際化施
策

67 H29.1.28 兵庫県芦屋市 松岡　洋子 岩手大学教育推進機構グローバル教育センター教授 災害時の外国人支援

68 H29.1.28 千葉県 高橋　伸行
船橋市秘書課国際交流室
多文化マネージャー全国協議会

災害時の外国人支援、ボランティアの育成



69 H29.1.30 愛媛県 榎井　縁 大阪大学／特任准教授
多文化共生概論、海外の多文化共生政
策、多文化共生のまちづくり

70 H29.2.2 島根県出雲市 田村　太郎 （特活）多文化共生センター大阪／代表理事 多文化共生概論、多文化共生のまちづくり

71 H29.2.4 千葉県松戸市 土井　佳彦 NPO法人多文化共生リソースセンター東海 災害時の外国人支援、やさしい日本語

72 H29.2.5 沖縄県 木下　理仁 かながわ開発教育センター(K-DEC)／理事・事務局長 やさしい日本語、ワークショップ

73 H29.2.8 神奈川県松田町 米山　敏裕 （特活）地球の友と歩む会 観光を生かした多文化共生のまちづくり

74 H29.2.11 東京都国際交流委員会 八木　浩光 熊本市国際交流振興事業団／事務局長 災害時の外国人支援、多文化共生概論

75 H29.2.13 宮崎県小林市 丹下　厚史 （公財）名古屋国際センター/総務課主幹
多文化共生概論、国・自治体の国際化施
策

76 H29.2.14 大阪府富田林市 金　迅野 社会福祉法人青丘社/評議員 多文化共生概論、多文化共生のまちづくり

77 H29.2.15 静岡県湖西市 御舘　久里恵 鳥取大学国際交流センター やさしい日本語

78 H29.2.15 群馬県太田市 木下　理仁 かながわ開発教育センター(K-DEC)／理事・事務局長 やさしい日本語

79 H29.2.18 千葉県千葉市 小山　紳一郎 にし区民活動支援センター／センター長
多文化共生概論、多文化共生のまちづく
り、ワークショップ

80 H29.2.20 神奈川県相模原市 金　宣吉 （特活）神戸定住外国人支援センター／理事 多文化共生概論、やさしい日本語

81 H29.2.21 福島県国際交流協会 有田　典代 国際文化交流協会／事務局長
国・自治体の国際化施策、行政とNGO・
NPOとの連携、国際交流協会の現状と課
題、国際交流協会組織運営・人材育成

82 H29.2.25 東京都東久留米市 荻村　哲朗 神奈川大学／非常勤講師 ボランティアの育成、ワークショップ

83 H29.2.25 高知県国際交流協会 水口　章 敬愛大学 国際学部／教授
多文化共生概論、国際交流協会の組織運
営・人材育成

84 H29.2.25 千葉県浦安市 土井　佳彦 NPO法人多文化共生リソースセンター東海 災害時の外国人支援、やさしい日本語

85 H29.2.26 徳島県国際交流協会 飯田　奈美子 （公財）京都市国際交流協会／行政通訳・相談事業コーディネーター
通訳・翻訳ボランティアの育成、ワーク
ショップ

86 H29.2.26
NPO法人舞鶴国際交流協会
（京都府舞鶴市委託）

御舘　久里恵 鳥取大学国際交流センター 日本語学習

87 H29.2.26 神奈川県大和市 高木　和彦 （特活）多文化共生マネージャー全国協議会／副代表理事 災害時における外国人支援

88 H29.2.27 静岡県菊川市 犬飼　康弘 （公財）ひろしま国際センター／日本語常勤講師 やさしい日本語

89 H29.3.3 岡山市国際交流協議会 土井　佳彦 NPO法人多文化共生リソースセンター東海 災害時の外国人支援、やさしい日本語

90 H29.3.3 栃木県 村松　紀子 医療通訳研究会(MEDINET) やさしい日本語、ワークショップ

91 H29.3.4 広島平和文化センター 内藤　稔 東京外国語大学/講師 通訳・翻訳ボランティアの育成

92 H29.3.4 大分県大分市 柴垣　禎 （特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事 災害時における外国人支援

93 H29.3.5 愛知県豊川市 杉田　理恵 東村山市市民部　市民相談・交流課
災害時の外国人支援、通訳・翻訳ボラン
ティアの育成

94 H29.3.5 静岡県沼津市 飯田　奈美子 （公財）京都市国際交流協会／行政通訳・相談事業コーディネーター 海外の多文化共生施策、ワークショップ

95 H29.3.5 茨城県水戸市 金　宣吉 （特活）神戸定住外国人支援センター／理事
災害時の外国人支援、やさしい日本語、外
国人児童への支援、国際交流協会の組織
運営、ワークショップ

96 H29.3.12 多度津町国際交流協会 蓮井　孝夫 （特活）香川国際ボランティアセンター/会長 国際交流概論、多文化共生概論

97 H29.3.18 千葉県船橋市 菊池　哲佳 （公財）仙台観光国際協会／主任 多文化共生概論、やさしい日本語

98 H29.3.18 岡山県津山市 福田　淳司 戸畑区役所総務企画課／庶務係長 通訳ボランティアの育成

99 H29.3.19 東京都国立市 小山　紳一郎 にし区民活動支援センター／センター長 開発教育・外国人児童への支援

100 H29.3.22 長野県 大森　典子 （公財）愛媛県国際交流協会／外国人生活相談室長 外国人相談窓口の運営


