
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 29 年度は 69 件に延べ

69名のアドバイザーを派遣しました。 

 

【派遣事例１】 

・テーマ：災害時の外国人支援（平成29年9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 

① 目的 

区市町村職員、地域の国際交流協会、外国人支援団体等、外国人支援に関わる関係者が

一堂に会し、顔の見える関係を構築し、情報提供の共有化と連携の強化を図る会議の中

で、「災害に備え、地域で普段出来ること」をテーマにした講演を行い、災害時の外国

人支援に関する課題等を学ぶ。 

② 内容 

・講演「災害への備えに向けて、多文化共生の視点で、地域で出来ることを考える」 

・グループディスカッションのコーディネート 

③ 成果 

都内の様々な団体が、基調講演やグループワークを通して交流を深め、防災の観点から

外国人支援について情報共有を図ることができた。 

 

 

【派遣事例２】 

・テーマ：やさしい日本語（平成29年10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：長野県松本市 

① 目的 

市窓口職員を対象に、やさしい日本語の意義について学び、外国人住民へ伝わるコミ

ュニケーションの習得を図る。 

② 内容 

伝える・伝わるやさしい日本語について、グループワークを実施 

③ 成果 

考えながら学ぶ講義となったため、非常にわかりやすく、やさしい日本語について学

ぶことができ、職員の今後の業務に役立つものとなった。参加者からは、外国人に対

してだけでなく、日本人にも実践したいという声が聞かれた。 

 
 



【派遣事例３】 

・テーマ：外国人相談窓口（平成29年10月） 

・派遣アドバイザー：村松紀子氏（(公財)兵庫県国際交流協会） 

・派遣先：(公財)しまね国際センター 

 

① 目的 

外国人から相談を受けた人が、外国人住民に寄り添いつつも、一人で抱え込まず、

適切な支援につなぐことができるよう、必要な心構えやノウハウを学ぶ機会を設け

る。併せて、支援者と行政等の専門相談窓口との連携を強化するきっかけとする。 

② 内容 

・講演「外国人住民の相談を適切な支援につなぐために」 

③ 成果 

外国人からの相談に対して、実際にどのような対応をすれば「適切につなぐ」こと

になるのか、その心構えや具体的な行動などを、講師の知識・経験に基づく具体的

なお話を通して学ぶことができた。 

 

 

【派遣事例４】 

・テーマ：日本語学習（平成30年2月） 

・派遣アドバイザー：犬飼康弘氏（(公財)ひろしま国際センター） 

・派遣先：(公財)高知県国際交流協会 

 

① 目的 

民間国際関係団体や日本語教育関係者が集う場で、地域における日本語教室の役割

を再検討し、地域の課題解決や活性化につなげる。 

② 内容 

・講演「多文化共生の地域づくりに向けて日本語教室の果たす役割」 

③ 成果 

地域における日本語教室の機能や役割について、その大切さに改めて気づくことが出

来た。また、具体的な日本語教室立ち上げの方法論や、次世代のリーダー育成方法に

関する質問が飛び交うなど、積極的な意見交換を行うことが出来た。 



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 H29.5.21 東京都武蔵村山市 佐渡友　哲 日本大学 法学部　教授 国際協力概論、ボランティアの育成

2 H29.5.30 石川県 荻村　哲朗 神奈川大学　非常勤講師 多文化共生概論

3 H29.6.3 会津若松市国際交流協会 山内　康弘 滝川国際交流協会　理事 国際交流協会の現状と課題

4 H29.6.17 東京都西東京市 杉田　理恵 東村山市　多文化共生相談員 通訳・翻訳ボランティアの育成

5 H29.7.5 山梨県国際交流協会 土井　佳彦 NPO法人多文化共生リソースセンター東海　代表理事 やさしい日本語

6 H29.7.7
北陸都市国際交流連絡会
（事務局：富山市民国際交流協会）

阿部　一郎 多文化共生マネージャー
多文化共生概論、多文化共生のまちづく
り、行政とNGO・NPOとの連携

7 H29.7.30 福島県国際交流協会 村松　紀子 (公財）兵庫県国際交流協会　相談員 災害時の外国人支援

8 H29.8.2 笛吹市 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 観光を生かした多文化共生のまちづくり

9 H29.8.5 静岡市国際交流協会 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

10 H29.8.9 新潟県国際交流協会 藤原　孝章 同志社女子大学　教授 国際理解教育

11 H29.8.17 茨城県国際交流協会 中村　絵乃 （特活）開発教育協会　事務局長 国際理解教育

12 H29.8.19 船橋市国際交流協会 髙木　和彦 滋賀県女性活躍推進課　課長補佐 災害時の外国人支援

13 H29.8.21 さいたま市 村松　紀子 (公財）兵庫県国際交流協会　相談員 やさしい日本語

14 H29.8.26 津山市 有田　典代 国際文化交流協会　事務局長
多文化共生概論、NGO・NPOの組織運営・
人材育成

15 H29.9.13 静岡市 松本　義弘 横須賀市産業振興財団　常務理事・事務局長 やさしい日本語、多文化共生概論

16 H29.9.29 東京都 八木　浩光 （一財）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

17 H29.9.30 とやま国際センター 丹下　厚史 （公財）名古屋国際センター 交流協力課長 災害時の外国人支援

18 H29.10.1 川崎市国際交流協会 田村　太郎 （一財）ダイバーシティ研究所　代表理事 災害時の外国人支援、ボランティアの育成

19 H29.10.6 長浜市 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

20 H29.10.13 松本市 松本　義弘 横須賀市産業振興財団　常務理事・事務局長 やさしい日本語

21 H29.10.21 金沢国際交流財団 阿部　一郎 多文化共生マネージャー 国際交流概論

22 H29.10.21 鹿児島市 田村　太郎 （一財）ダイバーシティ研究所　代表理事 災害時の外国人支援

23 H29.10.22 佐賀県国際交流協会 村松　紀子 (公財）兵庫県国際交流協会　相談員 医療通訳

24 H29.10.23 安芸高田市国際交流協会 田村　太郎 （一財）ダイバーシティ研究所　代表理事 多文化共生

25 H29.10.25 総社市 土井　佳彦 NPO法人多文化共生リソースセンター東海　代表理事 やさしい日本語

26 H29.10.26 鎌倉市 金　宣吉 神戸定住外国人支援センター　理事長 多文化共生

27 H29.10.26 磐田国際交流協会 八木　浩光 （一財）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

28 H29.10.28 鴨川市国際交流協会 高橋　伸行 （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

29 H29.11.7 菊川市 稲葉　哲朗 （公財）名古屋国際センター　広報情報課長 多文化共生概論

30 H29.11.9 寝屋川市 加藤　理絵 （公財）名古屋国際センター 主査 災害時の外国人支援

31 H29.11.10 大泉町 菊池　哲佳 多文化社会専門職機構　事務局長 やさしい日本語

32 H29.11.11 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

33 H29.11.18 千葉県 高橋　伸行 （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

34 H29.11.19 基山町 堀　永乃 （一社）グローバル人財サポート浜松　代表理事 多文化共生

35 H29.11.19 大和市国際化協会 高橋　伸行 （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

36 H29.11.22 鹿児島市国際交流財団 田村　太郎 （一財）ダイバーシティ研究所　代表理事 災害時の外国人支援

平成29年度　地域国際化推進アドバイザー派遣実績



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

平成29年度　地域国際化推進アドバイザー派遣実績

37 H29.12.1 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

38 H29.12.8 福岡県国際交流センター 稲葉　哲朗 （公財）名古屋国際センター　広報情報課長 国際交流におけるまちづくり

39 H29.12.10 豊川市 吉富　志津代 名古屋外国語大学世界共生学部　教授 災害時の外国人支援、ボランティアの育成

40 H29.12.10 沼津市 村松　紀子 (公財）兵庫県国際交流協会　相談員 やさしい日本語、災害時の外国人支援

41 H29.12.14 しまね国際センター 村松　紀子 (公財）兵庫県国際交流協会　相談員 外国人相談窓口

42 H29.12.15 印西市 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

43 H29.12.23
矢島フォーラム
（由利本荘市共催）

田村　太郎 （一財）ダイバーシティ研究所　代表理事 災害時の外国人支援

44 H30.1.19 松田町 金　宣吉 神戸定住外国人支援センター　理事長 やさしい日本語

45 H30.1.20 流山市国際交流協会 土井　佳彦 NPO法人多文化共生リソースセンター東海　代表理事 やさしい日本語

46 H30.1.24 山梨県 若林　秀樹 宇都宮大学国際学部　客員准教授 日系人の受け入れについて

47 H30.1.27 枚方市 土井　佳彦 NPO法人多文化共生リソースセンター東海　代表理事 多文化共生

48 H30.2.1 立川市 榎井　縁 大阪大学　特任准教授 多文化共生（オーストラリア）

49 H30.2.4 香川県国際交流協会 柴垣　禎 （特活）多文化共生マネージャー全国協議会　理事 災害時の外国人支援

50 H30.2.13 富田林市 小山　紳一郎 ちがさき市民活動サポートセンター　スタッフ 多文化共生概論

51 H30.2.16 栃木県 清水　由美子 （公財）柏崎地域国際化協会　常勤理事・事務局長 災害時の外国人支援

52 H30.2.17 日野市国際交流協会 荻村　哲朗 神奈川大学　非常勤講師 多文化共生概論

53 H30.2.18 徳島県国際交流協会 八木　浩光 （一財）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

54 H30.2.19 越谷市 田村　太郎 （一財）ダイバーシティ研究所　代表理事 多文化共生概論

55 H30.2.24 高知県国際交流協会 犬飼　康弘 （公財）ひろしま国際センター　日本語常勤講師 日本語学習

56 H30.2.24 山口県国際交流協会 飯田　奈美子 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

57 H30.2.25 伊万里市国際交流協会 柚木　美穂 （公財）鹿児島市国際交流財団 災害時の外国人支援

58 H30.2.25 八代市 金　宣吉 神戸定住外国人支援センター　理事長 やさしい日本語

59 H30.2.26 岡山市国際交流協議会 村松　紀子 (公財）兵庫県国際交流協会　相談員 災害時の外国人支援、やさしい日本語

60 H30.2.27 世田谷区 金　迅野 マイノリティ宣教センター　共同主事 外国人向け情報発信

61 H30.3.2 太田市 菊池　哲佳 多文化社会専門職機構　事務局長 やさしい日本語

62 H30.3.4 八王子国際協会 西村　明夫 ＲＡＳＣコミュニティ通訳支援センター　代表 医療通訳ボランティアの育成

63 H30.3.4 嬉野市 田村　太郎 （一財）ダイバーシティ研究所　代表理事 観光を生かした多文化共生のまちづくり

64 H30.3.7 戸田市 小山　紳一郎 ちがさき市民活動サポートセンター　スタッフ 多文化共生概論

65 H30.3.16 熱海国際交流協会 内藤　稔 東京外国語大学　講師 災害時の外国人支援

66 H30.3.17 多度津町国際交流協会 大森　典子 愛媛県国際交流協会　室長（外国人支援・国際連携事業担当） 多文化共生のまちづくり

67 H30.3.18 沖縄市国際交流協会 土井　佳彦 NPO法人多文化共生リソースセンター東海　代表理事 やさしい日本語

68 H30.3.20 海老名市 丹下　厚史 （公財）名古屋国際センター 交流協力課長 多文化共生概論

69 H30.3.25 余市町国際交流推進協議会 阿部　一郎 多文化共生マネージャー 国・自治体の国際化施策


