
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。令和元年度は 74件に延べ 74

名のアドバイザーを派遣しました。 

 

【派遣事例１】 

・テーマ：多文化共生とやさしい日本語（令和元年 11月） 

・派遣アドバイザー：土井 佳彦氏（NPO法人 多文化共生リソースセンター東海） 

・派遣先：豊橋市 

① 目的 

豊橋市では、平成 31年 4月より豊橋市多文化共生推進主任者を設置し、本市における

多文化共生の全庁的な促進を図っている。そこで、各課の多文化共生に関する業務の推

進を図るため、多文化共生推進主任者向けに多文化共生推進に関する啓発研修を実施

し、または担当者向けに「やさしい日本語」の活用に関する実践的な研修を開催。 

② 内容 

・講演「多文化共生推進主任者向け研修」 

・担当者向け「やさしい日本語」活用研修でグループワーキング 

③ 成果 

参加者は多文化共生に関する理解を深めることや、外国人市民が市政への参加や行政

情報の取得など、日本人市民同様に行政サービスを享受できるよう、各課においてその

推進に努めることの意識づけができた。多文化共生の意識を庁内全体に広げた。 

 

【派遣事例２】 

・テーマ：災害時の外国人支援（令和元年 9月)  

・派遣アドバイザー：明木 一悦 氏（安芸高田市国際交流協会） 

・派遣先：とやま国際センター 

① 目的 

災害多言語支援センターを県、とやま国際センター、または黒部市役所と連携して設

置、運営訓練を実施することにより災害時に備える。 

② 内容 

講義、翻訳訓練、避難所巡回訓練、平時の活動の重要性を含む災害多言語支援センタ

ーの設置・運営訓練 

③ 成果 

開催地自治体とボランティアと連携して役割を確認できた。外国人住民とともに練習

ができて、災害に関する意識なども上げた。 

 

 



【派遣事例３】 

・テーマ：日本語教室の活動・運営（令和元年 6月） 

・派遣アドバイザー：石井 ナナエ 氏（認定非営利活動法人 ふじみの国際交流センター） 

・派遣先：藤沢市 

 

① 目的 

日本語教室と行政が連携して、活動状況等の情報共有及び日本語教室間のねっとぁ

ーくの構築し、外国人住民への日本語学習支援を充実させる。 

② 内容 

・「日本語支援ネットワーク会議」 

③ 成果 

ふじみの国際交流センターの活動紹介から、藤沢市でも今後の事業の参考にできる

事例を学ぶことや、各日本語教室が抱える話題や意見についてアドバイスなどをい

ただくことができた。 

 

 

【派遣事例４】 

・テーマ：SDGs、多文化共生のまちづくり（令和 2年 2月） 

・派遣アドバイザー：佐渡友 哲氏（日本大学法学部） 

・派遣先：(公財)和歌山県国際交流協会 

 

① 目的 

和歌山県国際交流センターボランティアの資質向上、スキルアップ。 

② 内容 

・ボランティア研修会「国連 SDGsから考える私たちの多文化共生まちづくり」 

③ 成果 

和歌山県国際交流協会ではじめての SDGsについての研修で、すべての人が知ったおくべき

重要な 17項目に関して概要などを勉強でき、ボランティアたちが多文化共生社会について

考えることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【派遣事例 5】 

・テーマ：災害時に役立つやさしい日本語（令和 1年 11月） 

・派遣アドバイザー：村松 紀子 氏 （兵庫県国際交流協会） 

・派遣先：(公財)岡山市国際交流協会 

 

① 目的 

外国人住民、高齢者、子ども、障碍者等に対して分かりやすい表現で情報を伝達す

る「やさしい日本語」を普及すること。 

② 内容 

・「令和元年度多文化共生のまちづくりセミナー」で「やさしい日本語」講座 

③ 成果 

「やさしい日本語」が分からなかった参加者の6割の方に初めて知っていただけたこ

と。又は、災害時の外国人への情報提供にも有効な「やさしい日本語」を普段から利

用できるようワークを行い、通知することができた。そのうえ、音声翻訳のソフトの

使い方が分からなかった職員等にも業務に活動できるようになれた。 

 



NO 派遣日 派遣先（申請者） 派遣アドバイザー 分類 派遣内容（専門分野分類）

1 R1.5.10 愛知県　西尾市 高木　和彦 防災 災害時の外国人対応

2 R1.5.11 富山県　射水市国際交流協会 高木　和彦 一般 多文化共生概論

3 R1.5.12 静岡県　沼津市 土井　佳彦 一般 多文化共生概論

4 R1.5.29 石川県観光戦略推進部国際交流課 柴垣　禎 防災 やさしい日本語

5 R1.6.15 山口県　長門市 村松　紀子 一般 やさしい日本語

6 R1.6.18 東京都　西東京市 土井　佳彦 一般 やさしい日本語

7 R1.6.21 神奈川県　藤沢市 石井　ナナエ 一般 日本語学習、ボランティアの育成

8 R1.6.24 山梨県　甲府市 松本　義弘 一般 やさしい日本語

9 R1.6.26 山梨県国際交流協会 八木　浩光 防災 災害時の外国人対応

10 R1.6.29 広島県　福山市 土井　佳彦 一般
多文化共生概論、（災害時の外国人支援
含む）

11 R1.6.29 山口県　防府市 岩城　あすか 一般 やさしい日本語

12 R1.7.3 島根県　浜田市 田村　太郎 一般 多文化共生概論

13 R1.7.5 北陸都市国際交流連絡会 阿部　一郎 一般 多文化共生のまちづくり

14 R1.7.6 千葉県　野田市 土井　佳彦 防災 災害時の外国人支援

15 R1.7.10 埼玉県　さいたま市 木下　理仁 一般
やさしい日本語、
参加型学習・ワークショップ

16 R1.7.10 荒川区国際交流協会 杉田　理恵 一般 通訳・翻訳ボランティアの育成

17 R1.7.24 （公財）群馬県観光物産国際協会 堀　永乃 一般 多文化共生のまちづくり

18 R1.7.25 山形県国際交流協会 須藤　伸子 一般 やさしい日本語

19 R1.8.10 船橋市国際交流協会 高木　和彦 防災 災害時の外国人支援

20 R1.8.24 愛媛県 田村　太郎 防災 災害時の外国人支援

21 R1.8.24 千葉県　船橋市 柴垣　禎 防災 災害時の外国人支援

22 R1.9.6 西尾市国際交流協会 髙木　和彦 防災 災害時の外国人支援

23 R1.9.8 西条市国際交流協会 竹内　よし子 一般 日本の地域における国際協力

24 R1.9.11 静岡県　静岡市 菊池　哲佳 一般
やさしい日本語、
参加型学習・ワークショップ

25 R1.9.14 浜松国際交流協会 吉富　志津代 一般 通訳・翻訳ボランティアの育成

26 R1.9.14 富山市民国際交流協会 岩城　あすか 防災 災害時の外国人支援

27 R1.9.24 三重県国際交流協会連絡会 土井　佳彦 一般 多文化共生のまちづくり

28 R1.9.25 福井県　福井市 土井　佳彦 一般 やさしい日本語

29 R1.9.27 新潟県国際交流協会 菊池　哲佳 一般 外国人相談窓口の運営

30 R1.9.29 とやま国際センター 明木一悦 防災 災害時の外国人支援

31 R1.10.2 石川県　小松市 田村　太郎 一般 多文化共生概論

32 R1.10.5 山口県国際交流協会 村松　紀子 一般 医療通訳ボランティアの育成

33 R1.10.11 愛知県　田原市 御舘　久里恵 一般 やさしい日本語

34 R1.10.12 山口県国際交流協会 土井　佳彦 防災 災害時の外国人支援、やさしい日本語

35 R1.10.14 三田市国際交流協会 田村　太郎 一般 多文化共生概論

36 R1.10.23 飯田国際交流推進協会 菊池　哲佳 一般 やさしい日本語

37 R1.10.26 北海道　恵庭市 松岡　洋子 防災 災害時の外国人支援、やさしい日本語

38 R1.10.28 千葉県 須藤　伸子 一般 地域の外国人と日本人との交流

令和元年度　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 分類 派遣内容（専門分野分類）

令和元年度　地域国際化推進アドバイザー派遣実績

39 R1.10.28 岡崎市 柴垣　禎 防災
防災時多言語支援センターの設置につい
て

40 R1.11.7 千葉県 土井　佳彦 防災 災害時の外国人支援、やさしい日本語

41 R1.11.7 岡山市国際交流協会 村松　紀子 防災 防災時に役に立つやさしい日本語

42 R1.11.8 愛知県豊橋市 土井　佳彦 一般 多文化共生とやさしい日本語

43 R1.11.8 岡山県備前県民局 髙木　和彦 一般 企画担当課長向け多文化共生に係る施策

44 R1.11.18 広島市 犬飼　康弘 一般 やさしい日本語

45 R1.11.24 東京都　あきる野市 松本　義弘 防災 災害時の外国人支援、やさしい日本語

46 R1.11.30 埼玉県越谷市 高橋 伸行 防災 防災時外国人支援サポーター養成

47 R1.11.30 別府市国際交流推進協議会 村松　紀子 一般 医療通訳

48 R1.12.1 花巻国際交流協会 古山　紳一郎 一般 「国際フェア」での市民に向けた講演

49 R1.12.1 鹿児島市国際交流財団 土井　佳彦 防災 災害時多言語支援センター設置について

50 R1.12.5 福井県国際交流協会 岩城　あすか 防災
防災時の外国人支援も踏まえた多文化共
生のまちづくり

51 R1.12.6 神奈川県相模原市 佐渡友 哲 一般 多文化共生概論

52 R1.12.8 新潟県国際交流協会 髙木　和彦 防災 防災時外国人支援の人材育成

53 R1.12.10 かながわ国際交流財団 明木一悦 防災 災害時多言語支援センター設置について

54 R1.12.14 鹿児島市 田村　太郎 防災 災害時の外国人支援

55 R1.12.15 蕨市 清水 由美子 防災 災害時の外国人支援

56 R2.1.15 島根県　松江市 田村　太郎 一般 多文化共生概論

57 R2.1.19 茨城県ひたちなか市 木下　理仁 一般 やさしい日本語

58 R2.1.19 浦安市 高橋 伸行 防災 災害時外国人ボランティア向けの講義

59 R2.1.20 豊川市 松本 義弘 一般 やさしい日本語

60 R2.1.25 日野市国際交流協会 野山 一般 多文化共生概論

61 R2.1.27 千葉県浦安市 土井　佳彦 一般 多文化共生による地域づくりの重要性

62 R2.1.31 愛知県春日井市 松本　義弘 一般 職員向け「優しい日本語」

63 R2.2.6 佐倉市 土井　佳彦 防災 災害時の外国人支援

64 R2.2.8 つくぼ市 荻村哲朗 防災 短期滞在者を含む災害時の外国人支援

65 R2.2.9 愛知県　大府市 堀　永乃 一般 多文化共生概論

66 R2.2.9 仙台観光国際協会 土井　佳彦 一般 日本語学習

67 R2.2.13 芦屋市 岩城　あすか 防災 外国人住民向けの防災教室

68 R2.2.13 松戸市 木下　理仁 一般 多文化共生概論

69 R2.2.14 岡山県国際交流協会 勝谷 知美 防災 交流協会向け災害時の外国人支援

70 R2.2.15 和歌山県国際交流協会 佐渡友 哲 一般 SDGｓ、多文化共生のまちづくり

71 R2.2.16 菊川市国際交流協会 堀　永乃 一般 多文化共生概論

72 R2.2.20 下関市 田村　太郎 一般 多文化共生概論

73 R2.2.22 滋賀県 高橋 伸行 防災 災害時外国人サポーター養成

74 R2.2.25 埼玉県国際交流協会 柴垣　禎 防災
「多言語情報センター」運営訓練の説明
会


