
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 3年度は 85件、アドバ

イザーを派遣しました。その中でオンライン派遣は 47件でした。 

 

【派遣事例１】 

・テーマ：多文化共生推進プラン策定（令和 3年 5月） 

・派遣アドバイザー：田村 太郎 氏（（一財）ダイバーシティ研究所） 

・派遣先：豊岡市（オンライン型派遣） 

① 目的 

共同研究、ワーキンググループの意見等に基づき作成中の豊岡市多文化共生推進プランに

対する助言及び指導をいただき、実効性のある施策を展開したい。 

② 内容 

豊岡市多文化共生推進プラン（素案）に対するアドバイス、 

多文化共生推進プラン策定にかかるワーキンググループへの出席 

③ 成果 

専門的立場から、外国人住民も活躍できるような施策等について具体的に教えていただくこと

ができた。また、相談窓口等の人材育成、ライフステージに沿ったプランの見せ方等について

も助言・指導をいただき、新たな視点を得ることができた。適切な助言をいただき、プランの修

正すべき点についてメンバーと共有することができた。 

 

【派遣事例２】 

・テーマ：災害時の外国人支援（令和 3年 7月)  

・派遣アドバイザー：高橋 伸行 氏（（特活）多文化共生マネージャー全国協議会） 

・派遣先：上尾市（現地開催） 

① 目的 

災害時の外国人支援を行うために昨年度開始した通訳翻訳ボランティア制度につい

て、登録ボランティアには災害時に日本語でのコミュニケーションが困難な外国人を

支援することが期待される。また、指示を出す市役所職員もボランティアの活動や現

場での行動を理解しておく必要があるため、両者の能力開発のための研修会を行う。 

② 内容 

「災害時の外国人支援、多言語情報センターの運営について」の講義 

③ 成果 

多文化共生について幅広い内容の講習で、とても役立つ内容であった。 

座学のみでなく実際自分でやさしい日本語を作成し、実務も学べた。知識と経験を豊

富にお持ちの講師に来ていただけて大変ありがたかった。 

 



 

【派遣事例３】 

・テーマ：やさしい日本語（令和 3年 9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：小野市国際交流協会（オンライン型派遣） 

① 目的 

外国人住民が増え、市役所での手続きの際などに職員の説明が理解できないため、当協

会スタッフが手伝うケースが増えている。以外国人住民とのコミュニケーションツール

として活用できる「やさしい日本語」の普及啓発を行うことにより、県内における外国

人住民対応に係る行政サービス向上の推進を図るもの。 

② 内容 

市役所職員対象「やさしい日本語」研修会 

③ 成果 

「やさしい日本語」を知らない職員でも具体例を使いながらグループワークを通じて

「やさしい日本語」の使い方のポイントを学ぶことができた。同時に、相手に対する配

慮や伝えたい気持ちが大切という多文化共生の本質の部分も学ぶ機会を得られた。 

 

 

 

【派遣事例４】 

・テーマ：医療通訳（令和 4年 1月） 

・派遣アドバイザー：西村 明夫 氏（一般社団法人 日本交通通訳支援協会） 

・派遣先：宮古市国際交流協会 （オンライン派遣） 

 

① 目的 

国が外国人材受入拡大を進めている中で、外国人患者の受入体制整備・医療通訳の必要

性が高まっている。医療通訳の現状について理解を深め、外国人患者が医療機関を受診

する際に、通訳としてサポートできる人材を増やす。 

② 内容 

市民向け「医療通訳養成講座」 

③ 成果 

医療通訳を行う上で重要なことや、身体組織や病気についての概要を幅広く教えてい

ただいた。また、参加者の今後の継続的な学習のモチベーションとなるような前向き

なアドバイスを与えていただいた。市内の医療機関でお仕事をされている方も参加し

ていただき、当協会と市内医療機関との間の今後の連携の強化に向けても有意義な機

会になりました。 



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） 現地・オンライン

1 R3.7.28 津山市 犬飼康弘 やさしい日本語 やさしい日本語（職員向け研修） 現地

2 R3.5.8 豊岡市 田村太郎 その他 多文化共生施策に関するアドバイス オンライン

3 R3.6.18 蒲郡国際交流協会 土井佳彦 その他 多文化共生概論に関する講義 オンライン

4 R3.6.16 江東区 佐渡友哲 その他 多文化共生概論に関する講義 オンライン

5 R3.5.28 石川県 Gehrtz三隅友子 その他 多文化共生概論に関する講義 オンライン

6 R3.5.28 石川県 髙木和彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

7 R3.11.3 川崎市国際交流協会 田村太郎 その他 多文化共生概論に関する講義 現地

8 R3.7.17 上尾市 高橋伸行 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

9 R3.8.1 とやま国際センター 土井佳彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

10 R3.7.12 丸岡高校（福井県扱い） 阿部一郎 その他 国際交流概論や多文化共生概論に関する講演 オンライン

11 R3.7.29 甲府市 坂内泰子 やさしい日本語 やさしい日本語（職員向け研修） オンライン

12 R3.7.3 横須賀市 松本義弘 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

13 R3.7.16 山梨県国際交流協会 松本義弘 やさしい日本語 やさしい日本語（職員向け研修） 現地

14 R3.10.16 山梨県国際交流協会 土井佳彦 その他 多文化共生概論に関する講義 オンライン

15 R3.8.11 福井市 御舘久里恵 やさしい日本語 やさしい日本語（職員向け研修） オンライン

16 R3.12.12 古賀市 村松紀子 やさしい日本語 やさしい日本語（市民向け研修） 現地

17 R3.9.1 越前市国際交流協会 松本義弘 やさしい日本語 やさしい日本語（職員・市民向け研修） オンライン

18 R3.8.11 松戸市 杉田理恵 その他 多文化共生概論に関する講義 オンライン

19 R3.10.30 荒川区国際交流協会 飯田奈美子 その他 通訳・翻訳ボランティアの育成 オンライン

20 R3.10.3 豊川市国際交流協会 犬飼康弘 やさしい日本語 やさしい日本語（市民向け研修） 現地

21 R3.12.21 姫路市 田村太郎 その他 多文化共生概論に関する講義 現地

22 R3.8.21 船橋市国際交流協会 土井佳彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

23 R3.9.24 小野市国際交流協会 犬飼康弘 やさしい日本語 やさしい日本語（職員向け研修） オンライン

24 R3.9.9 豊川市 崔 英善 やさしい日本語 やさしい日本語（職員向け研修） オンライン

25 R3.9.17 山形県国際交流協会 土井佳彦 その他 多文化共生概論に関する講義 現地

26 R3.11.27 富山市民国際交流協会 吉富志津代 災害
災害時の外国人支援における通訳翻訳ボラン
ティア研修

現地

27 R3.10.30 駒ヶ根市 髙木和彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

28 R3.11.28 沼津市 高橋伸行 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

29 R3.10.21 長野県 田村太郎 その他 多文化共生概論に関する講義 オンライン

30 R3.11.8 相模原市 田村太郎 その他
多文化共生概論に関する講義（新型コロナウイ
ルス下での外国人住民の状況について）

オンライン

31 R3.10.4 田原市 岩城あすか やさしい日本語 やさしい日本語（職員向け研修） 現地

32 R4.1.21 常総市 田村太郎 その他 多文化共生概論に関する講義 オンライン

33 R3.10.23 泉大津国際交流協会 木下理仁 その他 国際交流・国際理解に関する講義 現地

34 R3.11.20 鈴鹿国際交流協会 髙木和彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

35 R3.12.3 鹿児島県国際交流協会 村松紀子 その他 外国人相談窓口に関する講義 オンライン

36 R3.11.27 北海道 須藤伸子 その他
多文化共生概論に関する講義（外国人とのコ
ミュニケーション）

オンライン

37 R3.12.19 八王子国際協会 西村明夫 その他 医療通訳ボランティアの育成 オンライン

38 R3.10.7 福岡よかトピア国際交流財団 矢野花織 その他 多文化共生概論に関する講義 現地

39 R3.11.7 三重県国際交流財団 高橋伸行 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

40 R4.2.17 甲賀市国際交流協会 田村太郎 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

令和3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） 現地・オンライン

令和3年度　地域国際化推進アドバイザー派遣実績

41 R3.10.30 相模原市 坂内泰子 やさしい日本語 やさしい日本語（市民向け研修） オンライン

42 R3.10.21 和歌山県国際交流協会 土井佳彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

43 R3.11.24 鹿角国際交流協会 田村太郎 その他 多文化共生施策に関するアドバイス オンライン

44 R3.12.12 伊丹市 岩城あすか やさしい日本語 やさしい日本語（市民向け研修） 現地

45 R3.11.5 福岡よかトピア国際交流財団 八木浩光 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

46 R3.11.19 岡山市国際交流協議会 村松紀子 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

47 R3.11.18 徳島県国際交流協会 八木浩光 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

48 R3.12.18 南相馬市国際交流協会 田村太郎 その他 多文化共生概論に関する講義 現地

49 R3.10.30 君津市 土井佳彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

50 R4.1.19 埼玉県 須藤伸子 その他 多文化共生概論に関する講義 オンライン

51 R3.11.5 広島市 犬飼康弘 やさしい日本語 やさしい日本語（職員向け研修） 現地

52 R4.1.23 宮古市国際交流協会 西村明夫 その他 医療通訳ボランティアの育成 オンライン

53 R3.11.30 鹿児島市国際交流財団 田村太郎 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

54 R3.12.18 埼玉県 吉富志津代 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

55 R3.11.4 千葉県 土井佳彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

56 R3.12.4 平塚市 高橋伸行 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

57 R3.12.18 山口県 須藤伸子 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

58 R4.2.27 町田市 坂内泰子 やさしい日本語 やさしい日本語（市民向け研修） 現地

59 R4.2.10 宮崎県国際交流協会 矢野花織 その他 多文化共生概論に関する講義 オンライン

60 R4.1.19 さいたま市 坂内泰子 やさしい日本語 やさしい日本語（職員向け研修） 現地

61 R4.1.29 日立市 松本義弘 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

62 R4.1.15 銚子市 土井佳彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

63 R4.2.20 鴨川市国際交流協会 高橋伸行 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

64 R4.2.4 印西市 坂内泰子 やさしい日本語 やさしい日本語（職員向け研修） 現地

65 R4.2.6 米沢市国際交流協会 小山紳一郎 その他 多文化共生概論に関する講義 オンライン

66 R4.1.27 鳥取県 御舘久里恵 やさしい日本語 やさしい日本語（職員・市民向け研修） オンライン

67 R4.2.1 愛媛県国際交流協会 土井佳彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

68 R4.1.23 越谷市 高橋伸行 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

69 R4.1.5 横芝光町 高橋伸行 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

70 R4.2.20 浜松国際交流協会 吉富志津代 その他 通訳ボランティアの育成 現地

71 R4.3.6 大仙市 須藤伸子 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

72 R4.2.8 春日井市 崔英善 やさしい日本語 やさしい日本語（職員向け研修） 現地

73 R4.2.8 福岡県 村松紀子 その他 外国人相談窓口に関する講義 オンライン

74 R4.2.17 宇都宮市 松本義弘 その他 多文化共生概論に関する講義 現地

75 R4.3.6 広島平和文化センター 吉富志津代 その他 通訳ボランティアの育成 オンライン

76 R4.2.6 鈴鹿市 髙木和彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

77 R4.2.25 福井県国際交流協会 村松紀子 やさしい日本語 やさしい日本語（職員・市民向け研修） オンライン

78 R4.2.14 松本市 土井佳彦 その他 多文化共生概論に関する講義 オンライン

79 R4.2.26 徳島県国際交流協会 村松紀子 その他 通訳ボランティアの育成 オンライン

80 R4.2.21 埼玉県国際交流協会 柴垣禎 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン



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） 現地・オンライン

令和3年度　地域国際化推進アドバイザー派遣実績

81 R4.1.29 浦安市 土井佳彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 オンライン

82 R4.3.16 堺市 髙木和彦 災害 災害時の外国人支援に関する講義 現地

83 R4.3.27 八尾市国際交流センター 田村太郎 その他 仕事マッチング交流会における講義 現地

84 R4.3.26 小山市 犬飼康弘 やさしい日本語 やさしい日本語（職員・市民向け研修） オンライン

85 R4.3.5 佐倉市 高橋伸行 その他
多文化共生概論に関する講義（外国人とのコ
ミュニケーション）

現地


