
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 26 年度は 54 件に延べ

54名のアドバイザーを派遣しました。 

 

【派遣事例１】 「多文化共生ソーシャルワーカー育成研修」講師（平成26年8月） 

派遣アドバイザー： 村松 紀子 氏 

派遣先：静岡県 

① 目的 

福祉の相談業務に従事する職員を対象に、多文化共生概論の講演を行い、外国人住民か

らの相談が寄せられた際に、幅広く対応する。 

 

② 内容 

・ 外国人住民から寄せられる相談件数の推移や傾向について事例を踏まえ紹介 

・ 静岡県外の事例を紹介することで、他の地域の現状を知ってもらい、実際に行われ

ている取り組みについて情報交換 

・ 言語や慣習の違いだけでなく、外国人住民が抱える制度の壁について講演 

 

③ 成果 

アンケートでは、受講者の約 9 割の受講者が「仕事に活かせる情報があった」と回答

した。 

「社会福祉協議会で生活保護やＤＶ被害者支援に携わっているにも関わらず、外国籍住

民に関する制度について触れる機会がなかった」「実際の事例等を通じてわかりやすく

立場を超えて理解が深まった」といった感想が挙げられた。  

 

 

【派遣事例２】「外国人との共生社会づくりに関する職員研修会」（平成26年11月)  

派遣アドバイザー： 松本 義弘 氏 

派遣先：千葉県印西市 

① 目的 

職員研修の一環として、やさしい日本語の使用方法について習得することで、外国人住

民へ伝わりやすい情報発信についての知識・ノウハウを学ぶ。 

 

② 内容 

・ 市職員約40名を対象に、やさしい日本語の意義とその活用方法について講演 

・ 実際にやさしい日本語を使用した行政文書を作成 



・ グループワークを通じて意見交換  

 

③ 成果 

受講者からのアンケートでは、「やさしい日本語を使うことは外国人住民だけでなく、

日本人同士の間でも有効であると感じた」「普段何気なく使っている日本語が外国人住

民には理解しづらいことがあり、相手を思いやる気持ちが大切だと実感した」という意

見が寄せられた。  

 

 
 
【派遣事例３】外国人座談会における講義及びワークショップ（平成26年9月） 

派遣アドバイザー： 高橋 伸行 氏 

派遣先：東京都港区 

① 目的 

東日本大震災や中越沖地震発生の際に、現地で外国人支援に携わった講師よる講義を踏

まえ、今後の具体的な災害対策や準備を進める。 

 

② 内容 

・ 「災害時に外国人が直面する課題とボランティアの役割」をテーマに、災害時に外

国人支援の方法や役割について講演 

・ グループ討議・意見交換を行う際のコーディネート 

・ 地震に対する日本人と外国人の対応の違いや、これまでの災害時における外国人支

援の内容を紹介 

 

③ 成果 

日常生活において、外国との文化の違いや生活習慣の違いを理解することが、災害時の 

外国人支援には重要であることを伝え、外国人側が支援を受けるだけでなく、支援できる 

立場になれるという意識付けにつながった。 

 
 
 
 
  
 



       平成２６年度 地域国際化推進アドバイザー派遣実績一覧 
 

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 H26.4.13 町田市文化・国際交流財団 大橋 正明 国際協力 NGO センター（JANIC)／理事長 多文化共生のまちづくり 

2 H26.5.11 射水市民国際交流協会 稲葉 哲朗 （公財）名古屋国際センタ-／交流協力課主査 多文化共生概論 

3 H26.5.20 七尾市国際交流協会 前川 仁三夫 （特活）とんだばやし国際交流協会／理事 
多文化共生概論 

多文化共生の地域づくり 

4 H26.5.22 富山市民国際交流協会 八木 浩光 （一財）熊本市国際交流振興事業団／事務局長 
多文化共生概論 

多文化共生の地域づくり 

5 H26.6.7 会津若松市国際交流協会 阿部 一郎 多文化共生コーディネーター 
国際交流協会の役割 

多文化共生の地域づくり 

6 H26.7.3 茨城県国際交流協会 有田 典代 （特活）関西国際交流団体協議会／理事 
多文化共生概論 

多文化共生の地域づくり 

7 H26.7.4 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 
多文化共生概論 

多文化共生の地域づくり 

8 H26.7.6 とやま国際センター 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 

災害時の外国人支援 

多言語支援センターの設

立 

9 H26.7.12 墨田区 石井 ナナエ ＮＰＯ法人ふじみの国際交流センター／理事長 
地域におけるボランティア

育成 

10 H26.7.19 世田谷区 中村 絵乃 （特活）開発教育協会／事務局長 
多文化共生概論 

多文化共生の地域づくり 

11 H26.8.2 山口県 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 

12 H26.8.2 石川県国際交流協会 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 

災害時の外国人支援 

やさしい日本語 

13 H26.8.9 西東京市 菊池 哲佳 （公財）仙台国際交流協会／企画事業課主任 
災害時の外国人支援 

ボランティア育成 

14 H26.8.9 山口県国際交流協会 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 

災害時の外国人支援 

やさしい日本語 

15 H26.8.20 静岡県 村松 紀子 
（公財）兵庫県国際交流協会／スペイン語相談

員 
外国人相談窓口の運営 

16 H26.8.31 木津川市 髙木 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 

17 H26.9.2 埼玉県 石井 ナナエ ＮＰＯ法人ふじみの国際交流センター／理事長 外国人相談窓口の運営 

18 H26.9.3 
大分県芸術文化スポーツ振

興財団 
藤井 誠 教育プロデューサー 

多文化共生の地域づくり

ボランティア育成 



19 H26.9.7 堺市 村松 紀子 
（公財）兵庫県国際交流協会／スペイン語相談

員 
通訳ボランティアの育成 

20 H26.9.18 港区 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 

21 H26.10.1 板橋区文化・国際交流財団 木下 理仁 
かながわ開発教育センター(K-DEC）／理事・事

務局長 

災害時の外国人支援 

やさしい日本語 

22 H26.10.1 ひろしま国際センター 有田 典代 （特活）関西国際交流団体協議会／理事 
地域国際交流協会の現

状・課題 

23 H26.10.3 愛媛県国際交流協会 時 光 （特活）多文化共生マネージャー／事務局長 
多文化共生の地域づくり 

災害時の外国人支援 

24 H26.10.4 荒川区国際交流協会 荻村 哲朗 神奈川大学／非常勤講師 通訳ボランティアの育成 

25 H26.10.10 山梨県 松本 義弘 横須賀市衣笠行政センター／館長 やさしい日本語 

26 H26.10.14 太田市 菊池 哲佳 （公財）仙台国際交流協会／企画事業課主任 
災害時の外国人支援 

通訳ボランティアの役割 

27 H26.10.28 広島県 髙木 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 

災害時支援における外国

人の人権 

28 H26.11.1 東村山市 時 光 （特活）多文化共生マネージャー／事務局長 
災害時の外国人支援 

ボランティア活動 

29 H26.11.11 印西市 松本 義弘 横須賀市衣笠行政センター／館長 やさしい日本語 

30 H26.11.15 横手市 松岡 洋子 岩手大学国際交流センター／准教授 災害時の外国人支援 

31 H26.11.21 さいたま市 杉澤 経子 
東京外国語大学 多言語・多文化教育研究セン

ター／プロジェクトコーディネーター 

多文化共生概論 

多文化共生の地域づくり 

32 H26.11.29 川崎市教育委員会 堀 永乃 （社）グローバル人財サポート浜松／代表理事 
日本語学習支援 

ボランティアの育成 

33 H26.11.30 八戸市 松岡 洋子 岩手大学教育推進機構／准教授 
多文化共生概論 

多文化共生の地域づくり 

34 H26.12.7 上田市 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 

35 H26.12.17 横浜市国際交流協会 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 

ボランティアの育成 

36 H27.1.10 岐阜県 時 光 （特活）多文化共生マネージャー／事務局長 

災害時外国人支援 

外国人コミュニティリーダ

ーの役割 

37 H27.1.17 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 
災害時外国人支援 

38 H27.1.18 沼津市 荻村 哲朗 神奈川大学／非常勤講師 
災害時の外国人支援 

ボランティアの育成 



39 H27.1.22 岡山県国際交流協会 吉富 志津代 
大阪大学グローバルコラボレーションセンター

／特任准教授 

地域における多文化共生

情報発信方法について 

40 H27.1.29 市原市 堀 永乃 （社）グローバル人財サポート浜松／代表理事 
多文化共生概論 

やさしい日本語 

41 H27.1.30 栃木県 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 

ロールプレイ 

42 H27.1.31 三浦市国際交流協会 豊島 行宏 名古屋市監査事務局次長 国際交流、国際理解教育 

43 H27.2.8 徳島県国際交流協会 蓮井 孝夫 
（特活）香川国際ボランティアセンター／代表理

事 
国際理解教育 

44 H27.2.10 川崎市国際交流協会 松本 義弘 横須賀市衣笠行政センター／館長 
災害時外国人支援 

やさしい日本語 

45 H27.2.13 湖西市 吉富 志津代 
大阪大学グローバルコラボレーションセンター

／特任准教授 

通訳翻訳ボランティアの育

成、災害時外国人支援 

46 H27.2.17 菊川市 前川 仁三夫 （特活）とんだばやし国際交流協会／理事 やさしい日本語 

47 H27.2.20 北九州市 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 

やさしい日本語 

自治体の国際化施策 

48 H27.2.22 高知県国際交流協会 大森 典子 
（（公財）愛媛県国際交流協会／外国人相談室

長 

多文化共生概論 

国際理解教育 

49 H27.3.5 石川県小松市 髙木 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 

50 H27.3.13 船橋市 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 

多文化共生概論 

災害時外国人支援 

51 H27.3.17 千葉市 石井 ナナエ ＮＰＯ法人ふじみの国際交流センター／理事長 
多文化共生概論 

行政窓口での外国人対応 

52 H27.3.25 別府市 時 光 （特活）多文化共生マネージャー／事務局長 災害時外国人支援 

53 H27.3.29 福岡県国際交流センター 時 光 （特活）多文化共生マネージャー／事務局長 災害時の外国人支援 

54 H27.3.29 神奈川県 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 

ボランティア育成 

     
  

 
 


