
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 27 年度は 70 件に延べ

70名のアドバイザーを派遣しました。 

 

 

【派遣事例１】 

・「外国人相談の現状と対応について」（平成27年7月） 

・派遣アドバイザー：石井 ナナエ 氏（NPO法人ふじみの国際交流センター 理事長） 

・派遣先：埼玉県 

① 目的 

国際政策や住民相談窓口業務に従事する職員を対象に、相談に応じる際に必要な知識や

ノウハウを学び、外国人相談窓口対応の一層の充実を図る。 

 

② 内容 

・ 外国にルーツがある子どもの現状と相談事例の紹介 

・ 最近のＤＶ被害者の状況と相談事例の紹介 

・ 外国人から相談を受けるときに心がけておくべきことについて 

 

③ 成果 

石井氏は、長年、外国人相談に携わっており、その経験を基に講演を行った。「現場

の声を分かりやすく聞くことができて、対応について参考になった。」「本日教えても

らったことを業務で役立てたい。」といった感想が挙げられた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【派遣事例２】 

・「外国につながる子どもの教育－日本の子どもと共に学ぶために－」（平成28年1月)  

・派遣アドバイザー：松岡 洋子 氏（岩手大学教育推進機構 准教授） 

・派遣先：埼玉県越谷市 

① 目的 

教職員、日本語指導員等を対象に、外国人児童生徒の指導における留意点や外国人児童

生徒の特徴や背景について学び、より円滑な学習支援が行えるようにする。 

 

② 内容 

・ 外国人住民の現状や増加の背景について 

・ 外国人児童生徒の受入施策の歩み、外国人児童生徒の特徴や文化的背景、学習指導

上の留意点について 

・ グループワークによる他の参加者との意見交換 

 

③ 成果 

全受講者の92パーセントが「今後に活かせる情報があった」と回答し、アンケートで

は、「講師の話が非常に分かりやすかった。」「実態を踏まえ、受け入れ方、接し方な

どを様々な視点でご指導いただけた。」という意見が寄せられた。  

 

 
【派遣事例３】 

・「外国人観光客への‘おもてなし’」（平成28年１月） 

・派遣アドバイザー：堀 永乃 氏（一般社団法人グローバル人材サポート浜松 代表理事） 

・派遣先：神奈川県松田町 

① 目的 

増加が見込まれる外国人観光客のおもてなしに向けた基本的な心構え等を学ぶ。 

 

② 内容 

・ 外国人観光客をお迎えするための基本的な知識 

・ コミュニケーション能力を高めて、外国人と友達になろう！ 

・ 情報発信の重要性について 

 

③ 成果 

受講者が飽きることのないように実践練習を取り入れた講義を行い、受講者からは「観光

ボランティアについて初心者でも分かりやすい内容だった。」「新鮮な講義でよかった。」

といった感想が挙げられた。 

 
 



【派遣事例４】 

・「外国人を取り巻く制度の基礎知識」（平成28年３月） 

・派遣アドバイザー：横山 勝 氏（行政書士） 

・派遣先：公益財団法人広島平和文化センター 

① 目的 

ボランティア通訳者、日本語教室運営者、外国人ボランティアサポーター等を対象に、

在留資格制度や社会保障制度について学び、外国人を取り巻く制度の基礎知識を理解す

る。 

 

② 内容 

・ 在住外国人の現状 

・ 外国人の法的地位 

・ 外国人の社会保障 

 

③ 成果 

横山氏は、行政書士としての幅広い知識を生かして講演され、参加者からは、「詳し

い資料と分かりやすい説明で、大変勉強になった。」「法律のことは全く分からなかっ

たが、知っておかなければならない大切なことだと思った。」といった感想が挙げられ

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 27 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 H27.5.23 
大分芸術文化 

スポーツ振興財団 
蓮井 孝夫 

（特活）香川国際ボランティアセンター 

／代表理事 

多文化共生概論 

多文化共生の地域づくり 

２ H27.5.31 
射水市民 

国際交流協会 
丹下 厚史 

（公財）名古屋国際センター 

／交流協力課主査 
国際協力・国際交流 

３ H27.6.6 
会津若松市 

国際交流協会 
阿部 眞理子 （特活）国際ボランティアセンター山形／理事 国際理解概論 

４ H27.6.7 滋賀県湖南市 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 

５ H27.6.10 市川市国際交流協会 竹内 よし子 
ＮＰＯ法人えひめグローバルネットワーク 

／代表 

「武器をアートに」地域か

らモザンビークの平和構

築を考える 

６ H27.6.19 山梨県国際交流協会 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・外国人

住民への災害時支援 

７ H27.6.20 東京都荒川区 高橋 伸行 
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会

／理事 

災害時外国人 

住民の現状 

８ H27.6.27 岡山県国際交流協会 有田 典代 国際文化交流協会／事務局長 多文化共生概論 

９ H27.7.6 富山県 加藤 理絵 
（公財）名古屋国際センター 

／広報情報課主査 
多文化共生概論 

10 H27.7.7 東京都練馬区 関根 政美 慶應義塾大学法学部／教授 
オーストラリア・イプスウ

ィッチ市について 

11 H27.7.11 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 

ボランティア育成 

12 H27.7.18 船橋市国際交流協会 時 光 
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会

／事務局長 

災害時外国人 

住民の支援 

13 H27.7.22 三重県国際交流財団 榎井 縁 
大阪大学未来戦略機構第五部門 

／特任准教授 
外国人児童への支援 

14 H27.7.25 東京都世田谷区 荻村 哲朗 神奈川大学／非常勤講師 多文化共生概論 



15 H27.7.31 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 

16 H27.8.1 千葉県八千代市 高橋 伸行 
（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・災害時

の外国人住民の現状 

17 H27.8.19 愛媛県 時 光 
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会

／事務局長 

災害時外国人住民への

多言語支援 

18 H27.8.24 静岡県富士市 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・災害時

の外国人住民の現状 

19 H27.8.24 茨城県国際交流協会 阿部 一郎 多文化共生コーディネーター 国際理解教育 

20 H27.8.31 さいたま観光国際協会 菊池 哲佳 
（公財）仙台観光国際協会 

／国際推進課主任 
多文化共生概論 

21 H27.9.5 東京都立川市 時 光 
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会

／事務局長 

外国人住民への 

災害支援 

22 H27.9.5 神奈川県川崎市 松本 義弘 横須賀市衣笠行政センター／館長 
多文化共生概論・災害時

の外国人住民の現状 

23 H27.9.6 とやま国際センター 清水 由美子 （公財）柏崎地域国際化協会／事務局長 

災害時の外国人支援 

多言語支援センターの

設立 

24 H27.9.8 
鹿児島県 

国際交流協会 
田村 太郎 （特活）多文化共生センター大阪／代表理事 多文化共生施策概論 

25 H27.9.9 山梨県笛吹市 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 

26 H27.9.10 岐阜県 杉本 正次 
（特定）地域国際活動研究センター 

／事務局長 
多文化共生概論 

27 H27.9.17 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 

28 H27.9.26 しまね国際センター 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 

コミュニティ通訳 

ボランティア 

29 H27.10.2 愛媛県国際交流協会 有田 典代 国際文化交流協会／事務局長 
多文化共生のまちづくり

（観光面を視野に） 

30 H27.10.6 静岡県静岡市 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 



31 H27.10.10 山口県国際交流協会 時 光 
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会

／事務局長 
多文化共生概論 

32 H27.10.14 大阪府堺市 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 

33 H27.11.5 清瀬国際交流会 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 

やさしいにほんごを活用

した多文化共生のまち

づくり 

34 H27.11.7 越谷市国際交流協会 堀 永乃 
（一社）グローバル人財サポート浜松 

／代表理事 
多文化共生概論 

35 H27.11.12 埼玉県さいたま市 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 

36 H27.11.14 福島県国際交流協会 秋尾 晃正 公益財団法人民際センター／理事長 
途上国等での 

国際協力活動 

37 H27.11.16 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 

38 H27.11.20 
ふくい市民 

国際交流協会 
阿部 一郎 多文化共生コーディネーター ボランティアの育成 

39 H27.11.27 愛知県西尾市 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 

40 H27.11.28 甲斐国際交流協会 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 

41 H27.11.30 
九州地区地域国際化

協会連絡協議会 
時 光 

（特活）多文化共生マネージャー全国協議会

／事務局長 

災害時の初動体制、各

協会、外国人コミュニティ

の役割 

42 H27.12.1 横浜市国際交流協会 福田 淳司 
北九州市戸畑区役所総務企画課 

／庶務係長 
NPO法人運営上の課題 

43 H27.12.4 
沖縄県国際交流 

・人材育成財団 
時 光 （特活）多文化共生マネージャー／事務局長 多文化共生概論 

44 H27.1.7 埼玉県越谷市 松岡 洋子 岩手大学教育推進機構／准教授 外国人児童への支援 

45 H28.1.15 ひろしま国際センター 八木沢 直治 横浜市国際交流協会／事務局担当次長 
地域国際交流協会の 

現状・課題 

46 H28.1.23 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 

住民の支援 



47 H28.1.26 千葉県印西市 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 

48 H28.1.27 兵庫県芦屋市 仙田 武司 しまね国際センター／多文化共生課長 
多文化共生概論 

やさしい日本語 

49 H28.1.28 千葉県市原市 木下 理仁 
かながわ開発教育センター(K-DEC） 

／理事・事務局長 

多文化共生概論 

やさしい日本語 

50 H28.1.29 神奈川県松田町 堀 永乃 
（一社）グローバル人財サポート浜松 

／代表理事 
多文化共生概論 

51 H28.2.3 山口県国際課 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 
多文化共生のまちづくり 

52 H28.2.5 静岡県菊川市 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 

災害時の外国人支援 

やさしいにほんご 

53 H28.2.6 長野県上田市 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 

54 H27.2.7 秋田県横手市 堀 永乃 
（一社）グローバル人財サポート浜松 

／代表理事 

多文化共生概論 

外国人高齢者の介護 

55 H28.2.9 滋賀県長浜市 犬飼 康弘 ひろしま国際センター／日本語常勤講師 やさしい日本語 

56 H28.2.10 東京都八王子市 毛受 敏浩 日本国際交流センター／執行理事 多文化共生概論 

57 H28.2.16 大阪府富田林市 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 

災害時外国人住民への

多言語支援 

58 H28.2.18 茂原市国際交流協会 石井 ナナエ 
ＮＰＯ法人ふじみの国際交流センター 

／理事長 
多文化共生のまちづくり 

59 H28.2.21 徳島県国際交流協会 村松 紀子 
（公財）兵庫県国際交流協会 

／スペイン語相談員 
医療通訳 

60 H28.2.21 熊本県八代市 仙田 武司 しまね国際センター/多文化共生課長 やさしい日本語 

61 H28.2.23 栃木県国際課 御館 久里恵 鳥取大学国際交流センター／講師 やさしい日本語 

62 H28.2.27 高知県国際交流協会 村上 公彦 
アジア協会アジア友の会 

／専務理事兼事務局長 

多文化共生概論 

国際理解教育 

63 H28.2.28 
甲賀市 

国際交流協会 
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 



64 H28.3.5 広島平和文化センター 横山 勝 行政書士 日本の社会保障制度 

65 H28.3.6 静岡県沼津市 高橋 伸行 
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会

／理事 
ボランティアの育成 

66 H28.3.6 大分市 犬飼 康弘 ひろしま国際センター／日本語常勤講師 
やさしい日本語 

・日本語教育 

67 H28.3.8 東京都台東区 菊池 哲佳 
（公財）仙台観光国際協会 

／国際推進課主任 

多文化共生概論 

・日本語教室 

68 H28.3.19 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 

69 H28.3.19 千葉県船橋市 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 

70 H28.3.22 神奈川県 杉本 正次 
（特定）地域国際活動研究センター 

／事務局長 

オリンピックへ 

向けての組織作り 

     
  

 


