
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 30 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】 

・テーマ：国・自治体の国際化施策、多文化共生概論（平成 30年 8月） 

・派遣アドバイザー：金 迅野 氏（マイノリティ宣教センター） 

・派遣先：東京都 豊島区 

① 目的 

国籍やルーツの異なる区民を取り巻く課題を理解するための知識や、日 

本語を母語としない区民の視点に立った情報発信の意義やあり方を学ぶ。 

② 内容 

・講演「グローバル社会における自治体政策」 

③ 成果 

移民の歴史的背景なども踏まえ、職種や職層、年齢、国籍等を超えて共感・理解できる

内容であった。また、多文化共生は、外国籍住民対象の業務に限らず、目に見えないも 

のへの想像力、他者への共感力、背景を読み込む姿勢、住民の声なき声に耳を傾け、住

民と共に進めることが大切だということを学んだ。 

 

 

【派遣事例２】 

・テーマ：災害時の外国人対応、ボランティアの育成（平成 30年 10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：大分県 別府市  

① 目的 

発災時において、災害情報を多言語で発信すると共に、大規模災害の際には多言語支

援センターを設置するために、担当職員やボランティア等の災害時に関連する研修を

行い、災害の際に必要な知識を習得する。 

② 内容 

・講演「災害に備え市民ができること」 

・ワークショップ「災害時の避難所対応について」 

③ 成果 

障害や外国の人の考え方を聞くことができて改めて気づくようなこともあり参考に

なった。様々な人に混じって話をする事は自分が当たり前のように思っていることが

そうでないことに気づく良い機会となった。 

 



【派遣事例３】 

・テーマ：多文化共生概論、観光を生かした多文化共生のまちづくり（平成 30年 12月） 

・派遣アドバイザー：荻村 哲朗 氏（神奈川大学） 

・派遣先：東京都 あきる野市 

 

① 目的 

災害時のボランティア活動や、多文化共生・国際化に関する事例を学んだ上で、グ

ループワークで活動内容について考えていただくことを通じ、地域における多文化

共生・国際化の推進を図る。 

② 内容 

・災害時におけるボランティアの役割についてグループワークを行う 

・多文化共生に関する講座を行う・貿易ゲーム 

③ 成果 

災害ボランティアのあり方や、多文化共生とは何か、といった基本的な事項を参加 

者に理解することができた。また、グループワークの時間も多く用意されていたの

で、参加者同士で会話もはずみ、みな主体的に参加することができていた。 

 

【派遣事例４】 

・テーマ：災害時の外国人支援（平成 31年 1月） 

・派遣アドバイザー：清水 由美子 氏（(公財）柏崎地域国際化協会） 

・派遣先：埼玉県 

 

① 目的 

県で養成している「埼玉県多文化共生キーパーソン」と県内各市町村職員が集う研

修会を開催し、災害時の外国人支援に関する現状や課題等を学ぶ場を提供するとと

もに、外国人支援に対するモチベーションの維持・向上を図る。 

② 内容 

・講演「災害時における外国人住民への支援～わたしにできること～」 

・意見・情報交換 

③ 成果 

災害時の外国人支援という観点から新たな学びの機会を提供できたという点におい

て、本研修会の目的達成することができた。 

参加者から、災害時の外国人支援に関する現状や課題について考えるきっかけになっ

たという感想をいただいた。実体験を踏まえた話をしていただけたことは、参加者に

とっても刺激となった。 

 

 



 

 

 

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（専門分野分類）

1 H30.6.13 埼玉県　三郷市 杉田　理恵 東村山市市民相談・交流課/多文化共生相談員
多文化共生概論、多文化共生のまちづくり、外
国人相談窓口の運営

2 H30.7.4 滋賀県国際協会 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
（（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事）

やさしい日本語、
災害時の外国人対応

3 H30.7.6 群馬県 荻村　哲朗
神奈川大学／非常勤講師
（明治学院大学 国際平和研究所／研究員）

多文化共生概論、
災害時の外国人対応

4 H30.7.13 宮崎県　都城市 高橋　伸行
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事
（船橋市市長公室国際交流課／課長）

災害時の外国人支援

5 H30.7.14 福島県　田村市観光交流課 高橋　伸行
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事
（船橋市市長公室国際交流課／課長）

災害時の外国人支援

6 H30.7.21 埼玉県　上尾市 勝　千恵子 （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、多文化共生のまちづくり、外
国人相談窓口の運営、ボランティアの育成

7 H30.7.21 かながわ国際交流財団 勝谷　知美 （一財）熊本市国際交流振興事業団／事務局次長 災害時の外国人支援

8 H30.7.22 東京都　板橋区文化・交流財団 杉田　理恵 東村山市市民相談・交流課/多文化共生相談員
災害時の外国人対応、
通訳・翻訳ボランティアの育成

9 H30.7.25 兵庫県国際交流協会 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
（（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

10 H30.7.28 山口県　山口市 村松　紀子
(公財）兵庫県国際交流協会／相談員)
（医療通訳研究会（MEDINT）／代表）

やさしい日本語、
参加型学習・ワークショップ

11 H30.8.4 熊本県　熊本市国際交流振興財団 高橋　伸行
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事
（船橋市市長公室国際交流課／課長）

災害時の外国人支援

12 H30.8.7 東京都　豊島区 金　迅野
マイノリティ宣教センター／共同主事
（中央大学社会科学研究所／客員研究員）

国・自治体の国際化施策、多文化共生概論

13 H30.9.1 東京都　西東京市多文化共生センター 杉田　理恵 東村山市市民相談・交流課/多文化共生相談員
災害時の外国人支援
通訳・翻訳ボランティアの養成

14 H30.9.2 千葉県　茂原市国際交流協会 八木　亜紀子
（特活）開発教育協会／事業主任
（（特活）アジア太平洋資料センター／理事）

開発教育・国際理解教育、多文化共生概論

15 H30.9.7 奈良県 吉富　志津代
名古屋外国語大学世界共生学部／教授
（（特活）多言語センターFACIL／理事長）

災害時の外国人対応

16 H30.9.13 福井県　インターナショナルさかい 荻村　哲朗
神奈川大学／非常勤講師
（明治学院大学 国際平和研究所／研究員）

開発教育・国際理解教育
ワークショップ

17 H30.9.14 鹿児島県国際交流協会 田村　太郎 （一財）ダイバーシティ研究所／代表理事
多文化共生概論、多文化共生のまちづくり、
国・自治体の国際化施策

18 H30.9.20 福井県 阿部　一郎 多文化共生コーディネーター 国際協力概論

19 H30.9.21 石川県　小松市国際交流協会 田村　太郎 （一財）ダイバーシティ研究所／代表理事
多文化共生概論
災害時の外国人支援

20 H30.10.14 大分県　別府市 田村　太郎 （一財）ダイバーシティ研究所／代表理事 災害時の外国人対応、ボランティアの育成

21 H30.10.17 長野県　飯田市 菊池　哲佳
多文化社会専門職機構／多文化社会専門職機構認定・多文化社会
コーディネーター、事務局長
（（公財）仙台観光国際協会 国際化推進課／交流係長）

やさしい日本語
ワークショップ

22 H30.10.21 埼玉県　戸田市国際交流協会 清水　由美子
（公財）柏崎地域国際化協会／常勤理事　事務局長
（多文化共生マネージャー）

通訳・翻訳ボランティアの養成

23 H30.10.25 ちば国際コンベンションビューロー 高橋　伸行
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事
（船橋市市長公室国際交流課／課長）

災害時の外国人支援

24 H30.10.26 福井県　ふくい市民国際交流協会 堀　永乃
（一社）グローバル人財サポート浜松／代表理事
（日本大学／非常勤講師）

通訳・翻訳ボランティアの養成

25 H30.11.2 東京都　東村山市 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
（（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事）

やさしい日本語
日本語学習

26 H30.11.3 島根県　出雲市（人権同和政策課） 榎井　縁
大阪大学／特任准教授
（（公財）とよなか国際交流協会/理事、
（特活）開発教育協会/理事、（特活）クロスベイス/理事）

多文化共生概論、
多文化共生のまちづくり

27 H30.11.18 東京都　清瀬国際交流会 杉田　理恵 東村山市市民相談・交流課/多文化共生相談員 通訳・翻訳ボランティアの養成

28 H30.12.8 千葉県　我孫子市 高橋　伸行
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事
（船橋市市長公室国際交流課／課長）

災害時の外国人

29 H30.12.15 愛媛県　西条市国際交流協会 松本　義弘
（公財）横須賀市産業振興財団／常務理事・事務局長
（三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンター／所長、
　日本フェアトレード・フォーラム／認定委員）

その他（フェアトレード）

30 H30.12.16 島根県　浜田市総合福祉センター 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
多文化共生のまちづくり

31 H30.12.21 山口県 勝谷　知美 （一財）熊本市国際交流振興事業団／事務局次長
多文化共生概論
多文化共生のまちづくり

32 H30.12.21 京都府　京丹後市 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
多文化共生のまちづくり
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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（専門分野分類）

33 H30.12.22 東京都　あきるの市 荻村　哲朗
神奈川大学／非常勤講師
（明治学院大学 国際平和研究所／研究員）

多文化共生概論
観光を生かした多文化共生のまちづくり

34 H31.1.21 埼玉県 清水　由美子
（公財）柏崎地域国際化協会／常勤理事　事務局長
（多文化共生マネージャー）

災害時の外国人支援

35 H31.1.23 東京都　八王子市 野山　広 国立国語研究所日本語教育研究領域／准教授 やさしい日本語

36 H31.1.26 神奈川県　横須賀ｓ国際交流協会 松本　義弘
（公財）横須賀市産業振興財団／常務理事・事務局長
（三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンター／所長、
　日本フェアトレード・フォーラム／認定委員）

やさしい日本語

37 H31.1.26 山口県　岩国市 吉富　志津代
名古屋外国語大学世界共生学部／教授
（（特活）多言語センターFACIL／理事長）

通訳・翻訳ボランティアの養成

38 H31.1.26 東京都　日野市 荻村　哲朗
神奈川大学／非常勤講師
（明治学院大学 国際平和研究所／研究員）

多文化共生概論

39 H31.1.27 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
ボランティアの育成【全般】

40 H31.1.29 愛媛県国際交流協会 高木　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
（滋賀県 商工観光労働部 女性活躍推進課／課長補佐）

災害時の外国人支援

41 H31.1.29 神奈川県　二宮町 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
（明治大学、亜細亜大学／非常勤講師）

多文化共生のまちづくり

42 H31.2.2 東京都　小平市国際交流協会 高橋　伸行
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事
（船橋市市長公室国際交流課／課長）

災害時の外国人支援

43 H31.2.8 東京都　東久留米市 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
（（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事）

やさしい日本語
災害時の外国人支援

44 H31.2.12 滋賀県 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

45 H31.2.13 埼玉県　所沢市 水口　章 敬愛大学 国際学部／教授 多文化共生概論

46 H31.2.16 埼玉県　越谷市 高橋　伸行
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事
（船橋市市長公室国際交流課／課長）

災害時の外国人支援

47 H31.2.20 神奈川県 菊池　哲佳
多文化社会専門職機構／多文化社会専門職機構認定・多文化社会
コーディネーター、事務局長
（（公財）仙台観光国際協会 国際化推進課／交流係長）

災害時の外国人支援

48 H31.2.22 福島県　糸島市 勝谷　知美 （一財）熊本市国際交流振興事業団／事務局次長
多文化共生概論
多文化共生のまちづくり

49 H31.2.23 東京都　目黒区国際交流協会 丹下　厚史 （公財）名古屋国際センター ／交流協力課長
多文化共生概論
ボランティアの育成【全般】

50 H31.2.28 岩手県国際交流協会 横山　勝 岩手県行政書士会／一般会員 多文化共生概論

51 H31.3.1 千葉県　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
（（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事）

やさしい日本語

52 H31.3.2 広島県　広島平和文化センター 西村　明夫  RASCコミュニティ通訳支援センター/代表 通訳・翻訳ボランティアの養成

53 H31.3.5 大阪府　堺市 村松　紀子
(公財）兵庫県国際交流協会／相談員)
（医療通訳研究会（MEDINT）／代表）

通訳・翻訳ボランティアの養成

54 H31.3.15 北海道　恵庭市 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 やさしい日本語
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