
項目 番号 団体名 地域 都道府県 掲載

（１）①多言語・やさしい日本語による情報提供 30 弘前大学人文学部社会言語学研究室 東北 青森県 ○
43 （NPO）ふじみの国際交流センター（ふじみ野市） 関東 埼玉県 ○

46 （公財）横浜市国際交流協会 関東 神奈川県 ○

82 大阪市立中央図書館 近畿 大阪府 ○

115 （公財）大阪国際交流センター 近畿 大阪府 ○

36
（NPO）多言語センターFACIL、（NPO）FMわぃわぃ、ワールド
キッズコミュニティ、（NPO）たかとりコミュニティセンター、ひょう
ごラテンコミュニティ

近畿 兵庫県 ○

追加1 横浜市消防局 関東 神奈川県 △

48 堺市消防局通信指令課 近畿 大阪府 △

77 大阪市城東区役所 近畿 大阪府 △

80 大阪市消防局 近畿 大阪府 △

（１）②大人の日本語学習支援 20 （NPO）フィリピノナガイサ 中部 静岡県 ○

98 （公財）兵庫県国際交流協会 近畿 兵庫県 ○

追加2 総社市人権・まちづくり課 中国 岡山県 -

（２）①居住 追加3 （NPO）外国人住まいサポートセンター 関東 神奈川県 ○

追加4 （公財）京都市国際交流協会 近畿 京都府 ○

（２）②教育 32 外国人の子ども・サポートの会 東北 宮城県 ○

47 （公財）横浜市国際交流協会 関東 神奈川県 ○

100 （公財）とやま国際交流センター 中部 富山県 ○

22 （一社）WISH（Wide International Support in Hamamatsu） 中部 静岡県 ○

64・69 浜松市国際課・静岡県多文化共生課 中部 静岡県 ○

109 津市教育委員会事務局 近畿 三重県 ○

39 Minamiこども教室実行委員会（大阪市） 近畿 大阪府 ○

87 茨城県国際課 関東 茨城県 △

追加5 （NPO）NO BORDERS 関東 群馬県 △

49 （NPO）シェイクハンズ（犬山市） 中部 愛知県 △

56 愛知県多文化共生推進室 中部 愛知県 △

追加6 （公財）愛知県国際交流協会 中部 愛知県 △

（２）③労働環境 86 はさき漁協、神栖市国際交流協会 関東 茨城県 ○

71 （公財）板橋区文化・国際交流財団 関東 東京都 ○

116 （公財）横浜市福祉事業経営者会 関東 神奈川県 ○

113 （一社）グローバル人財サポート浜松 中部 静岡県 ○

（２）④医療・保健・福祉 92 （公財）宮城県国際化協会 東北 宮城県 ○

117 （NPO）MICかながわ 関東 神奈川県 ○

11 （NPO）にほんご豊岡あいうえお 近畿 兵庫県 ○

107 （NPO）神戸定住外国人支援センター 近畿 兵庫県 ○

37 多文化社会の保健医療を考える会　JUNTOS 中部 山梨県 △

31 （一社）岡山県国際交流協会 中国 岡山県 △

追加7 （公財）鹿児島県国際交流協会 九州 鹿児島県 -

（２）⑤防災 41 （公財）仙台観光国際協会 東北 宮城県 ○

91 （公財）和歌山県国際交流協会 近畿 和歌山県 ○

追加8 （NPO）横須賀市国際交流協会・船橋市国際交流協会 関東 神奈川県 △

追加9 京丹後市国際交流協会・（NPO）安芸高田市国際交流協会 近畿 京都府 △

追加10 鹿児島市危機管理課 九州 鹿児島県 △

（３）①地域社会における多文化共生の啓発 108 東京都人権施策推進課 関東 東京都 ○

110 （公財）愛知県国際交流協会 中部 愛知県 ○

38 周南市観光交流課 中国 山口県 ○

74 （一社）北上市国際交流協会 東北 岩手県 △

54 東京都人権施策推進課 関東 東京都 △

44 大阪府文化・スポーツ課 近畿 大阪府 △

94 （公財）山口県国際交流協会 中国 山口県 △

追加11 東川町交流推進課 北海道 北海道 -

追加12 （公財）石川県国際交流協会 中部 石川県 -

追加13 Saga Circle Times 九州 佐賀県 -

（３）②外国人住民の自立と社会参画 16・17 芝園団地自治会（川口市） 関東 埼玉県 ○

追加14 （公財）宮城県国際化協会・（公財）山形県国際交流協会 東北 宮城県 △

79 （公財）大阪国際交流センター 近畿 大阪府 △

（３）③多文化共生に関わる体制づくり 5 千葉市国際交流課 関東 千葉県 ○

63 浜松市国際課 中部 静岡県 ○

84 大阪市ダイバーシティ推進室 近畿 大阪府 ○

57 広島県国際課 中国 広島県 ○

（４）①地域社会への貢献 51 石川県国際課 中部 石川県 ○

42 （一社）グローバル人財サポート浜松 中部 静岡県 ○

65 浜松市国際課 中部 静岡県 ○

8 滋賀県国際室 近畿 滋賀県 ○

14 草津市危機管理課 近畿 滋賀県 ○

10 まんのう町国際交流協会 四国 香川県 △

（４）②グローバル化への貢献 106 （株）NAC（ニセコ・アドベンチャー・センター） 北海道 北海道 ○

88 （株）商輪 関東 茨城県 ○

112 別府市文化国際課 九州 大分県 ○

追加15 東川町交流推進課 北海道 北海道 -

多文化共生事例集　掲載候補一覧 （項目別）

計　70項目　（うち　○：43項目　△：21項目　－：6項目）
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