
地域 都道府県 番号 団体名 取組の名称 項目 掲載

北海道
106 （株）NAC（ニセコ・アドベンチャー・センター）

通年型アウトドア観光メニューの確立による雇用の創出と
通年観光の実現

（４）②グローバル化への貢献 ○

追加11 東川町交流促進課 高校生国際交流写真フェスティバル （３）①地域社会における多文化共生の啓発 -
追加15 東川町交流促進課 東川町日本語教育事業 （４）②グローバル化への貢献 -

青森県 30 弘前大学人文学部社会言語学研究室 減災のための「やさしい日本語」研究 （１）①多言語・やさしい日本語による情報提供 ○
岩手県 74 （一社）北上市国際交流協会 国際化推進事業 （３）①地域社会における多文化共生の啓発 △
宮城県

32 外国人の子ども・サポートの会
外国人の子どもを対象とした日本語学習・教科学習の個
別サポート

（２）②教育 ○

41 （公財）仙台観光国際協会

① 多言語での防災啓発ビデオの制作
② 外国人住民対象の防災訓練の実施
③ 自転車での交通安全に係る多言語ビデオの制作
④ 多文化共生に関する情報誌の制作

（２）⑤防災 ○

92 （公財）宮城県国際化協会 定住外国人とともに学ぶ実践介護塾 （２）④医療・保健・福祉 ○

追加14
（公財）宮城県国際化協会・（公財）山形県国際交
流協会

宮城・山形　定住外国人エンパワメント・カレッジ （３）②外国人住民の自立と社会参画 △

茨城県 86 はさき漁協、神栖市国際交流協会 地域における技能実習制度への新たな関わり （２）③労働環境 ○
88 （株）商輪 留学生ドラフト会議 （４）②グローバル化への貢献 ○
87 茨城県国際課 外国人子ども支援拡充事業 （２）②教育 △

群馬県 追加5 （NPO）NO BORDERS 外国人児童に対する学習支援 （２）②教育 △
埼玉県 16・17 芝園団地自治会（川口市） 開かれた自治会構想 （３）②外国人住民の自立と社会参画 ○

43 （NPO）ふじみの国際交流センター（ふじみ野市） 多文化が未来を拓く　民設民営　外国人総合窓口 （１）①多言語・やさしい日本語による情報提供 ○
千葉県 5 千葉市国際交流課 新規採用職員を対象とした多文化共生研修 （３）③多文化共生に関わる体制づくり ○
東京都 71 （公財）板橋区文化・国際交流財団 若い外国人女性のための就職メーク術 （２）③労働環境 ○

108 東京都人権施策推進課
人権啓発動画「外国人の人権～成熟した多文化共生社会
の実現に向けて～」の配信

（３）①地域社会における多文化共生の啓発 ○

54 東京都人権施策推進課
人権啓発イベント「ヒューマンライツ・フェスタ東京」におけ
る啓発活動

（３）①地域社会における多文化共生の啓発 △

神奈川県
46 （公財）横浜市国際交流協会

外国人に伝える広げる多言語情報の作り方
～原稿づくりから届けるまでのヒント集～

（１）①多言語・やさしい日本語による情報提供 ○

追加1 横浜市消防局 通報依頼カード及び119番通報対応コンピューターソフト （１）①多言語・やさしい日本語による情報提供 △
追加3 （NPO）外国人住まいサポートセンター （２）①居住 ○

47 （公財）横浜市国際交流協会
横浜市南区・外国人中学生学習支援教室　パン提供プロ
ジェクト

（２）②教育 ○

116 （公財）横浜市福祉事業経営者会
外国籍県民向け「介護職員初任者研修」及び就業支援事
業

（２）③労働環境 ○

117 （NPO）MICかながわ
通訳派遣事業、医療通訳スタッフ養成研修（2002年度（平
成14年度）～）

（２）④医療・保健・福祉 ○

追加8
（NPO）横須賀市国際交流協会・船橋市国際交流
協会

災害時相互支援に向けた取組 （２）⑤防災 △

富山県 100 （公財）とやま国際交流センター 外国籍子どもサポートプロジェクト （２）②教育 ○
石川県 51 石川県国際課 留学生いしかわ魅力発信モニターツアー （４）①地域社会への貢献 ○

追加12 （公財）石川県国際交流協会 国際理解講座 （３）①地域社会における多文化共生の啓発 -
山梨県 37 多文化社会の保健医療を考える会　JUNTOS 外国籍児童とその家族への支援 （２）④医療・保健・福祉 △
静岡県 20 （NPO）フィリピノナガイサ BAYANIHAN　～みんなで地域をつくっていこう～ （１）②大人の日本語学習支援 ○

22
（一社）WISH（Wide International Support in
Hamamatsu）

外国籍児童就学前学校体験教室「ぴよぴよクラス」及び就
学後教育支援

（２）②教育 ○

64・69 浜松市国際課・静岡県多文化共生課 外国人の子どもの不就学ゼロ作戦事業 （２）②教育 ○
113 （一社）グローバル人財サポート浜松 介護職員初任者研修 （２）③労働環境 ○
63 浜松市国際課 在住外国人のメンタルヘルス相談事業 （３）③多文化共生に関わる体制づくり ○

42 （一社）グローバル人財サポート浜松
多文化コンシェルジュの活躍による人と文化の多様性を活
かした日本語教育プロジェクト（文化庁委託事業）

（４）①地域社会への貢献 ○

65 浜松市国際課 多様性をいかしたまちづくり事業 （４）①地域社会への貢献 ○
愛知県

110 （公財）愛知県国際交流協会
コミュニティガーデンを活用した多文化共生のまちづくり促
進事業　～地域の人々が協働する緑の空間～

（３）①地域社会における多文化共生の啓発 ○

49 （NPO）シェイクハンズ（犬山市） 外国につながる親子の居場所・学び場「にじいろ寺子屋」 （２）②教育 △
56 愛知県多文化共生推進室 外国人幼児向け日本語学習教材等の作成 （２）②教育 △

追加6 （公財）愛知県国際交流協会 日本語学習支援基金の造成 （２）②教育 △
三重県

109 津市教育委員会事務局
持続可能な日本語教育
初期日本語教室「きずな」「移動きずな」「日本語指導ボラ
ンティア養成講座」

（２）②教育 ○

滋賀県
8 滋賀県国際室 Startup Weekend Shiga Change Makers in Nagahama City （４）①地域社会への貢献 ○

14 草津市危機管理課 外国人による機能別消防団員 （４）①地域社会への貢献 ○
京都府 追加4 （公財）京都市国際交流協会 外国人のための住宅支援事業 （２）①居住 ○

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

災害時における外国人支援に関する協定の締結 （２）⑤防災 △

大阪府
82 大阪市立中央図書館

多文化サービス（外国語資料の提供・外国に関する情報
の提供）

（１）①多言語・やさしい日本語による情報提供 ○

39 Minamiこども教室実行委員会（大阪市） 放課後学習支援教室「Minamiこども教室」 （２）②教育 ○
84 大阪市ダイバーシティ推進室 多文化共生の場づくり・人づくり推進事業 （３）③多文化共生に関わる体制づくり ○

115 （公財）大阪国際交流センター
多文化共生社会にむけたコミュニティ人材養成講座
「コミュニティ通訳スペシャリスト養成講座」

（１）①多言語・やさしい日本語による情報提供 ○

48 堺市消防局通信指令課 １１９番通報等多言語（５か国語）対応 （１）①多言語・やさしい日本語による情報提供 △
77 大阪市城東区役所 遠隔手話等通訳サービス （１）①多言語・やさしい日本語による情報提供 △
80 大阪市消防局 多言語通訳体制の運用 （１）①多言語・やさしい日本語による情報提供 △

44 大阪府文化・スポーツ課
人権啓発イベント「KOTATSU　PICNIC」（大阪市住吉区主
催）

（３）①地域社会における多文化共生の啓発 △

79 （公財）大阪国際交流センター 外国人コミュニティ連携事業 （３）②外国人住民の自立と社会参画 △
兵庫県

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

（１）①多言語・やさしい日本語による情報提供 ○

98 （公財）兵庫県国際交流協会 セーフティネットとしての日本語教室開設事業 （１）②大人の日本語学習支援 ○
11 （NPO）にほんご豊岡あいうえお 子育てネットの推進など （２）④医療・保健・福祉 ○
107 （NPO）神戸定住外国人支援センター 外国人高齢者支援 （２）④医療・保健・福祉 ○

和歌山県 91 （公財）和歌山県国際交流協会 NHK Let’s Study BOSAI （２）⑤防災 ○
岡山県 31 （一社）岡山県国際交流協会 多文化共生コミュニケーションサポーター研修・派遣事業 （２）④医療・保健・福祉 △

追加2 総社市人権・まちづくり課 総社市地域参加型生活サポート日本語教育事業 （１）②大人の日本語学習支援 -
広島県 57 広島県国際課 多文化共生市町担当職員研修 （３）③多文化共生に関わる体制づくり ○
山口県 38 周南市観光交流課 周南市国際交流サロン等運営事業 （３）①地域社会における多文化共生の啓発 ○

94 （公財）山口県国際交流協会 外国人住民エンパワメント事業 （３）①地域社会における多文化共生の啓発 △
四国
(1)

香川県
10 まんのう町国際交流協会 外国人防災リーダー養成講座 （４）①地域社会への貢献 △

佐賀県 追加13 Saga Circle Times サークルタイム （３）①地域社会における多文化共生の啓発 -
大分県 112 別府市文化国際課 別府市外国人留学生地域活動助成金交付事業 （４）②グローバル化への貢献 ○

鹿児島県 追加10 鹿児島市危機管理課 火山爆発総合防災訓練 （２）⑤防災 △

追加7 （公財）鹿児島県国際交流協会
「病院体験ツアー～行ってみよう！知ってみよう！日本の
病院～」

（２）④医療・保健・福祉 -

計　70項目　（うち　○：43項目　△：21項目　－：6項目）
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