
地域国際化推進アドバイザー制度について

多文化共生、国際交流・協力に係る専門知識・経験を有する方を、クレアが『地域
国際化推進アドバイザー』として委嘱したうえで、希望する自治体等に派遣し、必要
な情報、適切な助言・ノウハウの提供などを行うことにより、施策の推進、住民理解
の促進等に寄与する。

【派遣対象団体】 自治体・地域国際化協会・市区町村国際交流協会
【アドバイザー・アドバイザーの業務】
以下に関する業務に係る知識・実務経験を有する者(※1)で、当該知
識やノウハウの提供、助言等を行う(※2) 。
① 多文化共生推進のための施策構築・実施 ② 国際協力・国際交流・

国際理解教育 ③ 自治体等とNGO/NPO等との連携・協働
(※1) 別添「地域国際化推進アドバイザー一覧」参照（登録者数計:70人）

(※2) 研修や講演会といった形式は問わない

【アドバイザーの委嘱期間】 二年間
【経費負担】 アドバイザーの謝礼金・旅費はクレアが負担
【制度の運用】
限られた予算の中で、より多くの団体に本制度を活用していただくべく、
一団体につき二年度に一回(上限4時間)活用できることとして運用中。

制 度 概 要

目 的
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参考資料
（（一財）自治体国際

化協会提出資料）



【参考】平成29年度 地域国際化推進アドバイザー派遣実績

業務区分

派遣先

多文化共生
国際協力
国際理解 その他 合 計災害時の

外国人支援
日本語学習
やさしい日本語 意識啓発 小計

都道府県 3 0 0 3 1 1 5

市区町村 4 11 13 28 1 2 31

地域国際化協会 4 2 0 6 3 3 12

市町村国際交流協会 10 3 4 17 3 1 21

合 計 21 16 17 54 8 7 69

※その他は通訳・翻訳、ボランティア育成など
平成29年度予算執行状況 （単位：千円）

予算額 ２３，７８４

決算額 ２１，８７４
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【参考】これまでの地域国際化推進アドバイザー派遣事例

◆日本語学習・やさしい日本語◆
【群馬県大泉町主催による「多文化共生に関する職員研修会」に
講師として派遣】
町役場職員109名を対象に、職員一人ひとりの外国人住民への対応
能力の向上と、多文化共生に対する意識啓発を図るため、「やさしい
日本語」に関する講義を行いました。

◆意識啓発◆
【佐賀県国際交流協会主催による「医療通訳サポーター養成講座」
に講師として派遣】

ボランティア登録者、医療従事者等45名を対象に、医療通訳の心構え、
倫理規定及び、医療通訳の必要性などについて講義を行いました。
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◆災害時の外国人支援◆

【宮崎県都城市主催による「平成３０年度都城広域定住自立圏多
文化共生職員研修」に講師として派遣】
行政職員144名を対象に、災害時に外国人が直面する課題について、
準備段階として必要なこと、過去の災害時における外国人対応の事例
と対処法などについて講義を行いました。



【参考】地域国際化推進アドバイザー一覧（平成30年度）

No. 氏名 所属／役職

1 秋尾 晃正 （公財）民際センター／理事長

2 阿部 一郎 多文化共生コーディネーター

3 阿部 眞理子 （特活）IVY／理事

4 有田 典代 国際文化交流協会／事務局長

5 飯田 奈美子
(公財)京都市国際交流協会/行政通訳・相談事業コーディネーター
(多言語コミュニティ通訳ネットワーク(mcinet)/共同代表)

6 石井 ナナヱ 認定特定非営利活動法人ふじみの国際交流センター／理事長

7 稲葉 哲朗 （公財）名古屋国際センター／広報情報課長

8 犬飼 康弘
（公財）ひろしま国際センター 研修部／日本語常勤講師

（日本語講師チームリーダー）

9 井上 八三郎 （公財）京都市国際交流協会／事務局次長

10 岩本 郁子 （公財）茨城県国際交流協会／事務局長

No. 氏名 所属／役職

11 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）

12 大橋 正明
（特活）国際協力ＮＧＯセンター／理事
（（特活）シャプラニール＝市民による海外協力の会／評議員、聖心女子大学
人間関係学科/教授、聖心女子大学グローバル共生研究所/所長)

13 大森 典子 （公財）愛媛県国際交流協会／室長（外国人支援・国際連携事業担当）

14 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）

15 御舘 久里恵
鳥取大学 教育支援・国際交流推進機構 国際交流センター／准教
授

16 片山 信彦 （特活）ワールド・ビジョン・ジャパン／常務執行役員

17 勝 千恵子 （公財）名古屋国際センター 広報情報課／主査

18 勝谷 知美 （一財）熊本市国際交流振興事業団／事務局次長

19 加藤 理絵 （公財）名古屋国際センター 交流協力課／主査

20 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） 4

主たる所属種別の内訳 学識経験者：14 地域国際化協会・市区町村の国際交流協会20
（全70名） 地域国際化協会・市区町村の国際交流協会を除く民間団体：36



No. 氏名 所属／役職

21 木下 理仁
かながわ開発教育センター（Ｋ-ＤＥＣ）／事務局長
（東海大学教養学部国際学科／非常勤講師）

22 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）

23 金 宣吉
(特活)神戸定住外国人支援センター/理事長
（神戸大学国際人間学部／非常勤講師）

24 木村 博之 （公財）横浜市国際交流協会／事務局担当次長

25 金 東暎
行政書士金東暎事務所／行政書士
（在日本大韓民国民団宮城県地方本部／監察委員長）

26 黒田 正人
ロイヤルシルク財団 東京事務所／特別アドバイザー
（東京大学生産技術研究所／目黒研究室 協力研究員
（株）黒田設計室／代表取締役）

27 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）

28 佐渡友 哲
日本大学 法学部／教授
（オックスファム・ジャパン／理事）

29 柴垣 禎
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事
（ＮＧＯダイバーシティとやま／事務局長）

30 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）

No. 氏名 所属／役職

31 菅波 茂 認定特定非営利活動法人AMDA／理事長

32 杉田 理恵 東村山市市民相談・交流課/多文化共生相談員

33 杉本 正次 （特活）地域国際活動研究センター／理事

34 須藤 伸子
（公財）仙台観光国際協会 国際化推進課／課長
（宮城教育大学／非常勤講師）

35 仙田 武司 （公財）しまね国際センター／多文化共生推進課長

36 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 滋賀県総合政策部広報課／参事）

37 髙倉 弘二 高倉環境研究所／代表

38 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）

39 竹内 よし子 （特活）えひめグローバルネットワーク／代表理事

40 田村 太郎 （一財）ダイバーシティ研究所／代表理事
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No. 氏名 所属／役職

41 丹下 厚史 （公財）名古屋国際センター ／交流協力課長

42 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）

43 豊島 行宏
元（公財）名古屋国際センター／元専務理事・事務局長・国際留学生
会館館長

44 内藤 稔 東京外国語大学大学院総合国際学研究院/講師

45 長坂 寿久
（一財）国際貿易投資研究所／客員研究員
（逗子フェアトレードタウンの会／代表理事、プラン・インターナショナ
ル・ジャパン／理事）

46 中村 絵乃 （特活）開発教育協会／事務局長

47 西村 明夫 RASCコミュニティ通訳支援センター/代表

48 野田 真里
茨城大学人文学部人文コミュニケーション学科／准教授
(国際開発学会/理事)

49 野山 広 国立国語研究所日本語教育研究領域／准教授

50 蓮井 孝夫
（特活）香川国際ボランティアセンター／会長（理事）
(（福）香川いのちの電話／理事、
(特活)たかまつ市民活動応援団/副代表)）

No. 氏名 所属／役職

51 藤井 誠
HR Japan／代表理事 教育プロデューサー）

（（一社）障がい者起業就労支援協会／会長）

52 藤原 孝章 同志社女子大学／教授

53 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）

54 松尾 慎 東京女子大学現代教養学部/教授

55 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

56 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）

57 水口 章 敬愛大学 国際学部／教授

58 村上 公彦
（公社）アジア協会アジア友の会／専務理事兼事務局長
(日本基督教団寝屋川教会/牧師）

59 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）

60 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）
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No. 氏名 所属／役職

61 八木 浩光 （一財）熊本市国際交流振興事業団／事務局長

62 山内 康裕
（一社）滝川国際交流協会／理事
（滝川市 産業振興部 観光国際課／課長）

63 山本 晃史
（一社）ＩＳＰ／代表理事
（（特活）カタリバ／職員）

64 楊 廷延 群馬県立大学地域日本語教育センター/講師

65 柚木 美穂 （公財）鹿児島市国際交流財団

66 湯本 浩之
宇都宮大学／教授
（（特活）開発教育協会／副代表理事）

67 横山 勝 岩手県行政書士会／一般会員

68 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）

69 米山 敏裕 （特活）地球の友と歩む会／事務局長

70 若林 秀樹 宇都宮大学国際学部/客員准教授
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