
令和4年3月1日現在

都道府県 団体 所属/役職 ⽒名 電話番号

（公社）北海道国際交流・協⼒総合センター
交流共⽣部
交流・多⽂化共⽣課 課⻑

⼩⽥島 道朗 011-221-7840

（公財）札幌国際プラザ ⼤⾼ 紡希 011-211-8232

（公社）北海道国際交流・協⼒総合センター 主任 松居 慶⼦ 011-221-7840

苫⼩牧市
総合政策部国際リゾート戦略室
主事

上原 瞬 0144-32-6157

(⼀社) 北海道多⽂化共⽣NET 代表理事 五⼗嵐 啓⼦ 090-9751-6191

⻘森県 ⼋⼾市
総合政策部
市⺠連携推進課 主事

⽥中 野 0178-43-9257

（公財）岩⼿県国際交流協会 主査 ⼤⼭ 美和 019-654-8900

（⼀財）北上市国際交流協会 代表理事 薄⾐ 景⼦ 0197-63-4497

（公財）仙台観光国際協会
国際化事業部
国際化推進課 企画係⻑

菊池 哲佳 022-268-6260

（公財）仙台観光国際協会
国際化事業部
国際化推進課 主事

五⼗嵐 丈⼠ 022-268-6260

⼭形県 （公財）⼭形県国際交流協会 国際交流推進員 粟野 さとみ 023-647-2560

福島県 福島県
観光交流局
観光交流課 総括主幹兼副課⻑

橋川 敦⼦ 024-521-7316

⿓ケ崎市 危機管理課 危機管理監 出⽔⽥ 正志 089-6783-1684

常総市
総務部
総務課 係⻑

丸林 勝 0297-23-2904

守⾕市
⽣活経済部
総合窓⼝課 係⻑

⼤平 妙 0297-45-1111

（公財）茨城県国際交流協会 交流推進課 課⻑ 加藤 雅春 029-241-1611

（公財）⽔⼾市国際交流協会 国際交流係 ⽵内 繁 029-221-1800

⽔⼾市
市⺠協働部⽂化交流課
課⻑

沼⽥ 誠 029-291-3846

栃⽊県 （公財）栃⽊県国際交流協会 業務課 主査 ⽥島 亮⼦ 028-621-0777

群⾺県 群⾺県
労働政策課
就労⽀援係 副主幹

⼩川 隆⽂ 027-226-3403

上尾市 ⾼齢介護課 主査 本多 友⼦ 048-775-5127

（公財）埼⽟県国際交流協会 事業戦略担当 主査 福⽥ 智⼦ 048-833-2992

（公社）さいたま観光国際協会
国際交流センター

所⻑補佐 林 照彦 048-813-8500

災害時外国⼈⽀援情報コーディネーター養成研修 受講者名簿

宮城県

北海道
東北

岩⼿県

茨城県

埼⽟県

北海道

1



令和4年3月1日現在

都道府県 団体 所属/役職 ⽒名 電話番号

災害時外国⼈⽀援情報コーディネーター養成研修 受講者名簿

千葉市
市⺠局⽣活⽂化スポーツ部
男⼥共同参画課 主任主事

永多 勇 043-245-5060

鴨川市
経営企画部
市⺠交流課 課⻑補佐

⼭⼝ 紀⼦ 04-7093-7822

（公財）千葉市国際交流協会 主任主事 廣⽥ 将克 043-245-5750

（公財）千葉市国際交流協会 事務局⻑補佐 柿沼 靖 043-245-5750

千葉県
総合企画部
国際課 主事

北村 愛 043-223-2436

荒川区
⽂化交流推進課
都市交流係（荒川区国際交流協会）
荒川区国際・都市交流上級主任推進員

⼭浦 育⼦ 03-3802-3798

港区
産業・地域振興⽀援部
地域振興課 外国⼈相談員

⼤島 みどり 03-3578-2524

⽇野市
総務部
防災安全課 主事

中⻄ 徹⼈ 042-585-1100

東村⼭市
市⺠部
市⺠相談・交流課 多⽂化共⽣相談員

杉⽥ 理恵 042-393-5111

多摩市
くらしと⽂化部
⽂化・⽣涯学習推進課 主事

伊藤 ⿇⾐⼦ 042-338-6882

藤沢市 資産税課 主任主事 ⽥崎 丸美 466-25-1111

（公財）かながわ国際交流財団
地域⽇本語教育推進グループ
グループリーダー

藤分 治紀 045-620-0011

（公財）横浜市国際交流協会 ⼤隈 聡⼦ 045-507-0121

新潟県 新潟県
知事政策局
国際課（中国⿊⿓江省派遣） 主事

川端  啓 025-280-5098

⼭梨県
観光⽂化部
観光振興課
国際観光振興担当 主事

千野 ⽂也 055-223-1620

⼭梨県
リニア未来創造局
⼆拠点居住推進課
移住・⼆拠点居住担当 主事

東⼭ 正希 055-223-1850

（公財）⼭梨県国際交流協会 ⾬宮 由⾥恵 055-228-5419

（公財）⼭梨県国際交流協会 坂上 敬⼦ 055-228-5419

⻑野県 ⻑野県
県⺠⽂化部
⽂化政策課
多⽂化共⽣・パスポート室 主任

⾠野 聡 026-235-7173

富⼭県
健康対策室健康課
精神保健福祉担当 主任

岩崎 渉 076-431-4111

（公財）とやま国際センター 国際交流課 国際交流推進専⾨員 中村 則明 076-444-2500

⾦沢市
国際交流課
交流戦略推進室⻑兼国際交流課課⻑補佐

真辺 淳 076-220-2075

⼩松市 はつらつ協働課 主査 中 貞治 0761-24-8397

能美市国際交流協会 事務職員  Bushmakin Vadim(ブシマ0761-57-3751

（公財）福井県国際交流協会 主事 飯⽥ 隼⼈ 0776-28-8800

福井県 産業労働部 国際経済課 主事 本⽥ 幸太郎 0776-20-0752

⼭梨県

富⼭県

千葉県

東京都

⽯川県

福井県

関東
甲信越

神奈川県
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各務原市  福祉総務課福祉総務係 係⻑ 落合 暁美 058-383-1358

（公財）岐⾩県国際交流協会 業務推進課 在住外国⼈⽀援相談員 我妻 ドウグラス 武 058-214-7700

（公財）岐⾩市国際交流協会 主任主事 ⻄村 千輝 058-263-1741

（公財）静岡県国際交流協会 総務課 課⻑ 加⼭ 勤⼦ 054-202-3411

（公財）浜松国際交流協会
浜松市多⽂化共⽣センター
主任・多⽂化共⽣コーディネーター

キクヤマ リサ 053-458-2170

（⼀財）静岡市国際交流協会 主査 ⽯⿊ 幸⼦ 054-273-5931

（公財）浜松国際交流協会
事務局次⻑・
多⽂化共⽣コーディネーター

松岡 真理恵 053-458-2170

名古屋市
観光⽂化交流局
名古屋城総合事務所保存整備室
保存整備係 主事

⽯⼭ 悟司 052-231-2488

名古屋市
防災危機管理局
危機管理企画室 主事

加藤 拓 052-972-3523

⽝⼭市  経営部企画広報課 主査 平井 佳⼦ 0568-61-1800

（公財）名古屋国際センター 交流協⼒課 主事 近藤 ⼤祐 052-581-5689

（公財）豊川市国際交流協会 主任 林 明⼦ 0533-83-1571

⽥原市 広報秘書課 主任 ⼀ツ⽥ 真理⼦ 0531-22-0138

三重県
環境⽣活部
くらし・交通安全課 主幹兼係⻑

古野 博正 059-224-2400

四⽇市市
健康福祉部
保護課 課付主幹兼第２係⻑

坂倉 宏佳 059-354-8167

（公財）三重県国際交流財団 国際教育課 専⾨員 上原 ジャンカルロ 059-223-5006

（公財）三重県国際交流財団 企画総務課 課⻑ 筒井 美幸 059-223-5006

（公財）鈴⿅国際交流協会 主任 川出 薫平 059-383-0724

（公財）滋賀県国際協会 主査 會⽥ 真由美 077-526-0931

滋賀県
総合企画部
国際課 主任主事

伊藤 かおり 077-528-3063

（公財）京都府国際センター 事業課 主任 ⼭本 聖也 075-342-5000

（公財）京都市国際交流協会
総務課
庶務係 係員

⽊林 愛美 075-752-3010

（公財）京都市国際交流協会  事業課情報サービス係 課⻑補佐 濱屋 伸⼦ 075-752-3010

城陽市国際交流協会 事務局 事務局員 蓮佛 明⼦ 0774-57-0713

城陽市国際交流協会 事務局 事務局⻑ ⼤久保 雅由 0774-57-0713

京丹後市国際交流協会 事務局⻑ ⿇⽥ 友⼦ 0772-69-0120

愛知県

滋賀県

岐⾩県

三重県

京都府

東海
北陸

静岡県
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堺市
⽂化観光局国際部
国際課 主幹兼交流協⼒係⻑

韓 昌⼀ 072-340-1090

（公財）⼤阪府国際交流財団 企画推進課 課⻑補佐 吉川 友⾹ 06-6966-2400

（公財）⼤阪国際交流センター
国際交流課
総務担当係 係⻑

天野 美幸 06-6773-8182

（公財）⼤阪国際交流センター
国際交流課
事業担当係 係⻑

植松 ⼣紀⼦  06-6773-8182

（公財）とよなか国際交流協会 事務局⻑ ⼭野上 隆史 06-6843-4343

（公財）⻄宮市国際交流協会 企画調整チーム⻑ 下村 成⼦ 0798-32-8680

伊丹市
市⺠⾃治部共⽣推進室
国際・平和課 主査

内⽥ 真太郎 072-784-8148

奈良県 奈良県 外国⼈⽀援センター 主任主事 上⼭ 菫 0742-81-3320

和歌⼭県 和歌⼭県 ⼟砂災害啓発センター 主査 筒井 和男 0735-29-7531

（公財）しまね国際センター 多⽂化共⽣推進課 主任 横⽥ 敦 0852-31-5056

（⼀社）ダイバーシティうんなんtoiro代表理事 芝 由紀⼦ 090-8061-1454

岡⼭県 岡⼭市
市⺠協働局市⺠協働部
国際課 主査

落合 豊 086-803-1112

福⼭市 市⺠⽣活課 森 康宏 084-928-1050

安芸⾼⽥市
市⺠部
⼈権多⽂化共⽣推進課 多⽂化共⽣推進員

明⽊ ⼀悦 0826-42-5630

⼭⼝県
観光スポーツ⽂化部
国際課
調整班 主査

福居 俊⼀ 083-933-2340

宇部市
観光・グローバル推進課
国際係 係員

⿊⾼ 絵⾥奈 0836-34-8136

（公財）⼭⼝県国際交流協会 主任主事 ⽥中 沙織 083-925-7353

徳島県 （公財）徳島県国際交流協会 主任 原⽥ 晶 088-656-3303

（公財）⾹川県国際交流協会 事業課 課⻑代理 松崎 愛 087-837-5908

⾹川県
知事公室
国際課 主事

⽯⾒ 朱麗 087-832-3027

愛媛県
農林⽔産部
農産園芸課
管理係 係⻑

河合 雪恵 089-912-2551

愛媛県
観光スポーツ⽂化部観光交流局
観光国際課 主任

⼤⻄ 佑宜 089-912-2312

（公財）北九州国際交流協会 事業推進課 課⻑ 今吉 由美 093-643-5931

（公財）福岡よかトピア国際交流財団 事業課 ⾼⽊ 美奈⼦ 092-262-1700

⾹川県

愛媛県

⼤阪府

兵庫県

広島県

島根県

近畿

中国
四国

⼭⼝県

福岡県
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（公財）佐賀県国際交流協会 企画交流課 課⻑ ⽮冨 明徳 0952-25-7921

（公財）佐賀県国際交流協会 企画交流課 主事 ⾼取 ⿇美 0952-25-7921

（公財）佐賀県国際交流協会 主事 北村 浩 0952-25-7921

熊本県国際協会
熊本県外国⼈サポートセンター
コーディネーター

阿南 栄⼦ 080-4275-4489

（⼀財）熊本市国際交流振興事業団 企画チーム 主査 下⽥ 隆⽂ 096-359-2121

⼤分県 （公財）⼤分県芸術⽂化スポーツ振興財団
おおいた国際交流プラザ
次⻑兼国際交流課⻑

橋本 靖彦 097-533-4021

宮崎県 宮崎県
総合政策部
中⼭間・地域政策課
移住・定住推進担当 主幹

⼸削 俊浩 0985-26-7922

⿅児島県 （公財）⿅児島市国際交流財団 柚⽊ 美穂 099-226-5931

沖縄県 沖縄県
⾼齢者福祉介護課
地域ケア推進班（介護企画班） 主査

⽯原 学 098-866-2214

※養成研修受講者のうち、名簿掲載可としている方を掲載しています。

九州
沖縄

佐賀県

熊本県

5


