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北海道 函館市 企画部国際・地域交流課 http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/ hkd-intl＠city.hakodate.hokkaido.jp
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012300605/

北海道 旭川市 旭川市国際交流委員会 asahikawaic.jp aic1_kokusai＠city.asahikawa.lg.jp
http://asahikawaic.jp/organization/aic/gogaku-jp.html

青森県 青森市 経済部交流推進課
https://www.city.aomori.aomori.jp/shiseijouhou
/aomorishi-konnamati/kokusai-
kouikikouryuu/index.html

kouryuu-suishin＠city.aomori.aomori.jp
https://www.kokusai-koryu.jp/learn-japanese/

青森県 八戸市
(1)八戸国際交流協会（八戸市市民連携推進課
内）

http://hachinohe-hira.jp renkei＠city.hachinohe.aomori.jp
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/bunka_sports/kokusaikoryu/tabu
nkakyoseishakai/7798.html

青森県 八戸市 (2)教育委員会学校教育課 https://www.city.hachinohe.aomori.jp gakko＠city.hachinohe.aomori.jp
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/
（八戸国際交流協会）

岩手県 盛岡市 交流推進部文化国際課 https://www.city.morioka.iwate.jp/index.html bunkakokusai＠city.morioka.iwate.jp

秋田県 秋田市 企画調整課（国際・都市間交流担当） https://www.city.akita.lg.jp ro-plmn＠city.akita.lg.jp
https://www.city.akita.lg.jp/shisei/kokusaikoryu/1026912/1003032.html

山形県 山形市 国際交流センター
https://www.city.yamagata-
yamagata.lg.jp/shiseijoho/kokusai/1007043/10
03883.html

kouryu＠city.yamagata-yamagata.lg.jp
http://www.yifa.jp/index.html

福島県 郡山市 文化スポーツ部国際政策課
https://www.city.koriyama.lg.jp/site/foreignlang
uageportal/

kokusai-kouryuu＠city.koriyama.lg.jp https://www.city.koriyama.lg.jp/site/kiea/
（郡山市国際交流協会）

福島県 いわき市
観光文化スポーツ部　文化交流課内（公財）い
わき市国際交流協会

http://www.iia-fukushima.or.jp info＠iia-fukushima.or.jp
http://www.iia-fukushima.or.jp
（（公財）いわき市国際交流協会）

福島県 福島市 定住交流課
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kuras
hi/koryu/koryu.html

teijyuu＠mail.city.fukushima.fukushima.jp
https://www.f-ifa.jp/?page_id=203

茨城県 水戸市 市民協働部文化交流課
https://www.city.mito.lg.jp/soshiki/05000/buna
kkouryu/index.html

bun.kou＠city.mito.lg.jp
https://mitoic.or.jp/jp/guide/j_school.html
（公益財団法人水戸市国際交流協会HP）

栃木県 宇都宮市 市民まちづくり部国際交流プラザ https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/ u1820＠city.utsunomiya.tochigi.jp
https://www.ucia.or.jp/ja_class.html

群馬県 前橋市 文化スポーツ観光部文化国際課 https://www.city.maebashi.gunma.jp/ bunka＠city.maebashi.gunma.jp
http://miajapan.sakura.ne.jp/

群馬県 高崎市 高崎市国際交流協会 http://www.glocalfive.net/tirs/ office＠takasaki-irs.org
http://www.glocalfive.net/tirs/

埼玉県 川越市 文化スポーツ部国際文化交流課 https://www.city.kawagoe.saitama.jp/ kokusaikoryu＠city.kawagoe.saitama.jp
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/kurashi/bunkakyoyo/kokus
aikoryu/nihongokyoshitsu.html

埼玉県 越谷市 市民協働部市民活動支援課 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/ shikatsu＠city.koshigaya.lg.jp
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/kokusaik
a/index.html

埼玉県 川口市 市民生活部協働推進課
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060
/020/index.html

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/020/4/4970.html

千葉県 船橋市 国際交流課 https://www.city.funabashi.lg.jp/ kokusai＠city.funabashi.lg.jp
http://www.fira.jp/

千葉県 柏市 (1)共生・交流推進センター https://www.city.kashiwa.lg.jp/ kyosei-c＠city.kashiwa.chiba.jp

千葉県 柏市 (2)教育委員会中央公民館
https://www.city.kashiwa.lg.jp/chuokouminkan/
r4nihongokyoushitsu.html

chuokouminkan＠city.kashiwa.chiba.jp

千葉県 柏市 (3)指導課
http://www.city.kashiwa.lg.jp/kashiwa_boe/inde
x.html

shido＠city.kashiwa.chiba.jp
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東京都 八王子市 市民活動推進部多文化共生推進課
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shim
in/004/index.html

b051400＠city.hachioji.tokyo.jp
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shimin/004/004/nihonngoky
ousitugakusyusien/index.html

神奈川県 横須賀市 市長室国際交流・基地政策課 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/ ir-mo＠city.yokosuka.kanagawa.jp
http://www.yia.jp/top/09katsudo/shien/kaiwasalon/kaiwasalon-
top/kaiwasalon-top.html
（ＮＰＯ法人横須賀国際交流協会）

富山県 富山市 企画管理部文化国際課 https://www.city.toyama.toyama.jp/ bunkakokusai-01＠city.toyama.lg.jp
http://www.tca-toyama.jp
（富山市民国際交流協会）

石川県 金沢市 都市政策局国際交流課 http://www4.city.kanazawa.lg.jp/ kokusai＠city.kanazawa.lg.jp

福井県 福井市 商工労働部おもてなし観光推進課国際室
http://www.city.fukui.lg.jp/dept/d270/kokusai/i
ndex.html

kokusai＠city.fukui.lg.jp
http://www.fcia.jp/index.html

山梨県 甲府市 市民部市民総室市民課 http://www.city.kofu.yamanashi.jp/ sssimin＠city.kofu.lg.jp
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kurashi/gaikoku/nihongo/index.htm
l

長野県 長野市 観光振興課インバウンド・国際室
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/koku
sai/

kokusai＠city.nagano.lg.jp
https://kokusai.sakura.ne.jp/study

長野県 松本市 (1)住民自治局人権共生課 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/ tabunka＠city.matsumoto.lg.jp

長野県 松本市 (2)教育部生涯学習課 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/ gakushu＠city.matsumoto.lg.jp
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/kodomo/syogaigakusyu/
kouza_gakusyuu/nihonngokyousitsubosyuu.html

岐阜県 岐阜市 ぎふ魅力づくり推進部国際課 https://www.city.gifu.lg.jp/ world＠city.gifu.gifu.jp
http://www.ccn.aitai.ne.jp/~gk3700cc/index.htm
(岐阜市国際交流協会HP）

愛知県 豊田市 生涯活躍部国際まちづくり推進課 http://www.city.toyota.aichi.jp/ kokusai＠city.toyota.aichi.jp

http://www.tia.toyota.aichi.jp/
（公益財団法人豊田市国際交流協会）
https://www.tia.toyota.aichi.jp/jp-site/
（とよた日本語学習支援システム）

愛知県 豊橋市 市民協創部多文化共生・国際課 https://www.city.toyohashi.lg.jp/2679.htm kyoseikokusai＠city.toyohashi.lg.jp
http://www.toyohashi-tia.or.jp/
（豊橋市国際交流協会）

愛知県 岡崎市
社会文化部多様性社会推進課りぶら国際交流
センター

https://www.city.okazaki.lg.jp/1500/1506/p012
191.html

libralicc＠city.okazaki.lg.jp
https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1556/1717/p012203.html

愛知県 一宮市 活力創造部観光交流課 https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/iia/ kokusai＠city.ichinomiya.lg.jp
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/iia/1012189.html

滋賀県 大津市 産業観光部観光振興課MICE推進室 https://www.city.otsu.lg.jp otsu1618＠city.otsu.lg.jp
https://oiga.jp/
（大津市国際親善協会）

大阪府 高槻市 公益財団法人高槻市都市交流協会 http://www.takatsuki-intl-assn.or.jp/ tia＠takatsuki-intl-assn.or.jp

大阪府 東大阪市 人権文化部多文化共生・男女共同参画課 http://www.city.higashiosaka.lg.jp/ danjokyodo＠city.higashiosaka.lg.jp

大阪府 豊中市 (1)教育委員会事務局社会教育課 http://www.city.toyonaka.osaka.jp shakaikyouiku＠city.toyonaka.osaka.jp
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/shakai_kyouiku/shi
kiji.html

大阪府 豊中市 (2)人権政策課 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/ jkokusai＠city.toyonaka.osaka.jp
https://www.a-atoms.info/foreigners/?c=1

大阪府 枚方市 観光にぎわい部文化生涯学習課 http://www.city.hirakata.osaka.jp/ bunshin＠city.hirakata.osaka.jp
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000034464.html

大阪府 八尾市 (1)人権政策課 https://www.city.yao.osaka.jp/ jinkenseisaku＠city.yao.osaka.jp
http://www.helloyic.or.jp/support/

大阪府 八尾市 (2)生涯学習課 https://www.city.yao.osaka.jp/ gakusyuu＠city.yao.osaka.jp
http://www.helloyic.or.jp/nihongosala.html
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大阪府 吹田市 都市魅力部文化スポーツ推進室 https://www.city.suita.osaka.jp/ s_bunka＠city.suita.osaka.jp
https://suita-sifa.org/
(吹田市国際交流協会）

大阪府 寝屋川市 (1)社会教育部社会教育課 https://www.city.neyagawa.osaka.jp/ syakyou＠city.neyagawa.osaka.jp
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/

大阪府 寝屋川市
(2)特定非営利活動法人寝屋川市国際交流協
会

https://niefa.or.jp/ info＠niefa.or.jp
https://niefa.or.jp/

兵庫県 姫路市 公益財団法人姫路市文化国際交流財団 https://www.himeji-iec.or.jp/ info-iec＠himeji-iec.or.jp
https://www.himeji-
iec.or.jp/foreigner_support/himeji_japanese_language_class

兵庫県 西宮市 公益財団法人西宮市国際交流協会
https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunka
kyosei/nia/

nia＠nishi.or.jp
https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/nia/nihongokyos
hitsu.html

兵庫県 尼崎市 ダイバーシティ推進課 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/ ama-welcome＠city.amagasaki.hyogo.jp
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kokusai/tabunka/103000
2.html

兵庫県 明石市 市民生活局文化・スポーツ室国際交流係
https://www.city.akashi.lg.jp/kanko-
bunka/kokusaikoryu/index.html

bunkashinkou＠city.akashi.lg.jp
https://www.hyogo-
ip.or.jp/torikumi/tabunkakyose/search/adult/index.html#tmp_sikucho18

奈良県 奈良市 観光戦略課総務交流係 https://www.city.nara.lg.jp/ kankousenryaku＠city.nara.lg.jp

和歌山県 和歌山市 産業交流局観光国際部 国際交流課 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/ kokusai＠city.wakayama.lg.jp

鳥取県 鳥取市 企画推進部文化交流課 http://www.city.tottori.lg.jp bunka＠city.tottori.lg.jp

島根県 松江市 観光部国際観光課 https://www.city.matsue.shimane.jp/ k.kouryu＠city.matsue.lg.jp
http://www1.city.matsue.shimane.jp/foreignlang/When_you_want_to_stu
dy_Japanese.data/japanese-jp.pdf

岡山県 倉敷市 文化産業局文化観光部国際課
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kurakoku
/

intntnl＠city.kurashiki.okayama.jp

広島県 呉市 市民部地域協働課 https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/4/ tiiki＠city.kure.lg.jp
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/4/shisei100219-0100.html

広島県 福山市 市民局まちづくり推進部人権・生涯学習課 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/
jinken-shougaigakushuu＠
city.fukuyama.hiroshima.jp

山口県 下関市 総合政策部国際課 https://www.city.shimonoseki.lg.jp sskokusa＠city.shimonoseki.yamaguchi.jp
http://fukusapo.net/activity/#kokusai

香川県 高松市 教育委員会学校教育課 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/ gakkyo＠city.takamatsu.lg.jp
	http://tia-takamatsu.jp/
（高松市国際交流協会）

愛媛県 松山市
公益財団法人松山国際交流協会（まつやま国
際交流センター）

https://www.mic.ehime.jp/ mail＠mic.ehime.jp

高知県 高知市 総務部総務課 http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/7/ kc-050200＠city.kochi.lg.jp

福岡県 久留米市

長崎県 長崎市 秘書広報部国際課 http://www.city.nagasaki.lg.jp kokusai＠city.nagasaki.lg.jp
https://www.city.nagasaki.lg.jp/kokusai/920000/927000/927050/p0049
39.html

長崎県 佐世保市 企画部文化国際課 https://www.city.sasebo.lg.jp/ bunkak＠city.sasebo.lg.jp
https://www.city.sasebo.lg.jp/kikaku/koksai/2018fis.html

大分県 大分市 企画部国際課 https://www.city.oita.oita.jp/ kokusai＠city.oita.oita.jp
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宮崎県 宮崎市 秘書課都市交流係 http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/ 01kikaku-in＠city.miyazaki.miyazaki.jp
http://www.miyazaki-mcia.jp/
（宮崎市国際交流協会主催）

鹿児島県 鹿児島市 教育委員会学校教育課 http://www.city.kagoshima.lg.jp/ gakkoukyoiku＠city.kagoshima.lg.jp
http://www.kiex.jp/
（鹿児島市国際交流センター）

沖縄県 那覇市 市民文化部市民生活安全課 https://www.city.naha.okinawa.jp/ C-KATU001＠city.naha.lg.jp
http://www.iresco-gores.com/active.html
（NPO法人沖縄国際人材支援センター「IRESCO」）
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