
市町村及び関係団体の多文化共生施策（取組）調査結果 

 

長野県国際課 

 

 

近年、外国籍県民の定住化が進む中、教育、医療、日本語によるコミュニケーシ

ョンなど、様々な課題があることが、外国籍県民意識調査等で明らかになってきた

ため、市町村等に対し施策及び取組状況の調査を行ったもの。 

 

 

１ 調査名 

市町村及び関係団体の多文化共生施策（取組）に関する調査 

【 市町村多文化共生担当課及び関係団体対象 】 

 

２ 調査の実施 

  市町村、国際交流団体及び多文化共生支援団体への多文化共生施策実態調査 

（１）調査期間 

   平成 26（2014）年２月 14日～３月 15日 

（２）調査方法 

  ア 市町村の多文化共生施策担当課へ調査票を配布 

  イ 国際交流団体及び多文化共生支援団体へ調査票を配布 

（３）回答率 

  ア 市町村 

  （ア）調査票配布数 … 77市町村 

  （イ）回答数    … 59市町村 

  （ウ）回答率    … 77 ％ 

  イ 国際交流団体及び多文化共生施策 

  （ア）調査票配布数 … 150 団体 

  （イ）回答数    …  84 団体 

  （ウ）回答率     …56 ％ 

 

 

 



分類 【 分類の定義 】 市町村名

1 情報の多言語化

小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、上田市、岡谷市、
茅野市、駒ヶ根市、辰野町、南箕輪村、飯田市、松本市、
塩尻市、安曇野市、山形村、長野市、千曲市、坂城町、
中野市

2
相談窓口の設置、相談員・
コーディネーターの養成、
通訳の派遣

小諸市、佐久市、軽井沢町、上田市、東御市、岡谷市、
諏訪市、茅野市、下諏訪町、伊那市、駒ヶ根市、箕輪町、
飯田市、阿智村、下條村、松本市、塩尻市、安曇野市、
長野市、千曲市

3 日本語・生活習慣の学習

小諸市、佐久穂町、御代田町、上田市、長和町、岡谷市、
茅野市、富士見町、駒ヶ根市、南箕輪村、宮田村、飯田市、
高森町、下條村、泰阜村、大桑村、松本市、塩尻市、安曇野市、
大町市、松川村、長野市、須坂市、高山村、千曲市、中野市、
木島平村

4 居住
小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、上田市、茅野市、
辰野町、南箕輪村、飯田市、安曇野市、山形村、長野市、
坂城町、中野市

5 教育
小諸市、上田市、東御市、茅野市、南箕輪村、飯田市、
木祖村、松本市、塩尻市、長野市、千曲市、坂城町

6 労働 東御市

7 医療・保健・福祉 東御市、辰野町、飯田市

8
安心・安全（防災、治安、
交通）

上田市、東御市、駒ヶ根市、飯島町、塩尻市、松本市、
安曇野市、長野市、千曲市、中野市

9 留学生 小諸市、松川村、松本市

10
住民との異文化理解の交
流、外国籍県民の自立と
社会参加、広報啓発

小諸市、佐久市、軽井沢町、上田市、岡谷市、諏訪市、
駒ヶ根市、飯島町、宮田村、飯田市、高森町、売木村、
南木曽町、木祖村、松本市、安曇野市、大町市、松川村、
長野市、須坂市、千曲市、坂城町、中野市、木島平村

11 推進体制の整備 上田市、駒ヶ根市、飯田市、松本市、千曲市

平成２６(2014)年度　　市町村の多文化共生施策一覧



【多文化共生への取組みについてお聞きします。】
＊外国籍県民への施策分野で、今後重点的に取組みたいと考えている
項目に○を付けてください。（複数選択可）

《 市町村 》

《 77市町村に配布し、２０の市町村から回答を得た。 》

分野番号 回答数
10 12
1 10
8 10
2 8
3 8
11 6
5 3
4 2
6 2
7 1
9 0

《 国際交流団体等 》

《 126団体に配布し、５１の団体から回答を得た。 》

分野番号 回答数
10 33
3 25
5 14
9 10
8 9
11 9
1 6
2 6
7 5
4 3
6 1

医療・保健・福祉
居住
労働

留学生

留学生
安心・安全（防災、治安、交通）
推進体制の整備
情報の多言語化
相談窓口の設置等

教育

推進体制の整備
教育
居住
労働
医療・保健・福祉

相談窓口の設置等
日本語・生活習慣の学習

分　野　内　容
住民との異文化理解の交流等
日本語・生活習慣の学習

市町村及び国際交流団体等の今後の取組み

分　野　内　容
住民との異文化理解の交流等
情報の多言語化
安心・安全（防災、治安、交通）



平成２６(2014)年度　市町村の多文化共生施策　一覧

【分類の定義】

1　　情報の多言語化

2　　相談窓口の設置、相談員・コーディネーターの養成、通訳の派遣

3　　日本語・生活習慣の学習

4　　居住

5　　教育

6　　労働

7　　医療・保健・福祉

8　　防災

9　　留学生

10　住民との異文化理解の交流、外国籍県民の自立と社会参加、広報啓発

11　推進体制の整備

分類 分類 市町村 事業名 事業内容

1 4 1小諸市 ごみカレンダーの配布
・英語、ポルトガル語、中国語、インドネシア語、タイ語、タガ
ログ語の６カ国を窓口で配布

1 4 2佐久市 生活ガイドブック ・市内での生活に関する案内を５ケ国語のガイドブックで紹介

1 4 9軽井沢町
ようこそ軽井沢町へ
外国籍住民のための暮らしのガ
イドブック

・町内外国籍住民が軽井沢町での生活をスムーズに送れるよう、
町ホームページをベースとする情報を、英語・中国語（繁体字、簡
体字）に翻訳した暮らしのガイドブックとして配布する。

1 4 10御代田町
外国語版ごみの出し方について
の配布

・英語・タイ語・中国語・タガログ語・ポルトガル語の５ヶ国語を窓口
で配布

1 12上田市 多言語広報誌の発行
・外国籍市民の勤務する企業や外国籍児童生徒のいる小中学校、
関連店舗へ配布

1 12上田市 多言語ホームページの開設
・ホームページで多言語（中国語・ポルトガル語・スペイン語・英語）
により各種の情報を提供

1 4 12上田市
「上田市ごみの出し方パンフレッ
ト」外国語版の配布

・外国籍市民に多言語（日本語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・
英語・ハングル・タイ語・インドネシア語）で作成し、配布している



1 10 16岡谷市 広報事業
・交流センターのホームページや広報等を通じ、きめ細かな情報発
信を行うとともに、５ヶ国語版のニューズレターを年４回発行する。

1 4 18茅野市 生活情報ガイドブック作成事業
・外国籍市民が安心して自立した生活が送れるよう、５ヶ国語（英
語・中国語・タガログ語・ポルトガル語・韓国語）の日常生活に関す
るガイドブックを作成。今後は、「やさしい日本語」で作成予定。

1 18茅野市
外国語版ホームページ作成事
業

・外国籍市民の生活に必要な情報を５ヶ国語（英語・中国語・タガロ
グ語・ポルトガル語・韓国語）に翻訳し、ホームページに掲載する。

1 2 23駒ヶ根市 翻訳

・市広報誌に毎月多言語（英語・中国語・ポルトガル語）の情報を掲
載
・必要に応じて、行政文書を外国語に翻訳
・ホームページを、英語・中国語・ポルトガル語に自動翻訳するサー
ビスを提供

1 4 24辰野町 環境衛生
・各戸に配布する「ごみ分別収集のきまり」（カレンダー）を３ヶ国語
に翻訳し、町のホームページに掲載

1 4 27南箕輪村 行政情報の提供

・ゴミの出し方や資源物の分別方法について、３ヶ国の言語で冊子
を作成し、転入時に配布
・多言語の生活ガイドブックの配布に関するパンフレットやガイド
ブックなど、行政情報の外国語版を作成し、提供

1 4 30飯田市 多言語情報提供

・生活ガイドブックやごみカレンダーの多言語版の配布
・各種通知、案内等、必要に応じて多言語で提供
・いいだFMにて、中国語・ポルトガル語・英語による市政情報を毎
週提供する

1 50松本市 多言語ガイドブック作成事業

・市の制度や担当窓口の紹介等を記載したガイドブックを翻訳し、
転入者や必要な外国人住民に渡すほか、これに基づき多文化共生
プラザにおいてガイダンスを行うもの。
・多言語ガイドブックは、ホームページにも掲載

1 8 51塩尻市
情報誌「グローバル」発行（ポル
トガル語のみ）

・日本語を母語としない人の生活支援を行う情報誌を発行及び配
布

1 4 52安曇野市 多言語での情報提供 ・広報、ごみカレンダー、ごみ袋の多言語対応

1 8 52安曇野市 災害対策啓発
・避難場所における案内標識を多言語で記載
・ハザードマップの作成



1 4 55山形村 啓発事業
・村指定ごみ袋及びごみステーションへのごみの分別について表記
（英語・ポルトガル語・スペイン語・韓国語・フィリピン語・中国語）

1 4 63長野市 生活ガイドブックの作成
・長野市で生活する上で必要な手続き方法等についてまとめた冊
子「Living in Nagano」を作成し、窓口やホームページで提供
・英語・中国語・ハングル語・タイ語・ポルトガル語に対応

1 4 63長野市 多言語インフォメーションの提供

・FMぜんこうじにて、日本の文化や生活情報を多言語で放送
＊中国語…第１月曜日、ハングル…第２月曜日、タガログ語…第３
月曜日
　 ポルトガル語…第４月曜日
　 ９：00～９：10、12：50～13：00

1 8 63長野市 案内の多言語表記
・「長野市公共サインガイドライン」に基づき、看板や案内表示を多
言語化（５言語６字体－日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）・ハ
ングル・ポルトガル語）する。

1 10 65千曲市 多言語情報の発行 ・多言語による情報の発行。必要に応じて発行する。

1 10 65千曲市 外国籍市民ネットワーク作り
・主に日本語教室の生徒に、市の文書翻訳・相談通訳・イベント参
加を依頼し、市への理解を深めつつ国籍別の外国籍市民ネット
ワークを作る。

1 4 66坂城町 外国人生活支援
・ゴミの出し方や資源物の分別方法について、３ヶ国の言語で冊子
を作成し、転入時に配布
・多言語の生活ガイドブックの配布

1 4 72中野市 外国語版ごみカレンダーの配布
・６言語（ポルトガル語・中国語・英語・ハングル・スペイン語・タイ
語）の「ごみカレンダー」を配布

1 8 72中野市 防災ガイドブックの配布
・外国人に向けた災害時の避難行動などを啓発するための多言語
版ガイドブック（英語・ポルトガル語・中国語）を配布

2 1小諸市 外国籍くらしの相談員配置
・外国籍くらしの相談員を配置し、生活相談や通訳等を行う
・週３日午前中３時間

2 2佐久市 相談窓口の設置
・タイ語・中国語・タガログ語・ポルトガル語の相談窓口を、週
２日（３時間）設けている。



2 9軽井沢町 翻訳・通訳ボランティア登録制度

・国際親善文化観光都市として外国人にやさしいまちづくりを推進
するために、通訳及び翻訳ボランティアの登録・紹介を行い、外国
籍住民や外国人訪問者への支援及び日本国籍住民との交流を推
進する。

2 12上田市 外国人総合相談窓口
ポルトガル語での相談を月曜日から金曜日の勤務時間と、中国語
での相談を金曜日の午後に行っている。

2 4 13東御市 相談窓口の設置
・多言語による在住外国人に対する生活相談窓口において、生活
支援及び多文化共生社会実現のための相談を受ける。

2 8 13東御市
安心・安全・その他における相
談事業

・居住環境や家庭、社会における悩みなどの生活相談 を行ってい
る。

2 16岡谷市 国際化相談等事業 ・一般市民、企業、団体等の各種国際交流等に係る相談を行う。

2 17諏訪市 外国籍市民相談窓口開設
・毎週２回（月・金、９：00～14：00）ポルトガル語の相談窓口を開設
・専従の相談員により各種手続きから日常生活の相談にのってい
る。

2 18茅野市 外国籍市民相談事業

・外国籍市民の日常生活に対する悩みや問題等を解決するため、
毎月第３木曜日に、５ヶ国語の相談員が相談を受ける。
・茅野市のお祭り「茅野どんばん」の会場に相談窓口を開設し、相
談を兼ねながら外国籍市民がお祭りに参加できるように設定してい
る

2 19下諏訪町 相談窓口の設置
・ポルトガル語・タガログ語・中国語の相談窓口を設けている（事前
予約制）

2 1 50松本市 ポルトガル語相談員の設置
・日本語が不自由なため、日常生活に支障のある南米系住民向け
に、ポルトガル語相談員を設置し、相談・通訳業務を行う

2 10 50松本市
松本市多文化共生プラザ設置
事業

・多文化共生に係る相談、活動等の拠点となる「松本市多文化共生
プラザ」（松本市ウィング２階）を設置し、運営を行う
・多言語相談・外国人総合相談などを含め、市民活動団体に事業
委託をして実施

2 22伊那市 相談窓口の設置

・日常生活において必要な習慣や教育、税金などの各種相談業務
を実施。
・多言語対応
・市内小中学校にも相談員配置



2 23駒ヶ根市 相談窓口の設置
・ポルトガル語の相談窓口設置（週３日）
・英語・中国語は予約で対応

2 25箕輪町 相談窓口の設置 ・ポルトガル語の相談窓口を設けている（月～金　９:00～16：00）

2 30飯田市 外国人相談窓口の開設
・中国語・ポルトガル語・タガログ語・英語に対応する職員を配置し、
通訳や翻訳、各種相談業務を実施

2 34阿智村 相談窓口の設置 ・中国語の相談窓口を設置（週２日、３～４日）

2 50松本市 相談窓口の設置
・英語・ポルトガル語・中国語・タイ語・タガログ語の相談窓口を設け
ている

2 1 51塩尻市
シチズンサポーター設置（ポルト
ガル語のみ）

・日本語を母語としない人の生活支援を行う総合相談員

2 52安曇野市 外国人生活相談 ・日常生活上の相談を行う

2 3 63長野市 国際交流コーナーの運営
・外国籍市民の支援の場や交流拠点を設置し、管理運営を行う。
・多文化共生施策として、①日本語教室、②母語生活相談、③異文
化理解講座を開催

2 65千曲市
外国籍市民相談業務
・支援事業

・外国籍市民の生活相談に対応する。

3 1小諸市 日本語ボランティア学習会
・日本語指導ボランティアへの学習機会の提供と新規ボラン
ティア養成のため日本語ボランティア学習会を行う。

3 1小諸市 日本語教室 ・外国籍市民に対する日本語教室の開催



3 4佐久穂町 日本語教室 ・毎週土曜日開催

3 10御代田町 日本語教室 ・毎週日曜日開催

3 12上田市 上田日本語ネットワークの設置
・市内の６日本語教室が参加する組織
・情報交換や日本語学習支援活動の充実を目指す。

3 14長和町 日本語教室
・永住又は就労等で留学している外国人に、正しい日本語教室を無
料で行う

3 10 16岡谷市 在住外国人対応事業
・日本語講座の充実や、日本語ボランティア指導者の養成、就学外
国籍児童・生徒の事業補助、生活支援のほか、在住外国人のため
の日本料理教室等を開催する。

3 10 16岡谷市
国際交流に関する啓発及び研
修事業

・国際理解講座、イングリッシュキャンプ、国際座談会などの様々な
国籍を持つ市民が、相互理解を行うための事業を開催する

3 18茅野市 日本語教室事業 ・毎週日曜日に日本語教室を開催

3 18茅野市 外国籍市民生活情報講座
・茅野市で生活していくにおいて必要な情報等（ex.防災関係、ゴミ
の出し方）の講座を開催する

3 5 18茅野市 日本語教育指導事業
・小学校で日本語が話せない児童へ毎月２回～４回日本語指導
や、不安なく学校生活を送れる支援を行う。

3 20富士見町 日本語教室 ・外国籍市民に対する日本語教室の開催

3 10 23駒ヶ根市 日本語教育事業 ・市民ボランティアと協力し、日本語教室を開催



3 5 27南箕輪村
NPO法人伊那国際交流協会へ
の補助（日本語教室への支援）

・村民センターで日本語教室を実施するNPO法人への支援

3 10 29宮田村 食の交流会
・村内企業に勤務する中国研修生と、お互いの料理を調理・飲食し
交流を深める。

3 30飯田市
日本語教室の開設・実施のため
の支援

・公民館、NPOによる日本語教室に対する支援と、文化庁補助事業
「生活者のための日本語教育支援事業」の受託による日本語教室
を実施

3 10 32高森町 日本語教室
・町内在住の日本語会話の習得を目指す方々に対して、高森町中
央公民館において、毎週土曜日に２回教室を開催している。町で
は、印刷・コピー代の補助を行っている。

3 2 37下條村 日本語教室
・村内の日本国籍の方々に呼びかけて協力員を募り、外国籍の
方々を対象に日本語教室を開催（月２回、飯田市に講師２名を依
頼）

3 40泰阜村 日本語教室 ・毎月１回開催

3 49大桑村 日本語教室 ・生涯学習講座として日本語教室を開催

3 50松本市 初級日本語教室実施事業
・日本語が不自由なため、地域での生活が困難な外国人住民に対
して、必要最低限の日本語習得の機会を設ける。
・同時に、将来的な日本語支援のコーディネーターを育成する。

3 5 51塩尻市 日本語教室開催
・日本語講師ボランティアによる、日本語を母語としない人対する基
礎的な読み書きの取得支援
・生活における習慣等についても案内及び相談に応じる。

3 8 51塩尻市 生活支援講座開催
・日本語を母語しない人に対する、防災等の安心安全講座を含む
生活支援講座

3 5 51塩尻市 日本語学習支援
・教育委員会による、日本語の不自由な小中学生のための日本語
教室開催。受講生は、学校長からの届出が必要。



3 52安曇野市 日本語教室 ・日常生活に必要なレベルの日本語教育を無料で実施する。

3 58大町市 日本語教室の開催
・日本語検定テキストを使用しながらの個別指導

3 60松川村 まつかわ日本語教室
・週１回、村近隣の外国人を対象とした日本語の学習講座を開催
・主として、日本語検定を目的としている

3 5 63長野市
外国籍児童・生徒学習交流会の
開催

・日本語に不慣れな外国籍児童・生徒を対象に、夏休み期間を利
用して、信州大学の学生が講師となって日本語指導や夏休みの宿
題等を支援
・レクリエーションを通じた参加者同士の交流も行う。

3 64須坂市 日本語教室 ・地域に在住している外国籍の方の日本語学習を支援

3 5 65千曲市 日本語教室
・主に市内在住の外国籍市民が、尐しでもコミュニケーション能力を
付けて暮らしやすくなる手助けとして日本語教室を開催する。

3 9 65千曲市 国際交流活動推進事業補助金

・市民が国際化又は情報化の新しい時代に対応して海外でホーム
ステイや留学等により国際的視野を広めるとともに、地域における
外国人の受入れ等を通じて、お互いの文化を理解し合う等、国際交
流を深め、将来を担う人材の育成又は地域コミュニティを推進ため
の補助金

3 68高山村 日本語教室 ・地域に在住している外国籍の方の日本語学習を支援

3 72中野市 日本語教室
・外国籍市民に、日常会話や簡単な読み書きを学びながら日本文
化を学ぶ機会を提供する

3 75木島平村 日本語講座
・日本語講座を開催（毎週木曜日）
・外国籍村民の集まるコミュニティの場として活用

5 1小諸市
外国籍住民日本語学習会支
援事業

・外国籍児童生徒の日本語学習を支援するため事業を行う。



5 1小諸市 日本語学習リソースコーナー
・日本語学習に関する専門書や教科書等が取り揃えられ、誰
でも自由に閲覧できる施設の運営

5 1小諸市 日本語学習支援事業 ・小学校を対象に外国籍市民の子どもに対して支援を行う。

5 12上田市
集中日本語教室
「虹のかけはし」

・来日直後や転入により日本語や日本の生活習慣に不慣れな子ど
もを対象としたプレスクールで、最長６ヶ月在籍可能
・県のモデル事業として、平成18年８月から県下で初めて開設
・市内２箇所（東小学校、南小学校）に開設、２～５カ国、20人前後
の子どたちが学び、終了後各々の住所地の学校に巣立っている。

5 12上田市
外国籍児童・生徒日本語教育事
業

・小中学校に週１回程度巡回派遣し、日本語指導を行う。必要に応
じて、生活習慣の指導や保護者との連絡、通訳を行う。

5 12上田市 外国籍児童・生徒支援員の配置
・外国籍児童・生徒の公立小中学校への就学の相談、学校と保護
者との連絡調整、学校文書の翻訳等を行う。

5 1 12上田市
学校からのお知らせ等の多言語
化

・外国籍児童生徒への家庭へ、多言語でお知らせや通知等を配布

5 6 13東御市 教育・労働に係る相談事業
・小・中学校からのたより（通信）や家庭訪問などの際の保護者の
翻訳や通訳を行っている

5 11 30飯田市 外国籍児童・生徒に対する支援
・市内公立小中学校６校への日本語教室の設置と母国語支援員
（中国語・ポルトガル語・タガログ語・英語）の派遣を実施

5 10 30飯田市 国際理解教育の推進
・飯田国際交流推進協会と連携し、市内小中学校および各種団体
への国際理解・多文化共生意識啓発のための各種講座を実施

5 47木祖村 人権教育 ・保育園、小学校、中学校それぞれで高齢者の方との世代間交流

5 50松本市
日本語を母語としない児童生徒
支援事業

・日本語が不自由なため、学校での授業に支障がある児童生徒を
対象に、授業についていけるだけの日本語支援を行う
・「松本市子ども日本語支援センター」を設置し、市民活動団体に事
業委託して実施



5 50松本市 就学前ガイダンス実施事業
・小学校に入学する前の子どもとその親を対象に、学校生活にス
ムーズに移行できるよう、ガイダンスを行う

5 65千曲市 外国籍児童・生徒支援
・市内の小中学校に日本語の授業についていけない児童・生徒が
いる場合、市教育総務課から依頼を受け、日本語の取り出し授業
を行う通訳を紹介する。

5 10 65千曲市 屋代有線放送収録
・屋代有線放送の多文化共生啓発番組の収録に協力する。出演者
は千曲市ALT、外国籍市民など

5 66坂城町 外国籍児童への教育支援
・小学校に在籍する外国籍児童の学校生活を支援するため、支援
員を配置（ポルトガル語）

7 8 13東御市
保健・医療・福祉に係る相談事
業

・乳幼児検診、市の児童手当等の制度における通訳及び相談を
行っている。

7 1 24辰野町 各種保健指導
・保健師による訪問指導
・外国語版母子手帳の配布
・予防接種の問診票・予診票の作成

7 2 30飯田市 医療通訳職員の配置 ・市立病院に中国語対応職員を配置

7 2 30飯田市 福祉相談員の配置
・福祉課へ中国語対応職員を配置し、主に中国帰国者への支援を
実施

8 1 12上田市
「緊急時の対応カード」外国語版
の配布

・外国籍市民に多言語（日本語・中国語・ポルトガル語・英語）で記
載されたカードを作成し、配布する。

8 1 12上田市
ポルトガル語による情報メール
配信サービス

・緊急時の情報発信や、毎月発行する広報の内容などを登録者へ
随時配信

8 10 23駒ヶ根市 外国人対象の防災訓練の実施 ・外国人を対象にした防災訓練を実施



8 1 65千曲市 国際交流団体との協働

・市内の国際交流団体の行う事業を支援し、イベントの共催・後援
を行い、協働する。東アジア青尐年大交流計画（JENESYSプログラ
ム）による訪日団の受入は各団体を主催とし行う。千曲万博にブー
ス出展をお願いする。

9 10 1小諸市 国際交流のつどい
・外国からの留学生を受け入れ、ホームスティや市内のまち
めぐりを行い、市民との交流を図る。

9 10 60松川村
小中学生ボランティア教室国際
交流

・小中学生ボランティア教室の子供たちと信州大学の留学生との交
流を通して、世界に目を向けるきっかけ作りを行う。

9 10 50松本市
松本留学生応援ファミリーの会
支援

・市民活動団体として、会員（市民）と留学生の交流を進めるための
きっかけづくりの事業を行っている「松本留学生応援ファミリーの
会」に対して、補助金を交付し、活動を支援する。

10 1小諸市
国際交流フェスティバル開催
事業

・地域に在住する外国籍住民と市民の交流の場として実施。
市内小中学校を会場に実施。

10 1小諸市 人権サロン
・外国籍住民同士が自由に交流し情報を得る場、また、地域
住民との接点の場として、料理教室等を行う。

10 2佐久市 国際交流フェスティバル
・地域に住む外国出身者や、国際協力、交流を行っている団体の
紹介や交流を行う。

10 2佐久市 国際交流サロン
・多国籍の市民同士が、自由に交流でき、情報を得、また、地域住
民との接点となる場所を提供するための事業

10 9軽井沢町 軽井沢ポットラック交流会

・軽井沢で共に生活している日本人と外国籍住民が、型にはまらな
いカジュアルな交流をすることで、互いを良く知り、イベント時に顔を
合わすだけでなく、生活レベルでも親交を深められるような機会を
提供することを目的とし、外国籍住民に各国伝統料理を持ち寄って
もらいポットラックパーティーを開催し交流をはかる。

10 12上田市 移動領事館への協力 ・ブラジルの移動領事館の開催に協力

10 17諏訪市 交流事業「みんなで茶茶茶」
・「すわ多文化共生推進協議会」が行う外国籍市民との交流事業
（年３～４回）の支援



10 11 23駒ヶ根市 多文化共生職員研修の実施 ・多文化共生に関する市職員の研修の実施

10 8 26飯島町
多様な主体との連携
多文化共生の地域づくり

・国際協力機構や町の国際協力会との連携による多文化共生の地
域づくりをする

10 30飯田市 外国人コミュニティへの支援
・移動領事館や外国人コミュニティが実施する各種事業に対して協
力を行い、外国人住民の自立と社会参加を促す

10 11 30飯田市 飯田国際交流推進協会事務局
・飯田国際交流推進協会事務局として、各種交流事業のほか、教
育、医療・介護、防災、地域コミュニティなどの課題別委員会を開催
し、必要に応じて事業を実施

10 3 37下條村 多文化交流会
・村内在住の外国籍や日本国籍の方々に呼びかけ、交流会を開催
（年４回）

10 38売木村 母国語による情報発信 ・母国語で記載された情報誌・パンフレット等の配布

10 45南木曽町 社会人権教育講座 ・町内在住の中国人の方と料理を通じて交流をはかる

10 47木祖村 料理教室 ・料理教室を通じての異文化交流

10 50松本市 キーパーソンネットワーク研修

・各地域においてキーパーソンとなる人材を掘り起こし、育成するた
めの研修会を開催
・地域の課題を解決するための研修と同時に、災害時翻訳・通訳ボ
ランティア養成講座も行い、人材を掘り起こす

10 50松本市 出前講座実施事業
・身近な地域で異文化理解や多文化共生の必要性について啓発を
行うため、出前講座を実施

10 52安曇野市 多文化共生推進事業 ・市イベント（安曇野フェスタ）への外国籍住民の参加促進



10 58大町市 食文化交流会 ・食文化（異文化）理解の交流会の開催（年数回）

10 60松川村 外国籍世帯交流会
・村内にお住まいの外国籍世帯の方々に、村、社協職員、地区民
生委員と顔なじみになっていただき、交流を深め、相談しやすい環
境づくりをすすめる。

10 11 63長野市 国際交流市民会議の開催
・市の国際交流促進や、多文化共生社会の実現を目指し、様々な
課題や提案について、国際交流団体をはじめ、外国籍市民や外国
人留学生等と市長が意見を交わし、市の施策に反映する

10 63長野市 国際交流イベントの開催
・異文化を理解し、外国籍市民と日本国籍市民との交流を促進する
ため、国際交流イベント「おぉ！地球人ワールドフェスタIN長野」を
開催（11月中旬、もんぜんぷら座で開催）

10 64須坂市 異文化理解講座
・近隣に在住している外国籍の方や、県内の国際交流員などに講
師をお願いし、母国について講演いただき、地域住民の異文化理
解を深める。

10 64須坂市 国際交流パーティー
・中央公民館３階ホールを使用し、参加者が会費＋母国料理を１品
持ち寄り、各国の料理を振舞うブースを作り（昨年は８ブース）、食と
市文化芸術協会による演奏、ダンスなどを通して、地域住民と交流

10 9 65千曲市 多文化共生祭、千曲万博
・市内在住の外国籍市民の方と、長野県内のALT・CIRが一同に会
し、出身国の文化（写真・映像・衣装・食物・踊り）を紹介し、市民が
多文化を肌で感じる事ができるイベント

10 65千曲市 世界の料理教室
・主に市内在住の外国籍市民の方を講師に迎え、公募した市民と
一緒に出身国の料理を作り、完成した料理をランチとして食べる料
理教室

10 1 65千曲市 災害時の外国籍市民の援助
・多言語情報センターの設置、多言語情報の提供。
避難所での外国人支援（日本的な習慣の理解）。
大使館・領事館からの安否確認への対応

10 65千曲市 国際支援
・市内の国際支援団体の活動支援、イベントの共催・後援を行う。ま
た市職員の現職派遣条例によるJICA海外ボランティアの周知を行
う。

10 66坂城町 中国上海市教育交流事業
・坂城町と中国上海市の小学生が相互に訪問し合い、学校訪問や
ホームステイを通じお互いの文化や習慣等に対する理解を深め、
地域の国際化に貢献する人材を育成する。



10 72中野市 国際交流の集い
・外国籍市民や国際交流に携わっている団体、国際交流に関心の
ある市民が集まり、日頃の学習成果の発表や各国の文化紹介を通
じて、相互理解と親睦を深める。

10 75木島平村 地域住民との交流事業
・人権フェスティバルでの外国料理を通じて、村民との外国文化交
流
・人権利フェスティバルにおいて、外国の昔話を紹介

11 12上田市 外国人集住都市会議への参加
・外国人が集住する都市により組織されており、上田市は平成17年
から参加。諸課題の検討や国等への要望活動を実施

11 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）との連携

・市民、企業や団体、行政ネットワークを支援し、情報を共有しなが
ら、幅広い分野における国際的な協力、支援、交流活動や人材の
育成を推進し、多文化共生のまちづくりを推進する。
・市として、全面的に支援

11 23駒ヶ根市
多文化共生のまちづくり推進プ
ランの進捗管理

・市民委員会の開催、庁内会議の開催等

11 30飯田市 外国人集住都市会議への参画
・外国人集住都市会議に参画し、情報交換を通じて先進地区の実
践を学ぶとともに、各種課題に対して、国や関係機関へ提言を行う

11 50松本市 多文化共生に係る実態調査
・松本市多文化共生推進プランの進行管理を行うための附属機関
の運営を行う。

11 50松本市 外国人集住都市会議への参画

・松本市多文化共生推進プラン（平成23（2011）年～27（2015）年）の
見直しに向けて、外国人ニーズを把握するもの
・①外国人住民向けアンケート調査、②外国人住民向け聞き取り調
査、③日本人住民向けアンケート調査を実施



平成２６(2014)年度　国際交流団体の多文化共生に関する取組　一覧

【分類の定義】

1　　情報の多言語化

2　　相談窓口の設置、相談員・コーディネーターの養成、通訳の派遣

3　　日本語・生活習慣の学習

4　　居住

5　　教育

6　　労働

7　　医療・保健・福祉

8　　防災

9　　留学生

10　住民との異文化理解の交流、外国籍県民の自立と社会参加、広報啓発

11　推進体制の整備

分類 分類 所在地 団　　　体　　　名 事　　業　　名 事　　業　　内　　容

2 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

行政相談会
・行政書士と連携し、在留資格（ビザ）に関すること、帰
化申請などの手続きに関する無料相談を行う。

2 18茅野市
外国籍市民サポートグループ
「ねこじゃらし茅野」

相談窓口 ・随時相談対応。翻訳なども行う。

2 22伊那市 NPO法人 伊那国際交流協会 生活支援事業
・相談窓口の設置
＊ 毎週－月・火・木・金
　　ポルトガル語通訳配置（月・火・木（第３木曜日除く））

2 63長野市
(公財)長野県国際化協会
くらしのサポーター運営委員
会

相談窓口の設置
・５言語（ポルトガル語・中国語・タガログ語・タイ語・英
語）対応の相談窓口を常設

2 63長野市 (公財)長野県国際化協会
医療通訳養成講座
の開催

・医療通訳養成講座の開催

2 63長野市 (公財)長野県国際化協会
地域共生コミュニ
ケーター等研修会
の開催

・外国籍県民とのパイプ役としての県のコミュニケーター
登録人材の資質向上と、新規登録者の発掘・育成をは
かる

2 63長野市 (公財)長野県国際化協会 通訳・翻訳

・通訳者情報の提供
・市町村やその他公共団体が発行する生活情報等の翻
訳依頼を、低廉な価格で受託し、外国語での情報疎通
の便宜をはかる

2 65千曲市 千曲国際交流協会 通訳の派遣、翻訳
・企業等の要請を受けての通訳派遣（中国語）
・私信の翻訳、公文書記入補助（英語）

3 2佐久市 日本語教室ずずらんの会 日本語教室
・生活に必要な日本語の習得支援
・地域の文化、生活習慣などの学習

3 2佐久市 佐久コスモロータリークラブ
日本語教室への支
援・交流

・在日外国人のための日本語教室への支援と交流を長
年行っている。
・開講式、閉講式への出席、例会への招待等



3 10御代田町
御代田町公民館
外国籍住民のための日本語
教室

日本語教室 ・レベル別日本語教室

3 12上田市 みのりの会 日本語教室

・生活上の日常日本語、検定試験、中学学習・補習のサ
ポート
・日本文化紹介
・相談窓口設置
・情報交換

3 12上田市 ゆうあいまるこ日本語教室 日本語教室

・日本語の習得支援
・外国籍児童生徒の就学支援
・日本文化体験、異文化理解講座、異文化体験講座等
を通して、多文化共生のできる地域づくりに効力

3 12上田市 ゆうあいまるこ日本語教室
外国籍児童生徒の
家庭学習教材の作
成

・主に非漢字圏の子どもを対象にした漢字カードの作成

3 12上田市 ふれあい日本語教室 日本語教室

・生活に必要な日本語の習得支援
・地域の文化、生活習慣などの学習必要な日本語の取
得支援
・住民との異文化理解交流、自立・社会参加

3 12上田市 上小日本語講座 日本語教室
・生活に必要な日本語の習得支援
・日本の文化体験、世界の料理教室、病院紹介、お見
舞い、励まし

3 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

生活者支援の日本
語ボランティア養成
講座

・地域に生活する外国人住民に日本語習得や学習支援
をするボランティア養成のための講座

3 12上田市 上田日中友好協会 日本語教室
・生活に必要な日本語の習得支援
・日本の文化体験、世界の料理教室など、地域との交
流

3 1 12上田市 上田情報ライブラリー 図書の収集・提供
・外国人向け日本語学習教材及び日本人向け外国語学
習教材を収集・提供する

3 12上田市 長野県上田染谷丘高等学校
日本語が不自由な
生徒のための高校
生活支援事業

・外国籍生徒に対して、週１回、同国籍講師による日本
語指導や生活相談を行っている

3 13東御市
東御市・アメリカ姉妹都市友
好協会

異文化交流サロン
・最近の話題をテーマとし、外国での状況や考え方につ
いて、外国籍住民の方々から生の声をきく

3 16岡谷市
日本語ボランティア教室ふれ
あい

日本語教室
・生活に必要な日本語の習得支援
・日本文化の体験、外国の料理体験

3 17諏訪市
国際交流ボランティア木曜ク
ラブ

日本語教室 ・生活に必要な日本語の習得支援



3 17諏訪市 ㈱長野国際文化学院 日本語学校
・日本語学校として、日本語教育を行う
・日本文化体験、地域との交流も行う

3 10 17諏訪市
ボランティアサークル 諏訪日
本語教室

日本語教室
・生活に必要な日本語の習得支援
・日本語能力試験の合格をめざした学習支援

3 18茅野市
日本語教室「茅野のかけは
し」

日本語教室 ・日本語や生活習慣の学習

3 18茅野市 日本語教室「りぼん」 日本語教室
・生活に必要な日本語の習得支援
・日本の文化・習慣を知る機会の提供
・料理で交流

3 18茅野市
外国籍市民サポートグループ
「ねこじゃらし茅野」

日本語教室 ・日本語習得支援

3 22伊那市 NPO法人 伊那国際交流協会 日本語教室

・定住外国人の子どもの就学支援事業として、日本語教
室を開講
・親と子の日本語教室の開講
・日本語ボランティアの養成講座

3 22伊那市 YUI International 日本語教室
・生活に必要な日本語の習得支援
・ブラジル学校での日本語能力試験合格の支援

3 23駒ヶ根市 地域ネットワークin こまがね 日本語教室 ・週３回

3 23駒ヶ根市 駒ヶ根市 社会福祉協議会 日本語教室
・「地球人 in ネットワーク」（ボランティアグループ）主催
の日本語教室において、会場提供及び後方支援

3 28中川村 日本語教室 YOU遊会 日本語教室 ・生活に必要な日本語の習得支援

3 30飯田市 飯田日中友好協会 日本語教室 ・生活に必要な日本語の習得支援

3 30飯田市 飯田市公民館 日本語教室

・日本語を母語としない人が、生活に必要な日本語を学
ぶ。
・日本文化や地域の人に触れる機会を提供し、外国人
の地域参画につなげる。

3 30飯田市
ブラジル日系人スポーツ文化
協会
（ACENB）

日本語教室 ・外国人住民を対象とした日本語教室・サークルの開催

3 30飯田市
ブラジル日系人スポーツ文化
協会
（ACENB）

ゴミについての学習
会

・地区自治会と連携して、ゴミについての学習会を実施

3 30飯田市
ブラジル日系人スポーツ文化
協会
（ACENB）

各種行政制度説明
会

・市役所と連携して、各種行政制度説明会を開催

3 32高森町 高森町公民館 日本語教室 日本語教室 ・日本語の習得支援

3 50松本市 松本日本語ファミリーの会 日本語教室
・生活に必要な日本語の習得支援
・日本の文紹介、料理教室など、地域との交流も行う

3 50松本市
松本留学生応援ファミリーの
会

日本語教室 ・日常生活に困らないよう、基礎日本語会話を習得する

3 50松本市 中信にほんごひろば 日本語教室
・学習用語・生活用語の習得支援
・就学支援



3 50松本市 中信にほんごひろば 生活相談 ・民生児童委員が出席して相談できる体制確保（毎週）

3 50松本市
NPO法人 中信多文化共生
ネットワーク

松本市子ども日本
語支援センター

・市役所から委託を受け、市内の小中学校で学習してい
る外国籍児童・生徒への支援を行う

3 50松本市
NPO法人 中信多文化共生
ネットワーク

松本市多文化共生
プラザ

・市から委託を受け、①交流、②相談、③学習、④情報
を柱に多文化共生社会の推進をめざす。

3 50松本市 なんなん日本語講座 日本語教室
・在住外国籍市民との交流（日本語習得、生活文化交
流）

3 50松本市 波田公民館 日本語教室 日本語教室
・地域での生活や仕事に必要な日本語の習得支援
・ランチパーティーなど地域住民との交流をも行う

3 52安曇野市 あづみの国際化ネットワーク 生活相談
・個別相談
・自助活動として外国人相互での情報交換

3 52安曇野市 あづみの国際化ネットワーク 出前日本語教室
・生活に必要な日本語の習得支援
・通訳者のための各専門用語学習トレーニング

3 52安曇野市 あづみの国際化ネットワーク
外国人と日本の制
度

・在住外国籍住民の社会参加と自立に向けて、日本の
制度や生活習慣の学習会

3 52安曇野市 あづみ野ロータリークラブ
とよしな親と子の日
本語教室

・生活に必要な日本語の習得支援
・日本の文化体験、地域との交流

3 52安曇野市 NGOカトマンドゥ
日本語、生活習慣
の体験

・生活、留学に必要な日本語や食生活などの体験

3 10 58大町市 大町日本語教室 日本語教室
・生活に必要な日本語の習得支援
・７月…七夕まつり、12月…年末交流会

3 59池田町 池田町日本語教室 日本語教室
・生活に必要な日本語の習得支援
・日本及び外国籍町民出身国の文化理解

3 61白馬村
外国人のための日本語勉強
会

日本語勉強会 ・日常生活に必要な日本語の習得支援

3 63長野市 篠ノ井日本語教室 日本語教室 ・生活に必要な日本語の習得支援　

3 63長野市 みんなで日本語 日本語教室
・日常日本語会話
・日本語能力検定試験受験準備

3 63長野市 長野21日本語学院 日本語教室 ・日本語学習

3 65千曲市 千曲川ロータリークラブ 日本語教室

・ボランティア「すずらんの会」への助成金支払い
＊ 「すずらんの会」の活動内容
日本に永住しようとしている外国出身の人を対象に、日
本語と地域の生活習慣などを、ボランティアスタッフが
指導

3 65千曲市 千曲国際交流協会
日本語教室講師派
遣

・日本語の習得支援
・日本文化体験、実践発表等

3 10 65千曲市
千曲市 人権ふれあいセン
ター 日本語教室

日本語教室
・生活に必要な日本語の習得支援
・教室内及び地域との交流



3 6南牧村 八ヶ岳高原事業協同組合 学習支援
・日本語生活習慣の学習
・安全（防災・交通）講習会

3 72中野市 中野市中央公民館 日本語教室
・簡単な日常会話から日本語検定試験を目指すような
レベルに亘る日本語の習得支援
・日本の文化を学ぶ機会を作り、体験してもらう

5 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

外国籍児童・生徒
夏休みサポート教
室

・休み帳や工作などの宿題をサポートする。
・日本語教室、学習支援ボランティアと連携して行う。

5 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

教育ガイダンス・進
学ガイダンス

・義務教育の内容、学校の様子に加え、集中日本語教
室や就学援助制度等について案内する。
・高校進学に向けた情報提供や個別相談を行う。

5 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

外国につながる子
どもたちの日本語ボ
ランティア養成講座

・子どもたちのために、日本語習得や学習支援をするボ
ランティアを養成するための講座

5 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

子どもたちの学習
サポート

・要望に応じて、子どもたちの日本語習得・学習支援を
行うボランティア養成のための講座

5 1 12上田市 上田情報ライブラリー
外国語絵本の収
集・提供

・外国語の絵本を収集・提供する

5 12上田市 長野県上田染谷丘高等学校 外国語教育
・国際教養科２年生が第２外国語として、中国語・フラン
ス語・韓国語・スペイン語のいづれかを履修

5 12上田市 マイヤ上田 勉強会
・ヘルパーの仕事、介護の仕事について、講師（ヘル
パー２級）を招き勉強会を開催
・そろばんの基礎を勉強

5 12上田市 マイヤ上田 人権教育
・公民館で外国人の人権集会を開催
・高校生の授業に参加して、外国人の人権について勉
強

5 13東御市
東御市・アメリカ姉妹都市友
好協会

中学生・高校生
ホームステイ

・中学生はオーストラリア、高校生はアメリカ・マドラス市
へのホームステイを実施
＊H25(2013) 実績
　・中学生…５名参加
　・高校生…６名参加

5 23駒ヶ根市 ネパール交流市民の会
ネパール語教室・料
理教室

・市民を対象とした、ネパール文化・習慣・言語に触れ
て、ネパールについての理解を深めるためのイベントを
実施

5 30飯田市
公益社団法人 才能教育研究
会

指導者育成
・国際スズキ・メソード音楽院におけるスズキ・メソード認
定指導者の養成及び見学希望者の受入れ

5 30飯田市 飯田市公民館
外国人向け子育て
講座

・子育て中の外国人の親が、子育てに関する知識や日
本語を学ぶ。
・小児科医、保育士、保健師等と連携し、子育てを通じ
て、外国人の地域参画を目指す。

5 50松本市
公益社団法人 才能教育研究
会

夏季学校
・毎年、松本市内で開催する夏期学校への参加希望者
の受入れ

5 50松本市
長野県JICA派遣専門家連絡
会

JICA関連事業 ・JICA,JICA駒ヶ根関連イベント、行事への協賛等

5 50松本市
長野県JICA派遣専門家連絡
会

JICA関連事業
・JICA青年海外協力隊、シニア海外ボランティア派遣時
における壮行行事への参加

5 50松本市
長野県JICA派遣専門家連絡
会

講師派遣
・信州大学一般教養課程における国際協力、国際理解
に関する講義の開講、講師派遣



5 50松本市
長野県JICA派遣専門家連絡
会

講師派遣 ・一般市民を対象とした市民講座への講師派遣

5 50松本市
長野県JICA派遣専門家連絡
会

啓発イベント
・一般市民を対象とした国際協力・国際理解に係る「映
画上映会」の開催

5 50松本市
長野県JICA派遣専門家連絡
会

啓発イベント
・各市町村での地域国際交流・協力イベントへの出展に
うおる啓発活動

5 63長野市 (公財)長野県国際化協会
外国籍児童就学支
援事業

・外国籍児童の教育機会の提供及び福祉増進を図るた
め各種事業を展開

5 63長野市 (公財)長野県国際化協会
外国籍児童・生徒
のための高校進学
ガイダンス

・県教育委員会、開催地区実行委員会との共催により、
外国籍児童・生徒、保護者のための高校進学に係る入
学試験や県内高校の状況に関するガイダンスを開催
（県内４会場）

6 63長野市
財団法人 国際研修協力機構
長野駐在事務所

労働 ・外国人技能実習生の実習状況の巡回

7 50松本市
NPO法人 日本チェルノブイリ
連帯基金

医療支援
・ベルラーシ、イラクにの子どもたちを救うために医療支
援を行っている。

7 22伊那市 NPO法人 伊那国際交流協会 医療事業 ・医療生協無料健康チェック

7 22伊那市 NPO法人 伊那国際交流協会 防災講座 ・防災マップ作り

8 30飯田市
ブラジル日系人スポーツ文化
協会
（ACENB）

消火訓練・交通安
全講習会の実施

・消防署や警察署と連携し、消火訓練や交通安全講習
会を実施

9 50松本市
松本留学生応援ファミリーの
会

交流活動
・松本（信州）の紹介、交流・イベント活動
・多国籍料理、スキー、ホームステイ体験

9 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

留学生ガイダンスへ
の協力

・信州大学繊維学部が実施する留学生ガイダンスで、生
活情報を提供する。

9 12上田市 丸子ロータリークラブ 青尐年交換 ・８月より１年間フランスの高校生を預かる

9 12上田市 上田西ロータリークラブ
米山奨学生の受入
れ

・長野大学に韓国から留学している３年生の女子大生
を、H25(2013).4～H26(2014).3までの予定で受入れ、毎
月奨学金を授与
・カウンセラーを設け、例会やさまざまな行事等にも一
緒に参加

9 12上田市 上田西ロータリークラブ
青尐年交換学生の
送出し、受入れ

・上田染谷丘高校 国際教養科の１年生の男子生徒を、
国際交換学生としてH26(2014).8に米国に留学生として
送出し、他方、米国より留学生を受入れる（H27(2015).7
までのう予定）。
受入れ学生は、当クラブ会員宅と上田染谷丘高校生徒
宅で行う。

9 12上田市 上田西ロータリークラブ
外国人留学生ス
キー教室

・長野大学に在学の、外国人留学生を対象にしたス
キー教室。数年前より毎年実施。H25(2013)年度は、２
/25に菅平スキー場で実施し、22名が参加。
・当クラブ化委員が主に指導にあたる。

9 12上田市 上田六文銭ロータリークラブ 留学生サポート ・国際ロータリークラブが行う、米山奨学生のサポート



9 12上田市 長野県上田染谷丘高等学校 留学生受入れ
・2013.9～2014.8：ドイツより１名
・2014.1～（2～3週間）：オーストラリアより２名

9 13東御市 東御ロータリークラブ 留学生受入れ ・カウンセラーを指名し、１年間クラブで受入れる

9 17諏訪市 ㈱長野国際文化学院 留学生受入れ
・世界各国から留学生を受入れ、日本語教育を行う。
・日本での生活支援

9 18茅野市 茅野ロータリークラブ 青尐年交換留学生
・生活に必要な日本語の習得支援
・日本の文化体験、地域及びロータリアン・家族との交
流

9 18茅野市 茅野ロータリークラブ 米山奨学生受入れ
・米山奨学生とのカウンセラークラブとして、ロータリア
ン・家族との交流に参加

9 22伊那市 伊那中央ロータリークラブ 留学生支援

・信州大学農学部に学ぶ私費留学生を支援する。
・奨学金を贈り、経済的に援助する。
・カウンセラーをおき、精神的支援を行う。
・毎月第一定例会に出席及び当クラブの主催する行事
等を通し、国際交流を図る。

9 25箕輪町 箕輪ロータリークラブ 青尐年交換 ・青尐年交換留学生の派遣、受入れを行う。

9 2佐久市 佐久コスモロータリークラブ
留学生受入れ
交換留学生の派遣

・海外からの留学生受入れ・地元からの派遣
・留学生の例会への招待と講和を実施

9 30飯田市 飯田ロータリークラブ
米山記念奨学会へ
の寄付行為

・主として東南アジアからの私費留学生で日本の大学、
大学院で学ぶ学生に学費の補助をする。

9 50松本市
松本留学生応援ファミリーの
会

留学生への支援
・留学生とファミリー会員とが交流する中で、精神的・社
会的支援を行う
・生活用品交換会等を行う

9 52安曇野市 あづみ野ロータリークラブ 米山奨学生
・将来母国と日本の架け橋となって国際社会で活躍する
優秀な留学生を奨学することを目的としている。

9 52安曇野市 NGOカトマンドゥ 留学生受入れ
・高校（長野南高校、田川高校、木曽山林高校）及び信
州大学農学部の留学支援

9 63長野市 長野県モンゴル親善協会 留学生への支援 ・県内への留学生との交流・各種問合わせへの対応

9 63長野市 長野ロータリークラブ 奨学生支援
・（公財）ロータリー米山記念奨学会を通して、勉学・研
究を志して在留している外国人留学生への支援を行っ
ている（奨学会への寄付、奨学生のカウンセリング等）

9 63長野市 (公財)長野県国際化協会
留学生向け住宅確
保支援事業

・留学生と有償で賃貸契約の保障をすることで留学生の
住居確保を支援

10 12上田市 みのりの会 「多文化にタッチ」

・各国料理教室開催（年４回）
・ブラジル文化交流会
・上田市街地散策、ショッピング
・インターナショナル・クリスマス持ち帰りパーティー



10 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

上田わっしょいへの
参加

・夏祭り「上田わっしょい」にインターナショナル連として
参加する。

10 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

ボリビアデイへの協
力

・ボリビア人コミュニティが開催する交流会を、準備や運
営面で支援する。

10 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

うえだ多文化交流
野外フェスタ

・菅平高原にて、大人から子どもまで、多くの外国人、日
本人が交流を深めるとともに、ワークショップで相互理
解を図る。
・県の「地域元気づくり支援金」を活用して実施する。

10 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

上田多文化交流
フェスタ

・各国の紹介やお国自慢の手料理を試食できるブース
展示、国際色豊かなダンスや音楽を披露するステージ
発表。地域の日本人の交流の場となる。

10 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

会員、フェスタ参加
者交流会

・各国の料理を囲みながら、パフォーマンス等を通じて
会員間の交流を深める。

10 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

国際理解講座 ・高校、中学校からの要望に応じて、出前講座を行う。

10 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

異文化理解講演会
・外国人も同じ地域の住民として互いに認め合い、地域
づくりを共に行っていくことを目的に開催

10 12上田市
上田市多文化共生推進協会
（AMU）

人権フェスティバル
への出展

・活動内容を写真・パネル展示により紹介

10 12上田市 上田ハングルの会 異文化理解交流
・韓国語を学ぶことにより、日韓交流を深める
・上田市多文化共生推進協会事業に参加

10 12上田市
公益財団法人 日本農業研修
場協力団

開発途上国の農
業・文化の紹介

・開発途上国（ネパール）の文化・習慣等に関する情報
を紹介し、併せて相互交流を推進する。

10 12上田市 マイヤ上田
市民フェスティバル
参加

・市民フェスティバルへの参加・交流

10 12上田市 上田ハングルの会 異文化理解交流
・韓国語を学ぶことにより、日韓交流を深める
・上田市多文化共生推進協会事業に参加

10 16岡谷市
（一社）国際女性教育振興会
長野県支部

国際交流フェスティ
バルへの参加

・会員の所属する市町村の国際交流に支部として支援
（小諸市、上田市、伊那市等）

10 17諏訪市 すわ多文化共生推進協議会
みんなで茶茶茶
（交流編）

・料理を囲んでゲームをしたり、話をすることにより相互
理解をはかり、より良い共生につなげる。
・生活の状況をききとり、必要に応じて相談窓口を案内
するなど、日本人と外国籍県民だけでなく、国籍の違う
外国人どうしの出会いの場、お互いの理解につなげる。

10 17諏訪市 すわ多文化共生推進協議会
みんなで茶茶茶
（文化編）

・浴衣着付け教室・地域のイベント参加・外国語学習（外
国籍市民から母国語を学ぶ）を通して、文化習慣、考え
方を学ぶとともに、地域暮らしてみて感じたこと、困った
ことなどを話してもらい、今後につなげる。

10 17諏訪市
国際交流ボランティア木曜ク
ラブ

住民との交流会
・異文化理解や外国籍市民による母国語紹介を含め
て、住民との深い交流をはかる。

10 22伊那市 NPO法人 伊那国際交流協会 語学講座
・ネパール語・インドネシア語・ポルトガル語・中国語・ロ
シア語・英語の語学講座を開講

10 22伊那市 NPO法人 伊那国際交流協会 料理教室 ・毎年、異なる国の料理教室を開講



10 22伊那市
NPO グローバルコミュニケー
ション信州

イタリア語教室
・イタリア文化及びイタリア語を、地域在住イタリア人が
地域住民に教える

10 23駒ヶ根市 地域ネットワークin こまがね 交流
・日本及び外国の料理教室実施
・地域のイベント参加

10 23駒ヶ根市 駒ヶ根協力隊を育てる会
みなこいワールド
フェスタ

・協力隊訓練所のある街として、「協力隊」「訓練所」を
キーワードにしたイベントを毎年秋に約１週間実施す
る。昨年は、協力隊のパネル展、講演会、途上国の料
理教室、中心商店街でのイベント等を実施

10 2佐久市 あーすの会
佐久市国際交流サ
ロン

・外国人住民を講師とする料理会
・外国人住民と共に楽しむクリスマス会、日本文化体験
等を開催

10 30飯田市
ブラジル日系人スポーツ文化
協会
（ACENB）

移動領事館の誘致
と運営協力

・移動領事館の誘致と運営協力

10 30飯田市
ブラジル日系人スポーツ文化
協会
（ACENB）

スポーツ文化活動
・市内公民館や体育施設を利用して、ダンス・野球・フッ
トサル・写真展の開催

10 30飯田市
ブラジル日系人スポーツ文化
協会
（ACENB）

文化紹介 ・ブラジル文化の紹介活動

10 30飯田市
ブラジル日系人スポーツ文化
協会
（ACENB）

ポルトガル語教室 ・日本住民を対象としたポルトガル語教室の開催

10 30飯田市
ブラジル日系人スポーツ文化
協会
（ACENB）

国際理解教育 ・学校と連携し、国際理解を深める交流会を開催

10 30飯田市
ブラジル日系人スポーツ文化
協会
（ACENB）

各種国際交流事業
への協力

・飯田国際交流推進協会と連携し、各種国際交流事業
への協力をする

10 30飯田市
ブラジル日系人スポーツ文化
協会
（ACENB）

長野県ブラジル人
代表者会事業への
参加

・長野県ブラジル人代表者会事業への参加

10 50松本市 松本市海外都市交流委員会
姉妹・友好都市紹
介パンフレット作成

・市の姉妹・友好都市を紹介するパンフレットを作成し、
転入者やイベントで配布して異文化理解を促進する。

10 50松本市 松本市海外都市交流委員会
姉妹・友好都市
PRブースの出展

・市内で開催されるイベントで、姉妹・友好都市をPRする
ブースを出展し、市民の理解を促進する。

10 50松本市 松本市海外都市交流委員会
民間交流団体の活
動支援

・会員自体が実施する交流事業を側面から支援する

10 52安曇野市 あづみの国際化ネットワーク 農作業体験
・在住外国籍住民の自立に向けて、農作業体験を通じ
て技術を身に着ける。
・居場所づくりとコミュニケーションを図る

10 52安曇野市 あづみの国際化ネットワーク 交流活動
・バーベキュー大会、料理教室、多文化フェスタ参加、有
志によるバンド練習等

10 61白馬村 長野日仏協会
フランス語による交
流

・フランス語による交流

10 63長野市 長野県モンゴル親善協会
モンゴル国での植
林

・植林交流団をモンゴル国に派遣し、植林活動と現地で
の植林事情の交流・視察

10 63長野市 長野県EU協会
講演会・セミナー等
の開催

・EU諸国の政治・経済・社会・文化等について理解を深
め、交流を促進するため、様々なテーマで年に数回開
催

10 63長野市 飛天隊 凧揚げ大会
・凧揚げ大会（H25.8に長野市グライダー場で開催）に在
留外国人を招待して、それぞれの民族凧を作り、揚げて
異文化交流を行う。海外遠征で日本文化を紹介

10 65千曲市 千曲国際交流協会
短期訪日団と住民
との交流

・主に東南アジアの高・大学生訪日団を受入れ、ホーム
ステイ、文化交流等を行う。



10 66坂城町 坂城町国際交流協会
中国二胡奏者コン
サート

・中国若手二胡奏者２人によるコンサートを実施。演奏
後、演奏者を囲んでの交流会を実施し、町内企業の外
国籍労働者も多数参加

10 66坂城町 坂城町国際交流協会
町民祭
「さかきどんどん」

・外国籍市民が参加する「国際支流連」として、おどり流
しに参加

10 66坂城町 坂城町国際交流協会
ミャンマーホームス
テイ
大学生との交流会

・JENESYS2.0で来日したミャンマー大学生４名を囲んで
の交流会を実施

10 66坂城町 坂城町国際交流協会 SIAニュース発行
・年２回、国際支流協会のニュースを発行し、全戸配布
している

10 72中野市 中野市中央公民館 国際交流の集い
・外国出身者と国際交流に興味のある市民が集まり、各
国の料理や風習など文化を紹介し合い、相互理解と親
睦を深める。

11 16岡谷市
（一社）国際女性教育振興会
長野県支部

男女共同参画国際
セミナーの開催

・海外視察研修の実際（教育、福祉等）について公開し
たり在住外国人を交えてのセミナーにより国際理解を深
める。

11 30飯田市 飯田市公民館 日本語支援者研修
・日本語支援者や日本語支援を志す人を対象に、教授
法や支援の心構えを学ぶ研修を実施

11 63長野市 (公財)長野県国際化協会 移動領事館事業
・県内在住のタイ及びフィリピン国籍県民が、パスポート
や結婚等各種証明書の交付を県内で受けられるよう、
該当国大使館の協力を得て開設
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