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【１】都道府県 

都道府県 

(外国人登録者数)* 

【順位】* 

 

ページ名 

 

アドレス 

 

メモ 

北海道 

(22，027) 

【19】 

ようこそ北海道総

合政策部知事室国

際課のページへ 

http://www.pref.hokk

aido.lg.jp/ss/tsk/ 

友好都市との関係や、国際関係行事、

留学・国際交流・国際協力に関する情

報を扱う。英語・韓国語・中国語の 3

言語がある。 

多文化共生ポータ

ルサイト 

http://www.pref.hokk

aido.lg.jp/ss/tsk/tabu

nka12-11.htm 

外国人住民が必要とする生活・医療・

仕事に関する情報や、観光情報、留学

情報を扱う。英語・韓国語・中国語の

3言語がある。 

Welcome to 

Hokkaido （生活

情報ガイド） 

http://www.pref.hokk

aido.lg.jp/foreign/eng

lish.htm 

外国人住民向け、観光客向け、ビジネ

ス向けの情報を扱う。英語・韓国語・

ロシア語・中国語（簡体字）・中国語（繁

体字）の 5言語がある。 

Hokkaido 

Government 

Living Guide 

http://www.pref.hokk

aido.lg.jp/ss/tsk/forei

gn/english_live.htm 

在留資格など各種手続きについての

説明から、結婚・仕事・医療・出産・

教育・税・住居といった生活に関する

情報を扱う。英語・韓国語・ロシア語・

中国語（簡体字）・中国語（繁体字）の

5言語がある。 

青森県 

(3，930) 

【45】 

国際経済課 http://www.pref.aom

ori.lg.jp/soshiki/kkok

usai/kokusaikeizai/i

ndex.html 

海外への事業展開に取り組む企業な

どに対する支援情報を主に扱う。ま

た、友好都市との関係や国際交流につ

いての情報もある。在住外国人向けの

情報としては、財団法人自治体国際化

協会（CLAIR）の多言語生活情報が紹

介されている。 

岩手県 

(5，372) 

【40】 

国際・多文化共生 http://www.pref.iwat

e.jp/kokusai/index.ht

ml 

多文化共生、いわて親善大使、海外の

岩手県人会についての情報を扱う。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/tabunka12-11.htm
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http://www.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/english.htm
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多文化共生 http://www.pref.iwat

e.jp/kokusai/tabunka

/index.html 

国際交流員、JICA、JETプログラムな

どについての情報を提供するほか、海

外との交流や外国人住民向けの情報も

扱う。 

宮城県 

(14，214) 

【22】 

国際経済・交流課 http://www.pref.miya

gi.jp/soshiki/ftp-

kokusai/ 

海外との経済交流、海外でのビジネス

展開、国際協力、多文化共生、パスポ

ート申請などの情報を扱う。なお、宮

城県のウェブサイト全体が、Google翻

訳を利用して、英語、中国語、韓国語

の 3言語で閲覧できるようになってい

る。 

みやぎ外国人相談

センターについて 

http://www.pref.miya

gi.jp/soshiki/ftp-

kokusai/center.html 

外国籍県民支援事業の一環として開設

されている「みやぎ外国人相談センタ

ー」に関する情報を扱う。相談の方法

やセンターの場所が示されている。セ

ンターでは日本語，英語，中国語，韓

国語，ポルトガル語，タガログ語での

相談が可能。 

秋田県 

(3，702) 

【46】 

学術国際局国際課 http://www.pref.akita

.lg.jp/www/genre/000

0000000000/1270044

863172/index.html 

諸外国との交流、国際協力、国際交流

員の活動、在住外国人向けの情報など

を扱う。在住外国人向けの項目では、

「外国人相談センター」や財団法人自

治体国際化協会（CLAIR）の多言語生

活情報、医療情報、防災情報、日本語

教室情報のリンクが紹介されている。 

山形県 

(6，214) 

【37】 

国際室 http://www.pref.yam

agata.jp/ou/shokokan

ko/110012/kokusai/ 

国際協力、国際交流、JETプログラム

について主に扱う。山形県のホームペ

ージ全体が英語、中国語、韓国語での

閲覧可。 

外国人のための生

活相談は―山形県

ホームページ 

http://www.pref.yam

agata.jp/bunkyo/kok

usai/qanda/71100121

6_19.html 

外国人住民を対象とした電話および窓

口相談の案内。相談は、英語、中国語、

韓国・朝鮮語、ポルトガル語、タガロ

グ語の 5言語が可能。 

福島県 

(9，259) 

【31】 

国際課 http://www.pref.fuku

shima.lg.jp/sec/16005

e/ 

海外との地域間交流、国際協力、多文

化共生、外国人住民向けの情報などを

扱う。 

福島県国際課 http://www.pref.fuku 多言語生活相談、多言語生活ガイド、

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ftp-kokusai/
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ftp-kokusai/
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(福島県の国際交流

―多文化共生) 

shima.jp/kokusai/con

tents/tabunka/index.

html 

外国語対応医療機関、日本語教室、留

学生支援に関する情報を扱う。主に、

関係機関のリンクが紹介されている。 

茨城県 

(50，562) 

【11】 

茨城県国際課 http://www.pref.ibara

ki.jp/bukyoku/seikan

/kokuko/kokuko.htm 

国際交流員のレポート、外国人相談セ

ンターついての説明、9 言語による災

害時マニュアルなど発行物、茨城県国

際課の取り組み（例えば、多文化共生

社会推進事業）、外国人のための生活情

報などについての情報を扱う。このペ

ージは日本語、英語、中国語、ポルト

ガル語、タイ語、タガログ語、スペイ

ン語、韓国語、インドネシア語の 9言

語での閲覧が可能である。 

外国人のための生

活情報（日本語 目

次） 

http://www.ia-

ibaraki.or.jp/kokusai/

paper/guide/lifeguide

/japanese/index.html 

緊急時の対応、住まい、在留手続、医

療、福祉、労働、税金、教育などの情

報を、日本語、英語、タガログ語、ポ

ルトガル語、中国語、タイ語、スペイ

ン語、韓国語、インドネシア語の 9言

語で提供している。 

栃木県 

(30，087) 

【17】 

国際課 http://www.pref.tochi

gi.lg.jp/f04/index.htm

l 

主に海外との経済交流についての情報

と、栃木県国際課の仕事内容について

の説明を扱っている。 

国際・海外 http://www.pref.tochi

gi.lg.jp/kurashi/koku

sai/index.html 

パスポート、外国人生活支援、国際協

力、海外との交流などについての情報

を扱う。 

外国人生活支援 http://www.pref.tochi

gi.lg.jp/kurashi/koku

sai/gaikokujin/index.

html 

英語、中国語、ポルトガル語、スペイ

ン語、タイ語、韓国・朝鮮語、タガロ

グ語の指さし会話帳、外国人向けの「地

震、災害時のための避難カード」など

を提供している。 

群馬県 

(41，181) 

【14】 

国際戦略ポータル

サイト 

http://www.pref.gun

ma.jp/07/c3600166.ht

ml 

海外からの観光誘客、農畜産物等の海

外への販路拡大、海外へのビジネス展

開を目指す事業者への支援に関係する

情報などを紹介している。 

多文化共生 http://www.pref.gun

ma.jp/cate_list/ct000

01072.html 

多文化共生推進に対する県の考え方に

ついて説明し、多文化共生推進の取り

組みの報告もしている。 

http://www.pref.fukushima.jp/kokusai/contents/tabunka/index.html
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http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/kokuko.htm
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埼玉県 

(117，845） 

【5】 

国際課 http://www.pref.saita

ma.lg.jp/soshiki/d06/ 

災害関連情報、国際交流・協力、グロ

ーバル人材育成、多文化共生について

の情報を扱う。英語、中国語、韓国語、

ポルトガル語、スペイン語で閲覧でき

る。多文化共生の項目では、「外国人に

やさしい日本語表現の手引」や、「外国

人の生活ガイド」、「外国語で対応でき

る医療機関について」、「母国語生活情

報ナビ」、「外国人総合相談センター埼

玉」などの情報が提供されている。 

母国語生活情報ナ

ビ 

http://www.pref.saita

ma.lg.jp/site/tabunka

kyousei/bokokugona

vi.html 

日本に滞在するための手続き、緊急時

の対応、雇用・労働、医療・公的医療

保険、教育・日本語学習などについて

の情報が 6言語で提供されている。 

千葉県 

(105，523) 

【6】 

ちば国際情報広場 http://www.pref.chib

a.lg.jp/kokusai/kokus

aikouryuu/hiroba.ht

ml 

国際交流・協力、海外メディアへの情

報発信、国際関係の各種資料、観光案

内、外国人住民向けの情報などを扱う。 

生活ガイドブック

「ハローちば」 

http://www.pref.chib

a.lg.jp/kokusai/helloc

hiba.html 

緊急時の対応、災害対策、行政手続き、

医療、教育、労働、住まい、交通など

の生活全般にかかわる情報を、英語、

中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、

ポルトガル語、タガログ語、タイ語の

7言語で提供している。 

東京都 

(393，585) 

【1】 

知事本局外務部 東

京都の都市外交 

http://www.chijihon.

metro.tokyo.jp/gaimu

ka/index.html 

主に姉妹友好都市との交流関係や表敬

訪問についての情報を発信している。 

地域国際化の推進

（在住外国人支援

等） 

http://www.seikatub

unka.metro.tokyo.jp/

index3.htm 

外国人向け防災リーフレットが日本

語、英語、中国語、韓国・朝鮮語の 4言

語で提供されている。また、地域国際

化の企画・調整や、東京都災害（語学）

ボランティア、東京都在住外国人支援

事業助成についての情報も扱う。 

神奈川県 

(162，142) 

【4】 

県民局 くらし県民

部 国際課 

http://www.pref.kana

gawa.jp/div/0215/ 

外国人住民向けの情報、また、神奈川

県の外国籍県民に関する取り組み、国

際交流・国際協力に関する取り組み、

非核・平和に向けての取り組みなどに

http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/d06/
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/d06/
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/tabunkakyousei/bokokugonavi.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/tabunkakyousei/bokokugonavi.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/tabunkakyousei/bokokugonavi.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/tabunkakyousei/bokokugonavi.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/kokusaikouryuu/hiroba.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/kokusaikouryuu/hiroba.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/kokusaikouryuu/hiroba.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/kokusaikouryuu/hiroba.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/hellochiba.html
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http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/gaimuka/index.html
http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/gaimuka/index.html
http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/gaimuka/index.html
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index3.htm
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index3.htm
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index3.htm
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0215/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0215/
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ついての情報も扱っている。 

生活情報（やさしい

日本語） 

http://www.pref.kana

gawa.jp/mlt/f421219/ 

外国人のための相談窓口、外国人のた

めの生活情報誌、多文化共生のための

イベント、一般通訳支援事業、医療通

訳派遣システム事業などの情報を扱

う。これらの情報は日本語だけでなく、

英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイ

ン語、ポルトガル語、タガログ語、タ

イ語、ベトナム語、ラオス語、カンボ

ジア語の 10言語で提供されている。 

神奈川県 災害時

外国人住民支援の

ページ（やさしい日

本語） 

 

http://www.pref.kana

gawa.jp/cnt/p453461.

html 

緊急情報、防災訓練のお知らせを発信

するほか、各市町村で作られた防災ガ

イドを紹介している。このページは英

語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン

語、ポルトガル語、タガログ語、タイ

語、ベトナム語、ラオス語、カンボジ

ア語の 10言語で提供されている。 

多言語情報一覧 http://www.pref.kana

gawa.jp/cnt/f4248/p1

1909.html 

神奈川県が提供している多言語情報

（最大で日本語、英語、中国語、韓国・

朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、

タガログ語、タイ語、ベトナム語、ラ

オス語、カンボジア語の 11言語）のう

ち、ホームページで提供できるものを

まとめて掲載している。どの情報を何

語で得ることができるのかが一目でわ

かるようになっている。 

新潟県 

(13，134) 

【25】 

新潟県国際課 http://www.pref.niiga

ta.lg.jp/kokusai/ 

新潟県の国際化施策、国際経済施策、

友好諸都市との交流、知事・副知事・

県庁への海外関係者の訪問、海外事務

所、外国人サポート、多言語防災パン

フレット（やさしい日本語、英語、中

国語、ロシア語、韓国語、タガログ語、

ポルトガル語）などの情報を扱ってい

る。 

外国人サポート http://www.pref.niiga

ta.lg.jp/kokusai/1203

354063648.html 

在住外国人のための災害情報、生活情

報を扱う。 

http://www.pref.kanagawa.jp/mlt/f421219/
http://www.pref.kanagawa.jp/mlt/f421219/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p453461.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p453461.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p453461.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4248/p11909.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4248/p11909.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4248/p11909.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/kokusai/
http://www.pref.niigata.lg.jp/kokusai/
http://www.pref.niigata.lg.jp/kokusai/1203354063648.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/kokusai/1203354063648.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/kokusai/1203354063648.html
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富山県 

(13，646) 

【23】 

観光・地域振興局 

国際・日本海政策課 

 

http://www.pref.toya

ma.jp/cms_sec/1402/i

ndex.html 

外国人向け生活相談窓口、電話通訳サ

ポートについての情報、富山県の多文

化共生推進プランや審議会についての

情報などを扱う。財団法人自治体国際

化協会（CLAIR）の多言語生活情報も

紹介されている。 

石川県 

(10，839) 

【28】 

観光戦略推進部国

際交流課 

http://www.pref.ishik

awa.lg.jp/kokusai/ 

国際交流課の事業、石川県の友好交流

地域、留学などの情報を扱う。 

福井県 

(12，202) 

【26】 

観光振興課 http://www.pref.fuku

i.jp/doc/kankou/index

.html 

福井県へのアクセスや物産など観光に

関する情報と、国際交流、国際協力、

地域の国際化（在住外国人向けの情報

も含む）に関する情報を扱う。 

FUKUI で暮らす

ために 在住外国

人の方のための生

活情報 

http://info.pref.fukui.

jp/kokusai/tagengo/ 

外国人登録、仕事、医療、結婚、出産、

子育て、教育、交通、法律相談、税金

など、暮らし全般にかかわる情報が

Q&A形式で提供されている。また、緊

急時の対応や、国際交流、福井のお出

かけ情報も扱う。日本語、英語、中国

語、ポルトガル語の 4言語で提供され

ている。 

山梨県 

(14，388) 

【21】 

国際交流課 http://www.pref.yam

anashi.jp/kokusai/ 

国際交流、国際協力、観光・経済交流

に関する情報を扱う。 

生活情報ガイドブ

ック（6カ国語版） 

http://www.pref.yam

anashi.jp/kokusai/24

720134982.html 

外国人住民向けの生活情報として、「医

療機関受診ハンドブック」「就学ガイド

ブック」「子育て支援ガイドブック」が

日本語、ポルトガル語、中国語、ハン

グル語、英語、スペイン語の 6カ国語

で提供されている。 

長野県 

(31，788) 

【16】 

国際課紹介 http://www.pref.naga

no.lg.jp/kokusai/kens

ei/soshiki/soshiki/ken

cho/kokusai/index.ht

ml 

主に海外友好・姉妹都市との関係や海

外県人会等の国際交流情報と、多文化

共生に関する情報を扱う。 

多文化共生推進メ

インページ 

http://www.pref.naga

no.lg.jp/kokusai/sang

yo/kokusai/tabunka/t

多言語情報（生活ガイド、緊急情報、

母国語情報誌など）、多文化共生事業

（多文化共生施策一覧、法律・行政相

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1402/index.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1402/index.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1402/index.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kokusai/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kokusai/
http://www.pref.fukui.jp/doc/kankou/index.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/kankou/index.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/kankou/index.html
http://info.pref.fukui.jp/kokusai/tagengo/
http://info.pref.fukui.jp/kokusai/tagengo/
http://www.pref.yamanashi.jp/kokusai/
http://www.pref.yamanashi.jp/kokusai/
http://www.pref.yamanashi.jp/kokusai/24720134982.html
http://www.pref.yamanashi.jp/kokusai/24720134982.html
http://www.pref.yamanashi.jp/kokusai/24720134982.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kokusai/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kokusai/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kokusai/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kokusai/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kokusai/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/sangyo/kokusai/tabunka/tabunka/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/sangyo/kokusai/tabunka/tabunka/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/sangyo/kokusai/tabunka/tabunka/index.html
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abunka/index.html 
談、外国籍県民意見交換会等）などの

情報を扱う。 

新しく長野県に住

む外国出身の方の

ための生活ガイド

ブック  

 

http://www.pref.naga

no.lg.jp/kokusai/sang

yo/kokusai/tabunka/t

abunka/guide.html 

引っ越してからすべきこと、警察・消

防への緊急通報、防災、近所づきあい、

多言語相談窓口や各種役所の電話番号

などの情報を扱う。日本語、ポルトガ

ル語、中国語、タガログ語、タイ語、

英語の 6言語で提供されている。 

岐阜県 

(45，878) 

【12】 

国際戦略推進課の

紹介 

http://www.pref.gifu.l

g.jp/soshiki/shoko-

rodo/kokusai/ 

主に、岐阜県国際戦略推進課の仕事に

ついて書かれている。海外戦略、国際

交流、国際協力については、より詳し

いページへリンクできるようになって

いる。（財）岐阜県国際交流センターの

ホームページが紹介されている。 

静岡県 

(77，353) 

【8】 

国際交流 http://www.pref.shiz

uoka.jp/a_content/5_

05.html 

姉妹都市などとの国際交流、国際協力、

多文化共生の地域づくりに関する情報

などを扱う。 

多文化共生の地域

づくり 

http://www.pref.shiz

uoka.jp/kikaku/ki-

140/takikaku.html 

このページは英語とポルトガル語でも

提供されている。多文化共生推進基本

計画、多文化共生審議会、静岡県多文

化共生推進会議、国際交流員による異

文化レポートなどについて主に書かれ

ている。 

愛知県 

(195，970) 

【3】 

地域振興部 国際課 http://www.pref.aichi

.jp/kokusai/ 

国際交流・国際化の推進や多文化共生

社会づくり、留学生に関する情報など

を提供している。 

地域振興部 国際

課 多文化共生推

進室 あいち多文

化共生ネット 

http://www.pref.aichi

.jp/kokusai/tabunka.

html 

多文化共生推進室の取り組みや愛知県

の多文化共生関連施策に関する情報が

多数掲載されている。外国人の子ども

たちおよび保護者向けの進路応援ガイ

ドブック（ポルトガル語、スペイン語、

フィリピン語、繁体中国語、簡体中国

語）、母語教育サポートブック（ポルト

ガル語、スペイン語、フィリピン語、

中国語、韓国・朝鮮語）、「やさしい日

本語」の手引きなども提供されている。 

三重県 三重県環境生活部 http://www.pref.mie.l 多文化共生社会づくりの推進に関する

http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/sangyo/kokusai/tabunka/tabunka/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/sangyo/kokusai/tabunka/tabunka/guide.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/sangyo/kokusai/tabunka/tabunka/guide.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/sangyo/kokusai/tabunka/tabunka/guide.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/sangyo/kokusai/tabunka/tabunka/guide.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/shoko-rodo/kokusai/
http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/shoko-rodo/kokusai/
http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/shoko-rodo/kokusai/
http://www.pref.shizuoka.jp/a_content/5_05.html
http://www.pref.shizuoka.jp/a_content/5_05.html
http://www.pref.shizuoka.jp/a_content/5_05.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-140/takikaku.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-140/takikaku.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-140/takikaku.html
http://www.pref.aichi.jp/kokusai/
http://www.pref.aichi.jp/kokusai/
http://www.pref.aichi.jp/kokusai/tabunka.html
http://www.pref.aichi.jp/kokusai/tabunka.html
http://www.pref.aichi.jp/kokusai/tabunka.html
http://www.pref.mie.lg.jp/TABUNKA/HP/
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(42，879) 

【13】 

多文化共生課 g.jp/TABUNKA/HP/ 
県の取り組みや留学生支援に関する情

報に加えて、平成 23年台風 12号の関

連情報、東日本大震災の関連情報を扱

う。また、お役立ち情報の項目では、

三重県多言語情報提供サイトへのリン

クがポルトガル語、スペイン語、英語

で提供されている。 

滋賀県 

(24，809) 

【18】 

国際・海外 http://www.pref.shig

a.lg.jp/kurashi/kokus

ai/index.html 

国際化施策、国際交流・留学、国際協

力、多文化共生施策についての情報を

扱う。 

多文化共生施策 http://www.pref.shig

a.lg.jp/kurashi/kokus

ai/gaikokujin/index.h

tml 

多文化共生事業（主に多文化共生講

座）、しが多文化共生推進会議、しが多

文化共生推進プランなどについての情

報を扱う。 

京都府 

(52，096) 

【10】 

知事直轄組織 国際

課 

http://www.pref.kyot

o.jp/info/gyosei/soshi

ki/003/index.html 

主に国際課の業務についての情報や、

留学生関連の新着情報などを主に扱

う。 

国際交流・パスポー

ト 

http://www.pref.kyot

o.jp/kyoiku/kokusai/i

ndex.html 

友好都市、留学生招致、名誉友好大使

など国際交流に関する情報や、在住外

国人支援に関する情報などを扱う。 

在住外国人・留学生

等のための生活サ

ポート情報 

http://www.pref.kyot

o.jp/kokusai/1010003

0.html 

在住外国人に対する生活情報（日本語、

中国語、韓国・朝鮮語の 3言語による

医療ガイドブックや、日本語、英語、

中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、

スペイン語、タガログ語の 7言語によ

る安心・安全情報リーフレットなど）、

在住外国人に対する相談窓口、外国人

留学生に対する情報を扱う。 

大阪府 

(203，288) 

【2】 

都市魅力創造局 国

際課 

http://www.pref.osak

a.jp/kanko/ 

国際化施策推進の方針、海外友好都市

との交流、国際交流・国際協力・大阪

プロモーション、多文化共生などにつ

いての情報を扱う。 

多文化共生に関す

るページ 

http://www.pref.osak

a.jp/kokusai/tabunka

/index.html 

生活（医療、労働、防災など含む）、教

育、観光、ビジネスなどに関する情報

を扱う。情報により、提供されている

言語数は異なっている。 

大阪府外国人情報 http://www.pref.osak 外国人住民向けの電話相談窓口と、ト

http://www.pref.mie.lg.jp/TABUNKA/HP/
http://www.pref.shiga.lg.jp/kurashi/kokusai/index.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/kurashi/kokusai/index.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/kurashi/kokusai/index.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/kurashi/kokusai/gaikokujin/index.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/kurashi/kokusai/gaikokujin/index.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/kurashi/kokusai/gaikokujin/index.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/kurashi/kokusai/gaikokujin/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/003/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/003/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/003/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/kyoiku/kokusai/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/kyoiku/kokusai/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/kyoiku/kokusai/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/kokusai/10100030.html
http://www.pref.kyoto.jp/kokusai/10100030.html
http://www.pref.kyoto.jp/kokusai/10100030.html
http://www.pref.osaka.jp/kanko/
http://www.pref.osaka.jp/kanko/
http://www.pref.osaka.jp/kokusai/tabunka/index.html
http://www.pref.osaka.jp/kokusai/tabunka/index.html
http://www.pref.osaka.jp/kokusai/tabunka/index.html
http://www.pref.osaka.jp/kokusai/soudan/index.html
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コーナー a.jp/kokusai/soudan/i

ndex.html 

リオフォンによる電話通訳について。 

兵庫県 

(97，164) 

【7】 

国際交流 http://web.pref.hyogo

.lg.jp/interaction/cate

2_504.html 

国際交流活動、友好・姉妹提携、国際

経済交流、観光、海外事務所、外国人

県民の暮らしなどの情報を扱う。 

外国人県民の暮ら

し 

http://web.pref.hyogo

.lg.jp/interaction/cate

3_509.html 

兵庫県外国人県民共生会議や外国人県

民のための相談窓口、情報提供などに

ついての情報を扱う。 

外国人県民のため

の相談窓口、情報提

供 

http://web.pref.hyogo

.lg.jp/ie12/ie12_0000

00006.html 

外国人県民インフォメーションセンタ

ーによる生活相談・情報提供や、各市

町村、NGOなどによる外国人相談窓口

などが紹介されている。 

奈良県 

(11，137) 

【27】 

国際課 

 

http://www.pref.nara

.jp/8956.htm 

海外友好提携先との交流や観光につい

ての情報を主に扱う。外国人支援セン

ターを紹介している。 

外国人支援センタ

ー 

http://www.pref.nara

.jp/31640.htm 

生活情報（外国人相談窓口、外国人の

ための生活情報、防災ガイド、にほん

ご教室など）、災害時外国人支援情報、

留学生向けの情報、国際交流・国際協

力に関する情報などを扱う。英語、中

国語、ポルトガル語での閲覧が可能。 

和歌山県 

(5，791) 

【38】 

企画部企画政策局

文化国際課 

 

http://www.pref.wak

ayama.lg.jp/prefg/02

2100/index.html 

主に文化振興と国際交流に関する情報

を扱う。 

鳥取県 

(3，947) 

【44】 

文化観光局 国際

交流 

http://www.pref.totto

ri.lg.jp/dd.aspx?men

uid=6140 

県による国際交流、地域における国際

交流、国際協力などの情報を扱う。 

外国語による生活

情報の提供 

http://www.pref.totto

ri.lg.jp/6152.htm 

防災マニュアルが日本語、英語、繁体

字中文、簡体字中文、韓国語の 5言語

で提供されている。また、外国語で情

報提供を行っている機関（財団法人自

治体国際化協会や外務省など）のリン

クが紹介されている。 

島根県 

(5，486) 

【39】 

ようこそ文化国際

課のホームページ

へ 

 

http://www.pref.shim

ane.lg.jp/bunkakoku

sai/ 

国際交流と文化振興についての情報を

扱う。 

http://www.pref.osaka.jp/kokusai/soudan/index.html
http://www.pref.osaka.jp/kokusai/soudan/index.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/interaction/cate2_504.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/interaction/cate2_504.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/interaction/cate2_504.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/interaction/cate3_509.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/interaction/cate3_509.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/interaction/cate3_509.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/ie12/ie12_000000006.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/ie12/ie12_000000006.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/ie12/ie12_000000006.html
http://www.pref.nara.jp/31640.htm
http://www.pref.nara.jp/31640.htm
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/022100/index.html
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/022100/index.html
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/022100/index.html
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=6140
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=6140
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=6140
http://www.pref.tottori.lg.jp/6152.htm
http://www.pref.tottori.lg.jp/6152.htm
http://www.pref.shimane.lg.jp/bunkakokusai/
http://www.pref.shimane.lg.jp/bunkakokusai/
http://www.pref.shimane.lg.jp/bunkakokusai/
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しまねの国際化 http://www.pref.shim

ane.lg.jp/life/internat

ional/kouryu/kokusai

/ 

国際交流（JETプログラム、海外友好

都市関係）、国際協力、多文化共生の情

報を扱う。 

外国人（がいこくじ

ん）のみなさまへ 

http://www.pref.shim

ane.lg.jp/life/internat

ional/kouryu/kokusai

/gaikokujinnsienn/ 

主にインフルエンザやノロウィルス、

熱中症など健康に関する情報と、災害

関連情報を発信している。 

岡山県 

(20，968) 

【20】 

国際課 http://www.pref.okay

ama.jp/soshiki/19/ 

おかやま生活情報、グローバル人材育

成、多文化共生、日本語教育、国際貢

献、国際交流についての情報を扱う。 

おかやま生活情報 http://www.pref.okay

ama.jp/page/277166.

html 

防災、災害時対応、気象状況、医療等

に関する情報が外国人向けに発信され

ている。英語、中国語、韓国語での閲

覧ができる。情報によっては、ポルト

ガル語で提供されているものもある。 

広島県 

(38，545) 

【15】 

国際課 http://www.pref.hiros

hima.lg.jp/soshiki/38/ 

国際交流、多文化共生社会づくりなど

についての情報を扱う。 

暮らしの手引き広

島～外国籍県民の

みなさんへ～ 

http://hiint.hiroshim

a-

ic.or.jp/tabunka/lifeg

uide/index.html 

医療・保健・福祉、教育・奨学制度、

労働、住宅、県政への意見反映、生活

一般、役所への届け出などの情報を扱

う。日本語、英語、中国語、韓国語、

スペイン語、ポルトガル語、フィリピ

ン語の 7言語で提供されている。 

山口県 

(13,495) 

【24】 

総合企画部 国際課 http://www.pref.yam

aguchi.lg.jp/cms/a12

900/index/ 

国際交流員、国際化推進（海外友好都

市との交流など）の情報や、在住外国

人向けの情報などを扱う。在住外国人

向けの項目では、災害などの緊急情報、

防災情報、イベント情報、生活情報な

どを日本語、英語、韓国語、中国語の

4言語で提供している。 

徳島県 

(4,981) 

【41】 

観光国際局 国際戦

略課 

http://www.pref.toku

shima.jp/soshiki/kok

usaisenryakuka/ 

友好都市との交流、徳島県上海事務所、

観光関連情報などを扱う。 

外国語（英語・中国

語）版生活情報 

http://www.pref.toku

shima.jp/docs/200909

2400208/ 

緊急時の対応、日本に住むための手続

き、日常生活（住宅、電気・ガス・水

道、銀行、ごみなど）、医療、仕事、教

http://www.pref.shimane.lg.jp/life/international/kouryu/kokusai/
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/international/kouryu/kokusai/
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/international/kouryu/kokusai/
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/international/kouryu/kokusai/
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/19/
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/19/
http://www.pref.okayama.jp/page/277166.html
http://www.pref.okayama.jp/page/277166.html
http://www.pref.okayama.jp/page/277166.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/38/
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/38/
http://hiint.hiroshima-ic.or.jp/tabunka/lifeguide/index.html
http://hiint.hiroshima-ic.or.jp/tabunka/lifeguide/index.html
http://hiint.hiroshima-ic.or.jp/tabunka/lifeguide/index.html
http://hiint.hiroshima-ic.or.jp/tabunka/lifeguide/index.html
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12900/index/
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12900/index/
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12900/index/
http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/kokusaisenryakuka/
http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/kokusaisenryakuka/
http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/kokusaisenryakuka/
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2009092400208/
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2009092400208/
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2009092400208/
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育、税などの情報を英語と中国語で提

供している。 

香川県 

(8,277) 

【34】 

香川県総務部知事

公室国際課 

http://www.pref.kaga

wa.lg.jp/kokusai/inde

x.html 

外国人住民向けの生活、医療、防災な

どに関する情報と、友好都市関係、

KAGAWA アンバサダー、国際交流員

など国際交流に関する情報を主に扱

う。外国人住民向けの項目では、財団

法人自治体国際化協会の多言語生活情

報や、香川県が作成した防災ガイドブ

ックなどが紹介されている。 

愛媛県 

(8,905) 

【33】 

国際交流課 http://www.pref.ehim

e.jp/h30600/h30600.h

tml 

在外愛媛県人会、友好都市関係者訪問

など国際交流に関する情報を主に扱

う。在住外国人支援に関する情報に関

しては、愛媛県国際交流センターのサ

イトが紹介されている。 

高知県 

(3,380) 

【47】 

文化生活部 国際交

流課 

http://www.pref.koch

i.lg.jp/soshiki/141901

/ 

主に、国際交流員の紹介など国際交流

に関する情報などを扱う。また、高知

県の歴史・文化・見どころなどをまと

めた観光ガイドブック「ガイドブック

高知」が英語、中国語、韓国語の 3言

語で提供されている。 

福岡県 

(53,356) 

【9】 

国際交流 http://www.pref.fuku

oka.lg.jp/life/6/46/ 

友好提携先との交流など国際交流、外

国との協力関係、多文化共生（留学生、

在住外国人支援）、在外福岡県人会、海

外事務所などの情報を扱う。 

在住外国人のお役

立ち情報 

http://www.pref.fuku

oka.lg.jp/e03/seikatu

gaido.html 

財団法人福岡県国際交流センターが作

成した「福岡県生活ガイド」や生活相

談窓口、財団法人自治体国際化協会の

「多言語生活情報」が紹介されている。 

佐賀県 

(4,360) 

【42】 

国際・パスポート http://www.pref.saga.

lg.jp/web/kankou/_12

67.html 

在住外国人向け情報、国際交流、国際

協力、海外佐賀県人会などの情報を扱

う。在住外国人向け情報の項目では、

外国人向けの生活全般の相談、法律相

談などを行う財団法人佐賀県国際交流

協会が紹介されている。 

長崎県 

(7,289) 

国際課 http://www.pref.naga

saki.jp/section/kokus

海外との姉妹都市関係、海外技術研修

員受入事業、海外長崎県人会、国際交

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kokusai/index.html
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kokusai/index.html
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kokusai/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h30600/h30600.html
http://www.pref.ehime.jp/h30600/h30600.html
http://www.pref.ehime.jp/h30600/h30600.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141901/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141901/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141901/
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/e03/seikatugaido.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/e03/seikatugaido.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/e03/seikatugaido.html
http://www.pref.nagasaki.jp/section/kokusai/index.html
http://www.pref.nagasaki.jp/section/kokusai/index.html
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【35】 ai/index.html 
流員などの情報を扱う。 

熊本県 

(9,110) 

【32】 

国際課 http://www.pref.kum

amoto.jp/soshiki/169/ 

主に、国際交流、貿易・経済交流の情

報を扱う。外国人を対象に生活や医療、

教育、労働等に関する相談を受け付け

る国際相談コーナーが紹介されてい

る。 

大分県 

(9,908) 

【29】 

国際政策課 http://www.pref.oita.j

p/soshiki/10140/ 

留学生支援、国際交流・協力、ビジネ

スの拡大や観光客誘致に関する海外戦

略などの情報を扱う。 

宮崎県 

(4,125) 

【43】 

教育・文化（国際交

流・協力） 

http://www.pref.miya

zaki.lg.jp/index/categ

ory/03_international.

html 

国際交流事業の募集のお知らせや、国

際交流員の紹介、海外の宮崎県人会の

紹介などの情報を扱う。 

鹿児島県 

(6,317) 

【36】 

国際交流・パスポー

ト 

http://www.pref.kago

shima.jp/kyoiku-

bunka/kokusai/index

.html 

かごしまクラブ、アジア・太平洋農村

研修村、国際交流・国際協力などに関

する情報を扱う。 

沖縄県 

(9,404) 

【30】 

知事公室 広報交流

課 

http://www.pref.okin

awa.lg.jp/site/chijiko/

kohokoryu/ 

世界のウチナーチュ大会、沖縄県人会、

国際交流・協力事業、在住外国人向け

の生活ガイドなどに関する情報を扱

う。 

多国籍県民暮らし

のガイド 

http://www.pref.okin

awa.lg.jp/site/chijiko/

kohokoryu/honka/10

126.html 

緊急時の電話番号、医療に関する情報、

生活全般に関する情報が提供されてい

る。医療に関する情報と生活情報は、

財団法人自治体国際化協会など外部の

サイトが紹介されている。 

 

*表中の外国人登録者数及びその順位は、平成 24年 12月末現在、法務省入国管理局の資料によるもので

す。 

 

【２】政令指定都市編 

都市 ページ名 アドレス メモ 

札幌市 国際交流 http://www.city.sap

poro.jp/kokusai/ 

姉妹都市、国際化に関する計画、国際協力、札幌留学

生交流センター、在札幌外国公館等の情報を扱う。 

さ っ ぽ ろ 

くらしのガ

イド 

http://www.city.sap

poro.jp/kokusai/ha

ndbook/index.html 

相談窓口、緊急時の対応、法律上の手続き、医療、教

育などに関する情報を、日本語、英語、中国語、韓国

語、ロシア語で提供している。 

http://www.pref.nagasaki.jp/section/kokusai/index.html
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/169/
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/169/
http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/
http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/index/category/03_international.html
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/index/category/03_international.html
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/index/category/03_international.html
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/index/category/03_international.html
http://www.pref.kagoshima.jp/kyoiku-bunka/kokusai/index.html
http://www.pref.kagoshima.jp/kyoiku-bunka/kokusai/index.html
http://www.pref.kagoshima.jp/kyoiku-bunka/kokusai/index.html
http://www.pref.kagoshima.jp/kyoiku-bunka/kokusai/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kokusai/
http://www.city.sapporo.jp/kokusai/
http://www.city.sapporo.jp/kokusai/handbook/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kokusai/handbook/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kokusai/handbook/index.html
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仙台市 仙台市の国

際交流 

http://www.city.sen

dai.jp/koryu/11954

32_2446.html 

姉妹・友好都市、協定締結都市、国際交流員等の情報

を扱う。 

仙台生活情

報ページ（多

言語版） 

http://www.city.sen

dai.jp/language/120

7815_1999.html 

住民登録、引越し、公的医療保険、税金、子育て、緊

急・防災、日本語学習など、仙台市での生活に関する

情報を日本語、英語、中国語、韓国語で提供している。 

さいたま

市 

観光政策部

国際課の紹

介 

http://www.city.sait

ama.jp/006/015/048

/002/p011444.html 

課の業務、さいたま市国際化推進基本計画、姉妹都

市・友好都市等の情報を扱う。 

多文化共生 http://www.city.sait

ama.jp/001/016/004

/index.html 

さいたま市外国人市民懇話会についての情報を扱

う。 

千葉市 総務局市長

公室国際交

流課 

http://www.city.chi

ba.jp/somu/shichok

oshitsu/kokusai/ind

ex.html 

千葉市生活ガイドブック、姉妹・友好都市との交流、

国際交流、外国人市民懇談会などの情報を扱う。千葉

市生活ガイドブックは、緊急時対応、医療、ごみの捨

て方、交通、自治会などに関する情報を英語、中国語、

韓国語、スペイン語で提供している。 

横浜市 政策局国際

政策課 

http://www.city.yok

ohama.lg.jp/seisaku

/kokusai/ 

国際交流、国際協力、多文化共生、国際平和に関する

横浜市の取り組みについて情報を発信している。 

横浜市の多

文化共生の

取り組みに

ついて 

http://www.city.yok

ohama.lg.jp/seisaku

/kokusai/coexistenc

e/ 

ヨコハマ国際まちづくり推進事業、日本語学習支援

事業、外国人意識調査、国際交流ラウンジなどに関す

る情報を扱う。 

多言語によ

る相談・情報

提供 

http://www.city.yok

ohama.lg.jp/seisaku

/kokusai/coexistenc

e/counceling.html 

あーすぷらざ、かながわ労働センターなどの相談窓

口や、「くらしのガイド」、多言語ラジオ放送などの多

言語情報を紹介している。 

 暮らしのガ

イド 

http://www.city.yok

ohama.lg.jp/shimin/

koho/lifeguide/ 

日常生活に関する情報（防災・防犯、出産、子育て、

医療、労働、税金、交通など）を提供している。英語、

中国語（簡体字・繁体字）、ハングル、スペイン語、

ポルトガル語、やさしいにほんご版があるが、ウェブ

上では日本語版しか閲覧することができない。この

ガイドブックは、区役所や市立図書館、市民情報セン

ターなどで無料配布されている。 

http://www.city.sendai.jp/koryu/1195432_2446.html
http://www.city.sendai.jp/koryu/1195432_2446.html
http://www.city.sendai.jp/koryu/1195432_2446.html
http://www.city.sendai.jp/language/1207815_1999.html
http://www.city.sendai.jp/language/1207815_1999.html
http://www.city.sendai.jp/language/1207815_1999.html
http://www.city.saitama.jp/006/015/048/002/p011444.html
http://www.city.saitama.jp/006/015/048/002/p011444.html
http://www.city.saitama.jp/006/015/048/002/p011444.html
http://www.city.saitama.jp/001/016/004/index.html
http://www.city.saitama.jp/001/016/004/index.html
http://www.city.saitama.jp/001/016/004/index.html
http://www.city.chiba.jp/somu/shichokoshitsu/kokusai/index.html
http://www.city.chiba.jp/somu/shichokoshitsu/kokusai/index.html
http://www.city.chiba.jp/somu/shichokoshitsu/kokusai/index.html
http://www.city.chiba.jp/somu/shichokoshitsu/kokusai/index.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/coexistence/
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/coexistence/
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/coexistence/
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/coexistence/
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/coexistence/counceling.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/coexistence/counceling.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/coexistence/counceling.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/coexistence/counceling.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/lifeguide/
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/lifeguide/
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/lifeguide/
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川崎市 国際施策調

整室 

http://www.city.kaw

asaki.jp/160/soshiki

/1-3-0-0-0.html 

国際交流員、友好・姉妹都市、川崎市国際交流センタ

ー、川崎の魅力・みどころなどの情報を扱う。 

外国人窓口

相談 

http://www.city.kaw

asaki.jp/160/page/0

000055046.html 

外国人住民が生活で困っていることを相談できる窓

口を紹介している。英語、中国語、韓国語、ポルトガ

ル語、スペイン語、フィリピン語で閲覧可能。 

相模原市 国際・平和 http://www.city.sag

amihara.kanagawa

.jp/kokusai_kouryu/

index.html 

国際交流、国際理解、国際協力、平和に関する情報を

扱う。 

新潟市 国際課 http://www.city.niig

ata.lg.jp/shisei/sosh

iki/soshikiinfo/kank

o-

kokusai/kokusaika.

html 

国際交流、新潟市国際交流協会、新潟国際友好会館、

海外拠点事務所などの情報を扱う。新潟市国際交流

協会のページに多言語情報が掲載されている。 

静岡市 男女参画・市

民協働推進

課トップペ

ージ 

http://www.city.shiz

uoka.jp/deps/danjo/

index.html 

男女共同参画、外国人市民懇話会、外国人相談窓口、

国際交流員、国際理解講座などの情報を扱う。 

浜松市 浜松市の多

文化共生・国

際交流 

http://www.city.ha

mamatsu.shizuoka.

jp/kokusai/kokusai/

kokusaitoppage.ht

ml 

浜松市多文化共生都市ビジョン、浜松市における南

米系外国人及び日本人の実態調査結果に関する情報

を扱う。 

名古屋市 国際交流 http://www.city.nag

oya.jp/kurashi/cate

gory/11-3-0-0-0-0-0-

0-0-0.html 

名古屋市国際交流事業のあらまし、名古屋市国際交

流活動助成、姉妹友好都市交流事業、名古屋市国際交

流展示室、名古屋生活ガイド、多文化共生事業などの

情報を扱う。 

名古屋生活

ガイド 

http://www.city.nag

oya.jp/kurashi/cate

gory/11-3-8-0-0-0-0-

0-0-0.html 

電気・ガス・水道、ごみ処理、緊急時対応、医療、教

育、住宅など、日常生活に関する情報を、日本語、英

語、中国語、ハングル、ポルトガル語、スペイン語、

フィリピノ語、ベトナム語で提供している。 

京都市 国際化 http://www.city.kyot

o.lg.jp/menu5/categ

ory/67-0-0-0-0-0-0-

0-0-0.html 

賓客訪問、友好都市・世界歴史都市連盟、多文化共生、

留学生、国際交流協会、国際交流推進プランなどの情

報を扱う。 

http://www.city.kawasaki.jp/160/soshiki/1-3-0-0-0.html
http://www.city.kawasaki.jp/160/soshiki/1-3-0-0-0.html
http://www.city.kawasaki.jp/160/soshiki/1-3-0-0-0.html
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多文化共生 http://www.city.kyot

o.lg.jp/menu5/categ

ory/67-4-0-0-0-0-0-

0-0-0.html 

京都市多文化施策懇話会、多国籍市民行政サービス

利用等通訳・相談事業、外国語 FM 放送局  FM 

COCOLO “KYOTO CITY INFORMATION”、外国人

のための情報提供などの情報を扱う。 

外国人のた

めのその他

情報提供 

http://www.city.kyot

o.lg.jp/sogo/page/00

00062673.html 

京都市生活ガイド（英語、中国語、ハングル、スペイ

ン語）、京都市生活地図（英語）、メディカルハンドブ

ック（英語、中国語、ハングル、スペイン語）の配布

場所について情報を提供している。 

大阪市 経済戦略局 

国際交流の

情報 

http://www.city.osa

ka.lg.jp/keizaisenry

aku/category/1433-

0-0-0-0.html 

大阪市国際交流施策の概要、在住・来阪外国人のため

の情報、外国政府機関へのプロモーション、大阪市の

海外ネットワーク、国際貢献・国際交流などの情報を

扱う。 

在住・来阪外

国人向け生

活サポート 

http://www.city.osa

ka.lg.jp/keizaisenry

aku/page/00000724

20.html 

外国人のための相談窓口、Living Information、「在

留資格」無料相談、多文化共生の取り組み、大阪国際

交流センター、多言語大阪音声観光ガイドなどの情

報を扱う。 

外国人のた

めの Living 

Information 

http://www.city.osa

ka.lg.jp/contents/w

du020/enjoy/jp/inde

x.html 

緊急時対応、医療、各種手続き、住宅、ごみの出し方、

税金、公共サービス、教育、育児、介護などの情報を

英語、中国語、ハングル、スペイン語、ポルトガル語

で提供している。 

堺市 国際交流 http://www.city.sak

ai.lg.jp/shisei/kokus

ai/index.html 

姉妹・友好都市等との国際交流、国際交流イベント、

市立国際交流プラザ、多文化共生などの情報を扱う。 

多文化共生 http://www.city.sak

ai.lg.jp/shisei/kokus

ai/suishin/kyosei/in

dex.html 

英文ニューズレター、中文ニューズレター、堺市の情

報を放送する多言語ラジオ放送 FM COCOLO 

“Sakai City Information”、日本語教室、生活相談窓

口などの情報を扱う。 

神戸市 市長室国際

交流推進部 

http://www.city.kob

e.lg.jp/information/

about/construction/

0100/0120/index.ht

ml 

姉妹・友好・親善協力都市との交流、外国人のための

相談窓口、神戸市生活ガイドなどの情報を扱う。「神

戸市生活ガイド」は、公益財団法人神戸国際協力交流

センターが作成しているもので、日常生活に関する

情報を日本語、英語、中国語、ハングル、ベトナム語、

ポルトガル語、スペイン語で提供している。 

岡山市 市民局国際

課 

http://www.city.oka

yama.jp/shimin/kok

usai/index.html 

国際友好交友都市との交流や相互派遣事業、講演会

や日本語教室が開催される「友好交流サロン」、岡山

市国際交流協議会、多文化共生社会推進プラン、年 4

回発行の多言語生活情報誌『あぐら』（日本語、英語、
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中国語、ハングル、スペイン語、ポルトガル語）、外

国人のための相談窓口などの情報を扱う。生活ガイ

ドとしては、自治体国際化協会の『多言語生活情報』

を紹介している。 

広島市 国際交流 http://www.city.hiro

shima.lg.jp/www/ge

nre/0000000000000

/1001000001029/in

dex.html 

国際交流・協力、姉妹・友好都市、多文化共生、外国

人のための情報などを扱う。 

多文化共生・

外国人市民

のための情

報 

http://www.city.hiro

shima.lg.jp/www/ge

nre/0000000000000

/1111126338102/ind

ex.html 

生活ガイドブック、生活相談コーナーなどの情報を

扱う。 

外国人市民

のための生

活ガイドブ

ック 

http://www.city.hiro

shima.lg.jp/www/co

ntents/0000000000

000/1274162987368

/index.html 

電気・ガス・水道やごみ処理、医療、教育、労働、住

宅などの生活関連情報や、緊急時対応・防災、各種手

続きなどの情報を、英語、中国語、韓国・朝鮮語、フ

ィリピノ語、ポルトガル語、スペイン語で提供してい

る。 

北九州市 国際政策課 http://www.city.kita

kyushu.lg.jp/soumu

/sou-kokusai.html 

多文化共生のまちづくり、姉妹・友好都市との交流や

国際交流員などの情報を扱う。 

外国人市民

施策 

http://www.city.kita

kyushu.lg.jp/kuras

hi/menu01_0602.ht

ml 

北九州市の多文化共生への取り組み、日本語教室、外

国人のための防災ハンドブック、北九州市外国人市

民懇話会などの情報を扱う。 

福岡市 観光・コンベ

ンション・国

際交流・国際

貢献・国際大

会 

http://www.city.fuk

uoka.lg.jp/charm/ka

nkou-

convention/index.ht

ml#08 

「国際交流・国際貢献・国際大会」の項目では、姉妹

都市交流、国際視察・研修団受入事業、アジアンパー

ティー（イベントなどを行う福岡市の事業）などに関

する情報を扱う。 

熊本市 観光文化交

流局 

http://www.city.ku

mamoto.jp/html/yo

ukoushu/k020.html

#102 

国際課（シティプロモーション課）の項目で、友好・

姉妹都市との交流、国際交流員等に関する情報を扱

う。 

 


