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1 仙台市 ◎

■【発行：仙台市　編集：仙台国際交流協会】
「仙台生活便利帳」（英語・中国語・韓国語
　   　　　　　　　　　　（日本語併記））
仙台での生活情報を提供
※住民登録窓口・国際センターで配布及び仙台国
際交流協会HPに掲載

■【仙台国際交流協会】
協会HPの多言語配信
（日本語・英語・中国語・韓国語）
※主催イベント，各種団体の催し，生活情報等

「国際センターだより」
（日本語・英語・中国語・韓国語）
※国際交流等の催し情報，生活情報等を掲載した
フリーペーパー

FMラジオ多言語放送
ラジオ局及び市民ボランティアの協力で放送。外
国人市民に役立つ多言語での情報発信を行う。平
常時は生活情報や季節の情報を提供し、災害時は
情報提供ツールとして活用。

◎

■【宮城県国際化協会】
・MIA日本語講座
・MIA日本語夜間講座
■【東北大学国際交流会館】
・ICAS日本語講座
■【青葉区中央市民センター】
・せんだい日本語講座
・こどものための日本語講座
　　「さっと日本語クラブ」
■【仙台国際センター】
・にほんごのもり
　（「日本語相談室」から名称変更）
■【八木山市民センター】
・日本語ティールーム
■【茂庭台市民センター】
・茂庭台日本語サロン
■【桂市民センター】
　（高森市民センターに変更可能性あり）
・泉日本語サロン
■【東北学院大学土樋キャンパス】
・東北学院大学
　日本語ボランティアサークルHANDS
■【青年学生センター】
・日本青年学生センター日本語クラス
■【東北福祉大学】
・日本語ボランティアサークル
　　シグマソサエティ
■【仙台国際センター，エルパーク仙台，
　　　　仙台市市民活動サポートセンター】
　（活動場所は毎回変動）
・言語交流グループ　ふりすく仙台

◎

■【仙台国際交流協会】
「相談・情報提供カウンター」
　・英語　・中国語　・韓国語
　・タガログ語　・ポルトガル語
※原則カウンタースタッフは英語を中心に
対応。それ以外の言語については，通訳サ
ポート電話の活用等により対応。
※国際センター内交流コーナーにて、相談
窓口を設置。外国の方が仙台で生活する上
で必要な情報の収集・提供を実施。
※対面，Eメール，電話での相談も可

「通訳サポート電話」
　・英語　・中国語　・韓国語
　・タガログ語　・ポルトガル語
※仙台在住の外国人市民及び外国人旅行
者・短期滞在者が外国語での情報を求めて
いる時や、行政窓口や店舗・ホテル等での
日本語応対が困難な場合に、交流コーナー
スタッフ又はボランティア通訳が通訳のお
手伝いする。
※対応時間 9時～20時　℡022-224-1919
　（休館日除く）

◎

※主な内容
■【仙台国際交流協会】
「日本語弁論大会」
市内に在住、通勤・通学をしている外国人から
募集。日本語講座受講生の学習成果の発表の場
とするとともに、外国人の意見を市民が聞き、
理解を深める機会とする。

「外国につながる子ども支援」
　（外国籍児童・生徒のサポーター育成，
　　夏休み子ども教室）
親の都合で来日，又は日本で生まれ，言葉，文
化，習慣等の違いにより困難を抱えている子ど
もを支援するため，地域におけるサポーターを
育成するとともに，夏休みの4日間，個別学習
支援を実施。

「防災啓発」
災害に備えるための予備知識や発生後の対応に
ついてのアドバイスをまとめた防災啓発ビデオ
及び冊子を多言語（英語・中国語・韓国語）で
作成。H25は言語数を拡充予定。

「生活オリエンテーション」
新たに仙台での生活を始めた外国人市民の方々
が安心・安全に暮らすことができるよう，日本
でのゴミの分け方や交通安全、防災等の各種情
報を提供するオリエンテーションを開催。

2 石巻市 ◎

■【石巻市】
・外国語相談窓口案内（英語・タガログ語・
　　　　　　　　　　　　　中国語・韓国語）
・ゴミの出し方（英語・中国語）
※HP・チラシ

◎
■【国際サークル友好２１】
　楽しい日本語教室

◎

■【石巻市】
・中国語（火曜）
・タガログ語，英語（水曜）
・韓国語（金曜）
※パート通訳員（３名）が対応

◎

■【石巻市教育委員会】
「石巻市定住外国人就学支援員配置事業」
就学を希望する外国籍の児童生徒を市立学校に
円滑に受入れるため、定住外国人就学支援員を
配置し、学校での日本語指導や通訳等を行うこ
とにより、定住外国人児童生徒の学習及び日常
生活を支援する。※H22年度より実施

3 塩竃市

4 気仙沼市 ◎
■【気仙沼市】
　気仙沼市小さな国際大使館日本語教室

◎
■【気仙沼市】
・英語　・スペイン語
※生活相談

◎
■【日本聖公会】
　　外国人の就労支援

5 白石市

6 名取市 ◎

■【名取市】
「外国語版ごみの出し方パンフレット」
（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語）
※H18年発行，市HPに掲載

◎
■【国際交流協会　ともだちin名取】
　日本語講座

7 角田市 ◎
■【角田市役所政策企画課】
　角田市日本語講座

◎
■宮城県との共催による「多文化共生シンポジ
ウムin角田」の開催

8 多賀城市 ◎

■多賀城市，仙台人権啓発活動ネットワーク協
議会
「人権啓発（男女共同参画）講演会」
（平成２４年度人権啓発活動地方委託事業）
タレントのダニエル・カール氏による男女共同
参画，多文化共生に関する講演会

市町村の多文化共生施策（多文化共生社会推進計画の評価指標等に関わる取組（H24年度）） 資料 ４ 
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9 岩沼市 ◎
■【日本語講座いわぬまアイビー】
　日本語講座

10 登米市 ◎
■【登米市国際交流協会】
　登米日本語講座

◎
■【登米市（登米市国際交流協会へ委
託）】・英語　・中国語　・韓国語
※行政手続，生活相談

11 栗原市 ◎
■【栗原市】
栗原市HPの外国語標記（英語・中国語・韓国語）

◎
■【栗原市国際交流協会】
　日本語教室

12 東松島市

13 大崎市 ◎
■【大崎市】
大崎市HPの外国語表記（英語・中国語・韓国語）

◎
■【古川にほんご教室（任意団体）】
　古川にほんご教室

14 蔵王町

15 七ヶ宿町

16 大河原町

17 村田町

18 柴田町

19 川崎町 ◎
■【かわさき国際交流の会】
　日本語教室

◎
■【川崎町】
・韓国語　・中国語
※生活に関すること

20 丸森町

21 亘理町 ◎

■【亘理町(臨時災害FM局】
　「FMあおぞら」
　※毎日１回，多言語で町の情報提供
　　（英語・中国語・韓国語）

◎
■【国際交流協会わたり】
　楽しい日本語講座

22 山元町 ◎
■【山元町国際交流協会】
　「おたすけマップ」（ローマ字・英語）
町内の病院や公共施設の場所・連絡先を掲載

23 松島町 ◎
■【松島町】
松島町HPの外国語表記（英語・中国語・韓国語）

◎
■【松島日本語教室】
　日本語教室

24 七ヶ浜町 ◎
■【七ケ浜国際村】
　国際交流員による日本語講座

25 利府町 ◎
■【利府町国際交流協会】
　日本語ひろば

26 大和町

27 大郷町

28 富谷町

29 大衡村

30 色麻町

31 加美町

32 涌谷町

33 美里町 ◎

■【美里町】
「美里町に暮らす外国人のためのハンドブック」
※日本語，中国語，韓国語，英語による生活ガイ
ド

◎
■【いろはサロン】
　いろはサロン

34 女川町

35 南三陸町 ◎
■【南三陸町国際交流協会】
　日本語講座（H24.9から）


