県内市町村国際交流担当窓口一覧表
市町村名
福島市
会津若松市
郡山市
いわき市
白河市
須賀川市
喜多方市
相馬市
二本松市
田村市
南相馬市
伊達市
本宮市
桑折町
国見町
川俣町
大玉村
鏡石町
天栄村
下郷町
檜枝岐村
只見町

担当窓口

ＴＥＬ

ＦＡＸ

市民安全部定住交流課都市間交流係
024(525)3739
メールアドレス: teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp

直

通

024(533)5263

企画調整課企画政策グループ

直

通

(525)3194
0242(39)1400

直

通

024(935)7834

直

通

0246(22)7581

0242(39)1201

メールアドレス: kikaku@city.aizuwakamatsu.lg.jp
文化スポーツ部国際政策課国際交流係

024(924)3711

メールアドレス: kokusai-kouryuu@city.koriyama.fukushima.jp
観光交流室観光交流課都市交流係

0246(22)1279

メールアドレス： kankokoryu@city.iwaki.lg.jp
市長公室企画政策課政策推進係

0248(22)1111

内線 2326

0248(27)2577

直

0248(72)9845

メールアドレス: kikaku@city.shirakawa.lg.jp
産業部観光交流課交流推進係

0248(88)9145

通

メールアドレス: kankou@city.sukagawa.lg.jp
企画調整課

0241(24)5209

(525)3194
直

通

0241(25)7073

0244(37)2117

直

通

0244(35)4196

0243(55)5090

直

通

0243(22)7023

直

通

0247(81)1210

直

通

0244(22)3100

024(575)1177

直

通

024(576)7199

メールアドレス: kyodou@city.fukushima-date.lg.jp
市長公室政策推進課定住交流係
0243(24)5323

直

通

0243(34)3138

直

通

024(582)3104

直

通

024(585)2181

メールアドレス: kikaku@city.kitakata.fukushima.jp
企画政策部情報政策課広報広聴係
メールアドレス: joho@city.soma.lg.jp
総務部企画財政課企画調整係

メールアドレス: kikakuchosei@city.nihonmatsu.lg.jp
産業部観光交流課
メールアドレス：

0247(81)2136
kanko@city.tamura.lg.jp

経済部観光交流課

0244(24)5263

メールアドレス: kankokoryu@city.minamisoma.lg.jp
市民生活部市民協働課協働推進係

メールアドレス: teijyuu@city.motomiya.lg.jp
生涯学習課生涯学習係

024(582)3129

メールアドレス: shougai@town.koori.fukushima.jp
企画情報課総合政策室

024(585)2217

メールアドレス: kikaku@town.kunimi.fukushima.jp
企画財政課企画調整係

024(566)2111

内線 1205

024(566)2438

直

通

0243(48)3137

0248(62)2117

直

通

0248(62)6553

メールアドレス:
somu@town.kagamiishi.lg.jp
.jp
教育委員会生涯学習課
0248(82)2504

直

通

0248(82)2127

直

通

0241(69)1167

直

通

0241(72)8010

直

通

メールアドレス: kizai@town.kawamata.lg.jp
政策推進課広報係

0243(24)8098

メールアドレス: seisakusuishinka@vill.otama.lg.jp
総務課まちづくり調整グループ

メールアドレス：

syougaigakusyuuka@vill.tenei.lg.jp

産業課商工観光係

0241(69)1144

メールアドレス: kankou_01@town.shimogo.fukushima.jp
観光課

0241(75)2503

メールアドレス: kankou@vill.hinoemata.lg.jp
観光商工課

観光係

0241(82)5240

メールアドレス: kankou@town.tadami.lg.jp
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80102460
0241(82)5235

市町村名
南会津町
北塩原村
西会津町
磐梯町
猪苗代町
会津坂下町
湯川村
柳津町
会津美里町
三島町
金山町
昭和村
西郷村
泉崎村
中島村
矢吹町
棚倉町

担当窓口

ＴＥＬ

総合政策課
0241(62)6210
メールアドレス: h_seisaku@minamiaizu.org

直

通

0241(62)1288

総務企画課

直

通

0241(23)1101

直

通

0241(45)3470

直

通

0242(73)2115

直

通

0242(62)5175

直

通

0242(83)1361

直

通

0241(27)3761

直

通

0241(42)3591

直

通

0242(55)1199

0241(48)5599

直

通

0241(48)5544

メールアドレス:
kyouiku@town.mishima.fukushima.jp
@
復興観光課
0241(54)5203

直

通

0241(54)5335

産業建設課観光交流係
0241(57)2124
農林
メールアドレス: kankou@vill.showa.fukushima.jp
観光係農林観光係

直

通

0241(57)3044

教育委員会生涯学習課

直

通

0248(25)2756

直

通

0248(53)2679

直

通

0248(52)2170

直

通

0248(42)2138

直

通

0247(33)3715

直

通

0247(46)3155

直

通

0247(43)2137

企画室

0241(23)3112

メールアドレス: kikaku01@vill.kitashiobara.fukushima.jp
生涯学習課生涯学習係

0241(45) 3244

メールアドレス: komin@town.nishiaizu.fukushima.jp
政策課

政策係

0242(74)1211

メールアドレス: bandai-seisaku_g@town.bandai.fukushima.jp
企画財務課企画調整係

0242(62)2112

メールアドレス: kikaku@town.inawashiro.lg.jp
政策企画班

0242(84)1504

メールアドレス: seisaku@town.aizubange.fukushima.jp
産業建設課商工観光係

0241(27)8831

メールアドレス: kanko@vill.yugawa.fukushima.jp
教育課生涯学習班

0241(42)3511

メールアドレス: shougai-gakushuu@town.fukushima-yanaizu.lg.jp
まちづくり政策課

0242(55)1171

メールアドレス: seisaku@town.aizumisato.fukushima.jp
教育委員会生涯学習課

メールアドレス: fukkou@town.kaneyama.fukushima.jp

0248(25)2371

メールアドレス: shougai@vill.nishigo.lg.jp
教育課 生涯学習グループ 中央公民館

0248(53)2258

メールアドレス: shougai@vill.izumizaki.fukushima.jp
企画振興課

0248(52)3487

メールアドレス: chiiki@vill-nakajima.jp
まちづくり推進課協働推進係

0248(42)2112

メールアドレス: machizukuri@town.yabuki.lg.jp
地域創生課企画調整係

0247(33)2112

メールアドレス: chiikisousei@town.tanagura.lg.jp
自立総務課企画財政グループ

矢祭町

ＦＡＸ

0247(46)3131

ふるさと創生推進センター
メールアドレス: kikakuzaisei@town.yamatsuri.lg.jp

塙町
鮫川村
石川町
玉川村
平田村

まち振興課地域づくり係

0247(43)2112

メールアドレス: sinko@town.hanawa.lg.jp
総務課企画情報係

0247(49)3111

0247(49)2651

メールアドレス: soumu@vill.samegawa.lg.jp
地域づくり推進課政策推進係

0247(26)9114

直

通

0247(26)0360

直

通

0247(57)3952

直

通

0247(55) 3199

メールアドレス: fujisawa-y@town.ishikawa.lg.jp
産業振興課

0247(57)4629

メールアドレス: sangyo@vill.tamakawa.fukushima.jp
総務課

0247(55)3111

メールアドレス: soumu@vill.hirata.fukushima.jp
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市町村名
浅川町
古殿町
三春町
小野町
広野町
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村
新地町
飯舘村

担当窓口

ＴＥＬ

ＦＡＸ

総務課
0247(36)4121
メールアドレス: soumu@town.asakawa.fukushima.jp

直

通

0247(36)2895

教育委員会

直

通

0247(53)4511

直

通

0247(62)4727

0247(72)2125

直

通

0247(72)2127

メールアドレス: kyouikuka@town.fukushima-ono.lg.jp
教育委員会
0240(27)4166

直

通

0240(27)4702

直

通

0240(25)5564

0240(22）2626

直

通

0240(22)5059

2 丁目
0240(38)2112

直

通

0240(38)2116

0247(53)3655

メールアドレス: kyouiku@town.furudono.fukushima.jp
教育委員会生涯学習課生涯学習グループ

0247(62)3837

メールアドレス: gakusyu@town.miharu.fukushima.jp
教育委員会 教育課 生涯学習担当 公民館

メールアドレス: kyouiku@town.hirono.lg.jp
復興推進課復興推進係

0240(23)6103

メールアドレス: fukkou-n@town.naraha.lg.jp
教育委員会教育総務課生涯学習係
メールアドレス: tom-kyousou@manamori.jp
産業振興課商工観光係

メールアドレス: syoukou@vill.kawauchi.lg.jp
直 通
教育総務課生涯学習係

0242(26)3844

0242(26)3786

メールアドレス: shogaigakusyu@town.okuma.fukushima.jp
秘書広報課秘書広報係

0246-84-5200

直

通

0246-84-5202

直

通

0240(35)5885

直

通

0240(29)2123

直

通

0244(62)2172

直

通

0244(42)0860

メールアドレス: hisyo-koho@town.futaba.fukushima.jp
教育委員会事務局生涯学習係

0240(34)3941

メールアドレス: namie42020@town.namie.lg.jp
総務課総務企画係

0240(29)2111

メールアドレス: kikaku@vill.katsurao.lg.jp
教育委員会教育総務課生涯学習係

0244(62)2085

メールアドレス: s-koumin@town.shinchi.lg.jp
教育委員会生涯学習課

0244(42)0072

メールアドレス: kouminkan@vill.iitate.fukushima.jp
平成 30 年 3 月末現在
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国際課調べ

県内市町村国際交流協会等一覧表
当該市町村の国際交流の中心的役割を果たす団体で、その設立又は運営に当該市町村が関与して
いるもの。
団体名

設立

代表者名

年月

福島市国際交流協会
会長

H8.4

965-0871

鈴木 健祐

郡山市国際交流協会
会長

960-8601

木幡 浩

会津若松市国際交流協会
会長

H6.3

所

H2.2

在

〒

963-8601

今泉 守顕

地
住所

電話
ＦＡＸ

福島市五老内町 3-1

024-525-3739

福島市役所市民安全部定住交流課内

024-533-5263

会津若松市栄町 2-14

0242-27-3703

レオクラブガーデンスクエア 5F

0242-27-3704

郡山市朝日 1-23-7

024-924-3711

郡山市役所

文化スポーツ部国際政策 024-935-7834

課内
公財)いわき市国際交流協会
理事長 上遠野

白河市国際交流協会
会長

H6.11

964-8601

0246-22-7581

白河市八幡小路 7-1

0248-22-1111(内線 2326)

白河市役所市長公室企画政策課内

0248-27-2577(代表)

須賀川市八幡町 135（須賀川市文化スポ 0248-88-9171
ーツ部生涯学習スポーツ課内）

0248-72-9845

喜多方市字沢ノ免 7331

0241-24-3131

会津喜多方商工会議所内

0241-25-7171

二本松市金色 403-1

0243-55-5090（直通）
0243-22-7023

H18.11

963-4393

H9.6

975-0004

田村市船引町船引字畑添 76-2

0247-81-2135

田村市役所総務部協働まちづくり課内

0247-81-2522

南相馬市原町区旭町 1-46

0244-25-2371
0244-25-2371

H22.4

960-0692

H14.7

960-1492

石川 雅昭

大玉村国内外交流協会
会長

966-0827

安田 博行

川俣町国際交流協会
会長

S63.11

0246-22-7409

いわき市役所観光交流室観光交流課内

志賀 吉延

伊達市国際交流協会
会長

962-8601

宗像 住孝

南相馬市国際交流協会
会長

S46.9

いわき市平字梅本 21

三保 恵一

田村市国際交流協会
会長

961-8602

唐橋 幸市郎

にほんまつ地球市民の会
会長

S63.7

岩田 悦次郎

会津喜多方国際交流協会
会長

970-8686

齋藤 敬

須賀川地方ユネスコ協会
会長

H4.3

洋一

H28.4

960-1302

伊達市保原町字舟橋 180

024-575-1177

伊達市市民生活部市民協働課

024-576-7199

川俣町字五百田 30

024-566-2111

川俣町役場企画財政課内

024-566-2438

大玉村玉井字星内 70

0243-24-8098

野内 文孝

0243-48-3137

東和町海外研修友の会
代表

引地 知子

鏡石町国際交流推進協議会
会長

委員長 小椋

H7.10

966-0485

H7.12

969-4111

H 元.4

969-3392

鈴木 健信

猪苗代国際交流協会

H7.8

969-3123

H6.5

969-6543

高橋 二三雄

会津坂下町国際交流協会
会長

962-0503

小澤 雄太郎

磐梯町国際交流協会

会長

H29.6

渉

山都町国際交流協会

会長

969-0492

幡谷 壮太

北塩原村友好都市交流推進委員会

会長

H9.8

栁沼 一良

天栄村国際交流協会
会長

0243-46-4852
鏡石町不時沼 345

0248-62-2117

鏡石町役場総務課内

0248-62-6553

天栄村大字下松本字原畑 66

0248-82-2504

教育委員会生涯学習課内

0248-82-2127

北塩原村大字北山字姥ケ作 3151

0241-23-3112

北塩原村総務企画課内

0241-23-1101

喜多方市山都町字蔵ノ後 954-1

0241-38-3811

喜多方市山都総合支所住民課内

0241-38-3899

磐梯町大字磐梯字中ノ橋 1855

0242-74-1211

磐梯町役場政策課内

0242-73-2115

猪苗代町字城南 100

0242-62-2112

猪苗代町役場企画財務課内

0242-62-5175

会津坂下町字市中二番甲 3650

0242-84-2135

齋藤 文英

0242-84-2135
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団体名
代表者名
(一財)棚倉町活性化協会
理事長 鈴木

年月
S62.3

所

金澤

〒
963-6192

中島村国際交流協会

住所

ＦＡＸ

棚倉町大字棚倉字中居野 33

0247-33-2112

H10.1

963-5118

矢祭町大字東舘字上野内 38

0247-46-2002

S63.7

969-0103

泉崎村大字北平山字高柳 88-1

0248-53-2258

泉崎村中央公民館内

0248-53-2679

H2.5

961-0102

中島村大字滑津字中島西 11-1

0248-52-2111

緑川 孝夫

玉川村日華友好協会

0248-52-2170
S63.4

963-6392

玉川村大字小高字中畷 9

石森 春男
963-8304

古殿町松川字新桑原 31

鎌田 光祐

特定非営利活動法人

0247-53-3655
0247-53-4511

H20.1

963-7759

三春町字南町 84 番地

0247-62-5800

三春町国際交流協会
理事長 石川

0247-57-4629
0247-57-3952

古殿町国際交流協会（休止中） H2.9
会長

電話

0247-33-3715

会長 古宇田 榮増

会長

地

寛

泉崎村国際交流協会

会長

在

敏光

矢祭町国際交流協会
会長

設立

0247-62-5800

直子

小野町国際交流協会

小野町大字小野新町字中通２

0247-72-2125

小野町公民館内

0247-72-2127

楢葉町大字北田字鐘突堂 5 番地の 6

0240-23-6103

復興推進課内

0240-25-5564

富岡町大字本岡字王塚 622-1

0240-22-2626

（休止中）

富岡町文化交流センター内

0240-22-5059

会長

富岡町教育委員会教育総務課内

会長

H3.3

楢葉町日中友好協会（休止中） S61.6
副会長 松本

S59.1

979-1115

名嘉 幸照

おおくま国際交流協会（休止中）H3.8

965－0873

松永 秀篤

浪江町国際交流協会（休止中） H7.7
会長

979-0604

喜一

富岡町国際親善交流協会

会長

963-3401

宗像 智

979-1521

馬場 有

会津若松市追手町 2－41

0242-26-3744

大熊町役場会津若松出張所内

0242-26-3786

浪江町大字権現堂字下馬洗田 5-2

0240-34-3941

浪江町地域スポーツセンター

0240-35-5885

教育委員会事務局内
※会津美里国際交流協会：平成 29 年 4 月 24 日解散
平成 30 年 3 月末現在
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国際課調ベ

全国都道府県・政令市国際関係課一覧表
都道府県

部(局)課(室)名

〒

所在地

電話

FAX 番号
e-mail

北海道

総合政策部国際局
国際課

青森県

観光国際戦略局

060-8588 札幌市中央区北 3 条西 6 011-204-5113
丁目

somu.kokusai1@pref.hokkaido.lg.jp

030-8570 青森市長島 1-1-1

誘客交流課
岩手県

政策地域部
経済商工観光部

020-8570 盛岡市内丸 10-1

企画振興部
観光文化スポーツ部

019-629-5764

019-629-5766

022-211-2972

022-268-4639

kokusai@pref.miyagi.lg.jp
010-8570 秋田市山王 4-1-1

国際課
山形県

017-734-8126

ab0011@pref.iwate.jp
980-8570 仙台市青葉区本町 3-8-1

国際企画課
秋田県

017-734-9218

kokusaikeizai@pref.aomori.lg.jp

国際室
宮城県

011-232-4303

018-860-1218

018-860-3874

kokusaika@pref.akita.lg.jp
990-8570 山形市松波 2-8-1

023-630-2129

023-630-2367

960-8670 福島市杉妻町 2-16

024-521-7182

024-521-7919

インバウンド・国際交流
推進課国際交流室
福島県

生活環境部
国際課

茨城県

知事直轄

kokusai@pref.fukushima.lg.jp
310-8555 水戸市笠原町 978-6

国際課
栃木県

産業労働観光部
企画部

320-8501 宇都宮市塙田 1-1-20

県民生活部
国際課

028-623-2198

028-623-2199

kokusai@pref.tochigi.lg.jp
371-8570 前橋市大手町 1-1-1

国際戦略課
埼玉県

029-301-1375

kokuko@pref.ibaraki.lg.jp

国際課
群馬県

029-301-2857

027-226-2295

027-223-4371

senryakuka@pref.gunma.lg.jp
330-9301 さいたま市浦和区高砂
3-15-1

048-830-2705

048-830-4748

a2705@pref.saitama.lg.jp

千葉県

総合企画部国際課

260-8667 千葉市中央区市場町 1-1

043-223-2427

043-224-2631

東京都

政策企画局外務部

163-8001 新宿区西新宿 2-8-1

03-5388-2222

03-5388-1215

231-8588 横浜市中区日本大通 1

045-210-3745

045-212-2753
025-280-5126

管理課
神奈川県 県民局くらし県民部
国際課
新潟県

知事政策局

950-8570 新潟市中央区新光町 4-1

025-280-5098

富山県

国際課
総合政策局

930-8501 富山市新総曲輪 1-7

ngt000130@pref.niigata.lg.jp
076-444-3156
076-432-5648

920-8580 金沢市鞍月 1-1

076-225-1381

国際課
石川県

観光戦略推進部
国際交流課

福井県

産業労働部

910-8580 福井市大手 3-17-1

国際経済課
山梨県

観光部

076-225-1383

e200500@pref.ishikawa.lg.jp
0776-20-0752

0776-20-0652

kokusai@pref.fukui.lg.jp
400-8501 甲府市丸の内 1-6-1

055-223-1435

055-223-1438

380-8570 長野市大字南長野字幅下 026-235-7165

026-232-1644

国際観光交流課
長野県

県民文化部
国際課

岐阜県

商工労働部観光国際局

692-2

kokusai@pref.nagano.lg.jp

500-8570 岐阜市藪田南 2-1-1

海外戦略推進課
静岡県

地域外交局
政策企画局
国際課

058-278-2603

c11336@pref.gifu.lg.jp
420-8601 静岡市葵区追手町 9-6

多文化共生課
愛知県

058-272-8175
054-221-3316

054-221-2542

tabunka@pref.shizuoka.lg.jp
460-8501 名古屋市中区三の丸
3-1-2

052-954-6180

052-951-2590

kokusai@pref.aichi.lg.jp
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都道府県

部(局)課(室)名

〒

所在地

電話

FAX 番号
e-mail

三重県

環境生活部ダイバーシ 514-0009 津市羽所町 700 アスト津 3 059-222-5974
ティ社会推進課

滋賀県

商工観光労働部

階

tabunka@pref.mie.jp

520-8577 大津市京町 4-1-1

観光交流局国際室
京都府

知事直轄組織
国際課

大阪府
兵庫県

産業労働部国際局
国際交流課

奈良県

知事公室

077-528-3063

077-528-5030

ff00@pref.shiga.lg.jp
602-8570 京都市上京区下立売通新 075-414-4311
町西入藪ノ内町

府民文化部都市魅力創 559-8555 大阪市住之江区南港北
造局国際課

059-222-5984

075-414-4314

kokusai@pref.kyoto.lg.jp
06-6210-9309

06-6210-9316

078-362-3026

078-362-3961

1-14-16 咲洲庁舎 37 階
650-8567 神戸市中央区下山手通
5-10-1

kokusaikoryu@pref.hyogo.lg.jp

630-8501 奈良市登大路町 30

0742-27-8477

0742-22-1260

640-8585 和歌山市小松原通 1-1

073-441-2061

073-433-1192

国際課
和歌山県 企画部企画政策局
国際課
鳥取県

観光交流局

e0223001@pref.wakayama.lg.jp
680-8570 鳥取市東町 1-220

交流推進課
島根県

環境生活部
県民生活部

0857-26-2164

kouryusuishin@pref.tottori.lg.jp
690-8501 松江市殿町 1

文化国際課
岡山県

0857-26-7079
0852-22-6493

0852-22-6412

bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp
700-8570 岡山市北区内山下 2-4-6

086-226-7283

086-223-3615

730-8511 広島市中区基町 10-52

082-513-2359

082-228-1614

753-8501 山口市滝町 1-1

083-933-2347

083-933-2358

国際課
広島県

地域政策局
国際課

山口県

国際課
観光スポーツ文化部
国際課

徳島県

商工労働部観光部

a12900@pref.yamaguchi.lg.jp
770-8570 徳島市万代町 1-1

国際課
香川県

総務部知事公室
経済労働部観光交流局

088-621-2851

kokusaika@pref.tokushima.jp
760-8570 高松市番町 4-1-10

国際課
愛媛県

088-621-2028
087-832-3027

087-837-4289

kokusai@pref.kagawa.lg.jp
790-8570 松山市一番町 4-4-2

089-912-2310

089-921-5931

780-8570 高知市丸ノ内 1-2-20

088-823-9605

088-823-9296

国際交流課
高知県
福岡県
佐賀県

文化生活スポーツ部
国際交流課

141901@ken.pref.kochi.lg.jp

企画・地域推進部国際局 812-8577 福岡市博多区東公園 7-7

092-643-3200

国際政策課

intpol@pref.fukuoka.lg.jp

地域交流部

840-0826 佐賀市白山 2-1-12

国際課
長崎県

文化観光国際部

0952-25-7004

092-643-3224
0952-25-7084

kokusai@pref.saga.lg.jp
850-8570 長崎市尾上町 3-1

095-895-2081

095-827-2487

商工観光労働部観光経 862-8570 熊本市中央区水前寺

096-333-2315

096-381-3343

済交流局国際課

kokusai@pref.kumamoto.lg.jp

国際課
熊本県
大分県

企画振興部

6-18-1
870-8501 大分市大手町 3-1-1

097-506-2046

097-506-1723

商工観光労働部オール 880-8501 宮崎市橘通東 2-10-1

0985-44-2623

0985-26-7327

みやざき営業課

allmiyazaki@pref.miyazaki.lg.jp

国際政策課
宮崎県

鹿児島県 PR・観光戦略部

890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1

国際交流課
沖縄県

文化観光スポーツ部

099-286-2303

099-286-5522

kokusai@pref.kagoshima.lg.jp
900-8570 那覇市泉崎 1-2-2

交流推進課
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098-866-2479

098-866-2960

政令市

部(局)課(室)名

〒

所在地

電話

FAX 番号
e-mail

札幌市

国際部
交流課

仙台市

文化観光局
交流企画課

さいたま市 経済局商工観光部
観光国際課
千葉市

総務局市長公室

060-8611 札幌市中央区北 1 条西 2 011-211-2032
丁目
980-8671 仙 台 市 青 葉 区 国 分 町 022-214-1252
3-7-1

国際局

022-211-1917

kik002040@city.sendai.jp

330-9588 さいたま市浦和区常盤

048-829-1236

048-829-1966

043-245-5018

043-245-5247

6-4-4
260-8722 千葉市中央区千葉港 1-1

国際交流課
横浜市

011-218-5168

kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
231-0017 横浜市中区港町 1-1

045-671-4710

045-664-7145

210-8577 川崎市川崎区宮本町 1

044-200-2244

044-200-3746

政策総務課
川崎市

総務企画局総務部
庶務課国際担当

相模原市 総務局渉外部
ｼﾃｨｾｰﾙｽ・親善交流課
新潟市

観光・国際交流部
国際課

静岡市

17syomu@city.kawasaki.jp
252-5277 相模原市中央区中央

042-707-7045

042-815-2340

951-8507 新潟市中央区西堀前通 6 025-226-1673

025-225-3255

2-11-15
番町 894-1 西堀 6 番館ビ kokusai@city.niigata.lg.jp
ル5階

市民局男女参画・多文化 420-8602 静岡市葵区追手町 5-1

054-221-1303

054-221-1518

053-457-2359

050-3730-1867

052-972-3062

052-972-4200

共生課
浜松市

企画調整部

430-8652 浜松市中区元城町 103-2

国際課
名古屋市 観光文化交流局観光交 460-8508 名古屋市中区三の丸
流部国際交流課
京都市

総合企画局
国際化推進室

大阪市

経済戦略局
国際担当

3-1-1

a3061@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp

604-8571 京都市中京区寺町通御池 075-222-3072

075-222-3055

上る上本能寺前町 488
559-0034 大阪市住之江区南港北

06-6615-3741

06-6615-7433

590-0078 堺市堺区南瓦町 3-1

072-222-7343

072-228-7900

650-8570 神戸市中央区加納町

078-322-5010

2-1-10
ATC ﾋﾞﾙ ITM 棟 4 階 M-4

堺市

文化観光局国際部
国際課

神戸市

市長室国際部
国際課

岡山市

市民協働局

078-322-2382

6-5-1
700-8544 岡山市北区大供 1-1-1

086-803-1112

086-225-5408

国際課
広島市

市民局国際平和推進部 730-8586 広島市中区国泰寺町

082-504-2106

国際交流課

kokusai@city.hiroshima.lg.jp

北九州市 企画調整局国際部
国際政策課
福岡市

総務企画局国際部

1-6-34
803-8501 北九州市小倉北区城内

政策局総合政策部
国際課

093-582-2146

093-582-2176

092-711-4023

092-733-5597

1-1
810-8620 福岡市中央区天神 1-8-1

国際交流課
熊本市

082-249-6460

kokusaikoryu.GAPB@city.fukuoka.lg.jp
860-8601 熊本市中央区手取本町
1-1

096-328-2070

096-355-4443

kokusai@city.kumamoto.lg.jp
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全国地域国際化協会一覧

都道府県
北海道

団

体

名

〒

所

在

地

電話番号
ＦＡＸ番号

(公社)北海道国際交流・協力総合セ

060

札幌市中央区北 3 条西 7 丁目

011-221-7840

ンター（HIECC・ハイエック）

-0003

道庁別館 12 階

011-221-7845

青森県

(公財)青森県国際交流協会

030

青森市安方 1-1-32

017-735-2221

-0803

水産ビル 5 階

017-735-2252

岩手県

(公財)岩手県国際交流協会

020

盛岡市盛岡駅西通 1-7-1

019-654-8900

-0045

いわて県民情報交流センター（アイーナ） 019-654-8922
5階

宮城県

(公財)宮城県国際化協会

秋田県

(公財)秋田県国際交流協会

山形県

(公財)山形県国際交流協会

福島県

(公財)福島県国際交流協会(FIA)

茨城県
栃木県
群馬県

(公財)茨城県国際交流協会
(公財)栃木県国際交流協会
(公財)群馬県観光物産国際協会

埼玉県

(公財)埼玉県国際交流協会

千葉県

(公財)ちば国際ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

東京都

東京都国際交流委員会

神奈川県

(公財)かながわ国際交流財団

新潟県
富山県
石川県

(公財)新潟県国際交流協会
(公財)とやま国際センター
(公財)石川県国際交流協会

福井県

(公財)福井県国際交流協会

山梨県

(公財)山梨県国際交流協会

長野県

(公財)長野県国際化協会

981

国際交流センター内

仙台市青葉区堤通雨宮町 4-17

022-275-3796

-0914

宮城県仙台合同庁舎 7 階

022-272-5063

010

秋田市中通 2-3-8

018-893-5499

-0001

アトリオン 1 階

018-825-2566

990

山形市城南町 1-1-1

023-647-2560

-8580

霞城セントラル 2 階

023-646-8860

960

福島市舟場町 2-1

024-524-1315

-8103

福島県庁舟場町分館 2 階

024-521-8308

310

水戸市千波町後川 745

029-241-1611

-0851

県民文化センター分館 2 階

029-241-7611

320

宇都宮市本町 9-14

028-621-0777

-0033

とちぎ国際交流センター内

028-621-0951

371

前橋市大手町 2-1-1

027-243-7271

-0026

群馬会館 3 階

027-243-7275

330

さいたま市浦和区北浦和 5-6-5

048-833-2992

-0074

埼玉県浦和合同庁舎 3 階

048-833-3291

261

千葉市美浜区中瀬 2-6

043-297-4301

-7114

WBG マリブイースト 14 階

043-297-2753

101

千代田区外神田松永町 17-15

03-5294-6542

-0023

大野ビル 3 階

03-5294-6540

240

三浦郡葉山町上山口 1560-39

046-855-1820

-0198

湘南国際村センター内

046-858-1210

950

新潟市中央区万代島 5-1

025-290-5650

-0078

万代島ビル 2 階

025-249-8122

930

富山市牛島新町 5-5

076-444-2500

-0856

インテックビル 4 階

076-444-2600

920

金沢市本町 1-5-3

076-262-5931

-0853

リファーレ 3 階

076-263-5931

910

福井市宝永 3-1-1

0776-28-8800

-0004

岐阜県
静岡県

(公財)岐阜県国際交流センター
(公財)静岡県国際交流協会

0776-28-8818

400

甲府市飯田 2-2-3

055-228-5419

-0035

山梨県国際交流センター内

055-228-5473

380

長野市大字南長野字幅下 692-2

026-235-7186

-8570

長野県庁東庁舎 1 階

026-235-4738

500

岐阜市柳ヶ瀬通 1-12

058-214-7700

-8875

岐阜中日ビル 2 階

058-263-8067

422

静岡市駿河区南町 14-1

054-202-3411

-8067

水の森ビル 2 階

054-202-0932
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都道府県

団

体

名

愛知県

(公財)愛知県国際交流協会

三重県

(公財)三重県国際交流財団

滋賀県

(公財)滋賀県国際協会

京都府

(公財)京都府国際センター

〒

所

在

地

電話番号
ＦＡＸ番号

460

名古屋市中区三の丸 2-6-1

052-961-8744

-0001

愛知県三の丸庁舎内

052-961-8045

514

津市羽所町 700

059-223-5006

-0009

アスト津 3 階

059-223-5007

520

大津市におの浜 1-1-20

077-526-0931

-0801

ピアザ淡海 2 階

077-510-0601

600

京都市下京区東洞院通塩小路下る東塩小

075-342-5000

-8216

路町 676-13

075-342-5050

メルパルク京都地下 1 階
大阪府

(公財)大阪府国際交流財団

兵庫県

(公財)兵庫県国際交流協会

和歌山県
鳥取県
島根県

(公財)和歌山県国際交流協会
(公財)鳥取県国際交流財団
(公財)しまね国際センター

540

大阪市中央区本町橋 2-5

06-6966-2400

-0029

マイドームおおさか 5 階

06-6966-2401

651

神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-1

078-230-3260

-0073

国際健康開発センター2 階

078-230-3280

640

和歌山市手平 2-1-2

073-423-5717

-8319

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 9 階

073-435-5243

680

鳥取市湖山町西 4-110-5

0857-31-5951

-0947

鳥取空港国際会館 1 階

0857-31-5952

690

松江市東津田町 369-1

0852-31-5056

-0011
岡山県

(一財)岡山県国際交流協会

広島県

(公財)ひろしま国際センター

山口県

(公財)山口県国際交流協会

徳島県

(公財)徳島県国際交流協会

香川県
愛媛県

(公財)香川県国際交流協会
(公財)愛媛県国際交流協会

0852-31-5055

700

岡山市北区奉還町 2-2-1

086-256-2000

-0026

岡山国際交流センター内

086-256-2226

730

広島市中区中町 8-18

082-541-3777

-0037

広島クリスタルプラザ 6 階

082-243-2001

753

山口市水の上町 1-7

083-925-7353

-0082

水の上庁舎 3 階

083-920-4144

770

徳島市寺島本町西 1-61

088-656-3303

-0831

クレメントプラザ 6 階

088-652-0616

760

高松市番町 1-11-63

087-837-5908

-0017

アイパル香川（香川国際交流会館）内

087-837-5903

790

松山市道後一万 1-1

089-917-5678

-0844
高知県

(公財)高知県国際交流協会

780

089-917-5670
高知市本町 4-1-37

-0870
福岡県

(公財)福岡県国際交流センター

佐賀県

(公財)佐賀県国際交流協会

長崎県

(公財)長崎県国際交流協会

熊本県

熊本県国際協会

088-875-4929

810

福岡市中央区天神 1-1-1

092-725-9204

-0001

アクロス福岡内

092-725-9205

840

佐賀市白山 2-1-12

0952-25-7921

-0826

佐賀商工ビル 1 階

0952-26-2055

850

長崎市出島町 2-11

095-823-3931

-0862

大分県
宮崎県

088-875-0022

095-822-1511

862

熊本市中央区水前寺 6-18-1 7 階

096-385-4488

-8570

熊本県商工観光労働部国際課内

096-277-7005

(公財)大分県芸術文化スポーツ振

870

大分市高砂町 2-33

097-533-4011

興財団

-0029

(公財)宮崎県国際交流協会

880

宮崎市橘通東 4-8-1

0985-32-8457

-0805

カリーノ宮崎 9 階

0985-32-8512

892

鹿児島市山下町 14-50

099-221-6620

097-533-4333

鹿児島県

(公財)鹿児島県国際交流協会

-0816

かごしま県民交流センター１階

099-221-6643

沖縄県

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財

901

宜野湾市伊佐 4-2-16

098-942-9215

団

-2221

131

098-942-9220

都道府県

団

体

名

札幌市

(公財)札幌国際プラザ

仙台市

(公財)仙台観光国際協会

さいたま市

(公財)さいたま観光国際協会

千葉市

(公財)千葉市国際交流協会

横浜市
川崎市

(公財)横浜市国際交流協会
(公財)川崎市国際交流協会

〒

所

在

地

静岡市国際交流協会

浜松市

(公財)浜松国際交流協会(HICE)

名古屋市

(公財)名古屋国際センター(NIC)

京都市

(公財)京都市国際交流協会

札幌市中央区北 1 条西 3 丁目

011-211-3670

-0001

札幌ＭＮビル 3 階

011-211-3673

980

仙台市青葉区大町 2-2-10

022-268-6251

-0804

仙台青葉ウィングビル A 棟 11 階

022-268-6252

330

さいたま市大宮区錦町 682-2

048-647-8338

-0853

JACK 大宮（情報文化センター）3 階

048-647-0116

260

千葉市中央区中央 2-5-1

043-202-3000

-0013

千葉中央ツインビル 2 号館 8 階

043-202-3111

220

横浜市西区みなとみらい 1-1-1

045-222-1171

-0012

パシフィコ横浜

045-222-1187

211

川崎市中原区木月祇園町 2-2

横浜国際協力ｾﾝﾀｰ 5 階

420

静岡市葵区追手町 4-16

054-273-6474
浜松市中区早馬町 2-1

053-458-2170

-0916

クリエート浜松 4 階

053-458-2197

450

名古屋市中村区那古野 1-47-1

052-581-0100

-0001

名古屋国際センタービル 3 階

052-571-4673

606

京都市左京区粟田口鳥居町 2-1

075-752-3010

543

075-752-3510
大阪市天王寺区上本町 8-2-6

-0001
神戸市
広島市

(公財)神戸国際協力交流センター
(公財)広島平和文化センター
(公財)北九州国際交流協会

福岡市

(公財)福岡よかトピア国際交流財

熊本市

06-6773-8182
06-6773-8421

651

神戸市中央区浜辺通 5-1-14

078-291-0641

-0083

神戸商工貿易センタービル 2 階

078-291-0691

730

広島市中区中島町 1-2

082-241-5246

-0811
北九州市

054-273-5931

430

-8536
(公財)大阪国際交流センター

044-435-7000
044-435-7010

-0853

大阪市

ＦＡＸ番号

060

-0033
静岡市

電話番号

082-542-7941

806

北九州市八幡西区黒崎 3-15-3

093-643-6464

-0021

コムシティ 3 階

093-643-6466

812

博多区店屋町 4-1

092-262-1700

団

-0025

福岡国際会館 1 階

(一財)熊本市国際交流振興事業団

860

熊本市中央区花畑町 4-18

096-359-2121

-0806

熊本市国際交流会館内

096-359-5112
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