
都道府県名
都道府県・
市区町村名

コメント

北海道 北海道庁公式ホームページ

札幌市 札幌市公式ホームページ

札幌市
札幌多言語携帯情報サービス、札幌での生活に役立つ資料やリンク、札幌の国際交流・協力、多文化共生団体検索サイト「めいか
ん」札幌市の情報。くらし、保健、医療、防災など。（（公財）札幌国際プラザ）

釧路市 釧路市の公式ホームページ

倶知安町 倶知安町の公式ホームページ

宮城県 （公財）宮城県国際化協会の公式ホームページ

仙台市
（公財）仙台観光国際協会　国際化事業部の公式ホームページ
「仙台生活便利帳」など。

山形県
（公財）山形県国際交流協会の公式ホームページ
「やまがた生活サポートブック」など。

山形市 山形市のたのしい学校(山形大学 基盤教育院 内海研究室）

米沢市 米沢市の公式ホームページ

福島 福島県 （公財）福島県国際交流協会の公式ホームページ

茨城県 茨城県の公式ホームページ

茨城県 （公財）茨城県国際交流協会の公式ホームページ

水戸市 水戸市の公式ホームページ

栃木県 栃木県の公式ページ

栃木県 （公財）栃木県国際交流協会の公式ページ

栃木市 栃木市国際交流協会の公式ページ

足利市 足利市の公式ホームページ

群馬県 （公財）群馬県観光物産国際協会 国際部の公式サイト「All Around GUNMA」

太田市 太田市国際交流協会のページ

埼玉県 埼玉県の公式ページ

川越市 川越市の公式ページ

新座市 新座市の公式ページ

千葉県 千葉県の公式ページ

千葉市 千葉市の公式ページ

船橋市 船橋市の公式ページ

船橋市 「魅力発信サイトFUNABASHI Style」　船橋市による、観光、特産品などの情報

松戸市 松戸市の公式ページ

成田市 成田市の公式ページ

佐倉市 佐倉市の公式ページ

習志野市 習志野市の公式ページ

鴨川市 鴨川市の公式ページ

埼玉

茨城

北海道

千葉

宮城

山形

栃木

群馬

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
http://www.city.sapporo.jp/
http://www.sapporolife.info/
https://www.city.kushiro.lg.jp/index.html
http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/
http://mia-miyagi.jp/
http://int.sentia-sendai.jp/j/
https://www.airyamagata.org/
http://www.y-chuo-lions.jp/school/
http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/
http://www.worldvillage.org/
http://www.pref.ibaraki.jp/index.html
http://www.ia-ibaraki.or.jp/
http://www.city.mito.lg.jp/
http://www.pref.tochigi.lg.jp/index.html
http://tia21.or.jp/
http://www.tic-tochigi.jp/1jp/index.html
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/
http://www.gtia.jp/kokusai/japanese/
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0020-007kikaku-kouryu/kokusaikouryu/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/
http://www.city.niiza.lg.jp/
http://www.pref.chiba.lg.jp/
http://www.city.chiba.jp/index.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/index.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/funabashistyle/jp/index.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/
http://www.city.narita.chiba.jp/
http://www.city.sakura.lg.jp/
https://www.city.narashino.lg.jp/
http://www.city.kamogawa.lg.jp/


東京都 東京都の公式ページ

江東区 江東区の公式ホームページ

渋谷区 渋谷区の公式ホームページ

新宿区 新宿区の、外国人向け生活情報ページ

杉並区 杉並区の公式ホームページ

世田谷区 世田谷区の公式ホームページ

国分寺市 国分寺市の公式ホームページ

立川市 立川市の公式ホームページ

八王子市 八王子市の公式ホームページ

八王子市 外国人のための情報

八王子市 八王子国際協会の公式ページ

東大和市 東大和市の公式ページ

東大和市 外国語通訳募集、日本語教室の紹介など。

横浜市 横浜市の公式ページ

横浜市 横浜市青葉国際交流ラウンジ

横浜市 （公財）横浜市国際交流協会の公式ページ

川崎市 川崎市の公式ホームページ

川崎市 川崎市国際交流センターの公式ページ

新潟県 （公財）新潟県国際交流協会の公式ページ

新潟県 就学・学習支援、生活支援など多言語資料のページ

長岡市 長岡市の公式ページ

長岡市 長岡市国際交流センター「地球広場」の事業案内などの情報サイト

柏崎市 柏崎市の公式ページ

柏崎市 （公財）柏崎地域国際化協会の公式ページ

富山県 富山県の公式ページ

富山県 （公財）とやま国際センターの公式ページ

石川県 石川県の公式ホームページ

石川県 （公財）石川県国際交流協会の公式ホームページ

小松市 小松市の公式ホームページ

小松市 小松市国際交流協会の公式ホームページ

福井県 福井県の公式ホームページ

福井県 在住外国人の方のための生活情報「ふくいで暮らすために」（福井県産業労働部国際経済課）

福井市 福井市の公式ホームぺージ

福井市 外国人向けの生活情報と一般的な行政手続きについての案内

越前市 越前市の公式ホームページ

甲府市 甲府市の公式ホームページ

甲府市 「甲府市外国人生活ガイドブック」など、外国人市民向けの情報

北杜市 北杜市の公式ホームページ

新潟

石川

東京

富山

福井

山梨

神奈川

http://www.metro.tokyo.jp/
http://www.city.koto.lg.jp/
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/
http://www.foreign.city.shinjuku.lg.jp/jp/
http://www.city.suginami.tokyo.jp/
http://www.city.setagaya.lg.jp/index.html
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/
http://www.city.tachikawa.lg.jp/index.html
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shimin/004/004/gaikokujinnojyoho/index.html
http://hia855.com/
http://www.city.higashiyamato.lg.jp/
http://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/31,0,338,html
http://www.city.yokohama.lg.jp/
http://aoba-lounge.com/index.php?lang=ja
https://www.yokeweb.com/
http://www.city.kawasaki.jp/
http://www.kian.or.jp/
http://www.niigata-ia.or.jp/index.htm
http://www.niigata-ia.or.jp/jp/ct/004_siryou/001_siryou/001_siryou.html
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate13/chikyuhiroba/
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/
http://www.kisnet.or.jp/~kokusai/index.html
http://www.pref.toyama.jp/
http://www.tic-toyama.or.jp/
http://www.pref.ishikawa.jp/
http://www.ifie.or.jp/japan/foreigners/useful_info/benri_home.html
http://www.city.komatsu.lg.jp/
https://39kia.jimdo.com/
http://www.pref.fukui.jp/
http://info.pref.fukui.lg.jp/kokusai/tagengo/
https://www.city.fukui.lg.jp/
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/mati/international/p001417.html
http://www.city.echizen.lg.jp/
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/kurashi/gaikoku/index.html
http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/


長野県 長野県の公式ホームページ

長野県 「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」（長野県）

駒ヶ根市 駒ヶ根市の公式ホームページ

南箕輪村 南箕輪村防災マップ

佐久市 佐久市の公式ホームページ

岐阜市 岐阜市の公式ホームページ

岐阜県 （公財）岐阜県国際交流センターの公式ホームページ

可児市 可児市の公式ホームページ

土岐市 土岐市の公式ホームページ

静岡県 静岡県の公式ホームページ

静岡県 （公財）静岡県国際交流協会の公式ホームページ

静岡市 静岡市の公式ホームページ

静岡市 静岡市国際交流協会の公式ホームページ

掛川市 掛川多言語生活情報ガイド

愛知県 愛知県の公式ホームページ

愛知県 （公財）愛知県国際交流協会の公式ホームページ

三重県 三重県の公式ホームページ

三重県 （公財）三重県国際交流財団の公式ホームページ

三重県 三重県情報提供ホームページ「Mie Info」　生活・行政情報等を、文字情報と映像情報で提供

滋賀県 滋賀県の公式ホームページ

滋賀県 （公財）滋賀県国際協会の公式ホームページ

大津市 大津市の公式ホームページ

京都府 京都府の公式ホームページ

京都府 （公財）京都府国際センターの公式ホームページ

京都市 京都市の公式ホームページ「京都市情報館」

京都市 （公財）京都市国際交流協会の公式ホームページ

向日市 向日市の公式ホームページ

向日市 生活情報の多言語ページ

向日市 歴史・観光サイトの多言語ページ

精華町 精華町の公式ホームページ

大阪府 大阪府の公式ホームページ

大阪府 （公財）大阪府国際交流財団の公式ホームページ

大阪府 生活ガイド「大阪生活必携」

大阪市 大阪市の公式ホームページ

大阪市 （公財）大阪国際交流センターの公式ホームページ

兵庫県 兵庫県の公式ホームページ

兵庫県 （公財）兵庫県国際交流協会の公式ホームページ

神戸市 神戸市の公式ホームぺージ

神戸市 （公財）神戸国際協力交流センターの公式ホームページ

三重

大阪

兵庫

長野

岐阜

静岡

愛知

滋賀

京都

http://www.pref.nagano.lg.jp/
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/sangyo/kokusai/tabunka/tabunka/guide.html
http://www.city.komagane.nagano.jp/
http://www.vill.minamiminowa.nagano.jp/soshiki/soumu/bousaimappu.html
https://www.city.saku.nagano.jp/
http://www.city.gifu.lg.jp/
http://www.gic.or.jp/
http://www.city.kani.lg.jp/
http://www.city.toki.lg.jp/
http://www.pref.shizuoka.jp/
http://www.sir.or.jp/
http://www.city.shizuoka.jp/
http://samenet.jp/
http://kakegawa-life.com/guide/
http://www.pref.aichi.jp/
http://www2.aia.pref.aichi.jp/
http://www.pref.mie.lg.jp/
http://www.mief.or.jp/
http://mie.portalmie.com/ja
http://www.pref.shiga.lg.jp/
http://www.s-i-a.or.jp/
http://www.city.otsu.lg.jp/
http://www.pref.kyoto.jp/
http://www.kpic.or.jp/
http://www.city.kyoto.jp/
http://www.kcif.or.jp/
http://www.city.muko.kyoto.jp/
http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/for_foreigners.html
http://www.city.muko.kyoto.jp/rekimachi/honyaku.html
http://www.town.seika.kyoto.jp/
http://www.pref.osaka.lg.jp/
http://www.ofix.or.jp/
http://www.ofix.or.jp/life/guide.html
http://www.city.osaka.lg.jp/
http://www.ih-osaka.or.jp/
https://web.pref.hyogo.lg.jp/
http://www.hyogo-ip.or.jp/
http://www.city.kobe.lg.jp/
http://www.kicc.jp/kicc/guide/index.html


奈良県 奈良県の公式ホームページ

奈良県 外国人支援センター

斑鳩町 斑鳩町の公式ホームページ

葛城市 葛城市の公式ホームページ

大和郡山市 大和郡山市の公式ホームページ

島根県 島根県の公式ホームページ

島根県 （公財）しまね国際センターの公式ホームページ

岡山県 岡山県の公式ホームページ

岡山県 （一財）岡山県国際交流協会の公式ホームページ

岡山市 岡山市の公式ホームページ

岡山市 多言語生活情報紙「あくら」年4回発行（1月、4月、7月、10月）（岡山市国際交流協議会）

広島県 「救急医療 Net Hiroshima」

広島県 （公財）ひろしま国際センターの公式ホームページ

広島市 広島市の公式ホームページ

山口県 山口県の公式ホームページ

山口県 （公財）山口県国際交流協会の公式ホームページ

宇部市 宇部市の公式ホームページ

山口市 山口市の公式ホームページ

美祢市 市の観光情報サイト

徳島県 徳島県の公式ホームページ

徳島県 とくしま国際戦略センターの公式ホームページ

香川県 香川県の公式ホームページ

香川県 （公財）香川県国際交流協会の公式ホームページ

香川県 多言語生活ガイドブック「くらしらいぶらりー」

香川県 外国人住民のための防災ガイドブック

愛媛 愛媛県 （公財）愛媛県国際交流協会の公式ホームページ

高知 高知市 高知市の公式ホームページ

福岡県 福岡県の公式ホームページ

福岡県 （公財）福岡県国際交流センターの公式ホームページ

福岡市 福岡市の公式ホームページ

福岡市 （公財）福岡よかトピア国際交流財団の公式ホームページ

北九州市 （公財）北九州市国際交流協会の公式ホームページ

長崎県 長崎県の公式ホームページ

長崎県 長崎県に現在または過去居住する外国人のためのサイト「出島ネットワーク」

長崎県 （公財）長崎県国際交流協会の公式ホームページ

長崎市 長崎市の公式ホームページ

熊本県 熊本県の公式ホームページ

熊本県 熊本県国際協会の公式ホームページ

熊本市 熊本市の公式ホームページ

熊本市 熊本市国際交流振興事業団の公式ホームページ

広島

奈良

島根

徳島

岡山

山口

香川

福岡

長崎

熊本

http://www.pref.nara.jp/
http://www.pref.nara.jp/31640.htm
http://www.town.ikaruga.nara.jp/
http://www.city.katsuragi.nara.jp/
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/
http://www.pref.shimane.lg.jp/
http://www.sic-info.org/
http://www.pref.okayama.jp/
http://www.opief.or.jp/
http://www.city.okayama.jp/
http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/kokusai_s00169.html
http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenmintop/
http://hiroshima-ic.or.jp/
http://www.city.hiroshima.lg.jp/
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
http://yiea.or.jp/
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/
http://www.city.yamaguchi.lg.jp/
http://www.karusuto.com/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/
http://www.topia.ne.jp/
http://www.pref.kagawa.jp/
http://www.i-pal.or.jp/
http://www.i-pal.or.jp/guide/
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kokusai/live_together/m_disaster/guidebook.shtml
http://www.epic.or.jp/
http://www.city.kochi.kochi.jp/joho/hp/index.htm
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
https://www.kokusaihiroba.or.jp/
http://www.city.fukuoka.lg.jp/
http://www.rainbowfia.or.jp/
http://www.kitaq-koryu.jp/
https://www.pref.nagasaki.jp/
http://dejima-network.pref.nagasaki.jp/
http://nia.or.jp/
http://www.city.nagasaki.lg.jp/
http://www.pref.kumamoto.jp/
http://www.kuma-koku.jp/
http://www.city.kumamoto.jp/
http://www.kumamoto-if.or.jp/


大分県 大分県の公式ホームページ

大分市 大分市の公式ホームページ

大分市 大分市国際化推進室のホームページ

別府市 別府市の公式ホームページ

日田市 日田市の公式ホームページ

宮崎県 宮崎県の公式ホームページ

宮崎県 （公財）宮崎県国際交流協会の公式ホームページ

宮崎市 宮崎市の公式ホームページ

宮崎市 宮崎市国際交流協会の公式ホームページ

都城市 都城市の公式ホームページ

沖縄県 沖縄県の公式ホームページ

沖縄県 （公財）沖縄県国際交流・人材育成財団　国際交流課の公式ホームページ

大分

沖縄

宮崎

http://www.pref.oita.jp/
https://www.city.oita.oita.jp/
http://www.city.oita.oita.jp/o029/shisejoho/annai/1000000000374/kokusaikashinchaku.html
http://www.city.beppu.oita.jp/index.html
http://www.city.hita.oita.jp/
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/
http://www.mif.or.jp/
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/
http://www.miyazaki-mcia.jp/
http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/
http://www.pref.okinawa.jp/
https://kokusai.oihf.or.jp/

