
県内における通訳・翻訳ボランティア登録制度について

市町村名 制度名 運営主体 登録派遣分野
登録者を対象とした

研修制度
登録に向けた取組等 URL 電話番号 メール 備考

埼玉県
通訳・翻訳ボランティア登録
紹介事業

公益財団法人
埼玉県国際交流協会

学校通訳、医療通訳、行政通訳、行政
資料翻訳

-
ホームページやメールマガジン等
での呼びかけ

https://sia1.jp/residents/volunteer/ 048-833-2992 jigyo@sia1.jp
トルコ語、ミャンマー語、シンハラ語、ベ
ンガル語、ポルトガル語の通訳登録者が少
ないため登録をお待ちしています。

さいたま市
ＩＥＣボランティア（通訳・
翻訳ボランティア）

公益社団法人
さいたま観光国際協会
国際交流センター

学校通訳、行政通訳、行政資料翻訳、
その他、様々な分野で依頼があります
が、ボランティア登録時に対応可能な
分野の自己申告をしていただきます。

外国人観光客向けの
観光ガイドスキル
アップ講座（年１
回）

イベント会場内での広報ブースの
設置

https://www.stib.jp/kokusai/volunteer.sh
tml

048-813-8500 iec@stib.jp

本市では、年々外国人市民が増加しており
（特にベトナム・ネパールが近年増加）、
通訳・翻訳ボランティアのニーズが今後さ
らに高まると考えられます。ぜひご登録お
願いします。

川越市
川越市通訳及び翻訳ボラン
ティア

川越市
学校通訳、行政通訳、行政資料翻訳、
市民相談での通訳等

- -

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/sm
ph/kurashi/bunkakyoyo/kokusaikoryu/volun
te
er.html

049-224-5506
kokusaikoryu@city.kawagoe.s
aitama.jp

ベトナム語、タガログ語、ネパール語に関
する依頼や相談が増えております。皆さま
のご登録をお待ちしています。

熊谷市 国際交流人材リスト 熊谷市国際交流協会
学校通訳、医療通訳、行政通訳、司法
通訳、行政資料翻訳

-
会報誌やHPなど広報媒体を用いて
登録を呼びかけている。

http://www.k-ifa.jp
048-524-1111
(内線220)

info@k-ifa.jp
ベトナム語・ネパール語・ウルドｳ語の通
訳者の派遣要望が増えつつあります。登録
をお待ちしています。

川口市 多言語ボランティア 川口市
学校通訳、医療通訳、行政通訳、行政
資料翻訳、保育所・幼稚園、町会・自
治会、災害に係る通訳・翻訳

- 広報紙や市ホームページでの広報
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki
/01060/020/4/20397.html

048-227-7607
非公開（市ホームページに問
い合わせフォームあり）

トルコ語・タガログ語・ベトナム語・ネ
パール語の通訳者・翻訳者の登録者が少な
いため、登録をお待ちしています。

飯能市 語学ボランティア制度 飯能市
学校通訳、医療通訳、行政通訳、行政
資料翻訳

- -
https://www.city.hanno.lg.jp/article/det
ail/860

042-973-2626 jiti2@city.hanno.lg.jp -

東松山市 - 東松山市国際交流協会
イベント（スリーデーマーチ）時の通
訳

- - http://hifa1998.jp/
0493-23-2221
（内線：275）

jimukyoku@hifa1998.jp -

春日部市
春日部市国際交流協会通訳ボ
ランティア制度

春日部市国際交流協会 行政通訳 - - http://www.kifa-world.org
048-736-1111
（内線2877）

kifa1993@outlook.jp
Zoom等を利用したオンライン通訳の要望も
見込まれます。登録をお待ちしています。

狭山市 - 狭山市国際交流協会 行政通訳、行政資料翻訳 - - https://www.sifa.saitama.jp/ 04-2952-4584 sifa2@nifty.com タガログ語の通訳者の派遣要望が多い。

羽生市
羽生市通訳ボランティア登録
制度

羽生市
市役所窓口での各種手続きにおける通
訳

- -
https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/201303
1500072

048-561-1121
（内線204）

hisho@city.hanyu.lg.jp -

上尾市 上尾市通訳翻訳ボランティア 上尾市
学校通訳、行政通訳、交流事業等市長
が必要と認めること

多文化共生ボラン
ティアと合同での講
習会

左記講習会で制度の紹介
https://www.city.ageo.lg.jp/page/0042202
006151.html

048-775-4597 s53000@city.ageo.lg.jp -
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草加市
地域からの国際化ボランティ
ア推進事業窓口通訳サービス

NPO法人
リビングインジャパン
（草加市と業務協定を締
結)

学校通訳、行政通訳、新生児・母子家
庭訪問、子育て相談

-

今年度は開催がありませんでした
が、例年ふささら祭りや国際村一
番地といった市の主催のイベント
において、ボランティア活動の紹
介等を行っています

http://sokaliving.p-kit.com
048-922-2970
（国際相談コー
ナー）

soka-kokusai@juno.ocn.ne.jp
海外で生活をされた経験をお持ちの方は特
に歓迎いたします。

越谷市
通訳翻訳ボランティア・多文
化共生推進員制度

越谷市
学校通訳、医療通訳、行政通訳、行政
資料翻訳

通訳翻訳ボランティ
ア学習会

国際交流イベント等での当該制度
周知

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/ku
rashi_shisei/shisei/boshu/borantyia/tuya
kuhonnyakutabunnka.html

048-963-9114
shikatsu@city.koshigaya.lg.
jp

近年、ベトナム語の通訳者の派遣・翻訳依
頼の要望が増加してきており、登録をお待
ちしています。その他の言語も募集中です
のでお気軽にお問い合わせください。

戸田市
通訳・翻訳ボランティア登録
制度

公益財団法人
戸田市国際交流協会

学校通訳、行政通訳、行政資料翻訳
国際ボランティア研
修会(不定期)

各種イベントでボランティア登録
についての案内をしている

http://www.toda-tifa.jp/custom2.html 048-434-5690 tifa@msc.biglobe.ne.jp -

入間市 通訳・翻訳ボランティア 入間市国際交流協会 学校通訳、行政通訳、行政資料翻訳 - - -
04-2964-1111
（内線2146）

i-society@city.iruma.lg.jp -

朝霞市 多文化推進サポーター 朝霞市 行政通訳、行政資料翻訳
多文化推進サポー
ター交流会・研修会
(年1回)

-
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/12/
tabunkasuisinsupporter.html

048-463-2645 tiiki_sien@city.asaka.lg.jp -

志木市 外国人申請・相談サポート 志木市 学校通訳、行政通訳、行政資料翻訳
通訳ボランティアと
しての心構え

-
https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/3
7,90238,144,html?20201203085928830

048-473-1468 shien@city.shiki.lg.jp -

和光市 和光市多文化共生ボランティア 和光市総務人権課 学校通訳、行政通訳、行政資料翻訳 -
ホームページや市の広報誌での周
知

http://www.city.wako.lg.jp/home/kyoiku/k
okusai/_8804/tabunka_volunteer.html

048-424-9088 a0400@city.wako.lg.jp -

八潮市 八潮市多言語サポーター 八潮市 学校通訳、行政通訳、行政資料翻訳 - - http://www.city.yashio.lg.jp/boshu/languagesupporter.html
048-996-2111
（内線465）

shiminkyodo@city.yashio.lg.
jp

全ての言語について、通訳・翻訳者を募集
しています。（特に、ベトナム語、中国
語、タガログ語の３言語）

鶴ヶ島市
通訳・翻訳ボランティア派遣
事業

鶴ヶ島市国際交流協会 学校通訳、行政通訳、、行政資料翻訳 -
市広報誌・ホームページでの募集
周知

http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/
page006254.html

049-271-1111
10400010@city.tsurugashima.
lg.jp

-

日高市 日高市通訳・翻訳ボランティア 日高市 行政通訳、行政資料翻訳 - -
www.city.hidaka.lg.jp/information/32/382
2.html

042-989-2111
(内線2237)

soumu@city.hidaka.lg.jp -

吉川市
吉川市翻訳・通訳ボランティ
ア

吉川市 行政通訳、行政資料翻訳 -
市HPによる周知、イベントなどの
機会に関係者に周知

https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/in
dex.cfm/26,8612,167,837,html

048-982-9685
shiminsanka2@city.yoshikawa
.saitama.jp

-

ふじみ野市
ふじみの国際交流センターボ
ランティア登録制度

NPO法人
ふじみの国際交流セン
ター

学校通訳、医療通訳、行政通訳、司法
通訳、行政資料翻訳、幼稚園、保育
園、児童相談所

年に１回程度 - http://www.ficec.jp/ 049-256-4290 npo-ficec@ficec.jp
日常会話だけでなく、専門性に重きを置く
ことが求められます。


