
都道府県名 窓口名称 所在地 開設日時 対応言語 その他 リンク

岡山県外国人相談センター
岡山市北区奉還町2-2-1
岡山国際交流ｾﾝﾀｰ1階
086-256-6052

月～土 9:00～17:00
英語、ポルトガル語など
ベトナム語

・来所での相談は電話予約不要
・電話・メールでの相談もできます

http://www.opief.or.jp/

岡山市外国人総合相談窓口
岡山市北区大供1-1-1
市役所本庁舎1階
086-803-1128

月～金 9:00～16:00
英語、中国語など
ベトナム語

https://www.city.okayama.jp/kurashi/00000129

26.html

岡山市外国人総合相談窓口（国際課）
岡山市北区大供1-1-1
市役所本庁舎2階
086-803-1112

月～金 9:00～16:00
12:00～13:00を除く

英語、中国語、韓国語
https://www.city.okayama.jp/kurashi/00000129

26.html

岡山市外国人総合相談窓口（友好交流
サロン）

岡山市北区幸町10-16
西川ｱｲﾌﾟﾗｻﾞ4階
086-234-5882

火～金 10:00～20:00
土・日 10:00～18:00
定休日は月曜と第2日

英語、中国語、韓国語
https://www.city.okayama.jp/kurashi/00000129

26.html

総社市外国人相談窓口
総社市中央1-1-1
市役所2階
0866-92-8242

月～金 8:30～17:15 英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語

http://www.city.soja.okayama.jp/jinken-

machi/kurashi/tabunkakyousei/consult/tabunka

kyouseisuishinin.html

備前市役所企画課窓口
備前市東片上126
0869-64-1871

月～金 8:30～17:15 多言語 ・電話での相談は不可 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/10/

備前市役所・日生総合支所窓口
（備前市国際交流センター）

備前市日生町日生630
0869-72-1101

月～金 8:30～17:15 多言語 ・電話での相談は不可 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/10/

備前市役所・吉永総合支所窓口
備前市吉永町吉永中８７８
0869-84-2512

月～金 8:30～17:15 多言語 ・電話での相談は不可 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/10/

【美作市】外国人相談窓口
美作市栄町38−2
市役所3F営業課

月～金 8:30～17:15
英語、中国語など
ベトナム語

http://www.city.mimasaka.lg.jp/info/14467929

09752.html

新庄村役場住民福祉課
真庭郡新庄村2008-1
創生ｾﾝﾀｰ1階
0867-56-2646

月～金 9:00～17:00
12:00～13:00を除く

英語、中国語、ポルトガル語など
ベトナム語

・来庁相談のみ対応できます
http://www.vill.shinjo.okayama.jp/index.php?id

=87

都道府県名 窓口名称 所在地 開設日時 対応言語 その他 リンク

【県】ひろしま外国人多言語総合相談窓
口

広島市中区中町8-18
広島ｸﾘｽﾀﾙ ﾌﾟﾗｻﾞ6階
0120-783-806(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)
082-541-3888

月～金 10:00～19:00
土 9:30～18:00
木・土10:00～14:00
12:00～13:00を除く

英語、タガログ語、中国語など
ベトナム語（木・土）

・来所での相談は要電話予約
・電話・メールでの相談もできます
・水・土は行政書士･社会保険労務士等が在留資格や労働条
件などの専門相談にも対応

http://hiroshima-ic.or.jp/consult-jap.html

広島市外国人市民の生活相談コーナー
広島市中区中島町1-5
広島国際会議場1階 国際交流ﾗｳﾝｼﾞ内
082-241-5010

月～金 9:00～16:00
英語、中国語など
ベトナム語

・電話・メールでの相談もできます
 soudan@pcf.city.hiroshima.jp

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/50/115

03.html#sp_headline_0

呉市国際交流センター外国人相談窓口
呉市中央4-1-6
市役所1階
0823-25-5604

月～金 9:00～17:30
土・日 10:00～18:00
曜日要確認

英語、ポルトガル語など
その他

・電話での相談もできます http://kurekiea.com/shien/soudan/

【福山市】外国語相談窓口（市民相談課
内）

福山市東桜町3ｰ5
084-928-1125(英語など)
084-928-1211(中語語)

月～金 9:00～16:00
時間要確認

英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語
ベトナム語

・来所での相談は電話予約不要
・電話・メールでの相談もできます

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki

/shiminseikatsu/192072.html

【福山市】外国人相談窓口（松永支所）
福山市松永町3-1-29
084-930-0780

月～金 9:00～17:15
英語、ポルトガル語
ベトナム語

・来所での相談は電話予約不要
・電話・メールでの相談もできます

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/upload

ed/attachment/164396.pdf

【東広島市】コミュニケーションコーナー
東広島市西条西本町28-6
市民文化ｾﾝﾀｰ1階
082-423-1922

月～日 9:00～17:00
日 13:00～17:00（ベトナム語）

英語、中国語など
ベトナム語

・電話・メールでの相談もできます http://www.hhface.org/corner/jp.html

【安芸高田市】人権多文化共生推進課
安芸高田市吉田町吉田791
0826-42-5630

月～金 8:30～16:45
英語、ポルトガル語など
その他

https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/jinken

tabunka/w856/

【北広島町】北広島町外国人相談・日本
語学習支援窓口

北広島町有田495-1
町役場 人権・生活総合相談ｾﾝﾀｰ
050-5812-5020

月～金 8:30～17:15 多言語 ・翻訳機を使用（消費生活・人権・法律など）
https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/7/

1290.html

【北広島町】北広島町外国人相談・日本
語学習支援窓口

北広島町有田1234
町役場
050-5812-5020

月～金 8:30～17:15 多言語

・【町民課】各種届出・証明・保険・年金・福祉医療・環境・衛生
など
・【千代田まちづくりセンター】各種講座など
・いずれも翻訳機を使用

https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/7/

1289.html
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山口 【県】やまぐち外国人総合相談センター
山口市水の上町1-7 3階
国際交流協会内
083-995-2100

火～土 8:30～17:15
12:00～13:00を除く

英語、中国語など
ベトナム語（水・金）

・多言語相談員による対応は10:00～16:00
・来所による相談は予約不要
・電話・スカイプによる相談可能（Skype ID： yiea.soudan1）

https://www.yiea.or.jp/

都道府県名 窓口名称 所在地 開設日時 対応言語 その他 リンク

鳥取県国際交流財団本所（県東部）
鳥取市扇町21
県民ふれあい会館3階
0857-51-1165

月～金 9:00～18:00
土・日 9:00～17:30

英語、中国語
ベトナム語（水）

・来所での相談は電話予約不要
・電話・メールでの相談もできます
・財団ＨＰ「多言語相談フォーム」からも相談できます（11言語
対応）

鳥取県国際交流財団倉吉事務所（県中
部）

倉吉市東巌城町2
県中部総合事務所別館
0858-23-5931

月～金 8:30～17:15
中国語（水）
ベトナム語（金）

鳥取県国際交流財団米子事務所（県西
部）

米子市末広町294
米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ4階
0859-34-5931

月～金、日 9:00～17:30
中国語（水・木）
ベトナム語（月）

都道府県名 窓口名称 所在地 開設日時 対応言語 その他 リンク

【県】しまね多文化共生総合相談ワンス
トップセン ター

松江市東津田町369-1
しまね国際ｾﾝﾀｰ
070-3774-9329

月～金 9:00～17:00
英語、タガログ語など
ベトナム語（月～水、金）

・来所での相談は電話予約不要
・電話・Skypeでの相談もできます　Soudan@SIC

https://www.sic-info.org

松江市国際観光課国際交流係
松江市末次町86
0852-55-5175

月～金 9:00～17:00 英語、中国語、韓国語、フランス語
http://www1.city.matsue.shimane.jp/shisei/kouh

ou/houdou/2019/03/2578.html

都道府県名 窓口名称 所在地 開設日時 対応言語 その他 リンク

【県】外国人労働人材関係相談窓口
高松市番町4-1-10
県庁東館6階
087-832-3400

月～金 8:30～17:15 多言語 ・外国人の雇用・就労に関する相談など
https://www.pref.kagawa.lg.jp/rosei/koyo/taisak

u/gaikokujin/gaikokujin.html

【県】かがわ外国人相談支援センター
高松市番町1-11-63
香川国際交流会館(ｱｲﾊﾟﾙ香川）2階
087-832-0411

火～日 9:00～16:00
英語、中国語、韓国語など
ベトナム語

・電話・メールでの相談もできます http://www.i-pal.or.jp/soudan

【丸亀市】外国人相談窓口
丸亀市大手町2-3-1
0877-56-1771

月～金 8:30～17:15
12:00～13:00を除く

英語、中国語、スペイン語
・来所での相談は要事前連絡
・電話・メールでの相談もできます

https://www.facebook.com/marugameinternatio

nal

都道府県名 窓口名称 所在地 開設日時 対応言語 その他 リンク

徳島 【県】とくしま国際戦略センター
徳島市寺島本町西1-61
徳島駅ｸﾚﾒﾝﾄﾌﾟﾗｻﾞ6階
088-656-3303

月～日 10:00～18:00
英語、中国語
ベトナム語（月～金は14:00まで）

・来所での相談は電話予約不要
・電話・メールでの相談もできます

https://www.topia.ne.jp

都道府県名 窓口名称 所在地 開設日時 対応言語 その他 リンク

愛媛県外国人相談ワンストップセンター
（愛媛県国際交流センター）

松山市道後一万1-1
089-917-5678
080-4783-5253(相談専用)

月～土 9:00～17:00
英語、中国語など
ベトナム語

・来所での相談は事前連絡を推奨します
・電話・メールでの相談もできます

http://www.epic.or.jp/kurasu/sodan.html

【松山市】松山国際交流協会
松山市三番町6-4-20
089-943-2025

火～日 9:00～17:30 英語、ドイツ語、韓国語
・来所での相談は、事前連絡をお勧めします
・電話・メールでの相談もできます

https://www.mic.ehime.jp/index.html

「外国人相談窓口」
今治市役所営業戦略課

愛媛県今治市別宮町1-4-1
市役所6階
0898-36-1554

月～金 8:30～17:15
12:00～13:00を除く

英語、中国語など
ベトナム語

・通訳が必要な方は今治市国際交流協会に連絡してください
（予約制）

https://www.city.imabari.ehime.jp/eigyou-

s/gaikokujin/soudan.html

「外国人相談窓口」
今治市国際交流協会

今治市南大門町2-5-1
市役所第3別館1階
0898-34-5763

月～金 8:30～17:15
12:00～13:00を除く

英語、中国語など
ベトナム語

・通訳が必要な方は今治市国際交流協会に連絡してください
（予約制）
・来所での相談は事前連絡をお勧めします
・電話・メールでの相談もできます

http://iciea.jp/

新居浜市国際交流協会
新居浜市繁本町8-65
新居浜市民文化ｾﾝﾀｰ別館1階
0897-65-1579

火～土 12:00～18:00 英語、中国語 https://kokusai.city.niihama.ehime.jp/

都道府県名 窓口名称 所在地 開設日時 対応言語 その他 リンク

高知 高知県外国人生活相談センター
高知市本町4-1-37
丸の内ﾋﾞﾙ 1階
088-821-6440

月～土 9:00～17:00
英語、中国語、韓国語など
ベトナム語

・電話での相談もできます
・メールでの相談はHPの問い合わせフォームから受け付けま
す

https://kccfr.jp

外国人のための相談窓口　＝中国・四国地方＝

香川

愛媛

岡山

広島

鳥取

島根
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