
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

静岡県多文化共生総合相談センター(愛
称 かめりあ)

静岡市駿河区南町14-1
水の森ﾋﾞ ﾙ2階
静岡県国際交流協会内
054-204-2000

月～金 10:00～16:00
途中1時間休憩

ポルトガル語、英語、中国語など
ベトナム語（火、木）

・来所での相談は電話予約不要
・電話・メール等での相談もできます
mail：sir07@sir.or.jp
LineID：sirlinejpn01
Skype：siradviser
Messenger ID：@adviser.shizuoka
Facebook Account：Adviser Shizuoka
FAX：054-202-0932

http://www.sir.or.jp

静岡市多文化共生総合相談センター
（清水）

静岡市清水区旭町6-8
市役所清水庁舎2階
静岡市国際交流協会清水支部
052-354-2009

月～金 8:30～17:15
12:00～13:00を除く

英語、ポルトガル語など
・来所での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます

https://samenet.jp/vi/

静岡市多文化共生総合相談センター
（市役所）

静岡市葵区追手町5-1 市役所17階
静岡市国際交流協会
054-273-5931

月～金 8:30～17:15
金 13:00～17:00（ベトナム語）
12:00～13:00を除く

英語、中国語など
ベトナム語

・来所での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます

https://samenet.jp/vi/

静岡市多文化共生総合相談センター
（駿河）

静岡市駿河区南八幡10-40
駿河区役所3階
054-354-2009

月 8:30～17:15
12:00～13:00を除く

英語
・来所での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます

https://samenet.jp/vi/

浜松市多文化共生総合相談
ワンストップセンター

浜松市中区早馬町2-1
ｸﾘ ｴｰﾄ浜松4階

9:00～17:00
ポルトガル語、英語、中国語など
ベトナム語

http://www.hi-hice.jp/hmc/

沼津市役所  地域自治課 国際係 沼津市御幸町16-1
月～金 8:30～17:15
12:00～13:00を除く

英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語
・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.numazu.shizuoka.jp/shisei

/office/ichiran/kikaku/chiikijichi/soudan/in

dex.htm

三島市外国籍市民相談窓口
三島市中央町5-5
市役所中央町別館2階  国際交流室
055-983-2645

月～金 8:30～17:15 英語、中国語
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn0

46297.html

三島市外国籍市民相談窓口
三島市北田町4-47 市役所本館1階
市民生活相談センター
055-983-2621

①月・木②火・金 8:30～17:15
12:00～13:00を除く

①ポルトガル語、②スペイン語
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn0

46297.html

富士宮市役所市民生活課
くらしの相談係外国人相談

富士宮市弓沢町 150
0544-22-1246

月～金 8:30～17:00
12:00～13:00を除く

ポルトガル語、スペイン語 ・電話での相談もできます
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/llti

2b0000002co5.html

伊東国際交流協会
伊東市松川町3-4太田ﾋﾞﾙ2階
0557-32-4666

月～金 10:00～17:00
英語
その他（要事前連絡）

・来所での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます
・メールでの相談もできます iair-pr@i-younet.ne.jp

http://iairito.jp/

富士市国際交流ラウンジ（FILS）
富士市富士町20-1
0545-64-6400

火～金 13:00～21:00
土・日 10:00～18:00

英語、中国語など
その他

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c1

105/rn2ola000002fjg5.html

外国人情報窓口（磐田市）
磐田市国府台3
0538-37-4811

月～土 8:30～17:15
12:00～13:00を除く
火・木 14:00～17:00（ベトナム語）

英語、中国語など
ベトナム語

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi

_tetsuzuki/nayami_soudan/gaikokujinsoug

ou_soudan/1001612.html

焼津市多文化共生総合相談センター
焼津市本町2-16-32
054-626-2191

月～金 8:30～17:00
12:00～13:00を除く

英語、ポルトガル語など
・電話での相談もできます
・来庁での相談は事前に電話予約をおすすめします

https://www.city.yaizu.lg.jp/g01-

006/006.html

掛川市外国人生活支援相談窓口
掛川市長谷1-1-1
掛川市役所2階ﾃﾗｽ

月～金 9:00～16:00
12:00～13:00を除く

英語、ポルトガル語
https://kakegawa-

life.com/project/multicultural-symobisis/

藤枝市よろず相談
藤枝市岡出山1-11-1
054-643-3318

第2･4水 13:30～16:00 ポルトガル語
・予約は不要です（受付時間：13：30～15：00）
・電話・メールでの相談はできません

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp

御殿場市外国人相談
御殿場市萩原483
市役所くらしの安全課内
0550-82-8400

月～金 9:00～17:00
12:00～13:00を除く

スペイン語、ポルトガル語
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c1

103/fmervo00000012pt.html

【袋井市】外国人相談窓口
袋井市新屋1-1-15
0538-43-8070

月～金 9:00～16:00
土 9:00～12:00

英語、中国語など
ベトナム語（不定期）

http://harococo.com/guide/

裾野市役所
1階北側市民相談室

裾野市佐野1059
055-992-1111

水 9:00～12:00 ポルトガル語、スペイン語 ・来所での相談は電話予約不要
http://www.city.susono.shizuoka.jp/kurashi

/5/1/3299.html

【湖西市】外国人総合窓口
湖西市吉美3268
市役所1階
053-576-1213

月～金 9:00～16:30
ポルトガル語、スペイン語など
その他

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikii

chiran/shiminka/kyodo/1_1/8103.html

伊豆市役所  市民課
伊豆小立野38-2
0558-72-9858

火～金 9:00～17:15 日本語
・来所での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます

http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/ind

ex.html

菊川市外国人住民相談窓口
菊川市堀之内61
0537-35-0925

月～金 8:15～17:00
英語、スペイン語など
ベトナム語

・電話・メールでの相談もできます
http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/chii

kishien/soudanmadoguchi.html

吉田町多文化共生総合相談窓口
吉田町住吉87
吉田町役場１階
0548-33-2135

月～金・第2日 8:15～17:00
12:00～13:00を除く
第2日は英語、ポルトガル語、スペ
イン語のみ

英語、ポルトガル語など
その他

http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/1848.

htm#BaseTable

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】あいち多文化共生センター
名古屋市中区三の丸2-6-1
愛知県三の丸庁舎 1階
052-961-7902

月～土 10:00～18:00
英語、ポルトガル語、中国語など
ベトナム語

http://www2.aia.pref.aichi.jp/sodan/vnm/so

dancorner.html

【名古屋市】名古屋国際センター
名古屋市中村区那古野1-47-1
052-581-0100

火～日 9:00～19:00
水～日 13:00～17:00（ベトナム語）
時間要確認

英語、中国語など
ベトナム語

https://www.nic-nagoya.or.jp/tieng_viet/

豊橋市外国人総合相談窓口（インフォピ
ア）

豊橋市駅前大通2-33-1
開発ﾋﾞﾙ3階
豊橋市国際交流協会内
090-1860-0783

月～日 9:00～17:00
英語、ポルトガル語、中国語など
その他

・電話・メールでの相談もできます
http://www.toyohashi-tia.or.jp/tia-new-

infopia.html

豊橋市役所外国人相談
豊橋市今橋町1
市役所多文化共生・国際課(東館11階)
0532-51-2023(英語、タガログ語)

月～金 9:00～16:00
12:00～13:00を除く

英語、ポルトガル語、タガログ語
・市役所での手続きに関する相談に応じます
・電話での相談もできます

https://www.city.toyohashi.lg.jp/7413.htm

岡崎市りぶら国際交流センター(LICC)
岡崎市康生通西4-71
図書館交流ﾌﾟﾗｻﾞ3階
0564-23.3148

9:15～17:00
水曜休館

英語、中国語、スペイン語など
ベトナム語（月・金）

https://www.city.okazaki.lg.jp/1500/1506/

p012191.html

岡崎市外国人相談窓口
岡崎市十王町2-9
市役所東庁舎2階
0564-23-6480

月～金 8:30～17:15 ポルトガル語、英語、中国語など
http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1556/2

82500/p019660.html

【一宮市】国際交流ウエルカムひろば
一宮市栄3-1-2
尾張一宮駅前ﾋﾞﾙ3階
市民活動支援ｾﾝﾀｰ内

第1日 9:30～10:30 英語、中国語など
・来所での相談は電話予約不要
・メール・電話での相談は不可

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/iia/10

12168.html

春日井市市民相談コーナー外国人相談
春日井市鳥居松町5-44
0568-85-6620

水 9:00～16:00
12:00～13:00を除く

英語（第1週）、ポルトガル語、スペイン語
第1～第4水曜日のみ
・来所での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます

https://www.city.kasugai.lg.jp/shimin/kuras

hi/syohi/sodan/gaikokusodan.html

豊川市外国人相談窓口
豊川市諏訪1-1
0533-89-2158

月～金 8:30～17:15
ポルトガル語、英語、中国語、韓国語など
ベトナム語 （火・木午前）

・来所での相談は電話予約不要
・ポルトガル語、スペイン語、英語での電話相談は毎日できます

http://www.city.toyokawa.lg.jp/vietnamese/

index.html

刈谷市外国人生活相談
刈谷市東陽町1-1
市役所くらし安心課
0566-62-1058

月～金 8:30～17:00
12:00～13:00を除く

ポルトガル語、英語、中国語など
・刈谷市民が対象
・来所での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます

https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/kotsu/

gaikokujin-sodan.html

豊田市多言語サービスデスク
豊田市西町3-60
南庁舎1階市民相談課内
0565-34-6626

月～金 8:30～17:15
英語、中国語、韓国語、ポルトガル語など
ベトナム語

・電話での相談もできます（英語、ポルトガル語、スペイン語）
・これ以外に市内5か所の支所等にも「多言語サービスデスク」を設
置

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/sei

katsusodan/gaikoku/1032742.html

安城市外国人相談窓口
安城市桜町18-23
市役所市民課
0566-71-2268

月～金 8:30～17:15 ポルトガル語、フィリピン語、中国語
・来所での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます

https://www.city.anjo.aichi.jp

西尾市外国人相談窓口
西尾市寄住町下田22
0563-65-2383

月～金 8:30～17:15
英語、中国語など
ベトナム語

・来所での相談は電話予約不要
・ベトナム語、ポルトガル語による電話での相談もできます

https://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6

,67339,26,338,html

犬山市外国人相談窓口
犬山市大字犬山字東畑36
0568-44-0343

金 13:00～16:30 ポルトガル語、中国語、英語など ・電話での相談もできます
https://www.city.inuyama.aichi.jp/about/for

eignlanguage.html

江南市国際交流協会
江南市古知野町古渡142-2
0587-56-7390

月～金 10:00～15:00
12:00～13:00を除く

中国語、ポルトガル語、スペイン語など http://konan-ksi.com/

外国人のための相談窓口　＝中部地方＝

愛知

静岡
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小牧市外国人相談窓口
小牧市堀の内3-1
市役所本庁舎2階 多文化共生推進室
0568-76-1675

月～金 9:00～17:00
12:00～13:00を除く

ポルトガル語、スペイン語、英語 ・不在の時もあります

http://translate.google.com/translate?sl=ja&

tl=vi&u=http://www.city.komaki.aichi.jp/a

dmin/shimin/life/tabunka/26603.html

稲沢市ポルトガル語相談会
稲沢市稲府町1
市役所1階相談室
0587-32-1125

第1･3金 9:30～12:30 ポルトガル語
http://www.city.inazawa.aichi.jp/event/soda

n/1006023.html

大府市外国人総合窓口（ウェルサポ）
大府市中央町5-70
0562-45-6219

月～金 8:30～17:15
水 8:30～19:15
第4水13:00～17:00（ベトナム語）

ポルトガル語、英語など
ベトナム語

・通訳人が不在の場合でも翻訳ツールで対応可能です
https://www.city.obu.aichi.jp/foreigners/ind

ex.html

知多市外国人相談
知多市緑町1 市役所市民相談室
0562-36-2648

月・火 9:00～16:00
12:00～13:00を除く
木・金 9:00～12:00

ポルトガル語、スペイン語
・来庁での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます

http://www.city.chita.lg.jp

知立市役所市民相談コーナー
知立市広見3-1 市役所2階
0566-83-1111(内線159)

月～金 9:30～16:00
12:00～13:00を除く

ポルトガル語 ・市役所の業務内容の相談に対応
http://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/sod

an/1451813601920.html

知立市もやいこハウス
（多文化共生センター）

知立市昭和9-2 知立団地74号棟3号室
金 9:00～12:00
土 10:00～15:00
12:00～13:00を除く

ポルトガル語 ・生活全般に関する相談に対応
http://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/fore

igner/1451813615480.html

高浜市総合窓口（１階市民窓口グルー
プ）

高浜市青木町4-1-2
0566-52-1111

月～金 8:30～17:00
英語、ポルトガル語
その他

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/shi

min/

【岩倉市】外国人サポート窓口 愛知県岩倉市栄町1-66 月～金 8:30～17:00
英語、ポルトガル語など
その他

https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000004

152.html

豊明市外国人相談窓口
豊明市新田町子持松1-1市役所
0562-92-8306

月～金 9:00～17:00
ポルトガル語、英語など
ベトナム語

・来所での相談は電話予約不要 https://www.city.toyoake.lg.jp/13924.htm

幸田町外国人相談窓口
幸田町大字菱池字元林1-1
幸田町役場　企画政策課
0564-62-1111（内線331）

月～金 10:00～17:00
12:00～13:00を除く

多言語
・電話を使用しての3者間通訳可（19言語）
・翻訳機あり（74言語）

https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/0/906.

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

岐阜県在住外国人相談センター
岐阜市柳ｹ瀬通1-12
岐阜中日ﾋﾞﾙ2階
058-263-8066

月～金・日 9:30～16:30
英語、中国語、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
・電話での相談もできます
・心の相談、行政書士や住宅相談も定期的に実施(要予約)

http://www.gic.or.jp

【岐阜市】外国人生活相談窓口

岐阜市司町40-5
みんなの森 ぎふﾒﾃﾞｨｱｺｽﾓｽ1階
多文化交流ﾌﾟﾗｻﾞ
058-263-1741

10:00～16:00
12:00～13:00を除く
毎月最終火曜休館
対応言語により曜日異なる

英語、中国語、ポルトガル語など
ベトナム語（日）

http://www.ccn.aitai.ne.jp/~gk3700cc/inde

x.htm

大垣市外国人市民相談窓口
大垣市丸の内2-29
0584-47-8562

月～金 8:30～17:15
英語、ポルトガル語
その他

・来所での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます

https://www.city.ogaki.lg.jp/0000048209.h

tml

高山市役所  海外戦略課
高山市花岡町2-18
0577-35-3346

月～金 8:15～17:15
12:00～13:00を除く

英語、中国語
・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

https://www.city.takayama.lg.jp/index.html

【各務原市】ポルトガル語など生活相談
各務原市那加桜町2-186
産業文化ｾﾝﾀｰ1階 国際交流ｻﾛﾝ
058-383-1417

月～金 9:00～17:00 英語、ポルトガル語
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/fo

reigners/index.html

【可児市】外国人市民相談窓口
可児市広見1-1
市役所人づくり課
0574-62-1500

月～金 9:00～17:00 英語、ポルトガル語、フィリピン語 ・電話での相談もできます
https://www.city.kani.lg.jp/secure/17607/1

6shiryou6.pdf

【可児市】外国人相談窓口
可児市下恵土1185-7
可児市多文化共生ｾﾝﾀｰ
0574-50-8841

木～火・祝日 9:00～18:00 英語、ポルトガル語など ・電話での相談もできます https://www.city.kani.lg.jp/3376.htm

坂祝町定住外国人自立支援センター
加茂郡坂祝町取組46-18
0574-26-7111

月～金 9:00～17:00
12:00～13:00を除く

ポルトガル語
・来所での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます
・メールでの相談もできます gaikokujinshien@town.sakahogi.lg.jp

https://www.gic.or.jp/foreigner/foreignlang/

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】みえ外国人相談サポートセンター
（ＭｉｅＣｏ）

津市羽所町700 アスト津3階
080-3300-8077

月～金 9:00～17:00
英語、中国語、韓国語、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
・電話での相談もできます

http://www.mief.or.jp/jp/helpdesk.html#tag

engo

津市外国人総合相談窓口
津市西丸之内23-1
市役所3階 市民交流課内
059-229-3102

月～金 8:30～17:15
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（9:00～）

・電話での相談もできます(英語、ポルトガル語、スペイン語）
https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/genre

/1100000000363/index.html

四日市市多文化共生推進室
四日市市諏訪町1-5-5階
059-354-8114

月～金 8:30～17:15
英語、中国語など
ベトナム語

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/job/

1488900759911/index.html

鈴鹿市外国人相談室
鈴鹿市神戸1-18-18
059-382-9058

月～金 8:30～17:15
12:00～13:00を除く

ポルトガル語、英語、中国語など
ベトナム語 （9:00～）

・ポルトガル語、スペイン語は通訳職員が相談に対応します
・ポルトガル語、スペイン語以外はタブレット端末による通訳

https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/311

0.html

【名張市】外国人相談窓口
名張市鴻之台1-1
0595-63-7416

月～金 8:30～17:15 多言語
・来所での相談は予約不要
・電話での相談は不可
・相談内容は市役所の手続きに関することに限ります

https://www.emachi-nabari.jp/j-

kouryu/?page_id=19

【亀山市】外国人生活相談窓口
亀山市本丸町577
0595-84-5008

月～金 8:30～17:15
英語、韓国語など
ベトナム語（9:00～）

・来所での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます

https://www.city.kameyama.mie.jp/mayor/

2020012800052/file_contents/200128-1-

2.pdf

伊賀市市民生活課相談窓口
伊賀市四十九町3184
0595-22-9702

月～金 8:30～17:15
中国語、ポルトガル語など
ベトナム語（9:00～）

・来所での相談は電話予約不要
・電話での相談もできます

https://www.city.iga.lg.jp/0000005621.htm

l

伊賀市多文化共生センター
伊賀市上野東町2955
0595-22-9629

月～金・第2・4日 9:00～17:00
英語、スペイン語など
その他

・来所での相談は電話予約不要
・電話、メール、SNSでの相談もできます
FacebookID:@igashitkc
※月に１回、行政書士による相談を実施（伊賀市在住・在勤の方が
対象）

http://iga-tabunkakyouseicenter.com/
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