
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

福岡県外国人相談センター
福岡市中央区天神1-1-1
ｱｸﾛｽ福岡3階
0120-279-906

毎日 10:00～19:00
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
fukuokamaic@kokusaihiroba.or.jp
・行政書士会や法務局と連携した専門相談会も開催

https://www.kokusaihiroba.or.jp/pages/project/

information/consultation/

北九州市多文化共生
ワンストップインフォメーションセンター
【黒崎】

北九州市八幡西区黒崎3-15-3
ｺﾑｼﾃｨ3F
080-6445-2606

月～金 9:30～16:00
英語、中国語、韓国語など
ベトナム語（火・水）

・法律、在留、心理の専門相談も月1回あります
・来所・電話とも予約不要
・メールでの相談もできます

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/0180

0249.html

北九州市多文化共生
ワンストップインフォメーション
センター【小倉】

北九州市小倉北区大手町1-1
小倉北区役所2F
080-5278-8404

月～金 9:30～16:00
英語、中国語、韓国語など
ベトナム語（火・水）

・来所・電話とも予約不要
・メールでの相談もできます

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/0180

0249.html

福岡市外国人総合相談支援センター
福岡市博多区店屋町4-1
福岡市国際会館1階
092ｰ262-1799

月～金 8:45～18:00
英語、中国語など
ベトナム語

・一部専門相談を除き来所・電話とも予約不要
・その他、専門相談を実施
　①法律相談(予約制)　②心理カウンセリング(予約制)
　③入国・在留・国籍に関する相談

http://www.fcif.or.jp/

飯塚市外国人相談窓口
飯塚市新立岩5-5
0948-22-5521

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をお勧めします
・電話・メールでの相談もできます
kokusai@city.iizuka.lg.jp

https://www.city.iizuka.lg.jp/kokusai/kokusai-

gaikokujinsupport.html#:~:text=

須恵町外国人相談窓口
ワンストップセンター

須恵町大字須恵804-1
須恵町オープンイノベーションセンター内

月～金 9:00～17:00
第3土 10:00～12:00

英語など
ベトナム語

https://suenoba.co.jp/onestop/

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

大分 大分県外国人総合相談センター

大分市高砂町2-33

iichiko総合文化ｾﾝﾀｰ地下1階

097-533-4008

月～土 10:00～17:00
休館日:第2・4月曜日

英語、中国語、韓国語、タイ語など
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.oitaplaza.jp
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長崎県外国人相談窓口
長崎市出島町2-11
出島交流会館1階
095-820-3377

月～土 9:00～17:00
英語など
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.nia.or.jp/

新上五島町  外国人ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ
新上五島町青方郷1585-1
0959-53-1113

月～金 8:30～17:15
英語、韓国語
その他

・翻訳機を使用するため、電話での相談は不可

新上五島町  外国人ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ
若松支所

新上五島町若松郷277-7
0959-46-3111

月～金 8:30～17:15
英語、韓国語
その他

・翻訳機を使用するため、電話での相談は不可

新上五島町  外国人ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ
新魚目支所

新上五島町榎津郷491
0959-54-1111

月～金 8:30～17:15
英語、韓国語
その他

・翻訳機を使用するため、電話での相談は不可

新上五島町  外国人ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ
有川支所

新上五島町有川郷733-1
0959-42-1111

月～金 8:30～17:15
英語、韓国語
その他

・翻訳機を使用するため、電話での相談は不可

新上五島町  外国人ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ
奈良尾支所

新上五島町奈良尾郷379
0959-44-1111

月～金 8:30～17:15
英語、韓国語
その他

・翻訳機を使用するため、電話での相談は不可
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熊本県外国人サポートセンター
熊本市中央区水前寺6- 18-1
県庁本館7階国際課内
080-4275-4489

月～金 8:30～17:15
英語、中国語、韓国語など
ベトナム語

・来所での相談は電話予約をお勧めします
・電話・相談フォーム（ホームページ）での相談もできます

http://www.kuma-koku.jp/support-center/

熊本市外国人総合相談プラザ
熊本市中央区花畑町4-18
熊本市国際交流会館２F 交流ラウンジ内
096-359-4995

10:00～18:00
休館日＝第2･4月曜日

英語、中国、韓国語など
ベトナム語（第3水・日）

・電話・メールでの相談もできます
・法律、在留資格など専門分野の相談もできます

https://www.kumamoto-if.or.jp/plaza/

菊池市役所 菊池市隈府888 月～金 8:30～17:15 英語、韓国語
https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/110/127

8.html
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宮崎 【県】みやざき外国人サポートセンター
宮崎市橘通東4-8-1
ｶﾘｰﾉ宮崎地下1階
0985-41-5901

火～土 10:00～19:00
英語、中国語、タイ語など
ベトナム語

・電話・メールでの相談もできます
・生活相談員による母国語での対応（英語、中国語、韓国
語、ベトナム語など）は事前に要予約

https://support.mif.or.jp/
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鹿児島県外国人総合相談窓口

鹿児島市山下町14-50
かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ1階
国際交流ﾌﾟﾗｻﾞ内
070-7662-4541

火～日 9:00～17:00
休館日＝月曜

英語、中国語など
ベトナム語

・電話でも相談できます
https://www.pref.kagoshima.jp/af21/soudan.ht

ml

鹿児島市市民相談センター
鹿児島市山下町11-1
099-216-1205

月～金 8:30～17:15
英語、中国語など
ベトナム語

http://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/shimin

bunka/soudan/kurashi/sodan/shimin.html
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沖縄 那覇市外国人相談窓口
那覇市泉崎1-1-1
市民生活安全課
098-867-0111 （内線2217）

月～金 9：00～16：00
12:00～13：00を除く

多言語 ・タブレット（翻訳機）や電話通訳を利用
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetudu

ki/soudan/kurasi/gaikokujinn.html

鹿児島

熊本

外国人のための相談窓口　＝九州地方＝

福岡

長崎
https://official.shinkamigoto.net/contact.php?ei

d=00034

https://www.kokusaihiroba.or.jp/pages/project/information/consultation/
https://www.kokusaihiroba.or.jp/pages/project/information/consultation/
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/01800249.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/01800249.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/01800249.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/01800249.html
http://www.fcif.or.jp/
https://www.city.iizuka.lg.jp/kokusai/kokusai-gaikokujinsupport.html#:~:text=
https://www.city.iizuka.lg.jp/kokusai/kokusai-gaikokujinsupport.html#:~:text=
https://suenoba.co.jp/onestop/
http://www.oitaplaza.jp参照/
http://www.oitaplaza.jp参照/
http://www.oitaplaza.jp/
http://www.nia.or.jp/
https://official.shinkamigoto.net/contact.php?eid=00034
https://official.shinkamigoto.net/contact.php?eid=00034
https://official.shinkamigoto.net/contact.php?eid=00034
https://official.shinkamigoto.net/contact.php?eid=00034
http://www.kuma-koku.jp/support-center/参照
http://www.kuma-koku.jp/support-center/参照
http://www.kuma-koku.jp/support-center/
http://www.kumamoto-if.or.jp/plaza/参照
http://www.kumamoto-if.or.jp/plaza/参照
https://www.kumamoto-if.or.jp/plaza/
https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/110/1278.html
https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/110/1278.html
https://support.mif.or.jp/
http://www.pref.kagoshima.jp/af21/soudan.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af21/soudan.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af21/soudan.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/shiminbunka/soudan/kurashi/sodan/shimin.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/shiminbunka/soudan/kurashi/sodan/shimin.html
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/soudan/kurasi/gaikokujinn.html
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/soudan/kurasi/gaikokujinn.html
https://official.shinkamigoto.net/contact.php?eid=00034
https://official.shinkamigoto.net/contact.php?eid=00034

