
长期生活在外国人为对象的咨询窗口 
 

各种咨询窗口 
 
◆ （财）岐阜县国际交流中心 
 
岐阜县薮田南 5-14-53  
岐阜县县民友好交流 6F  
≪电话≫ 058-277-1013 
≪Email≫ gic@gic.or.jp
 
≪对应语言≫ 
 英语・葡萄牙语・中国语 
≪开馆时间≫  
 星期一～五  9:00～16:00 
 
◆（财）岐阜市国际交流协会 
 
岐阜市今沢町 18 岐阜市役所内 
≪电话≫  058-265-4141 (内线 6181) 
≪Email≫ gifucity-iea@nifty.com
 
≪对应语言・接待时间≫ 
 英语   星期一、三   9:00～17:00 
            星期二、四  13:00～17:00 
            星期五       9:00～16:00 
 中国语   星期一～五 9:00～15:30 
 他加禄语    星期二     10:00～16:00 
  葡萄牙语    星期三     10:00～16:00 
 
◆大垣国际交流协会 
 
大垣市室本町 5‐51  Suitopia中心内
≪ ≫电话  0584-82-2311 （内线 225） 
 
≪对应语言・接待时间≫ 

・英语 中国语 星期二以外的 8:30～17:15 
葡萄牙语      星期日   9:00～15:00 
 
◆ 大垣市城市建设推进课 
 
大垣市丸之内 2-29 
≪ ≫电话  0584-81-4111 （内线 243） 
≪ ≫对应语言 英语、葡萄牙语 
≪ ≫接待时间 每天（节假日、新年前后除外） 
            8:30～17:15 
 
◆高山市企画课 
 
高山市花冈町 2-18 高山市役所内 
≪ ≫电话  0577-35-3130 
 
≪ ・ ≫对应语言 接待时间  

・英语 中国语 星期一～五 8:30～17:15 

在住外国人のための相談窓口
 

各種相談窓口 
 
◆ (財)岐阜県国際交流センター 
 
岐阜市薮田南 5-14-53 
岐阜県県民ふれあい会館 6階 
≪ＴＥＬ≫ 058-277-1013 
≪E-mail≫ gic@gic.or.jp
 
≪対応言語≫ 
 英語･ポルトガル語･中国語 
≪開館日時≫ 
 月～金   9:00～16:00 
 
◆（財）岐阜市国際交流協会 
 
岐阜市今沢町 18 岐阜市役所内 
≪ＴＥＬ≫ 058-265-4141（内線 6181） 
≪E-mail≫ gifucity-iea@nifty.com 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
 英語     月・水 9:00～17:00 
        火・木 13:00～17:00 
                金   9:00～16:00 
 中国語    月～金 9:00～15:30 
 タガログ語    火のみ 10:00～16:00 
  ポルトガル語 水   10:00～16:00 
 
◆大垣国際交流協会 
 
大垣市室本町 5-51 スイトピアセンター内 
≪ＴＥＬ≫ 0584-82-2311（内線 225） 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
英語・中国語 火曜日以外の 8:30～17:15 
ポルトガル語 日曜日   9:00～15:00 
 
◆ 大垣市まちづくり推進課 
 
大垣市丸の内 2-29 
≪ＴＥＬ≫0584-81-4111(内線 243) 
≪対応言語≫英語・ポルトガル語 
≪受付日時≫毎日（祝祭日 年末年始除く） 
      8:30～17:15 
 
◆高山市企画課 
 
高山市花岡町 2-18 高山市役所内 
≪ＴＥＬ≫ 0577-35-3130 
 
≪対応言語・受付日時≫ 

英語・中国語 月～金 8:30～17:15 
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◆美濃加茂市多文化共生室 
 
美濃加茂市太田町 3431-1 美濃加茂市役所内 
≪ＴＥＬ≫ 0574-25-2111（内線 364､366） 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
ポルトガル語・英語・ｽﾍﾟｲﾝ語 
月～金 8:30～17:15 
 
 
◆各務原市観光交流課 
 
各務原市那加桜町 2－186 
各務原市産業文化センター１階 交流サロン 
≪ＴＥＬ≫ 058-383-1417 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
ポルトガル語・英語・ｽﾍﾟｲﾝ語 
月～金 9:00～17:00 
 
◆可児市まちづくり推進課 
 
可児市広見 1-1 可児市役所内 
≪ＴＥＬ≫ 0574-62-1111 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
ポルトガル語・英語・スペイン語  
月～金 8:30～17:15 
 
◆可児市国際交流協会 
 
可児市下恵土 1185-7 
可児市多文化共生センターフレビア 
≪ＴＥＬ≫ 0574-60-1200 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
ポルトガル語・英語   
毎月第 2日曜日 13:00～17:00 
 
 
 

 

 
◆美浓加茂市多文化共存室 
 
美浓加茂市太田町 3431-1 美浓加茂市役所内 
≪电话≫ 0574-25-2111（内线 364､ 366） 
 
≪对应语言・接待时间≫ 
葡萄牙语・英语・西班牙语 

 星期一～五 8:30～17:15 
 
 
◆各务原市観光交流课 
 
各务原市那加樱町 2-186 
各务原产业文化中心 1层 交流沙龙 
≪电话≫ 058-383-1417 
 
≪对应语言・接待时间≫ 
葡萄牙语・英语・西班牙语 
星期一～五 9:00～17:00 
 
◆可儿市城市建设推进课  
 
可儿市広見 1-1 可儿市役所内 
≪ ≫电话  0574-62-1111 
 
≪ ・ ≫对应语言 接待时间  

・葡萄牙语 英语・ 西班牙语 
 星期一～五  8:30～17:15 
 
◆可儿市国际交流协会  
 
可儿市下惠土 1185-7 
可儿市友好多文化共存中心  
≪电话≫  0574-60-1200 
 
≪ ・ ≫对应语言 接待时间   

・葡萄牙语 英语    
每月第 2个星期天 13:00～17:00 
 

 

 



 
就職斡旋 

 
◆ハローワーク岐阜 
 
岐阜市五坪 1-9-1 岐阜労働総合庁舎内 
≪ＴＥＬ≫ 058-247-2712 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
ポルトガル語 火曜日 13:00～17:00 
 
 
◆ハローワーク大垣 
 
大垣市藤江町 1-1-8 
≪ＴＥＬ≫ 0584-73-9294 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
ポルトガル語 月曜日 13:00～17:00 
       木曜日  9:00～17:00 
 
 
◆ハローワーク多治見 
 
多治見市音羽町 5-39-1  
≪ＴＥＬ≫ 0572-22-3384 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
ポルトガル語 火曜日 13:00～17:00 
 
◆ハローワーク美濃加茂 
 
美濃加茂市深田町 1-206-9 
≪ＴＥＬ≫ 0574-25-2178 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
ポルトガル語 火曜日  8:30～11:30 
              金曜日 10:00～16:00 
 
◆名古屋日系人雇用サービスセンター 
 
愛知県名古屋市中区栄４丁目１番地１ 
中日ビル１２階 
≪ＴＥＬ≫ 052-561-3781 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
ポルトガル語・英語・中国語：月～金 
スペイン語:月～金（木曜除く） 
9:30～12:00/13:00～16:30 

就职斡旋 
 

◆岐阜公共职业安定所  
 
岐阜市五坪 1-9-1 岐阜劳动综合厅舍内 
≪电话≫ 058-247-2712 
 
≪对应语言・接待时间≫ 
葡萄牙语 星期二 13:00～17:00 
 
 
◆大垣公共职业安定所  
 
大垣市藤江町 1-1-8 
≪电话≫ 0584-73-9294 
 
≪对应语言・接待时间≫ 
葡萄牙语 星期一  13:00～17:00 
         星期四   9:00～17:00 
 
 
◆多治见市公共职业安定所  
 
多治见市音羽町 5-39-1 
≪电话≫ 0572-22-3384 
 
≪对应语言・接待时间≫ 
葡萄牙语   星期二 13:00～17:00 
 
◆ 美浓加茂市公共职业安定所 
 
美浓加茂市深田町 1-20609 
≪电话≫0574-25-2178  
         
≪对应语言・接待时间≫ 
葡萄牙语  星期二   8:30～11:30 

星期五 10:00～16:00 
 
◆名古屋日裔人雇用服务中心  
 
爱知县名古屋市中区荣 4 丁目 1 番地 1  
中日大厦 12楼 
≪电话≫ 052-561-3781 
 
≪对应语言・接待时间≫ 
葡萄牙语・英语・中文  星期一～五 
西班牙语 星期一～星期五（星期四除外） 
9:30～12:00/13:00～16:30 
 
 

 



 
 

劳动・雇用条件 
 

◆岐阜劳动局劳动基准部監督课  
 
岐阜市金龙町 5‐13 岐阜合同厅舍 3楼 
≪电话≫ 058-245-8102 
 
≪对应语言・接待时间≫ 
葡萄牙语  星期一 9:00～16:00 
 
 

在留关系・咨询 
 

◆外国人在留综合信息中心(名古屋) 
 
爱知县名古屋市港区正保町 5-18 
≪电话≫ 052-559-2151～2 
≪电子信箱≫ info-tokyo@immi-moj.go.jp
 
≪对应语言・接待时间≫ 
英语・ ・ ・西班牙语 葡萄牙语 中文・ ・他加禄语 韩国
语 
星期一～五 9:00～16:00 
     （韩国语星期五休息） 
   
 
◆法务省 名古屋入国管理局  岐阜事务所 
 
岐阜市加纳清水町 3-8-1 日本泉大楼 3 层 
≪ ≫电话  058-268-7050 
 
 ◆日友国际中心 
  
 神奈川县藤泽市湘南台 4-10-24 

 ≪电话≫ 053‐453‐0045 

≪传真≫≫ 053‐453‐6639 

≪对应语言≫≫ ・葡萄牙语 西班牙语       

・英语 意大利语   

≪ ≫接待时间  星期一～五 10：00～22：00 

 
労働・雇用条件 

 
◆岐阜労働局労働基準部監督課 
 
岐阜市金竜町 5-13 岐阜合同庁舎 3階 
≪ＴＥＬ≫ 058-245-8102 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
ポルトガル語 月 9:00～16:00 
 
 

在留関係・相談・問い合わせ 
 
◆在留外国人総合ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（名古屋） 
 
愛知県名古屋市港区正保町 5-18 
≪ＴＥＬ≫ 052-559-2151～2 
≪Ｅ-mail≫ info-tokyo@immi-moj.go.jp
 
≪対応言語・受付日時≫ 
英語・スペイン語・ポルトガル語・中国語 
タガログ語・韓国語 
月～金 9:00～16:00 
 （但し、韓国語のみ金曜休み） 
 
 
◆法務省 名古屋入国管理局 岐阜出張所 
 
岐阜市加納清水町 3-8-1 日本泉ビル 3階 
≪ＴＥＬ≫058-268-7050 
 
◆日友インターナショナルセンター 

 

神奈川県藤沢市湘南台 4-10-24  

≪TEL≫ 053‐453‐0045 

≪FAX≫ 053‐453‐6639 

≪対応言語≫ポルトガル語・スペイン語      

英語・イタリア語   

≪受付時間≫ 月～金 10：00～22：00 
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医療・外国語の話せる医師の紹介 
 
◆ADMA 国際医療情報センター 
 
 センター東京  
 
≪TEL≫ 03-5285-8088 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
英語・タイ語・中国語・韓国語・スペイン語 
              月～金      9:00～17:00 
ポルトガル語 月・水・金  9:00～17:00 
フィリピン語 水     13:00～17:00 
 
 
 センター関西  
 
≪TEL≫ 06-4395-0555 
 
≪対応言語・受付日時≫ 
英語・スペイン語 月～金  9:00～17:00 
ポルトガル語   月   10:30～14:30 
中国語      月～木  9:00～17:00 

 
 

生活全般・法律・医療 
 
◆JAPAN HELP LINE 
 
≪TEL≫ 0570-000-911 
≪Homepage≫ http://www.jhelp.com
 
≪対応言語・受付日時≫ 
英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・韓国語
など１８カ国以上 
毎日 24 時間 
 

法律相談 

 
◆岐阜県弁護士会（日本語） 

 

岐阜市端詰町 22   

≪TEL≫ 058‐265‐0020  ※要予約 

≪Homepage≫ http://www.gifuben.org

≪受付時間≫  月～金 9:00～17:00 

              第 1・3 土曜日のみ 9:00～12：00 
 

 
医疗・介绍能讲外语的医生 

 
◆AMDA 国际医疗信息中心  
 
 东京中心  
 
≪电话≫ 03-5285-8088 
 
≪对应语言・接待时间≫ 
英语・泰语・中文・韩国语・西班牙语 
              星期一～五    9:00～17:00 
葡萄牙语   星期一・三・五 9:00～17:00 
他加禄语   星期三       13:00～17:00 
 
 
 关西中心  
 
≪电话≫ 06-4395-0555 
 
≪对应语言・接待时间≫ 
英语・西班牙语  星期一～五 9:00～17:00 
葡萄牙语      星期一    10:30～14:30 
中国语       星期一～四  9:00～17:00 

 
 

生活・法律・医疗 
 

◆JAPAN HELP LINE  
 
≪电话≫ 0570-000-911 
≪网址≫ http://www.jhelp.com
 
≪对应语言・ 时间接待 ≫ 
英语・中国语・西班牙语・葡萄牙语・韩国语等 18
国以上的语言 
每天 24 小时 
   
               法律咨询 
 
◆ 岐阜县律师会（日语） 
 
岐阜市端诘町 22 

≪电话≫ 058‐265‐0020  ※要预约 

≪网络主页≫ http://www.gifuben.org

≪接待时间≫ 星期一～五 9:00～17:00 

             每月第 1・3 个星期六 9:00～12：00 
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