
総合窓口
団体名 言語 曜日 時間 住所・電話（内線）

英語 日～木(休館日を除く)

中国語 火・木・土　(休館日を除く)

タガログ語 日～木(休館日を除く)

ベトナム語 日・木

英語 金

タガログ語 金

ポルトガル語 月・水 10:00～16:00

ポルトガル語 月～金　（祝祭日除く）

英語 月～木　（祝祭日除く）

中国語 金 9:00～17:00

月・木・金 8:30～12:30

土・日 9:00～15:00

高山市海外戦略課 英語 月～金　（祝祭日除く） 8:30～17:15 ０５７７－３５－３３４６　　

関市市民協働課 ポルトガル語 月・水・木　（祝祭日除く） 9:00～15:00 ０５７５－２２－３１３１（内線１３５１）

美濃加茂市
ポルトガル語

英語
タガログ語          

月～金　（祝祭日除く） 8:30～17:15
０５７４－２５－２１１１ （まちつくり課）
（内線３６４・３６６）
０５７４－４２－６２６２（多文化共生係）

ポルトガル語 9:15～17:15

英語 8：30～16:30

ベトナム語 8：30～16:30

可児市人づくり課
ポルトガル語
タガログ語

英語
月～金　（祝祭日除く） 8:30～17:00 ０５７４－６２－１５００

ポルトガル語 月・火・木・金・土　（水曜日休館） 9:00～18:00

月・火・木・金　（水曜日休館） 12:00～21:00

土 9:00～18:00

タガログ語
英語

月・火・木・金・土・日　（水曜日休館） 9:00～18:00

垂井町企画調整課 ポルトガル語 水 8:30～12:30 ０５８４－２２－１１５２

坂祝町総務課
（坂祝町定住外国人自立支援センター）

ポルトガル語 月～金　（祝祭日除く） 9:00～17:00 ０５７４－２６－７１１１(内線２１１）

八百津町タウンプロモーション室 英語 予約制　（土日祝祭日除く） 要相談 ０５７４－４３－２１１１（内線２２５６）

月～木　（祝祭日除く） 9:00～16:00

金　（祝祭日除く） 9:00～15:00

ポルトガル語 月～金　（祝祭日除く） 9:00～17:00

月～木　（祝祭日除く） 9:00～16:00

金　（祝祭日除く） 9:00～15:00

（公財）岐阜県国際交流センター

英語
中国語

ポルトガル語
タガログ語
ベトナム語

月～金　（祝祭日除く） 9:30～16:30
岐阜市柳ヶ瀬通１－１２
岐阜中日ビル２階
０５８－２１４－７７００

外国人労働者の労働条件相談

団体名 言語 曜日 時間 住所・電話（内線）

岐阜労働局監督課
ポルトガル語
スペイン語

月～金　（祝祭日除く） 9:30～16:00
岐阜市金竜町５－１３
岐阜合同庁舎３階
０５８－２４５－８１０２

岐阜労働基準監督署 中国語 月・火・木 9：00～16：00
岐阜市五坪１－９－１
（岐阜労働総合庁舎３階）
０５８－２０７－２３６８

多治見労働基準監督署 タガログ語 月･火 9：00～16：00
多治見市音羽町５－３９－１
（多治見労働総合庁舎３階）
０５７２－２２－６３８１

外国人を対象にした職業相談

団体名 言語 曜日 時間 住所・電話（内線）

ハローワーク岐阜
GAIKOKUJINコーナー

ポルトガル語
中国語

タガログ語
英語

スペイン語

月～金
（祝祭日除く）

9:00～16:30
岐阜市五坪１－９－１
０５８－２０６－５０６３

ポルトガル語
月～金

（祝祭日除く）

中国語 月･火・木・金

０５７４－６０－１１２２
０５７４－６０－１２００

西濃県事務所

NPO法人可児市国際交流協会
FREVIA

スペイン語

０５８４－８１－４１１１（内線２２７４）

０５８４－８２－２３１１

8:30～17:15

岐阜県美濃加茂市古井町下古井
２６１０－１
可茂総合庁舎
０５７４－２５－１８５８

各務原市観光交流課

ポルトガル語

 9:00～15:00

8:30～17:15

タガログ語

大垣市まちづくり推進課

ハローワーク大垣
外国人コーナー

9:00～16:00
大垣市藤江町１－１－８
０５８４－８０－５０６１

可茂県事務所

岐阜県大垣市江崎町４２２－３
西濃総合庁舎４階　　
０５８４－７３－３５２０

毎日
休館日(火曜日など)を除く

月～金　（祝祭日除く）
各務原市産業文化センター１階
国際交流サロン
０５８－３８３－１４１７

外国語で対応する相談窓口（令和４年度版）　　

岐阜市国際課

(公財)岐阜市国際交流協会
０５８－２６３－１７４１

ポルトガル語

（公財）大垣国際交流協会

10:00～16:00

英語
中国語



ポルトガル語
英語

月～金
（祝祭日除く）

タガログ語
月・水・木・金
（祝祭日除く）

ハローワーク関
外国人雇用サービスコーナー

ポルトガル語
月～金

（祝祭日除く）
9:00～17:00

関市西本郷通４－６－１０
０５７５－２２－３２２３（代表）

ハローワーク美濃加茂
外国人雇用サービスコーナー

ポルトガル語
タガログ語

月～金
（祝祭日除く）

9:00～12:00
13:00～16:00

美濃加茂市深田町１－２０６－９
０５７４－２５－２１７８（代表）

団体名 言語 曜日 時間 住所・電話（内線）

ワークプラザおおがき ポルトガル語
月・水・金

（祝祭日除く）
9:00～16:00

大垣市丸の内２－２９
大垣市役所６階
０５８４－４７－７５７１

ポルトガル語
タガログ語

英語
ビサヤ語

月～金
（祝祭日除く）

イロカノ語 水・木・金

団体名 言語 曜日 時間 住所・電話

英語
中国語
韓国語

スペイン語
ポルトガル語

名古屋入国管理局

英語
中国語

スペイン語
ポルトガル語
タガログ語

月～金　（土日祝日・年末年始を除く） 8:30～16:00 ０５７０－０５２２５９（代表）

その他の相談機関

団体名 言語 曜日 時間 住所・電話

法テラス（日本司法支援センター）
【日本の法制度や弁護士会などの関係機関
を無料で紹介】

英語
中国語
韓国語

スペイン語
ポルトガル語
ベトナム語
タガログ語
ネパール語

タイ語
インドネシア語

平日 9:00～17:00 ０５７０－０７８３７７

ベトナム語 日～金 ０１２０－２５０－１６８

中国語 月・水・金・日 ０１２０－２５０－１６９

インドネシア語 火・木 ０１２０－２５０－１９２

フィリピン語 火・土 ０１２０－２５０－１９７

英語 火・土 ０１２０－２５０－１４７

タイ語 木・土 ０１２０－２５０－１９８

カンボジア語 木 ０１２０－２５０－３６６

ミャンマー語 金 ０１２０－２５０－３０２

法務省　外国人人権相談ダイヤル

英語
中国語
韓国語

フィリピノ語
ポルトガル語
ベトナム語
ネパール語
スペイン語

インドネシア語
及びタイ語

平日 9:00～17:00 ０５７０－０９０９１１

０５７０－０１３９０４
(ＩＰ,ＰＨＳ,海外:０３－５７９６－７１１２)

ハローワーク多治見
外国人雇用サービスコーナー

9:00～17:00

OTIT外国人技能実習機構　母国語相談

【技能実習生向け。実習制度、労働問題、日
常生活等の様々な悩みに対応】

11:00～19:00
（日9：00～

17：00）

市と連携した生活・職業相談コーナー

入国手続や在留手続等に関する各種の問い合わせ

ベトナム語
フィリピの語
ネパル語

インドネシア語
タイ語

クメール
（カンボジア）語

ミャンマー語
モンゴル語
フランス語
シンハラ語
ウルドゥ語

8:30～17:15月～金　（土日祝日・年末年始を除く）

可児外国人ワンストップ雇用
サービスコーナー

9:00～17:00

外国人在留総合
インフォメーションセンター

多治見市音羽町５－３９－１
０５７２－２２－３３８４（代表）

可児市広見１－５
可児市総合会館１階
０５７４－６０－５５８５


