外国人のための相談・情報提供等を行っている公的機関
名

称

場所・電話番号

受付日・時間

対応可能な言語

備

考

在留資格、労働、
医療、福祉など

大阪府外国人情報
コーナー
(公財)大阪府
国際交流財団

大阪市中央区
06-6941-2297

月～金
9:00-17:30

英語・中国語・韓国朝鮮
語・フィリピン語・ポルト
ガル語・スペイン語・タイ
語・ベトナム語

大阪府女性相談
センター

06-6949-6022
06-6946-7890
【外国語専用】
06-6949-6181

毎日
9:00-20:00
【外国人専用】
月～金
9:00-17:30

英語・中国語・韓国朝鮮
語・フィリピン語・ポル
トガル語・スペイン語・
タイ語・ベトナム語

外 国 語 に よる 相 談 は
【外国語専用】の電話
番号にて対応

大阪市中央区
労働相談専用電話
06-6946-2600
職場のセクハラ相
談専用電話
06-6946-2601

月～金
9:00～17:45

英語・中国語
（事前に日本語での予約
が必要。
06-6946-2600）

労 働 問 題 に関 す る 相
談

大阪市北区
06-6208-5080

【市政相談】
月～金 9:00-17:30

法律相談
予約専用電話
06-6772-1127
(市、センター
共通番号）

【法律相談】
奇数月第１、第３水曜
13:00-16:00
偶数月第１水曜
13:00-16:00
偶数月第３水曜
17:00-20:00
（祝日の場合は翌日）

外国語による労働
相談
大阪府総合労働
事務所
大阪市役所
外国籍住民
市民相談室

(公財)大阪国際
交流センター

【雇用や国際結婚など外

行政書士相談
予約専用電話
06-6772-1127

大阪市天王寺区
06-6773-6533

国人に関係のある日本人
の相談も可能】

第２水曜‐13:00-16:00
第４水曜‐17:00-20:00
【生活相談】
毎日
9:00-21:00

英語・中国語・
韓国朝鮮語

予約受付時間
毎日（土、日、
祝日を含む。
年末年始除く）
9:00-17:30

大 阪 市 の 行政 窓 口 と
ネ ッ ト ワ ーク を 結 び
情報を提供

英語・中国語・
韓国朝鮮語

英語・中国語・
韓国朝鮮語

外国人在留総合イ
ンフォメーション
センター

0570-01-3904
(IP,PHS,海外 035796-7112)

月～金
8:30-17:15

英語・中国語・韓国朝鮮
語・スペイン語・ポルトガ
ル語

入 国 手 続 や在 留 手 続
等 に 関 す る各 種 問 い
合わせ

大阪法務局内
人権相談室
(人権擁護部）

大阪市中央区
06-6942-9496
（日本語）
0570-09-0911
（多言語）

月～金
9:00-17:00

英語・中国語・勧告朝鮮
語・フィリピン語・ポル
トガル語・ベトナム語

人権相談

月・水・木
9:00-12:00
13:00-17:00

英語(月・水）
ポルトガル語（水・木）
中国語（水）

月～金
13:00-18:00
ただし、スペイン語のみ
火・木

英語・中国語・スペイン
語・ポルトガル語（在留資
格、雇用管理に関する相
談は事前予約が必要）

大阪労働局
外国人労働者相談
コーナー
大阪外国人雇用
サービスセンター

大阪市中央区
06-6949-6490

大阪市北区
06-7709-9465

労働条件に関する相
談

職業相談・職業紹介な
どの就職支援

外国人のための相談・情報提供等を行っている公的機関
名

称

受付日・時間・場所・電話番号・対応可能な言語
中国帰国者相談室：生活に関する相談
・毎週 月･金曜日 13:30～16:00 中国語 第２火・木曜日 13:30～16:00 中国語
月曜日：生活援護管理課
火曜日：新金岡市民センター１階
木曜日：南区役所企画総務課 金曜日：泉ヶ丘市民センター１階
・面談、電話
・堺市生活援護管理課：０７２－２２８－７４１２
行政書士による帰化・入管無料相談：行政書士による帰化、入管等に関する相談
・毎月 第 3 水曜日（要予約） 14:00～17:00
通訳者が必要な場合は１０日前までに要連絡
・面談のみ（１日３組まで）
・堺市立国際交流プラザ：０７２－２２８－７４９９

堺市
外国人のための生活相談
・毎週 月曜日
9:00～12:00 日本語、英語
13:00～16:00 日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語
火曜日
9:00～12:00 日本語、英語、韓国・朝鮮語
13:00～16:00 日本語、英語
水曜日
9:00～12:00 日本語、英語
13:00～16:00 日本語、英語、中国語
金曜日
9:00～12:00 日本語、英語、中国語、ポルトガル語
13:00～16:00 日本語、英語、スペイン語
・相談員による、生活に関する相談
・面談、電話（日本語、英語以外はトリオフォン（3 者通話）使用）
・堺市立国際交流プラザ：０７２－２２８－７４９９
相談サービス事業：生活情報（夫婦関係、日常生活、人権侵害等）の相談
・毎週 金曜日 11:00～16:00 英語、中国語、韓国･朝鮮語、フィリピン語、タイ語、インドネシア語
ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、ネパール語
・電話、面談
・(公財)とよなか国際交流協会：０６－６８４３－４３４３
・外国人女性のための専用電話：０６－６８４３－０３９０ (9:00～17:15 水曜日以外)
豊中市

箕面市

外国人向け市政案内・相談窓口：来庁した外国人に行政窓口の説明・案内・通訳等の初期対応を行う。
・月～金曜日 10:00～12:00・13:00～16:00
・毎週 月・火・木・金曜日 英語
水曜日 中国語
・その他の言語（韓国・朝鮮語、フィリピン語、スペイン語、ベトナム語、ネパール語）については
一週間前までに問い合わせすること
・電話、面談
・豊中市役所 第一庁舎 5 階 人権政策課：０６－６８５８－２７３０
多言語相談員による外国人生活相談
・毎週 火曜日
11:00～14:30 英語、中国語、韓国･朝鮮語
・第２・４火曜日 11:00～14:30 フィリピン語、ベトナム語
・電話、面談 （来館の際はできるだけ事前連絡を）
・(公財)箕面市国際交流協会：０７２－７２７－６９１２
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外国人のための相談・情報提供等を行っている公的機関
名

称

摂津市

受付日・時間・場所・電話番号・対応可能な言語
外国人市民相談：中国語・ポルトガル語による行政等市民生活に関する相談
・毎月 第２火曜日 10:00～12:00 中国語（受付は 11:30 まで）
ポルトガル語は、事前電話予約制（随時受付）
・面談のみ
・摂津市市民生活部自治振興課：０６－６３８３－１３５７

富田林市

中国語による相談：生活相談全般
・ 月～金曜日 10:00～14:00
・ 電話、面談
(特活)とんだばやし国際交流協会：０７２１－２４－２６２２

松原市

地域国際化支援事業：生活･福祉･医療など日常生活全般の相談
・毎週 月・水・木曜日 10:00～15:00 中国語
その他の言語、上記時間以外の中国語について要相談
・電話、面談など
・松原市役所５階 市民協働課：０７２－３３７－３１０３

（原則予約制）

外国人市民行政相談窓口通訳：各種手続き案内、簡易な生活相談、各課窓口業務等の通訳、他
・毎週 月～金曜日 9:00～17:00 中国語、ベトナム語
・電話、面談
・八尾市役所本館３階 コミュニティ政策推進課
中国語専用電話：０８０－２４５４－７０６９
ベトナム語専用電話：０８０－２４５４－９１４９
コミュニティ政策推進課：０７２－９２４－８５２１

八尾市

外国人市民相談事業：生活相談全般
・毎週 月・火・木・金曜日
9:00～17:00 ベトナム語 安中人権コミュニティーセンター
水曜日 9:00～17:00 中国語、韓国･朝鮮語
桂人権コミュニティーセンター
・電話、面談
・桂・安中人権コミュニティーセンター：０７２－９２２－３２３２

ベトナム人難民定住者相談窓口事業：各種手続き案内、簡易な生活相談、各課窓口業務等の通訳、他
・毎月 第２・４水曜日（要予約） 10:00～16:00 ベトナム語
・電話、面談
・八尾市役所本館１０階 市民相談室
・（公財）アジア福祉教育財団難民事業本部関西支部：０１２０－０９０－０９１
０７８－３６１－１７００
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外国人のための相談・情報提供等を行っている公的機関
名

称

受付日・時間・場所・電話番号・対応可能な言語
国際情報プラザ事業：生活全般、多文化共生に関わること
・毎週 月～金曜日 10:00～17:30 ／ 第４土曜日 9:00～12:00
英語、韓国･朝鮮語、中国語、スペイン語
・面談、電話、メール (bunkoku.plaza@city.higashiosaka.lg.jp)
・東大阪市役所本庁舎１２階：TEL ３０９－３３１１ FAX ０６－４３０９－３８２３
中国帰国者相談窓口：生活全般
・毎週 月～金曜日 9:00～17:30 中国語（うち週４日）
・東大阪市役所本庁舎 福祉部 生活福祉室：０６－４３０９－３１９３ （１世の方が対象）
・東大阪市福祉部 中福祉事務所：０７２－９６０－９２７０（２世以降の方が対象）

東大阪市

中国語通訳：子育てに関すること
・毎週 水曜日 12:30～17:15 中国語
・鴻池子育て支援センター：０６－６７４８－８２５１

女性のさまざまな悩みに外国の事情に通じた女性相談員が応じる。
（センターで実施する面接相談・法律相談・労働相談に対応）
・火曜日～土曜日（受付時に調整）10:00～17:00
・英語、韓国・朝鮮語、中国語
・1 日 1 人・最長 3 時間まで 申込先着順。予約は下記連絡先へ。
・東大阪市立男女共同参画センター
【日本語が話せない方】０６－４３０９－３３１１（月曜日から金曜日 10:00～17:00）
【日本語が話せる方】０７２－９６０－９２０５ （第４月曜日を除く 10:00～17:00）

寝屋川市

池田市

外国人のための生活相談窓口：生活全般
・毎週 火・土曜日 13:00～17:00 英語 （その他の言語は要相談）
・場所：市民会館１階
・面談
・（特非）寝屋川市国際交流協会：０７２－８１１－５９３５
外国人女性向け相談会
・毎月 第２水曜日 14:00～16:00 女性相談
・対応言語：英語、中国語、韓国・朝鮮語
・池田市国際交流センター：０７２－７３５－７５８８

(平成 30 年 3 月末調べ)
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