外国人・国際交流
分野
外国人

制度・相談等
外国人向け相談

生活支援

内容等

実施機関・問い合わせ先

・ふくい外国人相談センター

（公財）福井県国際交流協会

①

電話：0776-28-8800

県国際交流会館および県国際交流
嶺南センターに設置

②

在住外国人の方からの生活に関す
る様々な相談に、英語・中国語・ベ
トナム語など 13 か国語によりワン
ストップで対応

・在住外国人と関係者の方のための一
般生活相談
・法律相談会
・外国人の入国・在留手続き相談会
・日本語学習
多文化共生冊子

外国人と県民がお互いの文化の違いを

「いいとこ福井」

認め合い多文化共生社会への理解を深
めるため福井の四季の楽しみや食材・
料理、伝統・生活と在住外国人の方の
暮らしぶりを掲載
〈日本語・英語・中国語併記〉

外国人のための

国・県・市町の公的施設、文化・スポーツ

生活安心地図

施設のほか、警察・病院・各相談施設、
国際交流協会、緊急時の連絡先・連絡
方法等を記載
（日本語[一部ルビ付]・英語・中国語・ポ
ルトガル語）

災害・緊急時

災害時等の緊急時に指をさして使用で

多言語ハンドブック

きる対話集
（英語、中国語、ポルトガル語、ハング
ル、フィリピン語、タイ語、ロシア語[日本
語訳付き]）

日本語教材

福井の文化・情報を盛り込んだ初級の

「ほやほや」

日本語生活会話教材

多言語ラジオ番組

英語・中国語・ポルトガル語・フィリピン

「ちょっときいてふくい」

語にて、在住外国人に必要な生活情報

収録ＣＤ

等を提供

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

外国人

ふくいで暮らすために

日本語、英語、ポルトガル語、中国語で

県 国際経済課

生活支援

－在住外国人の方の

次のような情報を掲載

電話 0776-20-0752

ための生活情報

＜掲載内容＞
①こんな時どうする

（公財）福井県国際交流協会

外国人登録・出入国、生活、労働、病

電話：0776-28-8800

気・保険、結婚・国籍、妊娠・出産・育
児、教育、交通、法律相談、税金等
②緊急のとき
火事・救急、警察
③国際交流、協力、理解
④福井を楽しむ
外国人のための
ＤＶ被害者相談

・県生活学習館
9:00～16:45

県生活学習館（ユー・アイふくい）

※ただし、通訳が不在の場合があるた

相談専用電話：0776-41-7112

め、事前に確認願を
対応言語：英語

福井県国際交流会館

・福井県国際交流会館

電話：0776-28-8800

毎週木曜日 9:30～17:30
対応言語：英語、中国語、ポルトガ
ル語
※韓国語、ロシア語、タガログ語の相
談にも対応できますが、予約が必
要
携帯 ＨＰ

①緊急時の連絡先

（日本語）

②土日祝日の当番医・地域別

http://www.f-i-

③外国語の対応可能な医院・地域別

a.or.jp/k/

④県内での国際交流事業

（英語）

〈日本語・英語〉

https://f-ia.or.jp/k/?hl=en
パスポート

パスポートの交付

（申請受付）
・福井窓口

（受付）
月～金曜日 9:00～17:00

福井窓口：福井県国際交流会館旅券室

・その他窓口 月～金曜日 9:00～16:30

電話：0776-28-8820

（交付）

福井市宝永 3-1-1

・福井窓口

月曜、水～金曜、日曜日

福井県国際交流会館 1 階

9:00～17:00
火曜日
・若狭窓口

9:00～19:00

月～金曜日 9:00～16:30
日曜日

12:30～16:30

※日曜は予約制、若狭歴史博物館で交
付（月 1 回休止日があります）

若狭窓口：嶺南振興局
若狭企画振興室
電話：0770-56-5910
小浜市遠敷 1-101
若狭合同庁舎 2 階

分野

制度・相談等

パスポート

内容等
・その他窓口（奥越・丹南・二州）
月～金曜日 9:00～16:30

実施機関・問い合わせ先
奥越窓口：奥越会計室
電話：0779-65-1281
大野市友江 11-10
奥越合同庁舎 1 階

※福井窓口の火曜日 17:00～19:00 は、

丹南窓口：丹南会計室

交付のみ （申請受付は不可）

電話：0778-23-4543

福井・若狭窓口の日曜日は、交付の

越前市上太田町 41-5

み （申請受付は不可）
※福井、若狭窓口の日曜交付を除き、
土曜・日曜・祝日、年末年始はすべて
の窓口がお休み

南越合同庁舎 1 階
ニ州窓口：嶺南振興局
二州企画振興室
電話：0770-22-0162
敦賀市中央町 1-7-42
敦賀合同庁舎 1 階
（問い合わせ）
福井県国際交流会館旅券室
電話：0776-28-8820
（テレホン案内 0776-28-8822 終日案内）

国際交流

福井県国際交流会館

活動情報

国際交流活動を推進するふれあいの

福井県国際交流会館

場、学びの場、つどいの場として、多種

電話：0776-28-8800

多様な用途に利用

福井市宝永 3-1-1

・情報相談コーナー
9:00～18:00（日・第２月曜日・水・金・
土曜日）
9:00～18:00（火・木曜日）
・旅券室
9:00～16:30
・会議室等貸館部門
9:00～21:00
（休館日）
・情報相談コーナー
月曜日（第２月曜日を除く）・休日・
１２月２９日～１月３日
・旅券室
土・休日・１２月２９日～１月３日
・会議室等貸館部門
休日・１２月２８日～１月４日
福井県国際交流嶺南
センター

嶺南地方の国際交流の拠点施設とし

福井県国際交流嶺南センター

て情報提供・相談,外国人の暮らしに役

電話：0770-21-3455

立つ情報を提供

敦賀市神楽町 2-2-4 アクアトム 2 階

情報カウンター
9:30～18:00（火・水・金・土曜日）
9:30～20:00（木曜日）
12:00～18:00（第１・第３日曜日）

分野
ボランティア

制度・相談等
国際交流ボランティア

内容等
ボランティアの登録に関すること

（国内での活動）

実施機関・問い合わせ先
（公財）福井県国際交流協会
電話：0776-28-8800

活動の内容は、
①通訳
②ホームステイ･ホームビジット受入家
庭
③留学生協力家庭
④日本語指導者
⑤協会活動協力者
海外ボランティア（開発

（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）による隊員

ＪＩＣＡ北陸

途上国での活動）

の派遣

福井県国際協力推進員

①青年海外協力隊（海外協力隊）

（（公財）福井県国際交流協会内）

②日系社会青年海外協力隊

電話：0776-28-8800

③シニア海外協力隊
④日系社会シニア海外協力隊

上記派遣隊員の現地活動を支援

（公財）福井県国際交流協会

（現地活動に必要な協力物資を募集し、

電話：0776-28-8800

隊員に送付）
県 国際経済課
電話：0776-28-8820
海外派遣など

青年の海外派遣

内閣府主催の海外派遣事業

県 国際経済課
電話：0776-28-8820
または 各市町役場 青少年担当課

中国浙江省での研修

友好提携を結んでいる中国浙江省内の

県 国際経済課

大学や研修機関に県民を派遣し、県民

電話：0776-20-0752

レベルでの相互交流と友好親善を促進
する派遣事業を実施

（公財）福井県国際交流協会
電話：0776-28-8800

青年の海外農業研修

(公社)国際農業者交流協会が行う農業

県 中山間農業・畜産課

研修生海外派遣事業

電話：0776-20-0433

米国フィンドレー大学

アメリカオハイオ州フィンドレー大学で学

（公財）福井県国際交流協会

留学

ぶ奨学生を派遣

電話：0776-28-8800

国際ビジネス人材育成

アメリカオハイオ州フィンドレー大学に県

（公財）福井県国際交流協会

研修

内企業の若手社員を派遣し、研修を実

電話：0776-28-8800

施

