１

広島県及び県内市町の国際交流関係担当課
名

称

広島県
地域政策局国際課
広島市
国際平和推進部国際化推進課
呉市

住

〒730-8511 広島市中区基町10-52

〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34

呉市中央4-1-6 呉市役所1F
〒737-8501
国際交流センター内
地域協働課（国際交流センター）

竹原市
企画政策課
三原市
経営企画課
尾道市
秘書広報課
福山市
市民生活課
府中市
地域振興課
三次市

電話
FAX
組織メールアドレス

所

〒725-8666 竹原市中央5-1-35
〒723-8601 三原市港町3-5-1
〒722-8501 尾道市久保1-15-1

〒720-8501 福山市東桜町3-5

〒726-8601 府中市府川町315

〒728-8501 三次市十日市中2-8-1

(直)

生活福祉部市民生活課
大竹市
企画財政課
東広島市
市民生活課
廿日市市
国際交流・多文化共生室
安芸高田市
教育委員会生涯学習課
江田島市
人権推進課
府中町
自治振興課
海田町
安芸郡

魅力づくり推進課
熊野町
産業観光課
坂町
企画財政課
安芸太田町

山県郡

教育委員会教育課
北広島町
商工観光課

豊田郡

大崎上島町
総務企画課

世羅郡

世羅町
企画課

神石郡

神石高原町
政策企画課

〒727-8501 庄原市中本町1-10-1
〒739-0692 大竹市小方1-11-1
〒739-8601 東広島市西条栄町8-29
〒738-0014 廿日市市住吉2-2-16

〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田761
〒737-2297 江田島市大柿町大原505
〒735-8686 府中町大通3-5-1

〒736-8601 海田町上市14-18

〒731-4292 熊野町中溝1-1-1

〒731-4393 坂町平成ヶ浜1-1-1

〒731-3501 安芸太田町大字加計5908-2

〒731-1595 北広島町有田1234

〒725-0231 豊田郡大崎上島町東野6625-1

〒722-1192 世羅町西上原123-1

〒720-1522 神石高原町小畠1701
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(082)228-1614

chikokusai@pref.hiroshima.lg.jp
(直)

(082)504-2106

(082)249-6460

kokusai@city.hiroshima.lg.jp
(直)

(0823)25-5607

(0823)25-5530

tiiki@city.kure.lg.jp
(直)

(0846)22-0942

(直)

(0848)67-6270

(0846)22-0998

kikaku@city.takehara.lg.jp
(0848)64-7101

keieikikaku＠city.mihara.lg.jp
(直)

(0848)38-9395

(0848)38-9294

koho@city.onomichi.hiroshima.jp
(直)

(084)928-1002

(084)928-2846

kokusai@city.fukuyama.hiroshima.jp
(直)

(0847)43-7118

(0847)46-3450

chiikisinko@city.fuchu.hiroshima.jp
(直)

(0824)62-6242

(0824)62-6235

teijyu@city.miyoshi.hiroshima.jp

地域振興部定住対策・暮らし支援課

庄原市

(082)513-2359

(直)

(0824)73-1154

(0824)73-1247

simin-seikatsu@city.shobara.lg.jp
(直)

(0827)59-2125

(0827)57-7130

kikaku@city.otake.hiroshima.jp
(直)

(082)420-0922

(082)426-3124

hgh200922@city.higashihiroshima.lg.jp
(直)

(0829)30-0201

(0829)32-3742

kokusaikoryu@city.hatsukaichi.lg.jp
(直)

0826-42-0054

0826-42-4396

shohgaigakushu@city.akitakata.lg.jp
(直)

0823-43-1635

0823-57-4431

jinken@city.etajima.lg.jp
(直)

(082)286-3185

(082)284-7111

jichi@town.hiroshima-fuchu.lg.jp
(直)

(082)823-9234

(082)823-9203

miryoku@town.kaita.lg.jp
(直)

(082)820-5602

(082)854-8009

kanko@town.kumano.lg.jp
(直)

(082)820-1507

(082)820-1522

kikaku@town.saka.lg.jp
(代)

(0826)22-1212

(0826)22-1166

kyoiku@town.akiota.lg.jp
(直)

050-5812-8080

(0826)72-5242

kankou@town.kitahiroshima.lg.jp
(直)

(0846)65-3112

(0846)65-3198

kikaku01@town.osakikamijima.lg.jp
(直)

(0847)22-3206

(0847)22-2768

kikaku@town.sera.hiroshima.jp
(直)

(0847)89-3351

(0847)85-3394

jk-seisaku@town.jinsekikogen.lg.jp

２

都道府県及び政令指定都市の国際交流関係担当課

（１）都道府県
名

称

北海道
総合政策部国際局国際課
青森県
観光国際戦略局誘客交流課
岩手県
ふるさと振興部国際室
宮城県
経済商工観光部国際政策課
秋田県
企画振興部国際課
山形県
みらい企画創造部
国際人材活躍・コンベンション誘致推進課
福島県
生活環境部国際課
茨城県
営業戦略部国際渉外チーム
栃木県
産業労働観光部国際課
群馬県
知事戦略部地域外交課
埼玉県
県民生活部国際課
千葉県
総合企画部国際課
東京都
政策企画局外務部企画課
神奈川県
国際文化観光局国際課
新潟県
知事政策局国際課
富山県
生活環境文化部国際課
石川県
観光戦略推進部国際交流課
福井県
産業労働部国際経済課
山梨県
知事政策局国際戦略グループ
長野県
企画振興部国際交流課
岐阜県
商工労働部観光国際局国際交流課
静岡県
地域外交局地域外交課
愛知県
政策企画局国際課
三重県
雇用経済部国際戦略課
滋賀県
総合企画部国際課
京都府
知事直轄組織国際課
大阪府
府民文化部都市魅力創造局国際課
兵庫県
産業労働部国際局国際交流課
奈良県
総務部知事公室国際課
和歌山県
企画部企画政策局国際課
鳥取県
交流人口拡大本部観光交流局交流推進課
島根県
環境生活部文化国際課
岡山県
県民生活部国際課
広島県
地域政策局国際課

住

所

〒060-8588

札幌市中央区北3条西6丁目

〒030-8570

青森市長島1-1-1

〒020-8570

盛岡市内丸10-1

〒980-8570

仙台市青葉区本町3-8-1

〒010-8570

秋田市山王4-1-1

〒990-8570

山形市松波2-8-1

〒960-8670

福島市杉妻町2-16

〒310-8555

水戸市笠原町978-6

〒320-8501

宇都宮市塙田1-1-20

〒371-8570

前橋市大手町1-1-1

〒330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1

〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1

〒163-8001

新宿区西新宿2-8-1

〒231-8588

横浜市中区日本大通1

〒950-8570

新潟市中央区新光町4-1

〒930-8501

富山市新総曲輪1-7

〒920-8580

金沢市鞍月1-1

〒910-8580

福井市大手3-17-1

〒400-8501

甲府市丸の内1-6-1

〒380-8570

長野市大字南長野字幅下692-2

〒500-8570

岐阜市藪田南2-1-1

〒420-8601

静岡市葵区追手町9-6

〒460-8501

名古屋市中区三の丸3-1-2

〒514-8570

津市広明町13

〒520-8577

大津市京町4-1-1

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町
西入薮ノ内町

〒559-8555

大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎37階

〒650-8567

神戸市中央区下山手通5-10-1

〒630-8501

奈良市登大路町30

〒640-8585

和歌山市小松原通1-1

〒680-8570

鳥取市東町1-220

〒690-8501

松江市殿町1

〒700-8570

岡山市北区内山下2-4-6

〒730-8511

広島市中区基町10-52
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直通電話
FAX
組織メールアドレス等
(011)204-5113
(011)232-4303
somu.kokusai1@pref.hokkaido.lg.jp
(017)734-9219
(017)734-8126
shinkanko@pref.aomori.lg.jp
(019)629-5765
(019)629-5254
AB0011@pref.iwate.jp
(022)211-2122
(022)268-4639
kokusais@pref.miyagi.lg.jp
(018)860-1218
(018)860-3874
kokusaika@pref.akita.lg.jp
(023)630-2129
(023)630-2092
ykokusai@pref.yamagata.jp
(024)521-7182
(024)521-7919
kokusai@pref.fukushima.lg.jp
(029)301-2862
(029)301-2865
kokuko@pref.ibaraki.lg.jp
(028)623-2198
(028)623-2199
kokusai@pref.tochigi.lg.jp
(027)226-2295
(027)223-4371
gaikouka@pref.gunma.lg.jp
(048)830-2705
(048)830-4748
a2705@pref.saitama.lg.jp
(043)223-2254
(043)224-2631
kokusai@mz.pref.chiba.lg.jp
(03)5388-2242
(03)5388-1215
S0014504@section.metro.tokyo.jp
(045)210-3755
(045)212-2753
kk-kokusai@pref.kanagawa.lg.jp
(025)280-5098
(025)280-5126
ngt000130@pref.niigata.lg.jp
(076)444-3158
(076)444-9612
akokusai@pref.toyama.lg.jp
(076)225-1381
(076)225-1383
e200500@pref.ishikawa.lg.jp
(0776)20-0752
(0776)20-0652
kokusai@pref.fukui.lg.jp
(055)223-1435
(055)223-1516
kokusai@pref.yamanashi.lg.jp
(026)235-7188
(026)232-1644
kokusai@pref.nagano.lg.jp
(058)272-8174
(058)278-2603
c11345@pref.gifu.lg.jp
(054)221-3066
(054)221-2542
kokusai@pref.shizuoka.lg.jp
(052)954-6180
(052)951-2590
kokusai@pref.aichi.jp
(059)224-2844
(059)224-3024
kokusen@pref.mie.jp
(077)528-3061
(077)521-5030
kokusai@pref.shiga.lg.jp
(075)414-4313
(075)414-4314
kokusai@pref.kyoto.lg.jp
(06)6210-9312
(06)6210-9316
kokusai@sbox.pref.osaka.lg.jp
(078)362-9017
(078)362-3961
kokusaikoryu@pref.hyogo.lg.jp
(0742)27-8477
(0742)22-1260
kokusai@office.pref.nara.lg.jp
(073)441-2061
(073)433-1192
e0223001@pref.wakayama.lg.jp
(0857)26-7079
(0857)26-2164
kouryusuishin@pref.tottori.lg.jp
(0852)22-6493
(0852)22-6412
bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp
(086)226-7283
(086)223-3615
kokusai@pref.okayama.lg.jp
(082)513-2359
(082)228-1614
chikokusai@pref.hiroshima.lg.jp

名

称

山口県
観光スポーツ文化部国際課
徳島県
未来創生文化部ダイバーシティ推進課
香川県
総務部知事公室国際課
愛媛県
観光スポーツ文化部観光国際課
高知県
文化生活スポーツ部国際交流課
福岡県
企画・地域振興部国際局国際政策課
佐賀県
地域交流部国際課
長崎県
文化観光国際部国際課
熊本県
観光戦略部観光交流政策課
大分県
企画振興部国際政策課
宮崎県
商工観光労働部観光経済交流局
オールみやざき営業課
鹿児島県
観光・文化スポーツ部国際交流課
沖縄県
文化観光スポーツ部交流推進課

住

所

〒753-8501

山口市滝町1-1

〒770-8570

徳島市万代町1-1

〒760-8570

高松市番町4-1-10

〒790-8570

松山市一番町4-4-2

〒780-8570

高知市丸ノ内1-2-20

〒812-8577

福岡市博多区東公園7-7

〒840-8570

佐賀市城内一丁目1番59号

〒850-8570

長崎県尾上町3-1

〒862-8570

熊本市中央区水前寺6-18-1

〒870-8501

大分市大手町3-1-1

〒880-8501

宮崎市橘通東2-10-1

〒890-8577

鹿児島市鴨池新町10-1

〒900-8570

那覇市泉崎1-2-2

直通電話
FAX
組織メールアドレス等
(083)933-2340
(083)933-2358
a12900@pref.yamaguchi.lg.jp
(088)621-2028
(088)621-2978
diversitysuisinka@pref.tokushima.jp

(087)832-3027
(087)837-4289
kokusai@pref.kagawa.lg.jp
(089)912-2312
(089)921-2489
kankoukokusai@pref.ehime.lg.jp
(088)823-9605
(088)823-9296
141901@ken.pref.kochi.lg.jp
(092)643-3200
(092)643-3224
intpol@pref.fukuoka.lg.jp
(0952)25-7328
(0952)25-7084
kokusai@pref.saga.lg.jp
(095)895-2081
(095)827-2487
s38050@pref.nagasaki.lg.jp
(096)333-2158
(096)381-3343
kankokoryu@pref.kumamoto.lg.jp
(097)506-2046
(097)506-1723
a10140@pref.oita.lg.jp
(0985)44-2623
(0985)26-7327
allmiyazaki@pref.miyazaki.lg.jp
(099)286-2303
(099)286-5522
kokusai@pref.kagoshima.lg.jp
(098)866-2479
(098)866-2960
aa082400@pref.okinawa.lg.jp

（２）政令指定都市
名

称

札幌市
総務局国際部交流課
仙台市
文化観光局交流企画課
さいたま市
経済局商工観光部観光国際課
千葉市
総務局市長公室国際交流課
横浜市
国際局国際政策部国際連携課
川崎市
総務企画局総務部庶務課国際担当
相模原市
市民局国際課
新潟市
観光・国際交流部国際課
静岡市
観光交流文化局国際交流課
浜松市
企画調整部国際課
名古屋市
観光文化交流局観光交流部国際交流課
京都市
総合企画局国際交流・共生推進室
大阪市
経済戦略局立地交流推進部国際担当
堺市
文化観光局国際部国際課
神戸市
市長室国際部国際課
岡山市
市民協働局市民協働部国際課
広島市
市民局国際平和推進部国際化推進課
北九州市
企画調整局国際部国際政策課
福岡市
総務企画局国際部国際交流課
熊本市
政策局総合政策部国際課

住

所

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目
本庁舎10階

〒980-8671

仙台市青葉区国分町3-7-1
市役所本庁舎4階

〒330-9588

さいたま市浦和区常盤6-4-4

〒260-8722

千葉市中央区千葉港1-1
千葉市役所3階

〒231-0015

横浜市中区本町6丁目50番地の10

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町1

〒252-5277

相模原市中央区中央2-11-15

〒951-8554

新潟市中央区古町通7番町1010番地（古
町ルフル5階）

〒420-8602

静岡市葵区追手町5-1

〒430-8652

浜松市中区元城町103－2

〒460-8508

名古屋市中区三の丸3-1-1
本庁舎4階

〒604-8571

京都市中京区寺町
通御池上る上本能寺前町488

〒559-0034

大阪市住之江区南港北2-1-10
ATCビルITM棟4階 M-4

〒590-0078

堺市堺区南瓦町3-1
堺市役所高層館6階

〒650-8570

神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市役所1号館17階

〒700-8544

岡山市北区大供1-1-1

〒730-8586

広島市中区国泰寺町1-6-34

〒803-8501

北九州市小倉北区城内1-1

〒810-8620

福岡市中央区天神1-8-1

〒860-8601

熊本市中央区手取本町1-1
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直通電話
FAX
組織メールアドレス等
(011)218-5168
(011)211-2032
（お問い合わせフォーム）
(022)211-1917
(022)214-1252
kik002040@city.sendai.jp
(048)829-1944
(048)829-1236
(問い合わせフォーム)
(043)245-5247
(043)245-5018
kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
(045)664-7145
(045)671-4704
ki-renkei@city.yokohama.jp
(044)200-3746
(044)200-2244
17kokusai@city.kawasaki.jp
(042)754-7990
(042)707-1569
(問い合わせフォーム)
(025)226-1677
(025)225-3255
kokusai@city.niigata.lg.jp
(054)221-1423
(054)221-1518
（問い合わせフォーム）
050-3730-1867
(053)457-2359
kokusai@city.hamamatsu.shizuoka.jp
(052)972-4200
(052)972-3062
a3061@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp
(075)222-3055
(075)222-3072
kokusai@city.kyoto.jp
(06)6615-3741
(06)6615-7433
(問い合わせフォーム)
(072)222-7343
(072)228-7900
(問い合わせフォーム)
(078)322-2382
(078)322-5010
(問い合わせフォーム)
(086)803-1112
(086)225-5408
(問い合わせフォーム)
(082)249-6460
(082)504-2106
kokusai@city.hiroshima.lg.jp
(093)582-2176
(093)582-2146
(問い合わせフォーム)
(092)711-4023
(092)733-5597
kokusaikoryu.GAPB@city.fukuoka.lg.jp
(096)328-2070
(096)355-4443
kokusai@city.kumamoto.lg.jp

３

国，公益法人等
名

称

電話番号等

外務省

代表 (03)3580-3311
https://www.mofa.go.jp/mofaj/

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
同

上

内線5610

国際文化交流審議官
文化交流・海外広報課

同

上

内線2381

国際文化交流審議官 人物交流室

同

上

内線2391

同

上

内線2333

同

上

内線2903，2902

同

上

外務報道官

広報文化外交戦略課

領事局
政策課
領事サービスセンター
（海外安全相談班）
国際協力局民間援助連携室

内線5884

外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ）
外務省ビザ・インフォメーション

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1

総務省

自治行政局地域政策課国際室

〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2

法務省

出入国在留管理庁

〒100-8977 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

広島出入国在留管理局

〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎

広島出入国在留管理局
在留支援・相談窓口
「ＨＩ－ＦＲＡＧ
（Hiroshima Immigration － Foreign
Residents Assistance Group）」(広島)

同

四谷タワー13階

※予約の受付電話番号
082-221-4526

上

福山出張所

〒720-0065 福山市東桜町1-21

広島空港出張所

三原市本郷町善入寺平岩64-31
〒729-0416
広島空港国際ターミナルビル1階

エストパルク8F

外国人在留総合インフォメーションセン
ター
文部科学省

高等教育局学生・留学生課

(独)国際協力機構（JICA）
中国センター
(公財)日本国際連合協会

〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2
〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル
〒739-0046 東広島市鏡山3-3-1

広島国際プラザ内

〒104-0031 東京都中央区京橋 3-12-4 MAOビル4F

広島県本部
国際連合広報センター

〒730-8511 広島市中区基町10-52

広島県国際課内

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学本部ビル8階

(一財)自治体国際化協会

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビル1・6・7階

広島県支部
(独)日本学生支援機構(JASSO)
中国・四国支部

〒730-8511 広島市中区基町10-52

広島県国際課内

神奈川県横浜市緑区長津田町4259 S-3
〒226-8503
東京工業大学すずかけ台キャンパス内
〒730-0012 広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル6階

(公財)日本国際教育支援協会

〒153-8503 東京都目黒区駒場4-5-29

(公財)海外日系人協会

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-3-1 ＪＩＣＡ横浜内

(特活)ジャパン・プラットフォーム

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-6-5

(特活)国際協力ＮＧＯセンター（JANIC）

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18

(一財)国際協力推進協会（APIC）

〒102-0094

(独)日本貿易振興機構 本部（JETRO）

〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32

ジェトロ広島

アバコビル5階

アーク森ビル

〒730-0052 広島市中区千田町3-7-47
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-4

(公財)国際研修協力機構（JITCO）

〒108-0023

広島駐在事務所

麹町GN安田ビル4階

東京都千代田区紀尾井町6-12 紀尾井町福田家ビル
（上智大学四谷キャンパス13号館）3階

(独)国際観光振興機構（JNTO）

(公財)全国市町村研修財団
全国市町村国際文化研修所（JIAM）

広島県情報プラザ4階
四谷クルーセ3・4階

東京都港区芝浦2-11-5
五十嵐ビルディング11階

〒730-0012 広島市中区上八丁堀8-2

広島清水ビル5階

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎2-13-1

(公財)ひろしま国際センター
交流部
広島県留学生活躍支援センター
研修部
(公財)広島平和文化センター
国際部国際交流・協力課

同

上

〒739-0046 東広島市鏡山3丁目3-1 ひろしま国際プラザ内
〒730-0811 広島市中区中島町1-2
〒730-0811 広島市中区中島町1-5 広島国際会議場内
〒732-0806 広島市南区西荒神町1-1

(公財)ひろしま産業振興機構
国際ビジネス支援センター（ＨＡＰＥＥ）

〒730-0052 広島市中区千田町3-7-47

(公財)広島観光コンベンションビューローMICE推進部

〒730-0011 広島市中区基町5-44

＊(公財)…「公益財団法人」

代表 (084)973-8090
FAX
(084)-973-8091
代表 (0848)86-8015
FAX
(0848)86-8016
代表 (0570)013904
（一部のIP電話及び海外からは
03-5363-3013）
代表 (03)5253-4111
https://www.mext.go.jp/
代表 (03)5226-6660～6663
https://www.jica.go.jp/
代表 (082)421-6300
FAX
(082)420-8082
代表 (03)6228-6831
http://www.unaj.or.jp/
直通 (082)228-5877
FAX
(082)228-1614
直通 (03)5467-4451
https://www.unic.or.jp
代表 (03)5213-1730
http://www.clair.or.jp/
直通 (082)228-5877
FAX
(082)228-1614
代表 (045)924-0812
https://www.jasso.go.jp/
直通 (082)502-7786
FAX
(082)502-7885
代表 (03)5454-5274
http://www.jees.or.jp/
代表 045-211-1780
http://www.jadesas.or.jp/
代表 (03)6261-4750
https://www.japanplatform.org/
代表 (03)5292-2911
http://www.janic.org/
直通 (03)5577-2900
http://www.apic.or.jp/
代表 (03)3582-5511
https://www.jetro.go.jp/
直通 (082)535-2511
FAX
(082)535-2516
代表 (03)5369-3342
https://www.jnto.go.jp/jpn/
代表 (03)4306-1100
https://www.jitco.or.jp/
直通 (082)224-0253
FAX
(082)502-3238
代表 (077)578-5931
https://www.jiam.jp/
http://hiroshima-ic.or.jp/

〒730-0037 広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ6F

広島市留学生会館

＊(独)…「独立行政法人」

ナビダイヤル 0570-011000
（一部のIP電話及び海外からは
03-5363-3013）
直通 (03)5253-5527
https://www.soumu.go.jp/
代表 (03)3580-4111
https://www.moj.go.jp/
代表 (082)221-4411
FAX (082)502-3193

＊(一財)…「一般財団法人」

広島県情報プラザ4階

広島商工会議所ビル6階

＊(特活)…「特定非営利活動法人」
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直通 (082)541-3777
FAX
(082)243-2001
直通 (082)541-3781
FAX
(082)243-2001
直通 (082)421-5900
FAX
(082)421-5751
代表 (082)241-5246
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/hpcf
/
直通 (082)242-8879
FAX
(082)242-7452
代表 (082)568-5931
FAX
(082)568-5600
代表 (082)248-1400
https://www.hiwave.or.jp/
直通 (082)554-1862
https://www.hiroshimacvb.jp/

４

市町旅券窓口開設場所等一覧
（令和３(2021)年10月17日現在）
市町

窓口

住所

電話番号

開設時間

広島市旅券センター

広島市中区基町9-32
広島市水道局基町庁舎1階

(082)221-8911 9：00～17：00

市民窓口課

呉市中央4-1-6

(0823)25-3522

竹原市

市民課

竹原市中央5-1-35

(0846)22-7734

三原市

市民課

三原市港町3-5-1

(0848)67-6047

市民課

尾道市久保1-15-1

(0848)38-9150

因島総合支所
市民生活課

尾道市因島土生町7-4

(0845)26-6208

福山市旅券センター

福山市東桜町3-5
福山市役所1階

(084)928-1144

松永支所松永市民課

福山市松永町3-1-29

(084)930-0401

北部支所北部市民課

福山市駅家町大字倉光37-1

(084)976-8801

東部支所東部市民課

福山市伊勢丘6-6-1

(084)940-2570

神辺支所神辺市民課

福山市神辺町大字川北1151-1

(084)962-5010

鞆支所

福山市鞆町鞆423-1

(084)982-2660

内海支所

福山市内海町88-60

(084)986-3111

沼隈支所

福山市沼隈町大字
草深1889-6

(084)980-7702

芦田支所

福山市芦田町大字下有地46-2

(084)958-2511

加茂支所

福山市加茂町字芦原426-1

(084)972-3111

新市支所

福山市新市町大字新市1061-1

(0847)52-5513

府中市

市民課

府中市府川町315

(0847)43-7128

三次市

市民課

三次市十日市中二丁目8-1

(0824)62-6138 8：30～17：15

庄原市

市民生活課

庄原市中本町1-10-1

(0824)73-1157

大竹市

市民税務課

大竹市小方1-11-1

広島市
呉市

尾道市

福山市

月～金
8：30～17：15
月～金
(0827)59-2143
8：30～17：15

東広島市 市民課

東広島市西条栄町8-29

(082)420-0925

廿日市市 市民課

廿日市市下平良1-11-1

(0829)30-9134

安芸高田市 総合窓口課

江田島市 市民生活課

安芸高田市吉田町吉田791
江田島市大柿町大原505

住民課

安芸郡府中町大通3-5-1

(082)286-3152

海田町

住民課

安芸郡海田町上市14-18

(082)823-9205

熊野町

税務住民課

安芸郡熊野町中溝一丁目1-1

坂町

税務住民課

安芸郡坂町平成ヶ浜1-1-1

(082)820-1502

山県郡安芸太田町大字戸河内784-1

(0826)28-2116

山県郡北広島町有田1234

050-5812-1854

豊田郡大崎上島町東野6625-1

(0846)65-3113

世羅郡世羅町大字西上原123-1

(0847)22-5302

神石郡神石高原町小畠1701

(0847)89-3334

広島市中区基町10-52 東館1階

(082)513-5603

北広島町 町民課
大崎上島町 住民課

世羅町

町民課

神石高原町 住民課

広島県

地域政策局国際課
旅券グループ

月～水，金
8：30～17：15

月～金
8：30～17：00
月～金
(0826)42-5616
8：30～17：15
月～金
(0823)43-1634
8：30～17：15

府中町

安芸太田町 住民課

月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15

月～金
8：30～17：15

月～金・第2土
8：30～17：15
月～金
(082)820-5604
8：30～17：15
月～金
8：30～17：30
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：00
月～金
8：30～17：15
月～金
8：30～17：15

備考
申請受付16:30までに窓口へ
土日は交付のみ
申請受付17：00まで
木曜日19：00まで（交付のみ）

申請受付17：00まで
木曜日19：00まで（交付のみ）
申請受付17：00まで
金曜日19：00まで（交付のみ）
申請受付17：00まで
金曜日19：00まで（交付のみ）
金曜日19：00まで（交付のみ）
申請受付のみ
申請受付のみ
申請受付のみ
申請受付のみ
申請受付のみ
申請受付のみ
申請受付のみ
申請受付のみ
申請受付のみ
申請受付のみ
木曜日19：00まで（交付のみ）
金曜日19：00まで
土日も窓口開設（12：00～13：00休み）
※他市町住民からの申請受付は，
月曜日～金曜日8:30～17:15のみ

木曜日19：00まで（交付のみ）
木曜日19：00まで
第2・4日曜日8：30～12：30
※他市町住民からの手続（申請，交付）
は，月曜日～金曜日8:30～17:15のみ
※他市町住民からの申請受付は，
月曜日～金曜日8:30～16:00まで
申請受付17：00まで
印紙の販売は，9:00～15:30

申請受付17：00まで
第1・3木曜日19：00まで（交付のみ）
第2日曜日8：30～12：00（交付のみ）
※他市町住民からの申請は，平日のみ（受
取は土曜日も可）
印紙の販売は，9：00～16：30
申請受付17:00まで
第2・4土曜日8：30～12：30
※他市町住民からの申請は，平日のみ（受
取は土曜日も可）
申請受付17：00まで
申請受付17：00まで
申請受付17：00まで
第4木曜日19：00まで（交付のみ）
印紙の販売は，9：00～16：00
緊急・早期発給，刑罰等関係事案に限る。
※祝祭日等の閉庁時は原則お休みです。
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