
その他国際交流関係機関 

（法務省関係） 

機  関  名 所 掌 事 務 住    所 電話番号等 

法務省入国在留管理局 

登録管理官室 

外国人の登録に関すること等 〒100-8973 

東京都千代田区 

霞ヶ関 1-1-1 

代表 03-3580-4111 

FAX   03-3592-7093 

仙台出入国在留管理局 出入国の管理に関すること及び

在留外国人の管理に関すること

等 

〒983-0842 

宮城県仙台市宮城野区 

五輪 1-3-20 

仙台第二法務合同庁舎 

代表 022-256-6076 

FAX   022-298-9102 

仙台出入国在留管理局 

青森出張所 

〒030-0861 

青森県青森市長島 1-3-5  

青森第二合同庁舎 

直通 017-777-2939 

FAX   017-777-2963 

(外務省関係） 

機  関  名 所 掌 事 務 住    所 電話番号等 

外務省大臣官房 

国際文化交流審議官 

文化組織人物交流室 

人物交流事業の促進（国費留学

生，JETプログラム，スポーツ

交流など） 

〒100-8919 

東京都千代田区霞ヶ関 

2-2-1 

代表 03-3580-3311 

内線 2391 

外務省大臣官房 

外務報道官・広報 

文化組織国内広報室 

日本の外交政策などについての

国内における広報 

代表 03-3580-3311  

内線 2684 

外務省領事局 

政策課 

安全な海外渡航、海外生活にお

ける福利増進に関する総合的な

政策及び移住者の定着安定に関

する政策 

代表  03-3580-3311  

内線 2333 

外務省領事局 

領事サービス室 

海外邦人に対する領事サービス

の改善・強化及び日本人の身分

関係事項に関する事務 

代表  03-3580-3311  

内線 4896 

海外外務省領事局 

邦人安全課 

海外における日本人の安全対策

や保護 

代表  03-3580-3311  

内線 2851 

外務省領事局 

領事サービスセンター 

（海外安全相談班） 

海外安全情報の提供 代表  03-3580-3311  

内線 2902、2903 

外務省領事局 

邦人テロ対策室 

海外でのテロ事件に関する 

日本人の安全対策や保護 

代表 03-3580-3311  

内線 3047 

外務省領事局 

旅券課 

旅券（パスポート）に関する 

事務 

代表 03-3580-3311  

内線 2313、5124 

外務省領事局 

外国人課 

査証（ビザ）に関する事務及び
在日外国人に関する外交政策の
立案 

（注）査証に関する一般的なお

問い合わせは下記の領事サービ

スセンター査証相談班まで 

代表 03-3580-3311  

内線 9504 

外国人在留支援センター
（FRESC/フレスク）外務
省ビザ・インフォメーシ
ョン 

査証申請に必要な書類について

の案内、査証に関する一般的な

各種相談 

電話  0570-011000 

（ナビダイヤル） 

 

  



（財務省関係） 

機  関  名 所 掌 事 務 住    所 電話番号等 

函館税関本関 関税、とん税、特別とん税の賦

課徴収。通関業の許可、通関業

者の監督。貨物の輸出入の許

可、承認。輸出入貨物の検査、

鑑定。郵便物の輸出入手続き。

反則物件、購買収容貨物等の鑑

定等 

〒040-8561 

北海道函館市海岸町 24-4 

函館港湾合同庁舎 

直通 0138-40-4218 

函館税関青森税関支署 〒030-0811 

青森県青森市青柳 1-1-2 

青森港湾合同庁舎 

直通  017-734-0780 

函館税関青森税関支署 

青森空港出張所 

〒030-0155 

青森市大字大谷字小谷 1-5 

青森空港ターミナルビル 

直通 017-739-2008 

函館税関八戸税関支署 〒031-0831 

青森県八戸市築港街 2-16 

八戸港湾合同庁舎 

直通  0178-33-0423 

（厚生労働省関係） 

機  関  名 所 掌 事 務 住    所 電話番号等 

仙台検疫所 海外から感染症が侵入するのを

防ぐための検疫の実施等 

〒985-0011 

宮城県塩釜市貞山通 3-4-1 

塩釜港湾合同庁舎 2F 

直通 022-367-8100  

FAX  022-362-3293 

仙台検疫所青森出張所 〒030-0811 

青森県青森市青柳 1-1-2 

青森港湾合同庁舎 

直通  017-722-7687 

仙台検疫所 

青森空港出張所 

〒030-0155 

青森県青森市大谷小谷 1-5 

直通 017-729-0911 

仙台検疫所八戸出張所 〒031-0831 

青森県八戸市築港街 

2-16八戸港湾合同庁舎 

直通  0178-33-1376 

（農林水産省関係） 

機  関  名 所 掌 事 務 住    所 電話番号等 

横浜植物防疫所 

（業務部本船貨物担当） 

海外から病害虫の日本侵入を防

ぐための植物検疫の実施等 

〒231-0003 

神奈川県横浜市中区 

北仲通 5-57 

横浜第 2合同庁舎 

直通 045-211-7152 

FAX   045-211-0611 

横浜植物防疫所塩釜支所 〒985-0011 

宮城県塩釜市貞山通 

3-4-1 塩釜港湾合同庁舎 

直通  022-362-6916  

FAX   022-365-3383 

横浜植物防疫所塩釜支所

弘前出張所 

〒036-8207 

青森県弘前市上白銀町 5-6 

弘前第 1合同庁舎 

直通  0172-36-0789 

FAX   0172-36-0790 

横浜植物防疫所塩釜支所

八戸出張所 

〒031-0831 

青森県八戸市築港街 

2-16-1 

直通  0178-33-5424  

FAX   0178-33-5424 

動物検疫所横浜本所 

（総務部庶務課） 

海外から家畜の伝染病及び動物

由来感染症が侵入するのを防ぐ

ための動物検疫の実施等 

〒235-0008 

神奈川県横浜市磯子区 

原町 11-1 

直通  045-751-5921  

FAX   045-753-3910 

動物検疫所 

仙台空港出張所 

〒989-2401 

宮城県名取市下増田南原 

（仙台空港ターミナルビ

ル） 

直通  022-383-2302  

FAX   022-382-5805 

 

  



（総務省関係） 

機  関  名 所 掌 事 務 住    所 電話番号等 

総務省自治行政局国際

室 

国際関係に関する企画、立案、

指導、調査、連絡調整。国際交

流のまち推進プロジェクト、地

域の国際化支援事業、地域国際

化協会、語学指導等を行う外国

青年招致事業等 

〒100－8926 

東京都千代田区霞が関 

2-1-2  

中央合同庁舎第２号館 

直通 03-5253-5527  

FAX  03-5253-5529 

（その他の機関） 

機  関  名 所 掌 事 務 住    所 電話番号等 

財団法人 

自治体国際化協会 

（CLAIR） 

国際化に対応した地域社会の振

興及び地方公共団体の人材の育

成を図るための様々な事業の実

施。海外事務所の展開、語学指

導等を行う外国青年招致事業の

実施、地域国際化協会への支

援、情報収集及び提供、国際協

力・姉妹交流事業への支援等 

〒102-0083 

東京都千代田区麹町 1-7 

相互半蔵門ビル 1,6,7階 

直通  03-5213-1730  

FAX   03-5213-1741 

財団法人 

自治体国際化協会 

青森県支部 

〒030-8570 

青森県青森市長島 1-1-1 

（誘客交流課内） 

直通  017-752-1414  

FAX   017-734-8126 

全国市町村 
国際文化研修所（JIAM）
教務部 

グローバリゼーションの進展が

自治体に及ぼす影響が増大して

いることを踏まえ、市町村職員

等の国際化対応能力の向上を図

ることを目的とした高度で専門

的かつ実質的な研修を実施 

〒520-0106 

滋賀県大津市唐崎 2-13-1 

直通  077-578-5932  

FAX   077-578-5906 

独立行政法人 

国際協力機構（JICA） 

開発途上にある海外の地域の経

済及び社会の発展に寄与し、国

際協力の促進に資する。技術協

力事業、青年海外協力隊派遣事

業、技術協力のための人材の養

成及び確保、無償資金協力事業

の調査・実施促進業務、開発協

力事業、移住事業、災害緊急援

助業務等 

〒102-8012 

東京都千代田区二番町 

5-25 二番町センタービル 

代表 03-5226-6660 

  ～6663 

独立行政法人 

国際協力機構（JICA） 

東北支部 

〒980-0811 

宮城県仙台市青葉区 

一番町 4-6-1 

仙台第一生命タワービル

ディング 20Ｆ 

代表 022-223-5151  

FAX   022-227-3090 

独立行政法人 

国際協力機構（JICA） 

青年海外協力隊事務局 

開発途上国の要請に基づき、当

該地域の住民と一体となって経

済及び社会の発展又は復興への

協力を志望する国民を派遣し、

海外での活動を助成し、促進す

る事業（青年海外協力隊、シニ

ア海外ボランティア等）の実施 

〒100-0004 

東京都千代田区大手町 

1-4-1竹橋合同ビル 

代表 03-5226-6660 

  ～6663 

社団法人日本外交協会 世界平和と民主主義を基調とす

る国民外交の実現を図る。外交

政策の普及啓蒙、国際情勢の調

査研究、国際化啓発事業、難民

救済事業、ODA等 

〒105-0011 

東京都港区芝公園 3-5-8 

機械振興会館 1F 

代表 03-5401-2121  

FAX   03-5401-2124 

 

  



 

機  関  名 所 掌 事 務 住    所 電話番号等 

独立行政法人 
国際交流基金 
（総務部総務課） 

国際文化交流事業を総合的かつ

効率的に行うことにより、我が

国に対する諸外国の理解を深

め、国際相互理解を増進し、及

び文化その他の分野において世

界に貢献し、もって良好な国際

環境の整備並びに我が国の調和

ある対外関係の維持及び発展に

寄与する。文化芸術交流、海外

における日本語教育、日本研

究・知的交流等 

〒160-0004 

東京都新宿区四谷 1-6-4 

四谷クルーセ 1～3F 

（ユモレ四谷内） 

直通 03-5369-6051 
FAX  03-3569-6031 

情報センター 
（事業内容に関する
ことなど一般的な 
照会と広報関係は 
こちらまで） 

TEL  03-5369-6075 

FAX  03-5369-6044 

独立行政法人 

国際交流基金 

日米センター 

「日米両国の共同による世界へ
の貢献」及び「日米関係の緊密
化」という目的を達成するた
め、知的交流と地域・草の根交
流、二つの分野での交流事業を
実施。団体を対象とする一般公
募助成事業、個人を対象とする
フェローシップ事業、イベント
や出版物を通じた情報提供活動
等を行う。 

〒160-0004 

東京都新宿区四谷 1-6-4 

四谷クルーセ 

TEL 03-5369-6072  

FAX 03-5369-6044 

財団法人海外日系人協会 海外日系人との連絡、相互協力

を進めることにより、日本の海

外諸国との間の経済、文化交流

を促進し、各国間の親善及び相

互の繁栄に寄与する。 

海外日系人大会等。 

「日系人相談センター」 

〒231-0001 

神奈川県横浜市中区 

新港 2-3-1 JICA横浜 2F 

代表 045-211-1780  

FAX  045-211-1781 

社団法人 

国際交流サービス協会 

政府の行う招待外交、国際会議

その他国際間の人的交流の際、

諸類の便宜を供与し、諸外国と

の親善関係増進に寄与する。来

日外国人に対する便宜の供与、

各種オリエンテーションの実

施、国際会議及びセミナーの経

営、翻訳の実施等 

〒104-0033 

東京都中央区新川 1-17-18

白鹿茅場ビル 5F 

直通 03-6280-5186 

FAX   03-5566-5582 

独立行政法人 

日本貿易振興機構本部

（JETRO） 

日本の円滑な対外経済活動及び

健全な貿易経済の拡大を図り、

諸外国の貿易経済、産業、市場

の動向について各種調査を実施

し、情報・資料の収集及び提供

を実施等。 

〒107-6006 

東京都港区赤坂 1-12-32 

アーク森ビル 6F 

直通 03-3582-5511 

独立行政法人 
日本貿易振興機構 
青森貿易情報センター 

（JETRO青森） 

〒030-0802 

青森県青森市本町 1-2-15 

青森本町第一生命ビル 5F 

直通 017-734-2575 

FAX  017-773-2877 

 


