この早見表は、突然解雇されて不安を抱える外国人県民の方々
のために、問題解決の糸口となる情報を取りまとめたものです。

何が心配？

仕事のことが
心配です！

どんな問題？

（公財）愛知県国際交流協会(2０11.8.11 現在)

こんな解決方法があります。

問合せ先

◎理由もなく解雇されました。

解雇には合理的理由が必要です。なお、産前産後や仕事中のけがで療養中
の期間等、法律で解雇が禁止されている場合があります。

◎突然、クビだと言われました。

解雇には 30 日間の予告期間が必要です。期間が足りない場合は給料と
は別に解雇予告手当を請求できます（ただし、この規定が適用されない
場合があります）。

◎賃金を払ってもらえません。

賃金、残業の割り増し賃金などに未払いがあれば請求できます。

◎失業給付をもらいたいです。

離職の日以前の 2 年間に被保険者期間が 12 か月以上（倒産・解雇・雇い
止め、また正当な理由のある自己都合等による離職の場合は、離職の日
以前 1 年間に 6 か月以上）あり、いつでも働ける状態であれば、失業
給付を受給できます。

ハローワーク（表 3）

◎仕事を探しています。

主なハローワークで、突然解雇され住むところがなくなった人のために、
寮付きの求人情報の紹介を行っています。詳しくはハローワークへお尋
ねください。

ハローワーク（表 3）
名古屋外国人雇用ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
（表 3）

◎生活費がありません。

生活に困窮している場合は市区町村役場から生活保護が支給される場合が
あります。ただし、活動に制限のない在留資格があり、18 歳から 65 歳
の人はハローワークで求職活動をしていることが条件です。

外国人登録のある
市区町村役場（表 1）

◎一時的な生活資金が必要です。

社会福祉協議会では、急な解雇などで生活に困窮した方のためにさまざま
な貸付を行っています。外国人登録があり、条件を満たした方は比較的低
金利で借り入れができる場合があります。詳しくは居住地の社会福祉協
議会へお尋ねください。

市区町村社会福祉協議会

◎社宅を出るように言われました。

主なハローワークで会社都合で解雇された人が一時的（６か月間）に住
むことができる住宅への入居相談を行っています。また、入居費用や生活
資金の貸付相談も行っています。詳しくはハローワークへお尋ねください。

ハローワーク（表 3）

◎家賃の安い住宅を探しています。

所得の低い人向けに県や名古屋市、一部の市町村が運営する公営住宅
があります。ただし、募集時期が決まっていたり、応募しても空室がな
く抽選や順番待ちになるなど、すぐに入居できない場合もあります。

愛知県住宅供給公社（表 4）
名古屋市住宅供給公社（表 4）
市町村役場（表 1）

◎何か手当はありませんか？

中学校修了までの子どもを養育する人には、子ども手当が支給されます。
父親もしくは母親がいない家庭であればさらに児童扶養手当が支給される
場合があります。

外国人登録のある
市区町村役場（表 1）

◎外国人学校の学費が払えません。

外国人であっても学費のあまりかからない公立学校へ転入することが
できます。

市町村教育委員会（表 1）

お金のことが
心配です！

住むところが
心配です！

子どものことが
心配です！

愛知県多文化共生推進室

愛知労働局（表 2）
労働基準監督署（表 2）

（表１）市区町村役場及び市町村教育委員会
電話番号
0569-48-1111
0567-26-8111
052-444-1001
0566-76-1111
0566-83-1111
0562-33-3151
0587-93-1111
0533-66-1111
0569-21-3111
0566-41-3311
0562-83-3111
0586-28-8100
0587-32-1111
0568-61-1800
0587-66-1111
0567-95-1111
0566-23-1111
0568-81-5111
0568-22-1111
052-400-2911
0568-72-2101
0587-54-1111
0564-62-1111
0569-82-1111
0569-65-0711
0561-32-2111
0561-63-1111
052-961-1111
052-681-1431
052-762-3111
052-935-2271
052-911-3131
052-773-1111
052-621-2111
052-811-5161

愛知県多文化共生推進室

名称
港区
瑞穂区
守山区
中川区
中村区
中区
西区
昭和区
天白区
西尾市
日進市
大府市
大口町
大治町
岡崎市
尾張旭市
瀬戸市
新城市
設楽町
田原市
高浜市
武豊町
飛島村
東栄町
東郷町
東海市
常滑市
豊明市
豊橋市
豊川市
豊根村
豊田市
豊山町
津島市
弥富市

名古屋市

名古屋市

名称
阿久比町
愛西市
あま市
安城市
知立市
知多市
扶桑町
蒲郡市
半田市
碧南市
東浦町
一宮市
稲沢市
犬山市
岩倉市
蟹江町
刈谷市
春日井市
北名古屋市
清須市
小牧市
江南市
幸田町
美浜町
南知多町
みよし市
長久手町
名古屋市
熱田区
千種区
東区
北区
名東区
緑区
南区

（アルファベット順）

電話番号
052-651-3251
052-841-1521
052-793-3434
052-362-1111
052-451-1241
052-241-3601
052-521-5311
052-731-1511
052-803-1111
0563-56-2111
0561-73-7111
0562-47-2111
0587-95-1111
052-444-2711
0564-23-6000
0561-53-2111
0561-82-7111
0536-23-1111
0536-62-0511
0531-22-1111
0566-52-1111
0569-72-1111
0567-52-1231
0536-76-0501
0561-38-3111
052-603-2211
0569-35-5111
0562-92-1111
0532-51-2111
0533-89-2111
0536-85-1311
0565-31-1212
0568-28-0001
0567-24-1111
0567-65-1111

（愛知県三の丸庁舎 多文化共生センター内）

多文化ソーシャルワーカーによる個別支援：
月〜金 10:00〜17:00 ◆ ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語
Tel: 052-961-7767

公益財団法人愛知県国際交流協会

多文化共生センター

〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目 6-1 愛知県三の丸庁舎 1 階
相談・情報カウンター：月〜土 10:00〜18:00 ◆ ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語（月曜のみ）
Tel: 052-961-7902 Fax: 052-961-8045 Email: sodan@aia.pref.aichi.jp URL: http://www2.aia.pref.aichi.jp/

* (ポ)はポルトガル語、(ス)はスペイン語、(英)は英語、(中)は中国語対応のある機関。
ただし、対応日・時間は機関ごとに異なります。

（表２）愛知労働局及び労働基準監督署
名称
愛知労働局

電話番号
(ポ)(英) 052-972-0253

（アルファベット順）

名称

電話番号

名古屋西労働基準監督署

052-481-9533

半田労働基準監督署

0569-21-1030

西尾労働基準監督署

0563-57-7161

一宮労働基準監督署

0586-45-0206

岡崎労働基準監督署

0564-52-3161

刈谷労働基準監督署

0566-21-4885

瀬戸労働基準監督署

0561-82-2103

江南労働基準監督署

0587-54-2443

豊橋労働基準監督署

(ポ) 0532-54-1192

名古屋東労働基準監督署

052-800-0792

豊田労働基準監督署

0565-35-2323

名古屋北労働基準監督署

052-961-8653

津島労働基準監督署

0567-26-4155

名古屋南労働基準監督署

052-651-9207

（表３）ハローワーク（公共職業安定所）等
名称

電話番号

（アルファベット順）

名称

電話番号

ハローワーク蒲郡

0533-67-8609

ハローワーク瀬戸

0561-82-5123

ハローワーク半田

(ポ) 0569-21-0023

ハローワーク新城

0536-22-1160

ハローワーク碧南

0566-41-0327

ハローワーク豊橋

0532-52-7191

ハローワーク一宮

(ポ) 0586-45-2048

ハローワーク豊川

(ポ) 0533-86-3178

ハローワーク犬山

(ポ)(ス) 0568-61-2185

ハローワーク豊田

(ポ) 0565-31-1400

ハローワーク刈谷

0566-21-5001

ハローワーク津島

(ポ) 0567-26-3158

刈谷外国人職業相談センター

(ポ) 0566-63-5891

（ポ) 0568-81-5135

ハローワーク春日井
ハローワーク名古屋東

052-774-1115

ハローワーク名古屋南

(ポ)(中) 052-681-1211

ハローワーク名古屋中

052-582-8171

ハローワーク西尾

(ポ) 0563-56-3622

ハローワーク岡崎

(ポ)(英) 0564-52-8609

豊橋外国人職業相談センター (ポ)(ス) 0532-57-1356

ジョブ・ライフ・あいち名古屋

052-533-0860

ジョブ・ライフ・あいち三河

0564-66-0860

名古屋外国人雇用サービスセンター

052-264-1901

(ポ)(ス)(英)(中)

（表４）公営住宅
名称

電話番号

愛知県住宅供給公社

052-954-1362

名古屋市住宅供給公社

052-523-3875

名称
市町村営住宅

電話番号
表１参照

外国人のための無料弁護士相談（法律的なことでお悩みの場合はご相談ください。）
名称
愛知県国際交流協会
外国人のための弁護士相談
名古屋国際センター
外国人法律相談
法テラス愛知
外国人法律相談
（在留資格のある人のみ）

予約電話番号

開催日

毎月第 2、第 4 金曜日
13:00〜16:00
第 2・4 月〜木（正午まで）
（予約制）
052-961-7902

言語
ポルトガル語、
スペイン語、
英語、中国語

052-581-6111
（留守番電話）

毎週土曜日 10:00〜12:30
（予約制）

ポルトガル語、
スペイン語、
英語、中国語

050-3383-5460
（日本語のみ）

毎月第１、第 3 木曜日
10:00〜12:30
（予約制）

ポルトガル語、
スペイン語、
他多数

