財団沿革

平成元年１月月25日日 財団法人大阪府国際交流財団を設立

平成元年６月月11日日 事務所内に国際交流プラザ・オフィックスを開設

平成７年２月月１日日 大阪府から施設の貸与を受け、大阪府堺留学生会
館オリオン寮を運営管理
平成21年３月月31日日 オリオン寮の土地建物を大阪府から取得し、
運営管理

平成24年４月月１日日 大阪府知事の認定を受け、公益財団法人大阪府
国際交流財団としてスタート
平成27年３月月13日日 大阪府と大阪府災害時多言語支援センターの設
置・運営の協定を締結
平成31年４月月１日日 外国人ワンストップ相談窓口運営開始

月

財団 概要

代 表 理 事

理事長

法人所管課

大阪府府民文化部都市魅力創造局

設立年月日

1989年1月25日
2012年4月1日公益財団法人に移行

設 立 目 的

大阪の国際化と府民の国際交流の促進を図り、
国際都市・大阪の発展と国際親善に寄与するこ
とを目的に設立。

基 本 財 産

2,329,176,510円

賛助会員様 募集中

OFIX の活動主旨にご賛同いただき、所定の会費を納め

ていただく法人会員、個人会員の方々を募集しています。

50,000円

(２口以上のご支援をお願いします）

個人会員 １口年額

3,000円

活動の3つの基本柱

https://www.ofix.or.jp/donate/
• OFIX 発行の印刷物、報告書その他の刊行物を無償又は優先
的に提供

• OFIX の事業活動や国際交流に関する情報等を掲載した
「OFIX ニュース」
（季刊）の送付
• バナー広告の掲載料金を半額で提供（法人会員様）

11,000円（税込）

https://www.ofix.or.jp/
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日本語ページ …………

12
警察署

リーズナブルな広告料金！ 1か月単位で掲載、延長可能！

土佐堀通

消防署

掲載するバナー広告を募集しています！

天満橋駅

OFIX が管理運営する OFIX ホームページ（日・英）に

〒

阪神高速

バナー広告 募集中

5
堺筋

OFIX Website ADs

京阪本線

松屋町筋

https://www.ofix.or.jp/donate/

Osaka Metro 堺筋線 堺筋本町駅

詳しくは

2. グローバル人材の育成
多
 文化共生の実現に向けたグローバル人材
を育成するために、外国人サポーターを大阪
府内小・中学校・高等学校等の国際理解教
育授業へ派遣。

北浜駅

OFIX の賛助会費は、所得税や法人税の税法上の優遇措置の適用

を受けることができます。

公益財団法人 大阪府国際交流財団
Osaka Foundation of International eXchange

国際課

3. 国際交流情報の発信
府
 内関係機関と事業を通じた連携・情報交
換を推進、
ネットワークの強化を図る。
O
 FIX ホームページ、フェイスブックや OFIX
ニュースで、事業に関する情報を発信。

■ 特典

公益財団法人に対する寄附金の税法上の優遇措置

秀隆

1. 外国人の受入促進、活動環境の整備
外
 国人への情報提供及び相談や、OFIX 通
訳・翻訳ボランティアの育成・派遣等、外国人
への多言語支援事業を推進。
ま
 た災害時において、府内市町村や国際交
流団体と連携し、多言語情報提供の相互支
援の体制整備を推進。

OFIX Supporting Members

法人会員 １口年額

吉川

Osaka Metro中央線

語ページ …………… 5,500円（税込）

https://www.ofix.or.jp/english/
※いずれも1枠1か月
（税別）
日本語、英語の両ページ掲載で25％割引

JICA 大阪デスク @OFIX
OFIX 事務所内に「JICA 大阪デスク」を
設けています

TEL： 06-6966-2400
E-mail： jicadpd-desk-osakafu@jica.go.jp

公益財団法人 大阪府国際交流財団
〒540-0029

大阪市中央区本町橋２−５
マイドームおおさか5階

TEL：06−6966−2400
FAX：06−6966−2401
https://www.ofix.or.jp/
2021年4月改訂

Think
Multiculturally,
Act Osaka-ly
OFIX は OFIX ボランティアの方に協力いただき、
大阪在住の外国人の方への生活サポートを行っています。

多文化共生の推進
災害時外国人多言語支援体制の強化

多言語による情報提供
大阪府外国人情報コーナー

相談言語

来日・在住外国人の方が安心・安全に過
ごせるよう、
日本語を含む11言語により、
在留資格から生活関連情報まで幅広い
情報提供や相談に応じています。外国人
を雇用する企業のみなさまにもご利用
いただけます。
在阪外国人の方のための生活ガイド
「大阪生活必携」
（11言語）
、
「やさしい日本語」

相談時間

月・金曜日 …………… ９時 〜20時（祝日除く）
※17時30分以降に来所の場合は
事前に予約ください
火・水・木曜日 ………… ９時 〜17時30分（祝日除く）
第２、第４日曜日 ……13時 〜17時

相談内容

在留資格、労働、医療、福祉、教育など暮らし全般の相談

専門相談

行政書士相談・弁護士相談（隔月交代）
第４日曜 13時30分〜16時30分（原則予約制）

URL

https://www.ofix.or.jp/life/japanese/#guide

E-mail

「よくある生活質問集（FAQ）」
（９言語）

https://www.ofix.or.jp/life-in-japan-faq/
japanese/immigration/

通訳・翻訳ボランティアの育成・派遣

英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、
スペイン語、
ベトナム 語、フィリピン 語、タイ語、インドネ シア 語、
ネパール語、
日本語

相談専用電話

https://www.ofix.or.jp/life/japanese/

jouhou-c@ofix.or.jp（日本語、英語のみ）
06-6941-2297

日本人が当たり前だと思っ

コミュニケーション

ているけれど、外国人には

を多言語でサポー

わかりにくい様々な事柄を、

トするコミュニティ

動画にしました。病院の診

通訳・翻訳等の語

察の受け方から風呂の洗

学ボランティアの方を育成し、市町村等の依頼

い方まで紹介しています。

災害時に外国人が必要な情報を12言語で提供するウェブ

な多言語支援を行うため、
「大阪府災害

サイト・アプリ
「Osaka Safe Travels」の運用をしています。

Osaka Safe Travels ウェブサイト

https://www.osakasafetravels.com/

る協定書」を締結しています。

大阪府災害多言語情報ウェブサイト・アプリ

災害時通訳・翻訳ボランティアの登録・育成
FREE

■ 主な発信内容

登録ボランティア対象のスキルアップ研修の定期的な実施や、大学等と

• 災害発生情報
• 緊急避難場所

連携し留学生にボランティア登録を働きかける等、災害時の外国人への
多言語支援の充実を図っています。

（現在地からのマップ表示）

• 鉄道運行情報
（マップ表示、
経路検索）

https://www.ofix.or.jp/
doc/volunteers/guide_ej.pdf

• フライト情報、関空へのアクセス情報
• 総領事館など外国機関の情報 な ど
■ 対応言語

府内市町村・
国際交流協会等との連携

日本語、
英語、
中国語（簡体字・繁体字）、
韓国語、
ポルトガル語、
スペイン語、
ベトナム語、
フィリピン語、
タイ語、

市町村、
国際交流協会等と連携して外国人向け防

インドネシア語、
ネパール語
Osaka Safe Travels

災訓練や、災害時の通訳・翻
訳ボランティア研修等を実施

検索

し、
災害に強い大阪の地域づ

OFIX YouTube チャンネル

https://www.ofix.or.jp/volunteers/

大阪府と OFIX は、大規模災害時に円滑
時多言語支援センター設置・運営に関す

に基づき派遣しています。
ボランティア登録申込

Osaka Safe Travels（ウェブサイト・アプリ）

「災害時通訳・翻訳ボランティア
なるほどガイド」

多言語の生活支援情報の発信

行政と外国人との

大阪府災害時多言語支援センターの設置・運営

https://www.youtube.com/channel/
UCRr2fZ2mv1y9ngZY9ueUthw

くりに取り組んでいます。

大阪府堺留学生会館「オリオン寮」の運営

多文化共生の環境整備・人材育成
人材育成

シップ生にも活用いただけます。寮生が日本人学生や留学生、地域の方々と
の交流を深めるため、様々なイベントも開催しています。

大阪在住の青少年（日本人・外国人）がともに多文化共生社会について
学ぶ場として、OFIX にサポーター登録されている留学生等を府内の学
校での多文化理解の授業の講師として派遣しています。

部屋：85室（全室単身者用）
居室使用料：月額 26,000円（光熱水費別）

企業研修・講師派遣

大阪府堺留学生会館オリオン寮

https://www.ofix.or.jp/dormitory/

外国人との協働を進めて行くための研修や講師派遣などを進めます。

OFIX 国際理解教育サポーター登録申込

至 天王寺

線

和

阪

JR
上野芝駅

オリオン寮は、OFIX が管理運営している留学生寮です。一部、企業インターン

N

JA堺市

泉北

大阪市立大学
国際交流宿舎
西友
スーパー

1号線

堺かつらぎ線

大阪府堺留学生会館
「オリオン寮」
〒591-8035
堺市北区東上野芝町２丁226番
電 話：072-250-8701
F A X：072-250-8702

OFIX からの情報発信

https://www.ofix.or.jp/supporters/

OFIX 公式ホームページ及び SNS の運営
国旗、
「OFIX 世界体験キット」の貸出
学校や国際交流団体が、国際交流に関する事業やイベント時にご利用いた
だける国旗（185か国）や、多文化共生の授業等で活用していただける民族
衣装などの「OFIX 世界体験キット」の貸出しを行っています。
＜利用料：無料＞

教材貸し出し

https://www.ofix.or.jp/lending/

「OFIX ニュース」の発行

OFIX 事業や、他団体との共催事業・連携情報を OFIX

定 期 的 な 情 報 発 信ツールとして、

ホームページとフェイスブックで発信しています。

OFIX ニュース（日・英）を季刊で発行

OFIX ホームページ

https://www.ofix.or.jp

OFIX Facebook

https://www.facebook.com/
osakafoundation

し、印刷版と配信版（メールマガジン）
で提供しています。

関係団体とのネットワーク構築
近畿地域国際化協会連絡協議会や、府内市町村国際交流
協会等との事業を通じた連携・情報交換を進めています。

