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栃木外国人咨询支援中心
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栃木県に住んでいる外国人のために、相談や情報提供をしています。無料です。秘密は守ります。
　在留手続、雇用、医療、福祉、出産・子育て、子どもの教育　など
相談の日や時間は、ホームページを見てください。センターに来る前に、必ず電話してください。

We offer consultation and information services for foreigners living in Tochigi Prefecture. It’s free of charge. We will protect your confidential information.
Procedures for residence, employment, medical care, welfare, childbirth and parenting, education of children, etc.

Please check our website for consultation days and hours, and call us to confirm the schedule before you visit the center.

Para sa mga dayuhang naninirahan sa Prepektura ng Tochigi, Kami ay nag aalok ng libreng Konsultasyon at Impormasyon. Walang bayad. Ang sikreto 
ay mananatiling lihim. 

 Pamamaraan ng paninirahan, Trabaho, Medikal, Kapakanan, Panganganak, Pagiging magulang, Edukasyong Pangbata at iba pa. 
Tignan sa homepage o website ang araw at oras ng Konsultasyon. Tumawag muna sa Telepono bago pumunta sa Sentro.

Oferecemos consulta e informações para estrangeiros que vivem na Província de Tochigi. Gratuito. Sigilo total.
Procedimentos para residência, dúvidas de trabalho, cuidados médicos, assistência social, parto e educação dos filhos, etc.

Verifique no site dia e horário de atendimento. Não deixe de ligar antes de vir ao centro.

Ofrecemos consultas e información para los extranjeros que viven en la Provincia de Tochigi. Gratis. Guardaremos el secreto. 
Procedimientos de residencia,duda de empleo, atención médica, asistencia social, parto y crianza de los hijos, educación de los niños, etc.

Consulte el sitio web para los días y las horas de consulta. Asegúrese de llamar antes de ir al centro.

Kami memberi pelayanan konsultasi dan informasi untuk orang asing yang tinggal di Prefektur Tochigi. Dengan tidak dipungut biaya. Kami akan mejamin 
untuk menjaga kerahasiaannya.

Kami melayani berupa Prosedur untuk tempat tinggal, pekerjaan, perawatan medis, kesejahteraan, melahirkan dan mengasuh anak, pendidikan anak-anak, dll.
Silakan lihat disitus web untuk melihat hari dan jam konsultasi, dan silakan menelpon terlebih dahulu sebelum Anda datang ke pusat.
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・　　 県庁前バス停/Kencho-mae Bus Stop ⇒　　５分/5minute

・　　 東武宇都宮駅/Tobu-Utsunomiya Station ⇒　　８分/8minute
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