
高知県外国人生活相談センター(ココフォーレ) (Mon.～Sat. 9:00～17:00)
Kochi Consultation Center for Foreign Residents

〒780-0870  高知市本町４－１－37丸の内ビル 1F

Tel: 088-821-6440 Fax: 088-821-6441
E-mail :consultation@kccfr.jp  https://kccfr.jp

＊当センターは、(公財)高知県国際交流協会が高知県からの委託を受けて運営しています

高知県外国人生活相談センター( ココフォーレ）

【と き】 202１年 11月 16日（火）10:00～15:40

【ばしょ】 南国市立日章福祉交流センター
（高知県南国市田村乙2207）

【そうだんできる人】 外国人、外国人と関わりのある日本人、会社

【主 催】 高知県外国人生活相談センター

【共 催】 南国市

相談員：高知県外国人生活相談センター

相談員

≪相談例≫

・外国語が 通じる 病院を 教えてほしい。

・日本語を 習いたい。

・日本の 運転免許を 取りたい。

・新型コロナウイルス対策として、どのような 支援が

受けられるのか。

相談員：高松出入国在留管理局

統括審査官(受入環境調整担当官)

≪相談例≫

・「特定技能」の 在留資格に 関する 相談。

・在留資格の 変更・更新に ついて 知りたい。

・「永住者」の 在留資格は どうしたら 取れるのか。

・新型コロナウイルスの影響で、在留資格について

なにか変わっていることがあるのか。

予約をします。裏面の 参加申込票を 書いて

11月11日（木）までに メールか FAXか 郵便で

申し込んで ください。 相談は40分位です。

にほんご なら

予約は 必要ありませんが、予約した人を 優先しま

す。 予約を する 人は、 裏面の 参加申込票を

書いて、 11月11日(木)までに メールか FAXか

郵便で 申し込んで ください。
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なにを 相談したい ですか？ 書いて ください。

会社の名前(かいしゃのなまえ)

どんな仕事(しごと）

会社の住所(かいしゃのじゅうしょ)

会社の電話・メールアドレス tel: mail:

ご記入いただいた情報は適切に管理し、今回の相談会開催のみに使用し、第3者に提供することはありません。

高知県外国人生活相談センター出張相談会

11月１6日（かようび）南国市

参加申込票

＜会社で仕事している人、会社を経営している人＞

そうだんに 来たい 時間に ☑

して ください。

10:00～10:40

10:50～11:30

11:40～12:20

13:20～14:00

14:10～14:50

15:00～15:40

いつでもいい

名前(なまえ)〈name〉

住所(じゅうしょ)〈address〉

在留資格(ざいりゅうしかく）

言葉(ことば)〈Language〉 ・にほんご ・English ・中文 ・あなたのことば（ ）

でんわ・メールアドレス tel: mail:

〈 Status of Residence 〉

◇外国語での 相談は、電話通訳サービスを 使う 場合が あります。

・「在留資格に 関する 相談」は、予約が 必要です。

・「外国人の ための 生活相談」は 予約を したい人だけ かいてください。

◇予約をした人には、そうだんに 来てもらう時間を、電話か メールで おしらせします。
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高知県外国人生活相談センター
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Tel: 088-821-6440
Fax: 088-821-6441
E-mail :consultation@kccfr.jp
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