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はじめに

千葉県印旛郡栄町へ、ようこそいらっしゃいました。

　このガイドブックは、栄町で新しい生活を始められる外国人の方のために、栄町で生活する上での、ゴ
ミの出し方や、ペットの飼い方及び、公共的な場所などで、外国人の方も守っていただきたいルールやマ
ナーを簡単にまとめたものです。
　また、外国人の方でも必要な、税金の納付や住民登録等の日本での義務をはじめ、地震や火事、交通
事故の時の対応の仕方や、病気やけがなどの時、どの様にしたら良いか等、知っておいていただきたい事。
さらに、お子さんが居る世帯の方には、子育てに役立つ情報や、教育・福祉などの行政サービス情報をま
とめた、外国人の方のための「生活支援ガイドブック」です。
　外国人の方には、このガイドブックをご利用いただき、ルールやマナーを守っていただき、栄町での生
活に少しでも早く慣れ、皆様の生活がよりよいものになることを願っております。

欢迎来到千叶县印幡郡荣町。

本指南为即将在荣町开始新生活的外国人简单地总结了荣町的垃圾处理方法、

宠物饲养方法以及外国人也应该遵守的公共场所等的规则和礼仪。

另外，本指南可以让大家了解税金缴纳、居民登记等外国人在日本的义务，以及

地震和火灾、交通事故时的应对方法、生病和受伤时的处理方式等。

并且，本指南为有孩子的家庭总结了对育儿有用的信息、教育和福利等行政服

务信息，这是为外国人准备的“生活支援指南”。

希望外国人可以通过利用这本指南，做到遵守规则和礼仪，尽快适应荣町的生

活，祝愿大家的生活变得更加美好。

序　言
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日本（栄町）での暮らし編

Ⅰ 日本（荣町）生活篇

1. 町等的设施
(1) 町的设施

设施名称 地址 电话号码
電話番号

荣町公务机关 荣町安食台1-2 0476- 95-1111

交流广场SAKAE 荣町安食938-1 0476- 95-1112

荣町消防署 荣町生板锅子新田乙20-71 0476- 95- 0119

学校配餐中心 荣町南丘1-1 0476- 95- 0200

鼓之乡.龙之市庭（物产店）
荣町龙角寺1039-1

0476- 95- 0200

鼓之乡.梦幻露天平台（餐厅） 0476- 80- 0011

角色扮演之馆 荣町龙角寺1039-1 0476- 85- 8155

1.町等の施設
（1）町の施設

施設名称 住所

栄町役場 栄町安食台1-2

ふれあいプラザさかえ 栄町安食938-1

栄町消防署 栄町生板鍋子新田乙20-71

学校給食センター 栄町南ヶ丘1-1

ドラムの里…龍の市庭（物産店）
栄町龍角寺1039-1

ドラムの里…ゆめテラス（レストラン）

コスプレの館 栄町龍角寺1039-1

(2) 小学、中学及保育园、幼儿园

(3) 其他官公署等

设施名称 地址 电话号码
電話番号

安食小学 荣町安食305 0476- 95- 0017

布镰小学 荣町请方157-1 0476- 95- 0138

安食台小学 荣町安食台4-34-1 0476- 95- 0971

龙角寺台小学 荣町龙角寺台6-26-1 0476- 95- 5311

荣中学校 荣町安食55 0476- 95- 0011

安食保育园 荣町安食3633 0476- 95- 0125

长户幼儿园 荣町胁川116 0476- 95- 0751

酒直幼儿园 荣町酒直台1-19-1 0476- 95- 4333

南荣保育园 荣町安食3-10-3 0476- 95- 4453

设施名称 地址 电话号码
電話番号

荣町警察干部派出所 荣町安食台1-7 0476- 95- 0025

布镰警察驻地 荣町南丘1-18-3 0476- 95-2396

安食邮局 荣町安食台2-1-1 0476- 95- 0001

荣安食邮局 荣町安食3704 0476- 95- 5611

安食站前邮局 荣町安食2-3-8 0476- 85-1500

ＪＲ安食站 荣町安食3461 0476- 95- 1030

ＪＲ小林站 印西市小林643-1 0476- 97- 0131

千叶县立房总NOMURA 荣町龙角寺1028 0476- 95- 3333

千叶银行安食分行 荣町安食2170-20 0476- 95- 2111

京叶银行荣分行 荣町安食台1-3-2 0476- 95- 1821

ＪＡ西印幡农协东部分行 荣町和田116-1 0476- 95- 1101

成田警署 成田市加良部3-5 0476- 27- 0110

印西警署 印西市大森2514-13 0476- 42- 0110

成田职业介绍所 成田市加良部3-4-2 0476- 27- 8609

（2）小・中学校及び保育園・幼稚園

（3）その他の官公署等

施設名称 住所

安食小学校 栄町安食305

布鎌小学校 栄町請方157-1

安食台小学校 栄町安食台4-34-1

竜角寺台小学校 栄町竜角寺台6-26-1

栄中学校 栄町安食55

安食保育園 栄町安食3633

ながと幼稚園 栄町脇川116

酒直幼稚園 栄町酒直台1-19-1

みなみ栄保育園 栄町安食3-10-3

施設名称 住所

栄町警察官幹部派出所 栄町安食台1-7

布鎌警察官駐在所 栄町南ヶ丘1-18-3

安食郵便局 栄町安食台2-1-1

栄安食郵便局 栄町安食3704

安食駅前郵便局 栄町安食2-3-8

ＪＲ安食駅 栄町安食3461

ＪＲ小林駅 印西市小林643-1

千葉県立房総のむら 栄町龍角寺1028

千葉銀行安食支店 栄町安食2170-20

京葉銀行栄支店 栄町安食台1-3-2

ＪＡ西印旛農協東部支店 栄町和田116-1

成田警察署 成田市加良部3-5

印西警察署 印西市大森2514-13

ハローワーク成田 成田市加良部3-4-2
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2.公共交通� 企画政策課（0476-33-7773）
　日本の交通機関には、鉄道、バス、タクシーなどがあ
ります。日本の地域によっては電車やバスの切符の買
い方、乗り降りの方法などが違う場合がありますので、
乗り降りの方法を十分理解して、とまどわないようにし
ましょう。
（1）鉄道（電車）
①鉄道の種類�
・鉄道にはJR株式会社が運営するJR線のほかに、民
間の鉄道会社が運営する私鉄線などがあります。
・栄町から電車に乗る場合は、JR成田線の「安食駅」
か「小林駅」で、上り電車は東京都の上野方面へ、下り
電車は成田方面に行きます。
・電車に乗るときは、駅の券売機で目的駅までの切符
を買うか、Suica（スイカ）などのICカード乗車券にお
金をチャージして改札から入場します。
（2）バス（路線バス・循環バス、乗り方経路）
　栄町では、民間バス会社が運営する「路線バス」と、
町が運営する「循環バス」の2種類があります。
①バスの発着場所�
バスはJR安食駅で発着しています。…
②バスの時刻表�
バスの停留所には時刻表がありますが、交通渋滞など
の影響を受け、時刻表どおりに運行しない場合があり
ます。…
③バスの行き先�
○路線バス
　バスの行き先はバスのフロントガラスの上に示して
あり、安食駅から竜角寺台車庫の間を運行しています。
主な行き先は、酒直台地区、竜角寺台地区で昼間は役
場を経由して運行しています。
○循環バス
　バスの行き先はバスのフロントガラスの上に示して
あり、安食駅から「安食循環ルート」と「布鎌循環ルー
ト」の2路線を「右廻り」「左廻り」で運行しています。「安
食循環ルート」は主に、竜角寺台地区や北辺田地区な
どを経由していきます。「布鎌循環ルート」は、主に布
鎌地区やJR小林駅などを経由していきます。
④�バスの乗り降り�
　停留所で目的のバスが来たら、手をあげてバスに乗
りましょう。（路線バスの場合は、番号が書いた整理券
を受け取ります）。また、目的のバス停がアナウンスさ
れたら、降車ボタンを押してバスが止まってから降りま
す。
⑤�バスの料金�
○路線バス
　車内の前方に提示されている運賃表と整理券の番号
を確認し、運転席の脇にある運賃自動支払機（運賃箱）
に整理券と一緒に降りる停留所で支払います。小銭が
ない場合は運賃自動支払機の隣にある両替機を利用
しましょう。子ども（12歳未満）運賃は大人の半額です
（10円単位で切り上げ）。大人といっしょなら、幼児は2
人まで無料で、3人目からは子ども運賃です。
○循環バス
　循環バスの料金は、乗り降りするバス停に関係なく同
一料金で100円です。乗るときに運賃自動支払機（運
賃箱）に入れます。…

2. 公共交通 计划政策科（0476-33-7773）
日本的交通工具有铁路、公共汽车、出租车等。在日本的不同地域，电车和公共汽

车的车票购买方法、上下车方法等也可能会不同，要充分理解上下车方法，不要搞

错。

(1)铁路（电车）

①铁路的种类 

・.铁路除了JR株式会社运营的JR线以外，还有民营铁路公司运营的私铁线等。

・.从荣町乘电车时，从JR成田线的“安食站”或“小林站”上车，上行电车开往东

京都的上野方向，下行电车开往成田方向。

・.乘坐电车时，在车站的售票机上购买前往目的站的车票，或者往Suica（西瓜）

等IC乘车卡里充值，然后从检票口进入。

(2) 公共汽车（常规线路公共汽车、循环线路公共汽车、乘车路线）

荣町有民营公共汽车公司运营的“常规线路公共汽车”和町运营的“循环线路公

共汽车”两种。

①公共汽车的始点和终点 

公共汽车的始点和终点在JR安食站。

②公共汽车的时刻表

公共汽车站有时刻表，但是受交通堵塞等影响，有时不按时刻表运行。

③公共汽车的目的地

○常规线路公共汽车

公共汽车的目的地标示在公共汽车的车头玻璃上，运行区间是安食站至龙角寺台

车库之间。主要目的地是酒直台地区、龙角寺台地区，白天途经政府机关。

○循环线路公共汽车

公共汽车的目的地标示在公共汽车的车头玻璃上，运行区间是在安食站“右转”的

“安食循环线路”和“左转”的“布镰循环线路”两条线路。“安食循环线路”主要

途经龙角寺台地区和北边田地区等。“布镰循环线路”主要途经布镰地区和JR小

林站等。

④公共汽车的上下车 

想要乘坐的公共汽车进站，就举起手并乘坐公共汽车。（乘坐公共汽车时，领取有

编号的整理券）。另外，播报目的站后，就按下车按钮并在公共汽车停下后下车。

⑤公共汽车费 

○常规线路公共汽车

确认在车内的前方标示的票价表和整理券的编号，并在下车的车站将整理券和

车费一起投入驾驶座旁边的自动投币机（投币箱）。没有零钱时就使用自动投币

机旁边的兑换机吧。儿童（未满12岁）的票价是成人的一半（以10日元为单位提

价）。如果和成人一起的话，幼儿免费两人，从第三个开始是儿童票价。

○循环线路公共汽车

无论在哪个站点上下车，循环线路公共汽车的费用都是100日元。上车时投入自

动投币机（投币箱）。
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（3）道路（町の地図（主要道路網・施設配置）
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北边田小学（旧）（避难所）
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荣町公务机关
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竜角寺台小学校（避難所） 

栄中学校（避難所） 

安食保育園 

ながと幼稚園 

酒直幼稚園

学校・幼稚園・保育園・その他 

みなみ栄保育園 

千葉県立栄特別支援学校（避難所） 

北辺田小学校（旧）（避難所） 

酒直小学校（旧）（避難所） 

矢口集会所（避難所）

麻生集会所（避難所）

興津集会所（土砂災害時のみ使用します）
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⑦
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小林站

(3) 道路（町地图（主要道路网、设施布置））
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3.生活のルール・マナー
環境協働課（0476-33-7710）

（1）ごみの出し方
　ごみは分別して、町指定のごみ袋に入れて、決められ
た収集日に出してください。
①ごみの分別
　ごみの分別の仕方は、おおよそ次のとおりです。
（町指定のごみ袋・専用シールは、町内のスーパー、コン
ビニエンスストア等で購入できます。）

3. 生活的规则和礼仪 环境协作科（0476-33-7710）
(1) 倒垃圾方法

垃圾分类后，装入町指定的垃圾袋里，并在规定的收集日倒垃圾。

①垃圾分类

垃圾的分类方法大致如下。

（町指定的垃圾袋、专用贴纸可以在町内的超市、便利店等处购买。）

分类和使用的指定垃圾袋等 
分別区分と使用する指定ごみ袋等

对象物的示例和注意事项
対象物の例と注意事項

可燃垃圾
（黄色袋子）
燃やすごみ
（黄色の袋）

・厨余垃圾（把水滤干净）・袜子、内衣・废纸、纸尿布・塑料水桶和洗涤剂的容器・草木类・鞋子、
包等皮革制品和橡胶制品等
・生ごみ（水をよく切る）・靴下、下着・紙くず、紙おむつ・プラスチック製のバケツや洗剤の容器・草木類・靴、かばんなどの皮革製品やゴム製品など

不可燃垃圾
（红色袋子）
燃やさないごみ
（赤色の袋）

・盘子、杯子等陶瓷器・玻璃类・锅、平底锅等金属制品・热水瓶、电饭锅等小型电器制品等
＊打火机请务必将气体排空。
・皿、コップなどの陶磁器・ガラス類・なべ、フライパンなどの金属製品・ポット、炊飯器などの小型電気製品など
＊ライターは必ずガスを空にしてから出してください。

资源类
（绿色袋子）
資源物（緑色の袋）

（专用贴纸）
（専用シール）

・塑料瓶・食品袋和包装等塑料类・饮料空瓶和空罐・报纸・杂志・纸箱・旧衣服、毛巾、床单等
※按照袋子里表示的种类，分袋倒垃圾。
　报纸和杂志、纸箱等可以用纸绳绑起来，并贴上资源专用标签。
・ペットボトル・食料品の袋やパックなどのプラスチック類・飲料用の空きびんや空きカン・新聞紙・雑誌・段ボール・古着、タオル、シーツなど
※袋に表示された種類ごとに、袋を分けて出す。
　新聞紙や雑誌、段ボールなどは紙ひもで縛って、資源専用シールを貼って出すこともできます。

有害垃圾
（红色袋子）.
有害ごみ（赤色の袋）

・荧光灯・体温计・喷雾罐、盒式煤气瓶（把里面的东西用光，不开孔）等
・蛍光灯・体温計・スプレー缶、カセット式ガスボンベ（中身を使い切って、穴を開けずに出す）など

大型垃圾
（专用帖纸）.
粗大ごみ（専用シール）

・自行车・电风扇・炉子・家具类・地毯类・床上用品等
・无法放进指定垃圾袋的东西为“大件垃圾”。
请拨打接待专用电话（0476-80-1153）申请。
※空调、电视、冰箱、冷冻柜、洗衣机、衣物干燥机不能按家电回收法回收。请付费让购买店或换货店
回收。
・自転車・扇風機・ストーブ・家具類・敷物類・寝具など
・指定ごみ袋に入らないものは、「粗大ごみ」となります。
　受付専用電話（0476-80-1153）に電話で申し込んでください。
＊エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は、家電リサイクル法により回収できません。購入店又は買い換えをする店に、有料で引取
りを依頼してください。
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②ごみの収集日
【A地区】
安食1・2・3丁目、請方、押付、上町、北、酒直、白山、酒
直台、酒直分区、
コージィガーデン四季の森、曽根、田中、台下、出津、南
部、中谷、西、布鎌酒直、布太、
辺引、松ヶ丘、南ヶ丘、南、三和、四ツ谷、竜角寺台、龍角
寺、和田

周一
月曜日

周二
火曜日

周三
水曜日

周四
木曜日

周五
金曜日

周六
土曜日

毎月
第 1个周四
毎月第1金曜日

可燃垃圾
燃やすごみ

资源类
資源物

可燃垃圾
燃やすごみ

不可燃垃圾
燃やさないごみ

有害垃圾
有害ごみ

②垃圾收集日

【A地区】

安食1、2、3丁目、请方、押付、上町、北、酒直、白山、酒直台、酒直分区、

KOUJI花园四季之森、曾根、田中、台下、出津、南部、中谷、西、布镰酒直、布太、

边引、松丘、南丘、南、三和、四谷、龙角寺台、龙角寺、和田

③倒垃圾的注意事项

・.在收集日当天的8点半之前倒垃圾。

・.不要在前一天或夜间倒垃圾，不要在垃圾回收结束后倒垃圾。

因为乌鸦等会弄乱垃圾，给其他居民带来麻烦。

・.倒垃圾的时候，请注意不要把垃圾弄得乱七八糟，或者散发恶臭。

・.使用町指定的垃圾收集袋、专用贴纸以外的袋子等时，不予以收集。

・.垃圾收集处是大家使用的地方。遵守倒垃圾方法，不要给周围的人添麻烦。

・.请使用收集处的各位协助保持收集处及其周边的清洁。

＊也可以从智能手机垃圾分类APP“SANAARU”中确认倒垃圾方法。

（仅限英语。）

可以从这里下载APP

【B地区】
安食台、安食ト杭新田、麻生、興津、北辺田、三区、下町、
須賀、須賀新田、タイズ安食台、
仲町、矢口、鷲町

※年末年始等は、収集できない日があります。広報等
でお知らせしますのでご注意ください。

③ごみ出しの注意事項
・ごみは収集日の当日、８時半までに出しましょう。
・前日や夜間のごみ出し、ごみ回収後にごみを出すこと
はやめましょう。
カラスなどによりごみが散乱し、他の住民のかたの迷
惑になります。
・ごみを出す際は、中のごみが散らかったり、悪臭を放っ
たりすることのないよう注意してください。
・町が指定したごみ収集袋・専用シール以外の袋等の
場合は収集いたしません。
・ごみ集積所は皆さんが使う場所です。ごみの出し方
を守り、周囲の方に迷惑がかからないようにしましょ
う。
・集積所を利用する方々が協力して、集積所やその周
辺の清潔を保ってください。

＊ごみ出し方についてはスマートフォンのごみ分別アプ
リ「さんあ～る」からも確認できます。
（英語のみです。）
アプリのダウンロードはこちらから

周一
月曜日

周二
火曜日

周三
水曜日

周四
木曜日

周五
金曜日

周六
土曜日

毎月
第 1个周四
毎月第1金曜日

可燃垃圾
燃やすごみ

资源类
資源物

不可燃垃圾
燃やさないごみ

可燃垃圾
燃やすごみ

有害垃圾
有害ごみ

【B地区】

安食台、安食ト杭新田、麻生、兴津、北边田、三区、下町、须贺、须贺新田、

TAYIZU安食台、

仲町、矢口、鹫町

※年末年初等会有不能收集的日期。会用公共信息等进行通知，请注意。

iOS Android
 

 

 

9



（2）ゴミのポイ捨て�環境協働課（0476-33-7710）
　たばこの吸い殻や空き缶などのごみを道ばたなどに
捨てる行為「ゴミのポイ捨て」は、法律で禁止されてい
ます。絶対に行わないでください。
（3）ペットの飼い方�環境協働課（0476-33-7710）
　ペットは生き物です。飼い主として最後まで責任を
もって飼いましょう。
・ペットの鳴き声やフンの不始末などが原因で、近所と
のトラブルになることがあります。
ペットを飼うときは、ルールとマナーをしっかり守りま
しょう。
・集合住宅の中には、ペットを飼うことを禁止している
ところもありますので、事前に確認してください。
①犬を飼うときは
　犬の飼い主は、現在、居住している市町村に飼い犬を
登録しなければいけません。
ア.生後91日以上でまだ登録手続きが済んでいない犬
の飼い主の方は、環境協働課窓口で登録手続き（1頭
3,000円）を行ってください。
イ.狂犬病予防注射は毎年1回接種して、病院が発行し
た証明書を持参して、環境協働課窓口で「注射済票」の
交付（1頭550円）を受けてください。
ウ.飼い犬には、犬の鑑札と注射済票を着けてくださ
い。
エ.登録をした犬が引っ越したとき、死亡したとき、飼い
主が変わったときは届け出が必要になりますので、環
境協働課へお問合わせください。
オ.庭などの屋外で飼うときは必ずつないでください。　
カ.犬を散歩に連れて行くときは、リードをつけビニー
ル袋などを持参して、フンを必ず持ち帰ってください。
②猫を飼うときは
ア.室内飼育をしてください。
イ.住所や飼い主の名前が書かれた名札のついた首輪
やマイクロチップなどで、飼い主がわかるようにしてく
ださい。
ウ.不妊または去勢手術は飼い主の責任です。
（4）喫煙
・日本では、たばこを吸える場所と吸えない場所の分
煙化が進んでいます。
・たくさんの人が集まる建物などでは、喫煙場所が決め
られています。
・電車やバスの車内は禁煙です。最近は、路上など屋
外の公共の場所を禁煙している自治体があり、違反す
ると罰金が科せられることがありますので、たばこは決
められた場所で吸いましょう。
（5）その他（一般的な日本のマナー）
①生活のルール・マナー :生活騒音
・日常生活によって、家の中やその周辺で発生するさま
ざまな騒音を「生活騒音」といいます。
・エアコン、洗濯機、バス・トイレ使用時の「住宅機器
及び設備からの騒音」、ピアノ、ステレオ、テレビ使用時
の「音響機器の騒音」、犬や猫などが鳴く「ペットから
の騒音」、そして階段の登り下りやドアの開け閉め、布
団をたたく音なども場合によっては騒音となります。
・特に、アパートやマンションなどの集合住宅では、上下
階の物音に関する騒音トラブルが多く発生しています。
・苦情原因となる生活音をどの程度わずらわしいと感
じるかは人それぞれですが、夜はまわりが静かになるた
め、小さな音でも大きく感じます。少なくとも夜9時を
すぎたら、気をつけるようにしましょう。
②公共的な場所でのルール・マナー
　日本では、電車やバスを待つとき、トイレの順番を待
つとき、混雑しているレストランに入るときなどには、列
を作って順番に並びましょう。
ア.電車やバスには優先席があります
・電車やバスには、お年寄りや体の不自由な方、妊娠中
の方などのための優先席があります。
・車内に空いているときは座っても構いませんが、その
席を必要とする方が乗ってきたら、席を譲りましょう。
また、優先席でなくてもお年寄りには席を譲りましょう。

（2）乱扔垃圾 环境协作科（0476-33-7710）

法律禁止将香烟的烟头和空罐子等垃圾扔在路边。绝对不要这么做。

（3）宠物饲养方法 环境协作科（0476-33-7710）

宠物是活的动物。作为主人，要负责饲养到最后。

・.因为宠物的叫声和随地大小便等原因，有时会和邻居发生纠纷。

养宠物时，一定要遵守规则和礼仪。

・.有些集体住宅禁止饲养宠物，请事先进行确认。

①养狗时

狗的饲养人必须在目前居住的市町村为饲养的狗进行登记。

a.出生后91天以上还没办理登记手续的狗的饲养人，请到环境协作科窗口办理登

记手续（1只3,000日元）。

b.每年打一次狂犬病预防针，请携带医院发行的证明书，在环境协作科窗口领取

“注射完毕票”（每只550日元）。

c.请给饲养的狗戴上狗的许可证和注射完毕票。

d.已登记的狗搬家或死亡时、饲养人发生变更时，需要进行备案，请咨询环境协作

科。

e.在庭院等室外饲养时,请务必要拴好。

f.带狗去散步时，请套上绳子，带上塑料袋，一定要把粪便带回去。

②养猫时

a.请在室内饲养。

b.请使用写有住址和主人名字的铭牌的项圈和微型芯片等，以便告知饲养人的情

况。

c.饲养人有责任为其进行绝育或去势手术。

（4）抽烟

・.日本正在划分能吸烟的场所和不能吸烟的场所。

・.会有很多人聚集的建筑物等规定了吸烟场所。

・.电车和公共汽车内禁止吸烟。最近，有的自治团体对路边等室外公共场所禁烟，

违反的话会被罚款，所以要在规定的地方吸烟。

（5）其他（日本的一般礼仪）

①生活的规则和礼仪 ：生活噪音

・.因日常生活而在家中及周边发生的各种噪音被称为“生活噪音”。

・.使用空调、洗衣机、浴室和厕所时的“来自住宅设备及设备的噪音”、使用钢琴、

立体声音响、电视时的“来自音响设备的噪音”、狗和猫等的“来自宠物的噪音”、

还有上下楼梯、开门关门、敲被褥的声音有时也是噪音。

・.特别是板房和公寓等集体住宅，经常会发生上下楼相关的噪音问题。

・.作为投诉原因的生活声音在多大程度上让人感到烦躁因人而异，但由于夜晚周

围很安静，即使是很小的声音也会觉得很大。至少晚上9点以后要小心。

②在公共场所的规则和礼仪

在日本，等电车、公共汽车时、等厕所空位时、进入拥挤的餐厅时，要排队等候。

a.电车、公共汽车有优先座位

・.电车和公共汽车有老年人、有残疾的人、怀孕中的人等的优先座位。

・.车内空着的时候可以坐，需要优先座位的人上车时，要让座。另外，即使不是优

先座位，也要给老年人让座。

10



イ.乗り物での携帯電話の使用
・電車やバスの中では、携帯電話で話をしてはいけま
せん。
・優先席の近くでは、心臓のペースメーカーなどに影響
することがあるため、電源を切りましょう。
③たくさんの人が集まる場所での携帯電話の使用
・病院では、携帯電話が医療機器に影響を及ぼすこと
があるため、決められた場所以外では電源を切ってお
かなければなりません。
・劇場や映画館などでも、電源を切るかマナーモードに
しておきます。これは、たくさんの人が集まるような場
所で携帯電話を使うと、周りの人に不快な思いをさせて
しまうことがあるので気をつけましょう。
④生活習慣:家庭の風呂
・ほとんどの日本の家庭では風呂=バスルームは、湯船
（バスタブ）と、洗い場に分わかれています。
・洗い場でよく体や髪を洗ったあと、ゆっくりバスタブ
につかってリラックスできるようになっています。
・…多くの家庭では、家族同士の場合は、その都度風呂の
お湯を交換したりはせず、最後の人が入り終わるまで浴
槽の湯は抜きません。
・ですから、お湯をつねにきれいにしておくために、バ
スタブに入る前に、よく体を洗うようにしましょう。
・風呂の残り湯は、洗濯にも利用できるし、地震など非
常時に必要な水としても利用できます。また、日本は
湿気が多いので、バスルームにカビなどが生えやすくな
ります。バスルームはこまめに掃除しましょう。…
⑤生活習慣:トイレ
・日本のトイレには、おもに2種類あります。ひとつは、
床と同じ高さに便器がある「和式」で、目隠しの覆いが
ある方を向いてしゃがんで使います。
・もうひとつは腰かけ型の「洋式」です。公共の建物の
ほとんどで、これら2種類のトイレを備えています。…
・トイレでは、専用のスリッパを置いていますので、ス
リッパに履き替えて利用し、トイレを出るときは忘れず
に脱ぎましょう。
・公共の建物の中には、たまにトイレットペーパーのな
いトイレもありますので、特に女性はいつも携帯ティッ
シュペーパーを持ち歩くとよいでしょう。
⑥生活習慣:室内
ア.…靴は玄関で脱ぎましょう…
・日本の一般家庭では、家の中に入るときは、玄関で靴
を脱ぎます。
・家の中ではスリッパなどの室内履きを履く人もいます
が、畳の部屋では何も履きません。
・学校や病院など大勢の人が利用する施設では、靴の
ままで利用できたり、靴からスリッパなどに履き替えた
りするシステムになっているところもあります。…
イ.布団と畳…
・布団は普通、直接畳の上に敷き、毎日たたんで「押入
れ」などに収納します。
・ベッドシーツと同じで布団は体から出た汗を吸収す
るため、天気のよい日にはなるべく外に干すようにしま
しょう。
・寝具は、敷布団、掛布団、枕のセットが基本ですが、敷
布団の下にマットレスを敷く人もいます。
・畳の手入れは、掃除機やほうきで定期的に掃除し、と
きどき硬く絞った雑巾で拭くのがよいでしょう。
（6）町内会・自治会への加入
� 環境協働課（0476-33-7710）
　日本では、一般的にどこの市区町村でも「町内会」や
「自治会」と呼ばれる住民組織があります。栄町では
38の町内会・自治会があり、回覧板を回したり、防犯
活動や防災訓練、お祭りなど、住民同士の交流活動をし
ています。
　町内会・自治会に加入しましょう。
　詳しくは環境協働課（0476-33-7710）までご連絡
ください。

b.在交通工具内使用手机

・.在电车和公共汽车内，不得用手机通话。

・.在优先座位附近会影响心脏起搏器等，因此要切断电源。

③在很多人聚集的场所使用手机

・.在医院里，手机会对医疗器械产生影响，因此除了规定的场所以外必须关机。

・.在剧场和电影院等场所，也要关掉电源或者调成震动模式。在很多人聚集的场

所使用手机时，可能会让周围的人感到不快，所以要注意。

④生活习惯 ：家庭浴池

・.大多数的日本家庭，浴池=浴室分为浴池（浴缸）和冲淋间。

・.在冲淋间仔细清洗身体和头发后，可以悠闲地泡在浴缸里放松。

・.大多数家庭，家人之间并不会每次都换浴池里的热水，直到最后一个人洗完为

止，才会抽掉浴池里的热水。

・.因此，为了让热水保持干净，在进入浴缸之前，要仔细清洗身体。

・.浴池里剩余的水可以用于洗涤，也可以作为地震等紧急情况时使用的水。另外，

日本湿气大，所以浴室容易生霉。要经常打扫浴室。

⑤生活习惯 ：厕所

・.日本的厕所主要有2种。一种是便器和地板高度一样的“和式”，面朝有遮蔽部

分的方向蹲下使用。

・.还有一种是坐式的“西式”。大部分公共建筑都配备这2种厕所。

・.厕所里放了专用的拖鞋，换上拖鞋后再使用，走出厕所时不要忘记脱掉。

・.在公共建筑物中，偶尔也有没有卫生纸的厕所，所以随身携带便携式纸巾比较

好，尤其是女性。

⑥生活习惯 ：室内

a.在玄关要脱鞋

・.日本的一般家庭，进屋时要在玄关脱鞋。

・.在家里也有人穿拖鞋等室内鞋，但是在榻榻米房间里什么鞋都不穿。

・.在学校和医院等很多人使用的设施里，有的可以不换鞋，有的可以换成拖鞋。

b.被褥和榻榻米

・.被褥一般直接铺在榻榻米上，每天叠起来放进“壁橱”里。

・.和床单一样，被子会吸收体内流出的汗，因此天气好的时候尽量晾在外面。

・.床上用品一般是一套褥子、被子、枕头，也有人在被褥下铺床垫。

・.关于榻榻米的护理，要用吸尘器和扫帚定期清扫，并时不时用拧得很干的抹布

擦拭比较好。

（6）加入町内会、自治会 环境协作科（0476-33-7710）

在日本，一般无论哪个市区町村都有被称为“町内会”或“自治会”的居民组织。

荣町有38个町内会、自治会，传递传阅板，进行防盗活动、防灾训练、祭祀活动等

居民间的交流活动。

加入町内会、自治会吧。

详情请联系环境协作科（0476-33-7710）。
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4.税金� 税務課（0476-33-7703）
　外国籍の人であっても一定の所得（収入）や対象とな
る資産を持っていれば、日本人と同じように税金を納め
る義務があります。…
（1）税金の種類�
　日本の税金は大きく分けて国に納める国税と、都道府
県・市区町村に納める地方税があります。また、国税、
地方税それぞれは直接税と間接税に分けられ、所得税や
住民税などは直接税、消費税などは間接税となります。…

（2）国税� 成田税務署（0476-28-5151）
①所得税�
ア.所得税とは…
　所得税は、その年の1月1日から12月31日まで、あな
たが得たすべての所得に課せられる税金で、翌年の2月
16日から3月15日の間に確定申告をしなければなりま
せん。ただし、同じ外国人であっても居住者と非居住者
とでは課税の範囲や税率が違います。
イ.納税方法（確定申告と源泉徴収…）…
　商売をしている人などは、自分で収入金額や必要経
費、税額などを計算して、直接税務署に申告します。こ
れを「確定申告」といいます。…期間内に必ず申告して下
さい。
　これに対し、サラリーマンのように会社から給料や
ボーナスをもらっている人（給与所得者）の場合は、確
定申告は必要ありません。会社が毎月、自動的に給料
から所得税を差し引いて納付を行い、納税は完了しま
す。これを「源泉徴収」といいます。………
（3）地方税�
①住民税� 税務課（0476-33-7703）�
ア.住民税とは…
　住民税とは、1月1日現在に住んでいる都道府県や市
区町村に納める税金で、あなたが住んでいる地域の「住
民」として暮らしていくための会費のようなものです。
　住民税には所得金額に関係なく課税される一定の税
金（均等割）と所得金額に応じて課税される税金（所得
割）から成り立っています。
イ.住民税の申告
1月1日現在栄町に住所のある人は、原則としてその年
の2月16日から3月15日までに栄町役場に住民税の申
告書を必ず提出して下さい。ただし、次に該当する人
は、申告の必要はありません。…
・…給与所得者や年金所得者で、前年中に給与や年金以
外の所得がなかった人
・所得税の確定申告をした人…
ウ.納付方法（特別徴収と普通徴収）…
　住民税を納めるには特別徴収と普通徴収の2通りの
方法があります。

直接税
直接税

间接税
間接税

国税
国税

所得税、继承税、赠与税等
所得税、相続税、贈与税など

消费税、酒税、烟草税等
消費税、酒税、たばこ税、など

地方税
地方税

都道府县税
都道府県

都道府县民税、汽车税等
都道府県民税、自動車税など

地方消费税、道府县烟草税、高尔夫球场使用税等.
地方消費税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税など

市町村税
市町村税

市町村民税、固定资产税、城市规划税、轻型汽
车税等
市町村民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税など

市町村烟草税等
市町村たばこ税など

4. 税金 税务科（0476-33-7703）
即使是外国人，只要拥有一定的收入和对象资产，就和日本人一样有缴纳税金的义务。

（1）税金的种类

日本的税金大致分为向国家缴纳的国税和向都道府县、市区町村缴纳的地方税。

另外，国税、地方税分别分为直接税和间接税，所得税和居民税等为直接税，消费

税等为间接税。

（2）国税 成田税务署（0476-28-5151）

①所得税 

a.关于所得税

所得税是对你在当年的1月1日至12月31日期间所获得的所有收入征收的税金，

必须在第二年的2月16日至3月15日期间进行确定申报。但是，即使同样是外国

人，对于居住者和非居住者，课税的范围和税率也不同。

b.纳税方法（确定申报和代扣代缴税款）

做生意的人自己计算收入金额和必要经费、税额等，直接向税务局申报。这被称为

“确定申报”。请务必在规定期间内进行申报。

与此相对，像工薪族那样从公司领取工资和奖金的人（工资获得者）不需要进行确

定申报。公司每月自动从工资中扣除所得税并进行缴纳，从而完成纳税。这被称

为“代扣代缴税款”。..

（3）地方税 

①居民税 税务科（0476-33-7703）

a.关于居民税

居民税是向截止1月1日所居住的都道府县和市区町村所缴纳的税金，是你作为所

居住的地区的“居民”生活下去的会费。

居民税由与收入金额无关的一定的课税税金）均等比例）和根据收入金额课税的

税金）按收入比例）构成。

b.居民税申报

截止1月1日在荣町有住所的人，原则上请务必在当年的2月16日至3月15日期间向荣

町政府提交居民税申报书。但是，符合下列条件的人不需要申报。

・.是工资获得者和养老金获得者，且前年一年除了工资和养老金以外没有收入的人

・.进行了所得税确认申报的人

c.缴纳方法（特别征收和普通征收）

缴纳居民税有特别征收和普通征收两种方法。

特别征收
特別徴収

以从工资中先行扣除（代扣代缴税款）的方式缴纳的方法，工资获得者所在的公司从每月的工资中扣除税额，
在下个月的 10日之前一起缴纳每个月的税金。.
給与から天引き（源泉徴収）で納める方法で、給与所得者の勤務先の会社が毎月の給与から税額を差し引き、それを取りまとめて各月分を翌月の10…日までに納
めます。

普通征收
普通徴収…

从事个体经营、农业、自由职业的人，根据 6月份送达的荣町政府发行的纳税通知书，一年分 4次进行缴纳。
在缴纳期限之前，请务必在距离政府机关最近的银行或邮局等处缴纳。另外，也可以使用从银行或邮局账户
中扣除的账户转账（自动支付）方式。
自営業、農業、自由業などの人は、6月に送られる栄町役場発行の納税通知書で、年間4回に分けて納めます。納付期限までに役場の他最寄りの銀行や郵便局な
どで必ず納付して下さい。また銀行や郵便局の口座から引き落とす口座振替（自動払込）も利用できます。
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②固定資産税・都市計画税� 税務課（0476- 33-7703）
ア.固定資産税・都市計画税とは、
　固定資産税・都市計画税とは、毎年1月1日に、土地、
家屋などを持っている人にかかる税金です。
イ.5月に送られる栄町役場発行の納税通知書で、年間
4回に分けて納めます。納付期限までに役場の他最寄
りの銀行や郵便局などで必ず納付して下さい。また銀
行や郵便局の口座から引き落とす口座振替（自動払
込）も利用できます。
（4）�自動車税・軽自動税�
①自動車税� 佐倉県税事務所（043-483-1115）
　自動車税は毎年4月1日現在、自動車を持っている人
にかかる税金です。千葉県の役所から納税通知書が届
いたときは、納付期限までに郵便局・銀行などで必ず
納付して下さい。…
②軽自動車税� 税務課（0476-33-7703）�
　軽自動車税は毎年4月…1…日現在、原動機付自転車
（原付）、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車
などを持っている人にかかる税金です。栄町役場から
納税通知書が届いたときは、納付期限までに郵便局…・
銀行などで必ず納付して下さい。…
③登録手続��
　自動車税、軽自動車税は…4月1日現在の所有者にか
かります。あなたが所有している自動車や軽自動車を
人に譲ったとき、廃車にしたとき、また盗難にあったり
したときは必ず最寄りの運輸支局（栄町のナンバーの
ついている原付などは栄町役場）で名義変更や廃車の
登録手続をしてください。名義変更や廃車の手続を行
わないと、いつまでもあなたに税金がかかってきます。

②固定资产税、城市规划税 税务科（0476-33-7703）

a.关于固定资产税、城市规划税

固定资产税、城市规划税是指每年1月1日持有土地、房屋等的人缴纳的税金。

b.根据5月送达的荣町政府发行的纳税通知书，一年分4次进行缴纳。在缴纳期

限之前，请务必在距离政府机关最近的银行或邮局等处缴纳。另外，也可以使用

从银行或邮局的账户中扣除的账户转账（自动支付）方式。

（4）汽车税、轻型汽车税 

①汽车税 佐仓县税务事务所（043- 483-1115）

汽车税是截止每年的4月1日持有汽车的人缴纳的税金。从千叶县政府收到纳税

通知书时，请务必在缴纳期限之前在邮局、银行等处缴纳。

②轻型汽车税 税务科（0476-33-7703）

轻型汽车税是每年截止4月1日持有带原动机的自行车(带原)、小型特殊汽车、轻

型汽车、二轮的小型汽车等的人缴纳的税金。从荣町政府收到纳税通知书时，请

务必在缴纳期限之前到邮局、银行等处缴纳。

③登记手续

汽车税、轻型汽车税是截止4月1日的持有人缴纳的税金。当你把你所持有的汽

车和小型汽车转让给别人时、当成了废车时、或者被盗时，一定要到最近的运输分

局（带有荣町的车牌的原带等是到荣町政府机关）办理名义变更和废车登记手续。

不进行名义变更和废车手续的话，会一直对你上税。
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1.住民登録� 住民課（0476-33-7704）
（1）在留許可等
①入国港での手続
　入国港で中長期在留者として新規に上陸が許可され
ると在留カードが交付されます。ただし、当面は、成田、
羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡の各空港だけです。
在留カードを交付された人は住居が定まったら、その
住居のある市区町村の役所の窓口（栄町の場合は栄町
役場住民課窓口）に在留カードを持って住居地を届け
出ます。
　入国港で在留カードが交付されず、パスポートに「在
留カードは後日交付する」旨の記載がされた人は、住居
が定まったら、その住居のある市区町村の役所の窓口
（栄町の場合は栄町役場住民課窓口）にパスポートを持
参し住居地を届け出ます。その後、届出のあった住居
地に本人宛ての書留で在留カードが送られてきます。
②市区町村での手続
　在留カードに現在の住居地が記載されていない人は
市区町村の役所の窓口（栄町の場合は栄町役場住民課
窓口）に行って記載してもらいます。
　別の市区町村へ引越しをする時には、あらかじめ元
の住所の市区町村の役所の窓口で転出届を出し、新し
い住所（住居地）の市区町村の役所の窓口で転入届を
出しますが、市区町村の役所の窓口で転入届（同一市
区町村内であれば、転居届）を出す際に、在留カードを
提示すれば、出入国在留管理庁にも住居地の変更届出
をしたことになります。
③地方出入国在留管理局での手続
○次の申請・届出をしていただくことが必要です。①～
③については、新しい在留カードが交付されます。
ア．氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、
１４日以内に届け出てください。
イ．永住者（在留カードの有効期間は交付から７年間
です。）及び１６歳未満の方で在留カードの有効期間が
１６歳の誕生日となっている方は、有効期間が満了する
前に、在留カードの有効期間更新申請をしてください。
ウ．在留カードの紛失、盗難、滅失等をしたときは、１４
日以内に在留カードの再交付申請をしてください。
エ．就労資格や留学生・技能実習生・研修生の方は、
所属機関が変更した場合、「日本人の配偶者等」「永住
者の配偶者等」など、配偶者としての身分資格で在留す
る方は、配偶者と離婚・死別した場合に、１４日以内に
届け出てください。
○在留期間更新許可や在留資格変更許可などの際に、
新しい在留カードが交付されます。
（2）住所（住居地）、世帯の変更手続
　住民登録している住所（住居地）や世帯構成が変更
になったときは、市区町村の役所で手続をする必要が
あります。届出をする期間がそれぞれ決まっています
ので、遅れないよう届出をしましょう。
　原則として、本人または世帯主が市区町村の役所で
届出をします。
　中長期在留者は、住所が変わったときに「転出届」
「転入届」「転居届」が必要です。それとは別に、「住居
地の変更届出」も必要ですが、転入届または転居届を
する際に、住所（住居地）が変わる世帯全員の在留カー
ドを提出すると、「住居地届出書」の提出が不要になり
ます。
　以下では基本的な手続内容を説明しています。

各種届出編

Ⅱ 各种备案篇

１. 居民登记 居民科（0476-33-7704）
（1）在留许可等

①在入境港办理的手续

当作为中长期在留者在入境港获得新入境许可时，会发放在留卡。但是，目前只有

成田、羽田、中部、关西、新千岁、广岛、福冈等各机场可以。被发放了在留卡的人

在确定了住所后，拿着在留卡到居住地所在的市区町村的政府机关窗口（荣町为

荣町政府机关居民科窗口）进行住址备案。

在入境港没有发放在留卡，在护照上写有“在留卡日后发放”的人，在确定了住所

后，要携带护照到所在市区町村的政府窗口（荣町为荣町政府机关居民科窗口）进

行住址备案。之后，会将在留卡用以本人为收件人的挂号信寄到备案的住址。

②在市区町村的手续

在留卡上没有记载目前的居住地的人，请到市区町村的政府窗口（荣町为荣町政

府机关居民科窗口）进行记载。

搬到别的市区町村时，要事先在原住所的市区町村的政府窗口办理迁出申请，在

新住所（居住地）的市区町村的政府窗口办理迁入申请，在市区町村的政府窗口办

理迁入申请之际，如果出示在留卡，相当于在出入境在留管理厅也提交了居住地的

变更申请。

③在地方出入境在留管理局的手续

○需要进行下列申请、备案。①～③将发放新的在留卡。

a.姓名、出生年月日、性别、国籍和地域发生变更时，请在14天以内备案。

b.永住者（在留卡的有效期是从发放开始7年。）以及未满16岁、在留卡的有效期

为16岁的生日的人，请在有效期满前进行在留卡有效期更新申请。

c.发生在留卡丢失、被盗、消失等情况时，请在14天以内申请补办在留卡。

d.就业资格和留学生、技能实习生、研修生发生所属机构变更时，以“日本人的配

偶等”、“永住者的配偶等”等配偶的身份资格在留的人发生与配偶离婚、死别时，

请在14天以内进行备案。

○进行在留期间更新许可和在留资格变更许可等之际，会发放新的在留卡。

（2）住址（居住地）、家庭变更手续

居民登记的住址（居住地）和家庭构成发生了变更时，必须在市区町村的政府机关

办理手续。申请时间各有规定，要在规定的申请时间前进行申请。

原则上，由本人或者户主在市区町村的政府机关进行申请。

中长期在留者在住址发生了变化时，需要进行“迁出申请”、“迁入申请”、“迁居申

请”。除此之外，也需要“住址变更申请”，但是在进行迁入申请或迁居申请时，如

果提交了变更住址（居住地）的所有家庭成员的在留卡，就不需要提交“居住地申

请书”。

以下对基本的手续内容进行说明。
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①転出届
　住所を移す前に、市区町村の役所（栄町の場合は栄
町役場住民課窓口）で「転出届」を出してください。「転
出届」を出すと、「転出証明書」が発行されます。

②転入届・住居地の変更届出
　住んでいる市区町村から別の市区町村に住所（住居
地）が変わるときは、住所（住居地）を移した日から14
日以内に、引越先の市区町村の役所（栄町の場合は栄
町役場住民課窓口）で「転入届」及び住居地変更の届
出をしてください。

※新住居地は、転入先の市区町村の役所（栄町の場合
は栄町役場住民課窓口）で、在留カードに記載する必
要があります。在留カードを紛失した場合、中長期在
留者は地方出入国在留管理局で在留カードの再交付
申請をしてください。

申请人要求
届出できる人

所需资料（示例）
必要な書類（例）

提交处 /问询处
提出先／問合先

截止日期
いつまで

1 本人或户主
2与本人同一户的人
3受本人委托的代理人. 
１…本人または世帯主
２…本人と同じ世帯の人
３…本人から委任を受けた代理人

1 迁出申请（申请表在市区町村的政府机关）
2能够对到政府机关窗口进行申请的人进行本人确认的
资料
3〈由代理人进行申请时〉
　迁出本人制作的委托书.
１…転出届（用紙は市区町村の役所にあります）
２…役所の窓口で届出する人の本人確認ができる書類
３…〈代理人が届出する場合〉
　…転出する本人作成の委任状

住址（居住地）的市
区町村的政府机关
（也有可以通过邮局
申请的情况）
住所（住居地）の市区町村の役所
（郵便で届出できる場合もありま
す）

迁移住址（居住地）
之前.
住所（住居地）を移す前

申请人要求.
届出できる人

所需资料（示例）
必要な書類（例）

提交处 /问询处
提出先／問合先

截止日期
いつまで

1 本人或户主
2与本人同一户的人
3受本人委托的代理人
１…本人または世帯主
２…本人と同じ世帯の人
３…本人から委任を受けた代理人

1 迁入申请书（申请表在市区町村的政府机关）
2所有迁入人员的在留卡（也包含被视为同等的外国人
登录证明书）
3〈迁入现有家庭时，户主以外的人〉
　证明与户主血缘关系的文件
4迁出证明书（至今为止居住的市区町村发行）
5能够对到政府机关窗口进行申请的人进行本人确认的
资料
6〈由代理人进行申请时〉
　迁入本人制作的委托书
…1…転入届（用紙は市区町村の役所にあります）
２…転入する人全員の在留カード（同等にみなされている外国人登録証明書も含
む）
３…〈既存の世帯に転入する場合、世帯主以外の人は〉
…　世帯主との続柄を証明する文書
４…転出証明書（今まで住んでいた市区町村で発行）
５…役所の窓口で届出する人の本人確認ができる書類
６…〈代理人が届出する場合〉
　…転入する本人作成の委任状

新住址（居住地）的
市区町村的政府机关
新住所（住居地）の市区町村
の役所

住址（居住地）迁
移之日起十四天以
内
住所（住居地）を移した日か
ら１４日以内

①迁出申请

在迁移住址之前，请到市区町村的政府机关（荣町为荣町政府机关居民科窗口）办

理“迁出申请”。提交“迁出申请”后，会发行“迁出证明书”。

②迁入申请、居住地的变更申请

住所（居住地）从居住的市区町村变更为别的市区町村时，请从迁移住址（居住

地）之日起14天以内，在迁往的市区町村的政府机关（荣町为荣町政府机关居民

科窗口）办理“迁入申请”及住址变更申请。

※必须在迁入地的市区町村的政府机关（荣町为荣町政府机关居民科窗口）将新

居住地记载至在留卡。在留卡丢失时，中长期在留者请到地方出入境在留管理局

申请补办在留卡。
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申请人要求.
届出できる人

所需资料（示例）
必要な書類（例）

提交处 /问询处
提出先／問合先

截止日期
いつまで

1 本人或户主
2与本人同一户的人
3受本人委托的代理人
１…本人または世帯主
２…本人と同じ世帯の人
３…本人から委任を受けた代理人

1 迁居申请书（申请表在市区町村的政府机关）
2所有迁居人员的在留卡（包括被视为同等的外国人登
录证明书）
3〈迁入现有家庭时，户主以外的人〉
　证明与户主血缘关系的文件
4能够对到政府机关窗口进行申请的人进行本人确认的
资料
5〈由代理人进行申请时〉
　迁入本人制作的委托书
１…転居届（用紙は市区町村の役所にあります）
２…転居する人全員の在留カード（同等にみなされている外国人登録証明書も含む）
３…〈既存の世帯に転入する場合、世帯主以外の人は〉
　…世帯主との続柄を証明する文書
４…役所の窓口で届出する人の本人確認ができる書類
５…〈代理人が届出する場合〉
　…転居する本人作成の委任状

住址（居住地）的市
区町村的政府机关
住所（住居地）の市区町村の
役所

住址（居住地）迁
移之日起十四天以
内
住所（住居地）を移した日か
ら１４日以内

③転居届・住居地の変更届出
　住んでいる市区町村内で引っ越すときは、その市区
町村の役所（栄町の場合は栄町役場住民課窓口）で
「転居届」及び住居地変更の届出をしてください。

③迁居申请、住址变更申请

在居住的市区町村内搬家时，请到市区町村的政府机关（荣町为荣町政府机关居

民科窗口）办理“迁居申请”以及住址变更申请。

（3）个人编号卡

如果有个人编号卡，在进行申请等各种各样的行政手续时，可以进行个人编号的记

载，以及作为本人确认的手段。个人编号卡的发行手续费是免费的。

您可以在下面的网页上查看个人编号卡的申请方法和个人编号制度的详细内容。

个人编号综合网站

https://www.kojinbango-card.go.jp/

※新住居地は、転居した市区町村の役所（栄町の場合
は栄町役場住民課窓口）で、在留カードに記載する必要
があります。在留カードを紛失した場合、地方出入国
在留管理局で在留カードの再交付を受けてください。

※必须在迁居地的市区町村的政府机关（荣町为荣町政府机关居民科窗口）将新

居住地记载至在留卡。在留卡丢失时，请到地方出入境在留管理局申请补办在留

卡。

（3）マイナンバーカード
　マイナンバーカードがあれば、申請などのいろいろな
行政手続の際に、マイナンバーの記載や、本人確認の手
段として利用できます。マイナンバーカードの発行手数
料は無料です。
　以下のホームページでマイナンバーカードの申請方
法やマイナンバー制度の詳しい内容がご覧になれます。

マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/

2.戸籍� 住民課（0476-33-7704）
　戸籍制度とは、個人の出生や死亡、結婚などの身分
関係を登録し、公に証明する制度です。
　戸籍法は属地的効力として日本国内の外国人にも適
用されますので、日本に住んでいる外国人の方々も日
本国内で出産や死亡したとき、または結婚や離婚した
ときなどは戸籍法に基づいてお住まいの市区町村の役
所（栄町の場合は栄町役場住民課窓口）に届出をしま
す。
　これらの届出は保管され、その人の身分関係を証明
する資料となるのです。
※出生や死亡があったときには、同時に本国にも報告
しましょう。手続の方法は、在日大使館、または領事館
に確認してください。

２．户籍 居民科（0476-33-7704）
户籍制度是指登记个人的出生、死亡、结婚等身份关系，向公众证明的制度。

户籍法作为属地效力也适用于日本国内的外国人，在日本居住的外国人在日本国

内生育、死亡时，或者结婚、离婚时，根据户籍法向居住地的市区町村的政府机关

（荣町为荣町政府机关居民科窗口）进行申请。

这些申请会被保管，成为证明这个人的身份关系的资料。

※出生或死亡时，要同时向其祖国报告。请向驻日大使馆或领事馆确认手续方法。
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①婚姻届
　婚姻届とは、結婚するときに、市区町村の役所（栄町
の場合は栄町役場住民課窓口）に提出する届出のこと
です。
　婚姻成立の要件は、国によって異なりますから、日本
人は日本の、外国人はその人の国の婚姻要件（条件）を
備えていることが必要になります。そこで、外国人が婚
姻する場合は、婚姻要件を備えていることを証明する
婚姻要件具備証明書を提出しなければなりません。
　外国人の婚姻要件具備証明書は、在日大使館、領事
館で発行され、外国語で記載されている場合は、翻訳
者の署名、捺印された訳文を添付します。婚姻要件具
備証明書が発行されない国の場合は、それに代わる書
類を準備しなければなりませんので、詳しくは栄町役場
住民課（0476-33-7704）に問い合わせてください。

①结婚申请

结婚申请是指结婚时向市区町村的政府机关（荣町为荣町政府机关居民科窗口）

提交的申请。

婚姻成立的必要条件因国家而异，所以日本人需要具备日本的、外国人需要具备该

国的婚姻必要条件（条件）。因此，外国人结婚时，必须提交证明具备结婚必要条

件的婚姻必要条件具备证明书。

外国人的婚姻必要条件具备证明书由驻日大使馆、领事馆发行，如果是用外语记

载的，则要附上翻译人签名、盖章的译文。如果是不发行婚姻必要条件具备证明书

的国家的人，则必须准备替代资料，详情请咨询荣町政府机关居民科(0476-33-

7704)。

所需资料 
必要な書類

提交处 /问询处.
提出先／問合先

截止日期 
いつまで

申请人
届け出る人

1 结婚申请（申请表在市区町村的政府机关）
※需要两名成人证人签名盖章
2户籍誊本 1份（日本人）
3婚姻必要条件具备证明书或替代文件（外国人）
4护照等（证明国籍之物）
１…婚姻届（用紙は市区町村の役所にあります）
　…※成人の証人２名の署名と捺印が必要
２…戸籍謄本１通（日本人）
３…婚姻要件具備証明書またはそれに代わる文書（外国人）
４…パスポートなど（国籍を証明するもの）

要结婚的两人之一的住
址所在地，或者日本人
的户籍所在地的市区町
村的政府机关
結婚する二人のどちらかの住所が
あるところ、または日本人の本籍
地の市区町村の役所

任意 
任意

要结婚的两人 
結婚する二人

・当事者の一方が外国人の場合
　日本人と外国人が日本で結婚する場合は、戸籍法の
規定に従って婚姻届を出します。これで日本側の手続
は終わりで、このあと本国に届出をします。その際、婚
姻届受理証明書が必要ですので、婚姻届を提出したと
きに受理証明書を発行してもらうといいでしょう。
　また、国によって手続方法が異なりますから、在日
大使館や領事館などに確認をしましょう。日本人と結
婚して、日本人の配偶者としての在留資格の変更を希
望する人は、所轄の地方出入国在留管理局へ相談しま
しょう。
・当事者の両方が外国人の場合
　外国人同士が日本で結婚したい場合は、手続の方法
が国によって異なりますから、それぞれの在日の大使
館、領事館に確認しましょう。
　日本の市区町村の役所で婚姻手続をする場合は、市
区町村の役所（栄町の場合は栄町役場住民課窓口）に
必要書類などの確認をしましょう（受理された後、婚姻
届受理証明書を発行してもらいます。）。
　また、それぞれの本国への届出も必要です。

※必要ならば、受理された後、婚姻届受理証明書を発
行してもらう

※如有必要，则要在受理后办理结婚申请受理证明书。

・.当事者一方是外国人时

日本人和外国人在日本结婚时，按照户籍法的规定提交结婚申请。到此日方的手

续结束，此后在其祖国进行申请。因为需要结婚申请受理证明书，所以在提交结

婚申请时请求发行受理证明书比较好。

另外，手续方法因国家而已，要去驻日大使馆和领事馆等确认一下。与日本人结婚

后，希望变更为日本人配偶在留资格的人，请咨询所属地方出入国在留管理局。

・.当事人双方都是外国人时

如果两位外国人想在日本结婚，因为手续方法因国家而已，所以要向各自的驻日大

使馆、领事馆确认。

在日本的市区町村的政府机关办理婚姻手续时，要到市区町村的政府机关（荣町

为荣町政府机关居民科窗口）确认所需资料等（受理后，请求发行结婚申请受理证

明书）。

同时，也需要在各自的祖国进行申请。
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・夫婦の両方が外国人の場合
　離婚成立の要因は国によって異なりますから、それぞ
れの在日大使館、領事館に手続の方法などを問い合わ
せて、確認をしましょう。

所需资料 
必要な書類

提交处 /问询处.
提出先／問合先

截止日期 
いつまで

申请人
届け出る人

1 离婚申请（申请表在市区町村的政府机关）
※需要 2名成人证人签名盖章
2户籍誊本 1份（日本人）
3护照
4在留卡、特别永住者证明书等
5调解离婚等需要调解书、审判书、判决书等的誊本和确定
证明书
１…離婚届（用紙は市区町村の役所にあります）
　…※成人の証人２名の署名と捺印が必要
２…戸籍謄本１通（日本人）
３…パスポート
４…在留カード、特別永住者証明書など
５…調停離婚などでは、調停調書、審判書、判決書などの謄本と確定証明書

丈夫或妻子之一的住址
所在地，或者日本人的
原籍所在地的市区町村
的政府机关。.
夫か妻のどちらかひとりの住所が
あるところ、または日本人の本籍
地の市区町村の役所

〈协议离婚时〉
随时可以登记

〈调解离婚等时〉
从调解等得到确定
之日起 10 天内申
请
 
〈協議離婚の場合〉
随時届出できます

〈調定離婚などの場合〉
調停などが確定した日から
１０日以内に届出します

〈协议离婚时〉
丈夫和妻子

〈调节离婚、审判离婚、
裁判离婚时〉
申请人
.
〈協議離婚の場合〉
夫と妻

〈調定離婚、審判離婚、裁判離婚の
場合〉
申立人

※必要ならば、受理された後、離婚届受理証明書を発
行してもらう

※如有必要，则在受理后办理离婚申请受理证明书。

・.夫妻双方都是外国人时

离婚成立的原因因国家而异，所以要向各自的驻日大使馆、领事馆等咨询、确认手

续方法等。

②離婚届
　離婚届とは、離婚したときに、あなたが住んでいる市
区町村の役所（栄町の場合は栄町役場住民課窓口）に
出す届出のことで、離婚には、話し合いによる協議離婚
と、家庭裁判所が関与して成立する調停離婚、審判離
婚、裁判離婚があります。
・夫婦の一方が外国人の場合
　二人が離婚に同意すれば、日本の法律が適用されま
す。ただし、相手国で有効かどうかはその国の法律に
よって異なります。
　また、国によって手続方法が異なりますから、在日大
使館や領事館などに確認しましょう。
　なお、必要ならば、離婚届受理証明書を発行してもら
いましょう。
　子どもがいる場合は、親権者の氏名及びその親権に
服する氏名も届出する必要があります。

②离婚申请

离婚申请是指离婚时向你所居住的市区町村的政府机关（荣町为荣町政府机关居

民科窗口）提交的申请，离婚有通过协商离婚、家庭法院参与后成立的调解离婚、

审判离婚、裁判离婚。

・.夫妻中的一方是外国人时

如果两人同意离婚，则适用日本的法律。但是，在对方国家是否有效，各国的法律

有所不同。

另外，因为手续方法因国家而异，所以要向驻日大使馆和领事馆等确认。

另外，如果需要，请求发行离婚申请受理证明书。

有孩子的话，需要注明监护人的姓名及服从监护权的人的姓名。
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　なお、日本で子どもが生まれたら、本国にも届出して
ください。手続の方法などは、在日大使館または領事
館に確認しましょう。…
　必要に応じて出生届受理証明書（出生届が受理され
たことを証明する書類）を受け取ります。
④死亡届
　外国人でも日本で死亡した場合は、日本人と同じ手
続が必要です。
　外国人が日本で死亡したときも、戸籍法は属地的効
力として日本国内の外国人にも適用されますので、同
法に基づき市区町村の役所（栄町の場合は栄町役場住
民課窓口）に死亡届を出します。亡くなった人の在留
カードや特別永住者証明書は、出入国在留管理庁に返
納します。
　また、亡くなった人の国籍国にも手続をしましょう。
国によって手続方法が異なりますから、在日大使館や
領事館などに確認をしましょう。
　なお、日本人の夫または妻を亡くした人で、在留資格
が「日本人の配偶者等」の人は、在留期間も更新はでき
ませんので、日本に住み続けたいときは地方出入国在
留管理局に相談しましょう。

另外，如果在日本生了孩子，也请向本国申请。手续方法等要向驻日大使馆或领事

馆确认。

根据需要领取出生申请受理证明书（证明受理了出生申请的资料）。

④死亡申请

外国人在日本死亡时，也需要进行和日本人一样的手续。

外国人在日本死亡时，户籍法作为属地效力也适用于日本国内的外国人，根据该法

向市区町村的政府机关(荣町为荣町政府机关居民科窗口)提交死亡申请。死亡

人员的在留卡和特别永住者证明书将返还给出入境在留管理厅。

另外，也要在死者的国籍国办理手续。因为手续方法因国家而异，所以要向驻日

大使馆和领事馆等确认。

另外，日本籍的丈夫或妻子去世，且其在留资格为“日本人的配偶等”的人，在留期

间无法更新，想继续住在日本时，要咨询地方出入国在留管理局。

所需资料 
必要な書類

提交处
提出先

截止日期
いつまで

1 死亡申请
在市区町村的政府机关或者医院里有
2死亡诊断书
死亡时，在死亡诊断书栏中有医生的证明的死亡申
请
3申请人的印章
没有印章的人签字也可以
１…死亡届出書
　…市区町村の役所、または病院にあります
２…死亡診断書
　…死亡したとき、死亡届出書の死亡診断書欄に医師の証明を受けたもの
３…届出人の印鑑
　…印鑑のない人はサインでもよい

申请人居住的地方，或者死亡地的市区
町村的政府机关
届出人の住んでいるところ、もしくは死亡地の市区町村の
役所

自获知死亡事实之日起 7天以内
死亡の事実を知った日から７日以内

1 死亡者的在留卡或特别永住者证明书
2死亡申请受理证明书
１…亡くなった人の在留カードまたは特別永住者証明書
２…死亡届受理証明書

距离最近的地方出入境在留管理局或者
邮寄返还（明确表示归还在留卡）
最寄りの地方出入国在留管理局、もしくは郵送返納
（在留カードの返納と明示）

自死亡之日（死亡后发现在留卡等之
日）起 14天以内
死亡の日（死亡後に在留カード等を発見した日）から
１４日以内

③出生届
　子どもが生まれたら、医師や助産師に「出生証明書」
を作ってもらいます。そして、父母が外国人であっても
子どもが日本で生まれた場合は、戸籍法に基づく「出
生届」が必要です。
　また、子どもが日本国籍を有しない場合は、出入国管
理及び難民認定法に基づく「在留資格の取得」などの
申請が必要となります。
　日本で子どもが生まれたら、戸籍法は属地的効力と
して日本国内の外国人にも適用されますので、国籍に
関係なく生まれた日を含めて14日以内に市区町村の役
所（栄町の場合は栄町役場住民課窓口）に出生届を提
出します。それまでに子どもの名前を決め、必要な書
類をそろえておきましょう。

所需资料 
必要な書類

提交处 /问询处.
提出先／問合先

截止日期 
いつまで

申请人
届け出る人

1 出生申请（市区町村的政府机关或者医院都有）
2出生证明书（出生时由医生或助产师做了证明的出生申请书）
3申请人的印章（没有印章的话可以本人签名）
4母子健康手册
5国民健康保险证（仅限参加人员）
１…出生届（市区町村の役所、または病院に備えてあります）
２…出生証明書（出産したときに出生届書に医師または助産師の証明を受けたもの）
３…届出人の印鑑（印鑑がない場合は本人のサインでもよい）
４…母子健康手帳
５…国民健康保険証（加入者のみ）

出生地或登记人居住
的市区町村的政府机
关
生まれた場所、または届出人が
住んでいる市区町村の役所

包括出生日在内
的 14天以内
出生した日を含めて１４日
以内

父亲或母亲
父親または母親

③出生申请

孩子出生后，要请医生和助产师制作“出生证明书”。而且，即使父母是外国人，

孩子在日本出生时，也需要根据户籍法办理“出生申请”。

另外，孩子没有日本国籍时，则需要根据出入国管理及难民认定法申请“获取在留

资格”。

如果在日本生了孩子，户籍法作为属地性的效力也适用于日本国内的外国人，不论

是什么国籍，在包括出生日在内的14天以内向市区町村的政府机关(荣町为荣町

政府机关居民科窗口)提交出生申请。在此之前要决定好孩子的名字，准备好所

需资料。
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②登録できる文字・登録できる印鑑
　登録できる文字や登録できる印鑑には、一定の条件
がありますので、詳しくは栄町役場住民課（0476-33-
7704）に問い合わせてください。
③印鑑登録証明書
　実印（印鑑）を使用するとき、その実印が本物である
ことを証明するのが、印鑑登録証明書です。
　日本では、土地や家、車を買うときのような重要な契
約をするときに、実印や印鑑登録証明書が必要になり
ます。
　印鑑登録証明書は、本人または代理人が印鑑登録証
（カード）を栄町役場住民課窓口に提示して申請します。
代理人の場合でも委任状は必要ありません。登録した
印鑑を持参する必要はありませんが、手数料が必要です。
※マイナンバーカードがあれば、マルチコピー機が設
置されているコンビニエンスストア（セブンイレブン、
ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど）で印鑑
登録証明書を受け取ることができます。

②可登记文字、可登记印章

可登记文字和可登记印章有一定的条件，详情请咨询荣町政府机关居民科(0476-

33-7704)。

③印章登记证明书

印章登记证明书用于在使用实印（印章）时证明印章是真实之物。

在日本，签订购买土地、房子、汽车等重要契约时，需要印章和印章登记证明书。

印章登记证明书由本人或代理人向荣町政府机关居民科窗口出示印章登记证（卡）

进行申请。即使是代理人，也不需要委托书。不需要携带登记过的印章,不过需

要手续费。

※如果有个人编号卡，在设置有复印机的便利店（7-11、LAWSON、

FamilyMart、Ministop等）可以领取印章登记证明书。

3.印鑑登録� 住民課（0476-33-7704）
　日本では、サインの代わりになるものとして、印鑑（は
んこ）を使います。
　印鑑には、日ごろよく使う「認印」と重要な書類に用
いる「実印」があります。どちらも「印章店（はんこ屋
さん）」などで作ってもらいますが、材質などによって値
段が大きく違います。
　「実印」は公的な重要文書に捺印（判を押すこと）す
るときの印鑑のことをいいます。あなたが住んでいる
市区町村の役所（栄町の場合は栄町役場住民課）に印
影（捺印したもの）を登録（印鑑登録）します。
　栄町で印鑑登録ができるのは、栄町に住民登録をし
た満15歳以上の人です。栄町役場住民課に申請しま
す。登録できる印鑑は一人一個に限ります。印鑑登録
手続が終了すると印鑑登録証（カード）が発行されま
す。
　実印や印鑑登録証は、自動車の登録や不動産の登
記、金銭の賃借などのときに利用される大切なもので、
サインの代わりになるものですので、それらの管理には
十分気をつけましょう。
※印鑑登録証を紛失したときは、紛失届を提出すると
ともに、あらためて印鑑の登録が必要です。
※代理人が申請する場合は、本人の自筆の委任状が必
要で、手続には数日かかります。
①印鑑登録の申請（満15歳以上の本人が申請する場合）

３. 印章登记 居民科（0476-33-7704）
在日本，印章(图章)作为替代签名之物使用。

印章有平时经常使用的“认印”和用于重要资料的“实印”。两者都是在“印章店

（图章店）”等制作的，材质不同，其价格也大不相同。

“实印”是指在公共重要文件上盖章（盖图章）时的印章。在你所居住的市区町村

的政府机关（荣町为荣町政府机关居民科）登记印影（盖章后的东西）。

在荣町能够登记印章的对象为登记为荣町居民且满15岁以上的人。向荣町政府

机关居民科申请。能够登记的印章限一人一个。印章登记手续结束后会发行印章

登记证（卡）。

实印和印章登记证，是汽车的登记和不动产的登记、金钱的租赁等的时候使用的

重要之物，可以替代签名，所以对于其管理要充分小心。

※印章登记证丢失时，在提交丢失备案表的同时，还需要重新登记印章。

※由代理人进行申请时，需要本人亲笔写的委托书，手续需要几天。

①申请印章登记（满15岁以上的本人申请时）

所需资料 
必要な書類

提交处 
提出先

时间
いつ

手续费
手数料

1 登记的印章
2携带用于确认本人身份的附有公共机关发行的有脸部照片的资料
・在留卡或特别永住者证明书
・驾驶证
・个人编号卡.等
１…登録する印鑑
２…公的機関が発行する顔写真の付いた本人確認書類
　…・在留カードまたは特別永住者証明書
　…・運転免許証
　…・マイナンバーカード　など

荣町政府机关居民科
窗口
栄町役場住民課窓口

申请当天
申請当日

300 日元
印章登记证明书的发
行
300日元
 ３００円
印鑑登録証明書の発行
３００円
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４．国民年金 居民科（0476-33-7706）
公共养老金是老年人、残疾人、遗属领取养老金的社会保险制度。

公共养老金作为公共养老金制度的基础，有向参加者支付的统一的“老年人、残疾

人、遗属基础养老金”的国民养老金和公司职员等加入的、在国民养老金的基础上

支付“报酬比例的养老金”的厚生养老金保险。

①加入年龄等

在日本国内居住的20岁以上不满60岁的人，包括外国人在内，需要加入国民养老

金。

②加入手续

在工作单位加入了厚生年金保险时，将同时加入国民年金（2号被保险人）。厚生

年金的加入者的加入手续，由加入了厚生年金保险时的工作单位办理，不需要自己

直接办理手续。

没有加入厚生年金保险时，向荣町政府机关居民科窗口或者日本养老金机构的养

老金事务所窗口申请。

③保险费的支付

与收入无关，一律规定每月的保险费。每年4月会从日本养老金机构收到1年份的

缴纳书。可以拿着这个缴纳书到邮局、银行的窗口、便利店等处缴纳，也可以通过

账户转账缴纳。

因收入少等难以缴纳保险费时，通过申请有可能免除全部或一部分保险费。原则

上，免除等需要每年办理手续。

另外，正在接受社会保障的生活补助或领取2级以上的残疾人养老金的情况下，可

以免除国民年金保险费（法定免除），但是请注意，外国人正在领取生活补助的情

况下，需要通过申请办理免除手续。

学生可以利用缓期支付保险费的“学生缴纳特例制度”。关于学生缴纳特例的对

象学校，请到养老金机构主页确认。

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.

html

详情请向日本养老金机构的养老金事务所确认。

另外，由厚生年金加入者（2号被保险人）抚养的配偶（3号被保险人）不需要支付

保险费。

4.国民年金� 住民課（0476-33-7706）
　公的年金は、老齢、障害、遺族になったときに年金の
支給を受けるための社会保険制度です。
　公的年金には、公的年金制度の基礎として加入者に
共通の「老齢・障害・遺族基礎年金」を支給する国民
年金と、会社員などが加入し、国民年金の基礎年金に
上乗せして「報酬比例の年金」を支給する厚生年金保
険があります。
①加入年齢など
　日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、外
国人の方を含め、国民年金に加入することになっていま
す。
②加入手続
　勤務先で厚生年金保険に加入している場合は、同時
に国民年金に加入することになります（2号被保険者）。
厚生年金の加入者の加入手続は、厚生年金保険に加入
したときに勤務先が行うことになっており、自分自身で
直接手続を行う必要はありません。
　厚生年金保険に加入していない場合は、栄町役場住
民課窓口または日本年金機構の年金事務所窓口へ届
出をします。
③保険料の支払い
　所得に関係なく一律に月額の保険料が定められてい
ます。日本年金機構から1年分の納付書が毎年4月に
届きます。この納付書を持って郵便局や銀行の窓口、
コンビニエンスストアなどで納めるか、口座振替でも
納付できます。
　所得（収入）が少ないなど、保険料を納付することが
困難なときは、申請により保険料の全額または一部が
免除される場合があります。免除等は、原則、毎年手続
を行う必要があります。
　また、生活保護の生活扶助を受けている場合や2級
以上の障害年金を受けている場合は国民年金保険料が
免除されます（法定免除）が、外国人の方で生活扶助を
受けている場合は申請による免除手続が必要とされて
いますので注意してください。
　学生は、保険料の支払いが猶予される「学生納付特
例制度」を利用できます。学生納付特例の対象となる
学校は年金機構のHPで確認してください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/
gakutokutaisyouko.html…
　詳しくは、日本年金機構の年金事務所でご確認くだ
さい。
　また、厚生年金加入者（2号被保険者）に扶養されて
いる配偶者（3号被保険者）は保険料の支払いは必要あ
りません。
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５. 上下水道（开始使用、上下水道费用）
（1）上水道的开设与中止

使用自来水需要进行登记和支付使用费。开始使用自来水时，或因搬家等原因中

止时，请联系上下水道客户中心，告知住址、姓名、搬家日期，询问支付费用的方法

等的指示。

电话号码0476-80-2700

（2）水费的支付

关于水费，每月进行一次查表。查表后发出清单进行收费，账户转账或者银行、便

利店等也可以支付的构架与电、煤气相同。请在规定的日期之前支付水费。

（3）水管故障

出现破裂等水管故障时，请先用布条缠住，控制住水使其不要飞散，然后将止水栓

向右旋转（顺时针方向），暂且止住水后再向长门川自来水企业团报修。电话号码

0476-33-7718

（4）水费

【基本费用（1个月）】

（5）下水道的开设与中止

使用下水道需要进行登记和支付使用费。开始使用下水道时，或因搬家等原因中

止时，请联系上下水道客户中心，告知住址、姓名、搬家日期，询问支付费用的方法

等的指示。

电话号码0476-80-2700

（6）下水道费用的支付

关于下水道费用，每月进行一次查表。查表后发出清单进行收费，账户转账或者

银行、便利店等也可以支付的构架与电、煤气相同。请在规定的日期之前支付下水

道费用。

5.上下水道（使用開始・上下水道料金）
（1）上水道の開設と中止
　水道を使用するには登録と使用料の支払いが必要で
す。水道の使用を開始するとき、または引越などで中
止するときは上下水道お客様センターまで連絡し、住
所、氏名、引越日を知らせ、料金の支払い方法などの指
示をあおいでください。
電話番号0476-80-2700
（2）水道料金の支払い
　水道料金については、1ヵ月ごとの検針となります。
検針後に明細書とともに料金が請求され、口座振替ま
たは銀行、コンビニエンスストアなどでも支払う仕組み
は、電気、ガスと同じです。水道料金は決められた期日
までに支払いしてください。
（3）水道の故障
　破裂など水道が故障したときは、布きれなどを巻き、
水が飛び散らないように押さえてから、止水栓を右回り
（時計回り）に回して、とりあえず水を止めてから長門川
水道企業団に修理の申込みをしてください。
電話番号　0476-33-7718
（4）水道料金
【基本料金（１ヵ月あたり）】

（4）水道料金
【基本料金（１ヵ月あたり）】

【使用料金（１立方メートルあたり）】

口　径 金　额

13毫米 660日元

20毫米 770日元

使用水量 金　额

1～ 10立方米 143日元

11～ 20立方米 198日元

21～ 30立方米 220日元

31～ 40立方米 242日元

41～ 50立方米 253日元

51～ 100立方米 308日元

101～ 1,000 立方米 330日元

1,001 ～ 5,000 立方米 341日元

5,001 立方米～ 165日元

口　径 金　額

13ミリメートル 660円

20ミリメートル 770円

使用水量 金　額

1から 10立方メートル 143円

11から 20立方メートル 198円

21から 30立方メートル 220円

31から 40立方メートル 242円

41から 50立方メートル 253円

51から 100立方メートル 308円

101から 1,000 立方メートル 330円

1,001から5,000立方メートル 341円

5,001 立方メートルから 165円

【使用费用（１立方米）】

（5）下水道の開設と中止
　下水道を使用するには登録と使用料の支払いが必要
です。下水道の使用を開始するとき、または引越など
で中止するときは上下水道お客様センターまで連絡し、
住所、氏名、引越日を知らせ、料金の支払い方法などの
指示をあおいでください。
電話番号0476-80-2700
（6）下水道料金の支払い
　下水道料金については、1ヶ月ごとの検針となります。
検針後に明細書とともに料金が請求され、口座振替ま
たは銀行、コンビニエンスストアなどでも支払う仕組み
は、電気、ガスと同じです。下水道料金は決められた期
日までに支払いしてください。
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（7）下水道の故障
　水洗トイレにはトイレットペーパー以外は流さないよ
うにしてください。
　料理の油は下水道へ流さず、紙で拭いて洗って流して
ください。
　風呂場や洗面所の髪の毛は、流さないようにしてく
ださい。
　下水道管などのつまりが起こった場合は下水道課に
連絡してください。
電話番号0476-33-7712
（8）下水道料金
【基本料金（１ヵ月あたり）】

【使用料金（１立方メートルあたり）】

（7）下水道故障

不要把卫生纸以外的东西冲入冲水厕所。

不要把菜肴的油倒入下水道，请用纸擦拭并冲洗。

请不要把洗浴室和洗手台上的头发冲下去。

发生下水道管道等堵塞时，请联系下水道科。

电话号码0476-33-7712

（8）下水道费

【基本费用（1个月）】

基本使用料 金　额

～ 10立方米 1100日元

基本使用料 金　額

10立方メートルまで 1100円

使用水量 Fee

11 ～ 50立方米 143日元

51～ 100立方米 154日元

101～ 500立方米 165日元

501立方米～ 176日元

基本使用料 金　額

11から 50立方メートル 143円

51から 100立方メートル 154円

101から 500立方メートル 165円

501立方メートルから 176円

【使用费用（１立方米）】
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緊急・災害・病気編

Ⅲ 紧急、灾害、疾病篇

１、紧急时 消防署（0476-95-0119）
（1） 紧急号码

根据以下4种情况分别规定紧急电话的号码。全部都是24小时受理。

・.急救（生病或受伤等）. 119（消防）

・.火灾. 119（消防）

・.交通事故. 110（警察）

・.犯罪. 110（警察）

（2）紧急时的通报内容

・.当拨打119、110时，会被问到消防车和警车应该去哪里。

・.请沉着冷静，缓慢且大声地说话。

・.不能用日语说明时，要找会说日语的熟人和附近的人。

・.平时就要练习用日语说自己的住址。

・.向警察、消防传达场所时，如果告知附近的标志性建筑物等就能尽早到达。

①拨打119报火警时

・.是火灾、急救吗

・.地点在哪里

・.自己的名字

②拨打110报警时

・.发生了什么（交通事故或犯罪等情况）

・.地点在哪里（发生的场所或住址）

・.自己的名字

※有受伤人员时，向警察报警，请求安排救护车。

（3）急救

・.急病和受伤等需要救护车时拨打119。

・.可以通过固定电话、公用电话、手机拨打119。

・.通过电话拨打119就能接到消防司令中心。

・.消防署的职员会问是“火灾”还是“急救”，要冷静地回答“急救”。

・.告知有急病病人或受伤的人的场所和记号。

・.简明扼要地传达出“谁”“在哪里”“怎么了”。

・.根据需要回答急病病人、受伤的人的人数及其年龄和性别等。

・.最后告诉对方自己的名字和使用的电话号码。

※这些通话费是免费的。救护车虽然是免费的，但是如果是可以用私家车和出租

车送的轻微疾病或受伤，则不能使用救护车。.

（4）火灾

・.发生火灾时，要大声地告诉邻居“着火了”。

・.发生火烧到了天花板等自己无法熄灭的情况时，拨打119。

（5）交通事故

①成为受害者（受害方）时

a.彼此的确认

・.要确认事故对象的住址、姓名、电话号码、车牌等。

・.也请一定要告诉对方自己的名字、住址、电话号码。

1.�緊急時� 消防署（0476-95-0119）
（1）�緊急ダイヤル
　緊急電話は、次の4つの場合に応じてそれぞれ番号
が決められています。いずれも24時間受付となってい
ます。…
・救急（病気やけがなど）…119（消防）
・火事… … 119（消防）
・交通事故… … 110（警察）
・犯罪… … 110（警察）
（2）緊急時の通報内容
・119番、110番にダイヤルすると、消防車やパトカーが
行くべき場所について聞かれます。
・落ち着いてゆっくりと、大きな声で話してください。
・日本語で説明できないときは、日本語を話せる知人や
近くにいる人に頼みましょう。
・自分の住所については、日ごろから日本語で話せるよ
うに練習しておきましょう。
・警察、消防へ場所を伝えるときは、近くの目印となる
建物などを伝えると早く到着することができます。
①119番消防に通報するとき
・火事、救急か…
・場所はどこか…
・自分の名前
②110番警察に通報するとき
・何が起きたか（交通事故か犯罪かといった状況）…
・場所はどこか（起きた場所または住所）…
・自分の名前
※けが人がいる場合は、警察に通報することで、救急車
の手配をしてくれます。
（3）救急
・急病やけがなどで救急車を必要とするとき119番へ
通報します。
・119番へは固定電話、公衆電話、携帯電話のいずれか
らもかけられます。
・電話で119番にかけると、消防司令センターにつなが
ります。
・消防署の職員は「火事」か「救急」かを聞きますから、
落ち着いて「救急」と答えます。
・急病人やけが人のいる場所と目印を伝えます。
・…「だれが」どこで」「どうした」を要領よく簡単に伝えます。
・急病人・けが人の人数とその人の年齢や性別なども
必要に応じて答えます。
・最後に自分の名前と使用している電話番号を伝えま
す。…
※これらの通話料は無料です。救急車は無料となって
いますが、マイカーやタクシーで運べるぐらいの軽い病
気やけがの場合は、利用できません。…
（4）火事
・火事のときは、「火事だ」と大きな声で近所の人に知
らせましょう。
・天井に火が燃え移るなど自分で消せそうもない場合
は、119番へ通報します。
（5）交通事故
①被害者（被害を受けた側）となったとき
ア.…お互いの確認…
・事故の相手の住所、氏名、電話番号、車のナンバーな
どを確認しましょう。
・相手にも、自分の名前、住所、電話番号を必ず告げて
ください。…
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b.联络警察

・.马上联系距离最近的警察（电话110）。

・.日后，为了向事故的对象和保险公司申请受害补偿，会需要交通事故证明，所以

一定要和警察联系。

c.去医院、写诊断书

・.向事故的对象和保险公司申请治疗费时会需要。

・.就算受伤程度很轻，也请务必接受医生的诊断，并获取诊断书。

d.制作工作证明书

・.受伤到不能工作的程度时，和事业主（公司）联系，让他们制作工作证明书。

・.向事故的对象和保险公司申请休业损害时，需要事业主制作的工作证明书。

※在交通事故中受伤时，可以用事故对象的自赔责任保险或任意保险获得补偿。

※工作或上班途中遇到交通事故时，也可以从工伤保险获得赔偿。

②成为加害者（肇事方）时

如果成为了交通事故的加害者，则立即停止车辆等的驾驶，救护受伤者，采取道路

危险防止措施后，再联系警察。

③得交通事故证明书

・.“交通事故证明书”是汽车安全驾驶中心用于证明发生了交通事故的证明。

・.向保险公司申请的时候也需要。如果无法从事故现场的警察处领取，也可以到

住所附近的派出所领取。

・.申请人可以是受害者、加害者、有损害赔偿申请权的亲属、雇主、保险金的领取

人等。

・.没有报警的交通事故无法获取证明书，请注意。.

（6）犯罪

抢劫和入室偷盗自不必说，受到了暴力和跟踪狂行为、暴力团伙等的伤害时，请早

点跟附近的派出所或警察署商量。紧急情况时，要拨打110报警。

（7）其他紧急情况（丢失等）

①丢失护照时

・.丢失了护照时，请尽快到附近的警察那里办理“遗失申请证明书”。

・.之后在其祖国的驻日大使馆、领事馆办理补办手续。此时，因为需要在遗失申请

书上记载受理号码，所以请务必记下笔记或者带上遗失申请表的副本。.

②丢失在留卡或特别永住者证明书时

・.在留卡和特别永住者证明书上记载有个人信息，可能会被恶意使用。

・.丢失的话，请尽快到附近的警察局或派出所挂失，从丢失之日起14天以内，在留

卡请到居住地的入国管理局，特别永住者证明书请到居住地的市区町村的政府机

关，办理补办手续。

・.在留卡或特别永住者证明书损坏了时也要重新办理。这种情况下，请携带至今

为止使用的在留卡到入国管理局，携带特别永住者证明书到市区町村的政府机关，

办理补办手续。

イ.警察へ連絡
・ただちに最寄りの警察（電話110番）に連絡。
・後日、事故の相手や保険会社に被害補償を請求する
ために、交通事故証明が必要になりますから、必ず警察
に連絡しましょう。…
ウ.病院に行き、診断書を作成
・事故の相手や保険会社に治療費などを請求するとき
に必要です。
・けがの程度が軽くても、必ず医師の診察を受け診断
書をつくってもらいましょう。…
エ.就労証明書を作成…
・仕事ができないほどのけがをした場合は事業主(会
社)に連絡し、就労証明書を作成してもらいましょう。
・事故の相手や保険会社に休業損害の請求を行うとき
に、事業主が作成した就労証明書が必要となります。…
※…交通事故でけがをした場合は、事故の相手の自賠責
保険や任意保険で補償が受けられます。…
※…勤務中や通勤途中で交通事故にあった場合、労災保
険からも補償が受けられます。
②加害者（事故をおこした側）となったとき
　交通事故の加害者になってしまったら、ただちに車
両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における
危険防止の措置を取った後、警察に連絡しましょう。
③�交通事故証明書の取得
・「交通事故証明書」は、交通事故があったことを自動
車安全運転センターが証明するものです。
・保険会社に請求するときなどにも必要になります。
申込用紙は事故現場の警察でなくても、お住まいの近
くの交番にもおいてあります。
・…請求する人は、被害者・加害者・損害賠償請求権のあ
る親族・雇い主・保険金の受取人などでもかまいません。
・警察へ届け出ていない交通事故は証明書をもらえま
せんので、ご注意を。…
（6）犯罪
　ひったくりや空き巣はもちろん、暴行やストーカー行
為、暴力団などから被害を受けた場合は、早めに近くの
交番か警察署までご相談ください。緊急の場合は110
番通報をしましょう。
（7）その他の緊急時（紛失など）
①パスポートを紛失したとき
・パスポートを紛失したときは、すみやかに「遺失届出
証明書」を近くの警察で発行してもらってください。
・その後、母国の在日大使館・領事館で再発行の手続
をとります。そのとき、遺失届に記載されている受理番
号が必要になりますので、必ずメモをとるか、紛失届の
控えをお持もちください。…
②在留カードや特別永住者証明書を紛失したとき
・在留カードや特別永住者証明書は個人情報が記載さ
れているので、悪用されるおそれがあります。
・なくした場合は、至急近くの警察署か交番に紛失した
ことを届け、紛失した日から14日以内に、在留カードは
居住地の入国管理局で、特別永住者証明書は居住地の
市区町村の役所で、再発行の手続を行ってください。…
・在留カードや特別永住者証明書が割れたりした場合
にも作り直すことになります。その場合も、今まで使っ
ていた在留カードは入国管理局に持参し、特別永住者
証明書は市区町村の役所に持参して、再発行の手続を
行ってください。
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2.自然災害時� 総務課（0476-95-1111）
（1）地震
①地震の揺れの大きさ
　震度は、地震動の強さの程度を表すもので、現在10
段階あります。数字が大きいほど強い揺れとなります。

　また、大きな地震（…本震）の後、何度も揺れが起こり
ます。これを「余震」といい、まれに本震の揺れと同程
度揺れたり、何度もゆれたりすることがあるので、警戒
が必要です。
②地震が発生したとき（行動マニュアル）

烈度等级 摇晃程度

0 人不会感到摇晃。

1 室内的一部分人感觉到了微弱的摇晃。

2 一部分正在睡觉的人醒了。电灯等悬挂物微微摇晃。

3 在室内的人几乎都感到摇晃。有时架子上的餐具会发出声音。

4
正在睡觉的人几乎都醒了。电灯摇晃，架子上的餐具发出很大
的声音。

５弱 很多人都想谋求自身的安全。有时家具会移动。

５強 很多人觉得行动有障碍。有时衣柜等会倒下。

６弱 站立变得困难。很多没有固定的沉重家具会移动、翻到。

６強 不爬的话动不了。很多建筑物墙上的瓷砖和窗玻璃破损、掉落。

7
不能按照自己的意志行动。大部分建筑物墙上的瓷砖和窗玻璃
破损、掉落。

２. 自然灾害时 总务科（0476-95-1111）
（1）地震

①地震摇晃的大小

烈度表示地震振动强度的程度，目前分为10级。数字越大摇晃越厉害。

震度階級 揺れの程度

0 人は揺れを感じない。

1 屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる。

2
眠っている人の一部が目を覚ます。電灯
などの吊り下げものがわずかに揺れる。

3
屋内にいる人のほとんどが揺れを感じ
る。棚の食器が音を立てることがある。

4
眠っている人のほとんどが目を覚ます。電
灯は揺れ、棚の食器は大きく音を立てる。

５弱
多くの人が身の安全を図ろうとする。家
具が移動することがある。

５強
多くの人が行動に支障を感じる。タンス
などが倒れることがある。

６弱
立っていることが困難になる。固定して
いない重い家具の多くが移動、転倒する。

６強
這わないと動くことができない。多くの
建物で壁のタイルや窓ガラスが破損、落
下する。

7
自分の意思で行動できない。ほとんどの
建物で壁のタイルや窓ガラスが破損、落
下する。 还有，大地震（本震）之后，会发生好几次摇晃。这被称为“余震”，因为偶尔会发

生与本震相同程度的摇晃，或是反复摇晃，所以需要警惕。

②发生地震时（行动手册）

发生时的状况
発生時の状況

行动手册
行動マニュアル

室内
屋内

1. 如果发生摇晃，就钻到桌子下面，首先谋求自身安全。
2. 震动停止后，迅速地灭火。
3. 开门确保出口。
4. 外出时要注意掉落物和倒塌物，不要慌张。
5. 徒步移动到避难所。
6. 和附近的人一起做力所能及的事（紧急救护），尽可能通过收音机等获取最新的信息。
1.…ぐらっときたら、机の下にもぐるなどして、まず身の安全を図る。…
2.…揺れがおさまったら、すばやく火を始末…。…
3.…戸口をあけて出口の確保…。…
4.…外に出るときは落下物や倒壊物に注意して、あわてずに行動する。…
5.…徒歩で避難場所へ移動…。…
6.…近くの人と協力してできること（応急救護）をする、できるだけラジオなどで最新の情報を入手する。…

电梯里
エレベーターの中

1. 试着按下所有楼层的按钮。
2. 试一试是否可以在停下的位置下电梯。（如果有自动落地装置，就会停在最近的楼层。）
3. 电源停止后门无法打开时，按下“紧急联络按钮”，等待联络。
1.…全部の階のボタンを押してみる。…
2.…止まったところで降りられないか試す。…（自動着床装置がついていれば、最寄りの階に止まるようになっている）。…
3.…電気が止まってドアが開かない場合は、「非常用連絡ボタン」を押し続けて、連絡を待つ。

室外
屋外

1. 注意招牌等掉落物和围墙等有倒塌的危险。
2. 确认上下左右，在可以判断为是附近最安全的场所保护自己。
1.…看板などの落下物やブロック塀などが倒れてくる危険性もあるので注意。…
2.…上下左右を確認し、近くの最も安全と判断できる場所で身を守る。

开车过程中
車を運転中…

1. 握紧方向盘，慢慢减速停车。
2. 为了让救护车和消防车等紧急车辆能够通过，把道路的中央空开。
3. 插着钥匙，不锁门，步行避难。
1.…ハンドルをしっかりと握って徐々にスピードを落として停車させる。…
2.…救急車や消防車などの緊急車両が通れるよう、道路の中央はあけておく。…
3.…キーはつけたまま、ドアロックはせずに、徒歩で避難する。…

电车等车厢内
電車などの車内

1. 双手紧紧抓住吊环和扶手。
2. 即使电车在轨道中途停下，也不要打开紧急开关擅自到车外或从窗户跳下。
3. 听从驾驶员和乘务员的指示。
1.…つり革や手すりに両手でしっかりとつかまる…。
2.…電車が線路の途中で止まっても、非常コックを開けて勝手に車外へ出たり、窓から飛び降りたりしない。…
3.…運転士や乗務員の指示に従う。…
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③地震の二次被害に備える
　地震の二次被害としてもっとも多いのが、火災です。
火災を防ぐためには、すばやく火の始末をすることが大
事です。
・大きな揺れがおさまったら、使用中のガス器具、ストー
ブなどをすばやく消火しましょう。
・ガス器具は元栓を締め、電気器具は電源プラグを抜
きましょう。
・避難する場合は、ブレーカーを切ってから避難しま
しょう。
・万が一出火したら、隣近所に声をかけ、協力しあって
初期消火につとめましょう。
・地震のあとは津波が発生することがあります。
・津波は、ラジオやテレビの情報よりも早くやって来る
ことがありますので、揺れを感じたときは、直ちに海岸
から離れ、急いで高台など安全な場所へ避難しましょ
う。
・津波は2回、3回と繰り返し襲ってきます。津波がき
たら1回目で安心せず、警報や注意報が解除されるま
で、海岸付近には近づかないでください。
（2）台風
　台風は、7~10月ごろに発生し、豪雨や暴風が吹き荒
れます。土砂崩れや洪水が起きることもあります。ま
た、飛来物による負傷や高潮などの恐れもあります。…
≪台風がきたとき≫
・…雨戸やシャッターがあれば閉めておく。…
・…強風のときは外出しない。…
・…常に最新の気象情報をチェックし、2.に関わらず,避
難勧告の指示などがあれば、すみやかに避難する。…
・…折れた電柱や垂れ下がった電線には近寄らない。…
（3）土砂災害
　土砂災害とは、台風、集中豪雨、地震、雪解けなどに
より、弱くなった斜面が崖崩れを起こし、大量の土砂が
一瞬にして崩れ落ちることをいいます。特に梅雨や台
風で大雨になったときは注意が必要です。1時間に20
ミリ以上、降り始めから100ミリ以上の雨が降り続いた
ら、土砂災害の危険が高くなりますので、傾斜地や山沿
い、谷沿いに住んでいる人は、警戒が必要です。
（4）災害に対する事前準備
①非常持ち出し品リスト
災害が起こって避難するとき、最初に持ち出すべき、必
要最小限の物品を用意し、「非常持ち出し袋」としてす
ぐ取り出せる場所に置いておきましょう。

③预防地震的二次灾害

作为地震的二次受害，最多的是火灾。为了防止火灾，迅速地处理火很重要。

・.大幅度摇晃平息后，要迅速熄灭正在使用的燃气器具、炉子等。

・.燃气器具要关上总开关，电器具要拔掉电源插头。

・.避难时，要切断电源线后再避难。

・.万一发生火灾，要向邻居打招呼，互相协助进行初期灭火。

・.地震之后有时会发生海啸。

・.海啸有时候会比广播和电视的信息来得更早，所以感觉到摇晃时，要马上离开海

岸，赶紧去高台等安全的地方避难。

・.海啸会反复来袭2次、3次。海啸来袭后，第1次过后不能就此安心，请不要靠

近海岸附近，直到警报和注意警报解除为止。

（2）台风

台风在7～10月左右发生，暴雨和暴风大作。有时也会发生塌方和洪水。同时，

也有可能会发生飞来物导致的受伤和海啸等。

《发生台风时》

・.有雨窗和拉门的话关上。

・.刮大风时不外出。

・.经常查看最新的气象信息，无论2.是怎样，只要有避难劝告的指示等，就迅速避

难。

・.不要靠近折断的电线杆或垂下的电线。.

（3）泥石流灾害

所谓泥石流灾害是指由于台风、集中暴雨、地震、雪融化等原因，变弱的斜面引起

悬崖崩塌，大量的泥石瞬间崩塌。特别是因梅雨和台风而下大雨时，需要特别注

意。如果1小时内降雨量超过20毫米，从开始降雨持续降下100毫米以上的话，

泥石流灾害的危险性就会变高，所以住在倾斜地和山脚、谷底的人需要警惕。

（4）对灾害的预先准备

①紧急时携带物品清单

发生灾害进行避难时，要准备最早应该带出去的、最小限度的物品，并以“紧急提

取袋”的形式放在即可取出的场所。

贵重物品
□卡片类. □现金
□驾驶证复印件. □健康保险证复印件

应急食品

□干面包. □罐头
□营养辅助食品. □干酪
□矿泉水. □一次性餐具
□罐头起子

收音机类 □便携收音机. □备用电池

电筒 □手电筒. □备用电池

医药品
□创可贴. □伤药
□绷带. □消毒液

其他生活用品

□贴身衣物. □军用手套
□毛巾. □纸巾
□雨具. □打火机
□塑料袋

貴重品
□カード類… □現金
□免許証のうつし… □健康保険証のうつし

非常食品

□乾パン… □缶詰
□栄養補助食品… □ドライフーズ
□ミネラルウォーター… □使い捨て食器
□缶切

ラジオ類 □携帯ラジオ… □予備電池

電灯 □懐中電灯… □予備電池

医薬品
□絆創膏… □傷薬
□包帯… □消毒液

その他
生活用品

□肌着類… □軍手
□タオル… □ティッシュペーパー
□雨具… □ライター
□ビニール袋

※パスポートと在留カードや特別永住者証明書も常に
身近に置いて、避難の際に持参しましょう。…紙おむつ
や生理用品なども必要に応じて準備しましょう。

※护照和在留卡或特别永住者证明书也要经常放在身边，避难时要带上。纸尿布

和生理用品等也要根据需要准备。
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②備蓄品
災害復旧までの数日間（最低3日分、できれば7日分）
を目安に、自足するために「非常持ち出し袋」とは別に、
備えておくものです。
●備蓄品リスト
□飲料水… … □ポリタンク
□食料品… … □卓上コンロ
□使い捨ての食器… □使い捨てカイロ
□毛布… … □ロープ
□ビニールシート… □布製ガムテープ
※飲料水は1人1日3リットルが目安、食料品はレトルト
や缶詰など3日分相当。
（5）災害に関する情報入手�
　気象災害の予防のためには、まずは気象庁が発表す
る注意報・警報・気象情報を積極的に聞きましょう。
これらは日々発表され、テレビ・ラジオ・インターネット
でも伝えていますので、常に最新の情報を取り入れるよ
うにしたいものです。…また、台風や豪雨の場合、おおむ
ね、テレビやラジオの天気予報などによって危険の接
近を知ることができます。…
①ラジオ・テレビで「注意報」・「警報」情報を入手
　「注意報」は災害のおそれがあるときに、「警報」は重
大な災害が起こるおそれがあるときに発表されます。
警報の方がより警戒が必要な事態ということですが、
注意報だから平気ということではありません。常にテ
レビ・ラジオなどの気象情報に注意し、自然災害に備え
るようにしておきましょう。
②町からの情報を入手
　風水害や地震などの災害が発生、または発生するお
それがあるときなどは、多くの市区町村では、広報用の
屋外スピーカーなどにより、住民に災害の発生状況を
伝えたり、避難の呼びかけなどをします。テレビやラジ
オとともに、町からの災害情報にも注意しましょう。
※町の情報メールに登録しましょう。
（6）避難場所などの確認
　災害時に備えて、まず町で防災マップを入手し、自宅
から避難場所までの経路を確認しておきましょう。
（避難所）
災害のため、家にいると被害を受けるおそれがあった
り、家に住めなくなった人が、一定の期間、避難生活を
する場所。小・中学校の体育館など。…

②储备品

以灾害恢复前的几天（最少3天，可能的话7天）为目标，另行预备“紧急提取袋”，

以便自给自足。

●储备品清单

□饮用水. □塑料罐

□食品. □桌上炉

□一次性餐具. □一次性暖宝宝

□毛毯. □绳索

□塑料薄膜. □布制胶带

※饮用水以每人每天3升为目标，食品相当于3天量的蒸煮食品和罐头等。

（5）获取有关灾害的信息 

为了预防气象灾害，首先要积极听气象厅发布的注意警报、警报、气象信息。这些

每天会发表，也会通过电视、无线电、互联网传达，要随时获取最新的信息。另外，

如果是台风或暴雨的话，大致可以通过电视或收音机的天气预报等了解到危险的

接近。.

①通过收音机、电视获取“注意警报”、“警报”信息

“注意警报”会在可能发生灾害时发表，“警报”会在发生重大灾害时发表。警报是

更需要警戒的事态,但不是说注意警报就不需要在乎。要经常注意电视、广播等

的气象信息，防备自然灾害。

②获取来自町的信息

发生或可能发生风灾和水灾、地震等灾害时，很多市区町村会通过宣传用的室外

扬声器向居民传达灾害发生的情况，或是呼吁居民避难。在注意电视和广播的同

时，也要注意来自町的灾害信息。

※注册一下町的信息邮件吧。

（6）确认避难场所等

为防备灾害，首先要从町获取防灾地图，确认从自己家到避难场所的路线。

（避难所）

因为发生灾害，在家里有可能受害，不能住在家里的人，在一定的期间内进行避难

生活的场所。小学、中学的体育馆等。

名　　称 所.在.地

交流广场 SAKAE 荣町安食 938-1

荣中学校 荣町安食 55

千叶县立荣特別支援学校 荣町龙角寺 1112-2

安食小学 荣町安食 305

安食台小学 荣町安食台 4丁目 34番 1号

北边田小学（旧） 荣町北边田 212

酒直小学（旧） 荣町龙角寺 33

龙角寺台小学 荣町龙角寺台 6丁目 26番 1号

布镰小学（发生水灾时不能使用） 荣町请方 157-1

矢口集会所 荣町矢口 6-6

麻生集会所 荣町麻生 182-1

兴津集会所（仅限泥石流灾害时使用） 荣町兴津 1137.

名　　称 所　在　地

ふれあいプラザさかえ 栄町安食938-1

栄中学校 栄町安食55

千葉県立栄特別支援学校 栄町龍角寺1112-2

安食小学校 栄町安食305

安食台小学校 栄町安食台4丁目 34番 1号

北辺田小学校（旧） 栄町北辺田212

酒直小学校（旧） 栄町龍角寺33

竜角寺台小学校 栄町竜角寺台6丁目 26番 1号

布鎌小学校
（水害時は使用できません）

栄町請方 157-1

矢口集会所 栄町矢口6-6

麻生集会所 栄町麻生182-1

興津集会所
（土砂災害時のみ使用します）

栄町興津 1137…
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（7）避難方法
　持ち物はできるだけ少なくし、歩いて避難することが
基本です。子どもや高齢者、病気やケガの人がいれば、
皆で助け合って避難しましょう。

3.病気になったら
　病気やけがをしたら、まず、かぜや軽いけがなどの身
近な診療所や医院などのかかりつけ医、重い病気や症
状、大けがなどのいざというときの大きな病院、休日や
夜間などの休診時の救急時の病院など、その症状に応
できる医療機関を探します。
　医療機関を受診するときには、健康保険証が必要と
なり、医療費の一部自己負担で受けることができます。
医療保険証を忘れた、または医療保険に加入していな
い場合は、医療費は全額自己負担になります。
（1）かかりつけ医（栄町の医療機関）
� 健康介護課（0476-33-7708）
熱がある、体がだるい、食欲がないなど比較的軽い症
状の時にかかります。健康に関することを何でも相談
でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる身
近な医療機関です。

（7）避难方法

携带的物品尽可能少，步行避难是基本。如果有孩子、老人、生病或受伤的人，大

家要一起互相帮助避难。

３. 如果生病的话
如果生病或受伤了，首先要找一些能应对这种症状的医疗机构，感冒、轻伤等就找

附近的诊疗所和医院等经常就诊的医生，重病和严重症状、重伤等就找应对紧急

情况的大医院、休息日或夜间等停诊时的急救医院等。

在医疗机构就诊时，需要携带健康保险证，这样自己就可以只负担一部分医疗费。

如果忘记携带医疗保险证或者没有加入医疗保险，医疗费将全部由自己负担。

（1）经常就诊的医生（荣町的医疗机构） 健康看护科（0476-33-7708）

发烧、身体倦怠、没有食欲等症状比较轻时就诊。有关健康的问题，什么都可以找

医生商量，必要时会介绍专业的医疗机构的附近的医疗机构。

设施名称 
施設名称

地...址
住所

电话号码 
電話番号

备注（诊疗科目等）
備考（診療科目など）

北总荣医院
北総栄病院

荣町安食2421
栄町安食2421

0476- 95- 6811 内科、整形外科、皮肤科等
内科、整形外科、皮膚科など

后藤医院
後藤医院

荣町安食3646
栄町安食3646

0476- 95- 6811

内科、小儿科
多少会说一点日语就能处理
内科、小児科　
多少の日本語が話せれば対応可

小川内科
おがわ内科

荣町安食1-18-23
栄町安食1-18-23

0476- 80-2777 内科
内科

中山胃肠科外科医院
中山胃腸科外科医院

荣町酒直464-6
栄町酒直464-6

0476- 85-1556 胃肠科、外科、内科等
胃腸科、外科、内科など

铃木整形外科内科医院
鈴木整形外科内科医院

荣町龙角寺台5-27-1
栄町竜角寺台5-27-1

0476- 95- 5711 整形外科、内科等
整形外科、内科など

胜田牙科医院
勝田歯科医院

荣町安食3739-1
栄町安食3739-1

0476- 95- 6789 牙科
歯科

岸牙科医院
岸歯科医院

荣町安食3702-1
栄町安食3702-1

0476- 95- 0724 牙科
歯科

清河牙科医院
清河歯科医院

荣町安食台4-39-3
栄町安食台4-39-3

0476- 95- 6490 牙科
歯科

福岛牙科医院
福島歯科医院

荣町安食2481-5
栄町安食2481-5

0476- 95-2000 牙科
歯科

MIMOTO牙科医院
ミモト歯科医院

荣町龙角寺台5-21-2
栄町竜角寺台5-21-2

0476- 95- 8300 牙科
歯科

龙角寺牙科医院
竜角寺歯科医院

荣町龙角寺1129-24
栄町龍角寺1129-24

0476- 95- 8585 牙科
歯科
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※電話で確認し、健康保険証を持参してください。

●いざというときの大きな病院

※请打电话确认，并携带健康保险证。

●紧急情况时的大医院

急救医院名称
救急病院名

地...址
住所

电话号码
電話番号

成田　红十字医院（成田市）
成田　赤十字病院（成田市）

成田市饭田町90-1
成田市飯田町90-1

Tel. 0476-22-2311

成田医院（成田市）
成田病院（成田市）

成田市押畑896
成田市押畑896

Tel. 0476-22-1500

北总荣医院（荣町）
北総栄病院（栄町）

荣町安食2421
栄町安食2421

Tel. 0476- 95- 6811

日本医科大学千叶北总医院（印西市）
日本医科大学千葉北総病院（印西市）

印西市镰苅1715
印西市鎌苅1715

Tel. 0476- 99-1111

成田富里徳洲会医院（富里市）
成田富里徳洲会病院（富里市）

富里市日吉台1-1-1
富里市日吉台1-1-1

Tel. 0476- 93-1001

印西综合医院（印西市）
印西総合病院（印西市）

印西市牧之台1-1
印西市牧の台1-1

Tel. 0476- 33- 3000

※诊疗时间等请直接到医院咨询。

※17点～23点的成田红十字医院的儿科只接诊重症患者。

※携带健康保险证、医疗费领取者证、在留卡等能够确认本人身份的资料等

※診療時間などは直接病院に問い合わせてください。
※17時～23時の成田赤十字病院受診は、小児科は重
症患者のみです。
※健康保険証や医療費受給者証、在留カードなどの本
人が確認できる書類などを持参

（2）急病・夜間の診療（救急病院）
� 健康介護課（0476-33-7708）
　急な発病で他に治療を受けるところがない場合、応
急処置のみを行います。
●急病・夜間の診療

（2）急病、夜间的诊疗（急救医院） 健康看护科（0476-33-7708）

因为急病而没有其他地方可以接受治疗时，只进行应急处理。

●急病、夜间的诊疗

急病、夜间诊疗所名称
急病・夜間診療所名

诊疗时间
診療時間

电话号码
電話番号

小儿科、内科
成田市急病诊疗所
（成田市保健福利馆占地内）
小児科・内科
成田市急病診療所
（成田市保健福祉館敷地内）

周一～周六／19点～23点
周日、假日、8月13日～15日、
12月29日～1月3日／10点～17点
月曜～土曜日／19時～23時
日曜日・祝日・8月13日～15日・12月29日～1月3日／10時～17時

Phone: 0476-27-1116
（受理时间是在诊疗结束时间的
15分钟前。）
（受付時間は、診療終了時間の15分前までです。）

外科
成田市急病诊疗所
（成田市保健福利馆占地内）
外科
成田市急病診療所
（成田市保健福祉館敷地内）

周一、假日、8月13日～15日、
12月29日～1月3日／10点～17点
日曜日・祝日・8月13日～15日・12月29日～1月3日／10時～17時

牙科
成田市急病诊疗所
（成田市保健福利馆占地内）
歯科
成田市急病診療所
（成田市保健福祉館敷地内）

假日、调休（周日除外）
8月15日～15日、
12月29日～1月3日／10点～17点
祝日・振替（日曜を除く）
8月15日～15日・12月29日～1月3日／10時～17時

儿科（原则上15岁以下的内科疾病）
印幡市郡小儿初期急病诊疗所
（佐仓市健康管理中心内）
小児科（原則15歳以下の内科系疾患）
印旛市郡小児初期急病診療所
（佐倉市健康管理センター内）

周一～周六／19点～第二天早上6点
周日、假日、12月29日～1月3日／9点～17点、
19点～第二天早上6点
月曜～土曜日／19時～翌朝6時
日曜日・祝日・12月29日～1月3日／9時～17時、19時～翌朝6時

Phone: 043- 485- 3355
（受理时间是在诊疗结束时间的
15分钟前。）
（受付時間は、診療終了時間の15分前までです。）
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○検査項目
　身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査など
○費用

（2）各種検診

国民健康保险加入者 1,360日元

后期老年人医疗保险加入者 免费

社会保障领取人 免费（需要证明书）

国民健康保険加入者 1,360 円

後期高齢者医療保険加入者 無料

生活保護受給者 無料（証明書が必要）

○检查项目

身体测量、血压测量、血液检查、尿检等

○费用

（2）各种医学检查

○在4月下旬向对象人员发送受诊票。
○対象者には４月下旬に受診票を送付します。

短期综合体检
短期人間ドック

为了疾病的早期发现和早期治疗，调查自己的身体
状态。
病気の早期発見・早期治療のため、自分の身体の状態を調べます。

30岁以上的荣町国民健康保险加入者
晚年老人医疗制度加入者
栄町国民健康保険加入者で３０歳以上
後期高齢者医療制度加入者

癌症检查
がん検診

肺癌（结核）检查
肺がん（結核）検診

通过胸部X光检查调查肺癌和结核。
胸部レントゲン検査により、肺がんと結核を調べます。

40岁以上
40歳以上

胃癌检查
胃がん検診

通过钡检验调查胃的状态。
生活習慣病や重症化予防につなげます。

40岁以上
40歳以上

大肠癌检查
大腸がん検診

通过大便检查调查有没有血液混入。
便の検査で血液が混ざっていないかを調べます。

Forty years of age and over
40歳以上

乳癌检查
乳がん検診

通过超声波(回声)和乳房X光检查(X光)调查乳
腺癌和乳腺症。
超音波（エコー）とマンモグラフィ（Ｘ線）で乳がんや乳腺症を調べます。

超声波⇒30 ～ 49岁的女性
乳房X光检查
⇒50岁以上的女性
超音波⇒30～49歳の女性
マンモグラフィ
⇒50歳以上の女性

子宫癌检查
子宮頸がん検診

采集子宫颈部的细胞。
子宮頸部の細胞を採取します。

20岁以上的女性
20歳以上の女性

前列腺癌检查
前立腺がん検診

通过血液检查调查前列腺癌和前列腺肥大的值。
血液の検査で前立腺がんや前立腺肥大の値を調べます。

50岁以上的男性
50歳以上の男性

其他医学检查
その他検診

骨质疏松症检查
骨粗しょう症検診

通过胳膊的X光检查测量骨密度。
腕のレントゲン検査で骨密度を測定します。

25岁～70岁的女性
25歳～70歳までの女性

肝炎病毒检查
肝炎ウイルス検診

通过血液检查调查B型、C型肝炎病毒感染。
血液検査でＢ型、Ｃ型肝炎ウイルス感染を調べます。

40、45、50、55岁时首次利用的人
40・45・50・55歳で初めて利用するかた

成人齿科检查
成人歯科検診

调查口腔的健康状态。
口の中の健康状態を調べます。

40、50、60、70岁的人
40・50・60・70歳のかた

４.病気にならないように
（1）健康診断� 健康介護課（0476-33-7708）

４. 注意不要生病
（1）健康检查 健康看护科（0476-33-7708）

健康（医学）检查项目
健（検）診項目

目的、内容
目的・内容

对象
対象者

健康检查
健康診査

特定健康检查
特定健康診査

可以预防生活习惯病。
生活習慣病の予防につなげます。

40岁以上的荣町国民健康保险加入者
※不能和综合体检同时使用
栄町国民健康保険加入者で４０歳以上
※人間ドックと併用はできません

晚年老人健康检查
後期高齢者健康診査

可以预防生活习惯病和病情变重。
生活習慣病や重症化予防につなげます。

后期老年人医疗制度的加入者
※不能和综合体检同时使用.
後期高齢者医療制度加入者
※人間ドックと併用はできません

※40岁以上的社会保障领取者也可以领取。 ※生活保護受給者で40歳以上のかたも受けることが
できます。
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②高齢者肺炎球菌ワクチン接種
○対象者
　65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、
100歳のかた。
　対象者は毎年度異なるため、対象年度を過ぎてしま
うと助成が受けられなくなります。
※対象者には4月に、ご案内の通知と予診票を送付し
ます。
〇自己負担額
・3,570円（生活保護受給者は無料。証明書が必要です）
〇医療機関
　町内医療機関は、下記の通り。事前予約が必要な医
療機関もあります。お問合わせください。

医院名称 Phone

北总荣医院 0476-95-6811

后藤医院 047695-0059

小川内科 047680-2777

中山胃肠科外科医院 047685-1556

病院名 電話番号

北総栄病院 0476-95-6811

後藤医院 0476-95-0059

おがわ内科 0476-80-2777

中山胃腸科外科医院 0476-85-1556

※町外医療機関を希望される場合は、健康介護課にお
問合せください。

※.想要去町外的医疗机构时，请咨询健康看护科。

②老年人肺炎球菌疫苗接种

○对象人员

65岁、70岁、75岁、80岁、85岁、90岁、95岁、100岁的人。

由于每年度的对象人员不同，因此过了对象年度就不能得到补助。

※4月份会给对象人员发送通知和预诊票。

〇自己负担额

・.3,570日元（社会保障领取者免费。需要证书。）

〇医疗机构

町内医疗机构如下。也有需要提前预约的医疗机构。请咨询。

医院名称 Phone

北总荣医院 047695-6811

后藤医院 047695-0059

小川内科 047680-2777

中山胃肠科外科医院 047685-1556

病院名 電話番号

北総栄病院 0476-95-6811

後藤医院 0476-95-0059

おがわ内科 0476-80-2777

中山胃腸科外科医院 0476-85-1556

※町外医療機関を希望される場合は健康介護課にお問
合わせください。

※想要去町外的医疗机构时，请咨询健康护理科。

（3）预防接种 健康看护科（0476-33-7708）

①老年人流行性感冒疫苗接种

〇对象

・.有荣町居民票且接种当天达到65岁以上的人

・.接种当天处于60岁以上不满65岁，且持有心脏、肾脏、呼吸器官功能或因人体

免疫不全病毒而引起的免疫功能障碍残疾人手册1级的人

※预诊票在健康看护科窗口发放。另外，町内的医疗机构内备有预诊票。

〇自己负担额

・.1,050日元（社会保障领取者免费。需要证书。）

〇接种方法

请携带预诊票及健康保险证等能让医疗机构确认本人身份的证件。

〇医疗机构

町内医疗机构如下。也有需要提前预约的医疗机构，请咨询。

（3）予防接種� 健康介護課（0476-33-7708）
①高齢者インフルエンザワクチン接種　　　　　　　　　　
〇対象者
・栄町に住民票のある接種当日65歳以上のかた
・接種当日に60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸
器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能に障がいのある身体障害者手帳1級を所持している
かた
※予診票は、健康介護課窓口で交付します。なお、町
内の医療機関には予診票を用意しています。
〇自己負担額
・1,050円（生活保護受給者は無料。証明書が必要で
す）
〇接種方法
医療機関に予診票及び健康保険証など本人確認がで
きるものを持参してください。
〇医療機関
町内医療機関は、下記の通り。事前予約が必要な医療
機関もありますのでお問合わせください。
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（4）国民健康保険� 住民課（0476-33-7706）
　日本に住んでいる人は誰でも、何らかの公的医療保
険に加入しなければなりません。
　日本の公的医療保険には大きく分けて会社や事業所
などに勤める人が加入する「健康保険」と、それ以外の
人を対象とする「国民健康保険」の2つがあります。
　公的医療保険に加入していると、基本的に全国一律
に決められた医療費の3割を支払うだけで済みます。
ところが、公的医療保険に加入しないで、医療機関にか
かると、医療費はすべて自己負担となる上、医療機関が
自由に請求できますので、支払いはかなり高額になりま
す。必ず加入してください。
①加入対象者
　国民健康保険は、職場の健康保険に加入していない
方が加入します。外国人でも、住民基本台帳の適用を
受け、職場の健康保険に加入していない方は国民健康
保険に加入しなければなりません。
　また、入国当初の在留期間が3ヵ月以下であっても、
その後、3ヵ月を超えて滞在すると認められる方は国民
健康保険に加入する必要がありますので注意してくだ
さい。
②加入手続
　栄町に住民登録をしている方の加入手続は、栄町役
場住民課窓口で行います。手続にはマイナンバーカー
ドが必要ですが、マイナンバーカードをお持ちでない方
は運転免許証などの顔写真のある本人確認できるもの
を持参してください。
③保険証（国民健康保険被保険者証）
　国民健康保険に加入すると、「保険証」が交付されま
す。保険証は保険に加入していることを証明するもの
ですから、大切に扱います。
　保険証には加入した人の住所、氏名などが記載され
ており、診察を受ける際には必ず、医療機関の窓口に提
示します。日本国内を旅行するときも携帯しましょう。
保険証の貸し借りや売買はできません。
④医療機関における負担額
　病気やけがで医療を受けたときの一部負担は医療
費の3割です。ただし、70歳~74歳は所得に応じて、
一部負担が2割または3割です。
　また、0歳から義務教育就学前の乳幼児の一部負担
は2割です。
⑤国民健康保険税
　国民健康保険に加入する方は、必ず国民健康保険税
を納めなければなりません。
　国民健康保険税は金融機関などを通じて自分で納
めます。栄町役場から送られてくる「納付書」を金融機
関、コンビニエンスストア、栄町役場に持参して納める
方法と、金融機関の「口座振替」を利用する方法とがあ
ります。
　国民健康保険税の金額は、所得や世帯の人数などに
よって毎年決められます。ただし、入国1年目は前年に
日本での所得がないため、最低限の国民健康保険税が
課せられ、2年目から所得などに応じて変動します。
　また、40歳以上65歳未満の方は介護保険分を加算
した金額になります。
　国民健康保険税は滞納すると、保険証を返還し、代
わりに被保険者資格証明書が交付され、交付されて
いる間は医療費が全額自己負担となることがあります
（のちに療養費払いとして栄町役場住民課に請求）。
　また、滞納すると、資産等を差し押さえられることが
あります。滞納することのないよう、きちんと納めま
しょう。
　災害や失業、倒産などで国民健康保険税を納めるの
が困難な場合は国民健康保険税を減免できる場合が
あります。栄町役場住民課（0476-33-7706）にご相
談ください。
　　

（4）国民健康保险 居民科（0476-33-7706）

只要是住在日本的人，无论是谁都必须加入某种公共医疗保险。

日本的公共医疗保险大致分为在公司和事业所等地方工作的人加入的“健康保

险”和以其他人为对象的“国民健康保险”两种。

当加入公共医疗保险时，只要支付基本全国统一规定的医疗费的3成就可以了。但

是，当在不加入公共医疗保险的情况下去医疗机构时，医疗费全部都由自己负担，

而且医疗机构可以自由定价，所以支付的金额会相当高。请一定要加入。

①加入对象人员

国民健康保险的加入对象是没有加入职场健康保险的人。即使是外国人，也可以

适用居民基本台账，没有加入职场健康保险的人也必须加入国民健康保险。

另外，即使入境当初的在留期限在3个月以下，之后停留超过3个月的人，也要加入

国民健康保险，请注意。

②加入手续

登记为荣町住民的人的加入手续在荣町政府机关居民科窗口办理。办理手续需要

个人编号卡，没有个人编号卡的人请携带用于确认本人身份的驾驶证等有脸部照

片的证件。

③保险证（国民健康保险被保险人证）

加入国民健康保险后，会发放“保险证”。保险证是证明加入了保险之物，所以要

小心。

保险证上记载了加入者的住址、姓名等，接受诊察之际必须向医疗机构的窗口出

示。在日本国内旅行时也要携带。不能借用或买卖保险证。

④在医疗机构的负担额

因病或受伤接受医疗时，个人负担部分为医疗费的3成。但是，70岁～74岁的人，

根据其收入情况，个人负担部分为2成或3成。

另外，0岁至义务教育入学前的婴幼儿的个人负担部分为2成。

⑤国民健康保险税

加入国民健康保险的人，必须缴纳国民健康保险税。

国民健康保险税由自己通过金融机构等缴纳。有携带荣町政府送来的“缴纳书”

到金融机构、便利店、荣町政府机关缴纳的方法，和利用金融机构的“帐户转帐”

的方法。

国民健康保险税的金额，根据收入和家庭的人数等每年确定一次。但是，由于前

一年在日本没有收入，入境第1年会被征收最低限度的国民健康保险税，从第2年

开始根据收入等变动。

另外，40岁以上未满65岁的人是加算了护理保险的金额。

当滞纳国民健康保险税时，会收回保险证，作为替代会发放被保险人资格证明书，

发放期间医疗费全额由自己负担(之后作为疗养费向荣町政府居民科申请支付)。

另外，当发生滞纳时，有可能会被扣押资产等。要按时缴纳，以免发生滞纳。

由于灾害、失业、破产等原因而难以缴纳国民健康保险税时，有的情况下可以减免

国民健康保险税。请咨询荣町政府机关居民科（0476-33-7706）。
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⑦こんなときは届出を
　国民健康保険は一度加入すると、自動的には脱退に
なりません。職場の健康保険に加入したときは14日以
内に栄町役場住民課窓口に届出をしましょう。
　保険証を亡くしたり、汚したときや、子どもが産まれ
た、世帯主が変わった、被保険者が死亡したときなどは
14日以内に届出をしてください。
　転入・転出で住所が変わったときも届出が必要です。
転出する場合は、保険証を栄町役場住民課窓口に持参
して転出日を申し出、引越したら14日以内に新しい住
所の市区町村の役所へ転入の届出をします。
　日本を出国するときはあらかじめ、保険証と印鑑（お
持ちの方のみ）、在留カードや特別永住者証明書、航空
券などを持って届け出て、海外転出の手続をします（1
年未満の短期間の出入国であれば、原則として不要）。
　栄町に住民登録がある間は、出国中でも国民健康保
険税がかかります。

⑦这种时候请申报

国民健康保险一旦加入，就不会自动退出。加入了职场健康保险时，请在14天以

内到荣町政府机关居民科窗口申报。

保险证丢失、弄脏了时，或是孩子出生、户主变了、被保险人死亡了时等，请在14天

以内申报。

因迁入、迁出发生住址变更时也需要申报。迁出时，需携带保险证到荣町政府机

关居民科窗口申请迁出日，在搬家后14天以内向新住址的市区町村的政府机关提

交迁入申请。

从日本出境时，必须事先携带保险证和印章（仅限持有者）、在留卡、特别永住者证

明书、机票等进行申报，办理向海外转出的手续（如果是不满1年的短期出入境，

原则上是不需要的）。

在荣町有居民登记期间，即使是出境期间也要缴纳国民健康保险税。

分类
区分

给付的种类
対象者

生病或受伤时
病気やけがをしたとき

凭保险证接受治疗时
保険証で治療を受けるとき ➡

疗养的给付、住院时饮食疗养费、住院时生活疗养费、保险外并用疗养费、访问看
护疗养费
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費

垫付时
立て替え払いのとき ➡ 疗养费、高额疗养费、高额护理合计疗养费.

療養費、高額療養費、高額介護合算療養費

紧急情况等转送时
緊急時などに移送されたとき ➡ 转运费.

移送費

生育时
出産したとき ➡ 生育育儿津贴.

出産育児一時金

死亡时
死亡したとき ➡ 丧葬费.

葬祭費

⑥国民健康保険の給付 ⑥国民健康保险的给付
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1.妊娠から育児
　出産・育児は、人生の一大イベントです。ここでは妊
娠して実際に産み育てるまでの、必要な手続や子育て
を支えるサービスについてふれます。
（1）妊娠した時
　�　　　　　福祉・子ども課

子育て包括支援室（0476-37-7185）
　妊娠がわかって、医療機関で医師より母子健康手帳
の交付を受けるよう説明を受けた方は、ふれあいプラ
ザさかえ内　子育て包括支援センターへ妊娠届出書
の提出をしていただき、母子健康手帳の交付を受けま
しょう。母子健康手帳は、第1ページ目に「出生届済証
明」欄があり、その他、母親と子どもの健康状態に関す
ることが記載できます。
　日本では妊娠すると「母子健康手帳」が発行され、妊
娠・出産・育児に関しての知識や技術などを教えてくれ
る教室も開かれています。
（2）妊婦・産婦の健康診査・支援
①妊婦健診
　�　　　　　福祉・子ども課

子育て包括支援室（0476-37-7185）
　母子健康手帳の交付を受けると、14回分の健康診
査の助成が受けられる券がついてきます。妊娠中は、
栄養と休息を十分にとり、定期的な健康診査も忘れず
に受けましょう。県外の医療機関で受診するときは、
お問い合わせください。
②妊婦（産婦）の歯科健診
� 健康介護課（0476-33-7708）
　妊娠中から産後1年未満の間に、期間中に1人1回、町
内の歯科医院で歯・口腔の健診が受けられます。
③マタニティ・乳児タクシー利用助成
　福祉・子ども課

子育て包括支援室（0476-37-7185）
　母体への負担軽減や健やかな出産を支援するため、
妊娠届提出後から子どもが1歳の誕生日までの間に利
用できるタクシー券を交付します。健診や通院、出産
の際にご利用ください。
④産後ケア
　�　　　　　福祉・子ども課

子育て包括支援室（0476-37-7185）
　母親の体調不良や育児に不安があるが、産後に家族
等からの支援が受けられない方を対象に産後ケアが受
けられます。内容は、町内の助産院で、産婦や乳児への
保健指導、授乳指導や育児相談などを行います。
（3）乳幼児の健康診査・予防接種
①乳児健康診査
　�　　　　　福祉・子ども課

子育て包括支援室（0476-37-7185）
　母子健康手帳の交付を受けると、2回分の健康診査
の助成が受けられる券がついてきます。子どもの健や
かな成長のため、必ず受診しましょう。県外の医療機
関で受診するときは、お問い合わせください。

子育て・教育編

Ⅳ 育儿、教育篇

１. 从怀孕到育儿
生育、育儿是人生的一件大事。在此就从怀孕到实际生育为止的必要的手续和支

撑育儿的服务进行说明。

（1）怀孕时 福利、儿童課　育儿综合支援室（0476-37-7185）

得知怀孕，并听取了到医疗机构的医生那里领取母子健康手册的说明的人，要到

交流广场SAKAE内向育儿综合支援中心提交怀孕登记表，领取母子健康手册。

母子健康手册的第1页有“出生登记完毕证明”栏，另外可以记载有关母亲和孩子

的健康状态。

在日本，一旦怀孕就会发行“母子健康手册”，还开设有教导怀孕、生育、育儿相关

知识和技术的教室。

（2）孕妇、产妇的健康检查、支援

①孕妇健康诊断 福利、儿童科　育儿综合支援室（0476-37-7185）

收到的母子健康手册附有14次份的健康检查补助券。怀孕期间，要充分摄取营

养和休息，不要忘记定期的健康检查。到县外的医疗机构接受诊疗时，请咨询。

②孕妇（产妇）的牙科健康检查 健康看护科（0476-33-7708）

从怀孕期间至产后不满1年的这段时间，每人可以在町内的牙科医院接受1次牙

齿、口腔的健康检查。

③产妇、婴儿出租车使用补助 福利、儿童科　育儿综合支援室（0476-37-7185）

为了减轻对母体的负担和支援健康的生育，发放从提交怀孕报告到孩子1岁生日

期间可以使用的出租车券。请在体检、住院、生育时使用。

④产后关怀 福利、儿童科　育儿综合支援室（0476-37-7185）

母亲身体不适或对育儿感到不安,产后无法得到家人等的支援的人，产后可以获得

关怀。内容是在町内的助产院对产妇和婴儿进行保健指导、哺乳指导和育儿咨询

等。

（3）婴幼儿的健康检查、预防接种

①婴儿健康检查 福利、儿童科　育儿综合支援室（0476-37-7185）

收到的母子健康手册附有2次份的健康检查补助券。为了孩子的健康成长，一定

要接受诊疗。到县外的医疗机构接受诊疗时，请咨询。
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②赤ちゃん訪問
　� 福祉・子ども課

子育て包括支援室（0476-37-7185）
【生後1か月頃】
　子どもの健やかな成長・発達と育児支援を目的とし
て、保健師または助産師がご家庭を訪問します。
　赤ちゃんの身長・体重測定などを行い、発育をご家
族と一緒に確認します。また、育児に関する不安やお
母さんの体調を伺い、よい方法を一緒に考え、必要な
情報をお伝えします。
【生後3~4か月頃】
　ふれあいプラザさかえ内「キッズランド」の職員がご
家庭を訪問し、お母さんの不安や悩みをお聞きして、子
育てに関する情報をお知らせします。
　また、絵本を通じて赤ちゃんとふれあい、心安らぐひ
とときを過ごしていただくために、絵本をプレゼントし
ます。
※「キッズランド」は、天候にかかわらずいつでも親子
で利用できる施設で、親子でおもちゃや絵本などで遊
んだりできる他、子育て支援サービスに関する情報提
供、相談及び助言等を行います。また、乳幼児の保護
者の交流を推進します。
③乳幼児の健康診査（集団健診）
　町では、子どもの健やかな発育のため、離乳食やはみ
がきなどの教室や内科健診・歯科健診・保健相談など
を行う健康診査を行っています。対象の方には、個別
にお知らせしますので、ぜひご参加ください。

【健康介護課（0476-33-7708）】
　5,6か月児モグモグ教室、10・11か月児のはみがき
教室、2歳半児歯科健康診査
【福祉・子ども課　…子育て包括支援室（0476-37-7185）】
　1歳6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児
健康診査
④子どもの予防接種
　� 福祉・子ども課

子育て包括支援室（0476-37-7185）
　予防接種は、病気の感染を予防したり、発病を予防し
たり、症状を軽減したり、また、病気の蔓延を防いだり
するための注射などのことです。感染症を予防するた
めに予防接種法で定められたものです。予防接種の種
類によって年齢や接種間隔などが決められていますの
で、お子さんが安全に予防接種を受けるためにも、決め
られた年齢や接種間隔を守りましょう。決められた時
期に接種しないと、有料になる場合があります。
　わからないことや心配なことがある場合は、かかりつ
けの医師や、福祉・子ども課子育て包括支援室に相談
してください。
⑤病児・病後児保育

福祉・子ども課（0476-33-7707）
病児・病後児保育とは、児童が病気の回復期又は病気
中のため、集団生活や家庭での育児が困難な期間お子
さんを適切な処遇が確保される病児・病後児保育施設
において一時的にお預かりする事業です。

②小宝宝访问 福利、儿童科　育儿综合支援室（0476-37-7185）

【出生后1个月左右】

为了儿童的健康成长、发育和育儿支援，保健师或助产师会去家访。

测量小宝宝的身高和体重等，与家人一起确认其发育情况。同时，询问有关育儿的

不安和母亲的身体，一起思考好的方法，传达必要的信息。

【出生后3～4个月左右】

交流广场SAKAE内“儿童乐园”的工作人员访问家庭，询问母亲的不安和烦恼，

通知有关育儿的信息。

另外，为了让小宝宝能度过安心的时刻，为了通过绘本和小宝宝进行交流，度过一

段舒心的时光，送绘本给小宝宝做礼物。

※“儿童乐园”是无论什么天气、无论什么时候都可以让父母和子女一起使用的

设施，父母和子女可以玩玩具、绘本等，还可以提供有关育儿支援服务的信息、咨

询及建议等。同时，推进婴幼儿的监护人的交流。

③婴幼儿的健康检查（集体健康检查）

为了儿童的健康发育，町会组织断奶食品和刷牙等的教室和进行内科健康检查、

牙科健康检查、保健咨询等的健康检查。会通知对象人员个人，请务必参加。

【健康看护科（0476-33-7708）】

5，6个月婴儿鼹鼠教室、10，11个月婴儿的刷牙教室、2岁半幼儿牙科健康检查

【福利、儿童科..育儿综合支援室（0476-37-7185）】

1岁6个月幼儿健康检查、2岁幼儿牙科健康检查、3岁儿童健康检查

④孩子的预防接种 福利、儿童科　育儿综合支援室（0476-37-7185）

预防接种是为了预防疾病的感染，预防发病，减轻症状，同时预防疾病蔓延的注

射等。这是为了预防感染症而用预防接种法做出的规定。因为根据预防接种的

不同种类规定了年龄和接种间隔，所以为了让您的孩子安全地接受预防接种，要

遵守规定的年龄和接种间隔。如果在规定的时间内不接种的话，有时会需要收

费。

如果有不明白的事和担心的事，请与经常就诊的医生或福利、儿童科育儿综合包

含支援室商量。

⑤患病儿童、病后儿童保育 福利、儿童科（0476-33-7707）

所谓患病儿童、病后儿童保育，是指由于儿童在病情恢复期或正在患病，集体生活

和家庭抚养有困难期间，把儿童暂时送入确保可以照顾患病儿童、病后儿童的保

育设施的事业。

36



（4）子育て助成制度（出産費用助成・子ども医療費助成等）
� 福祉・子ども課（0476-33-7707）
①出産費用の助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　少子化対策として、次代を担う子どもたちとその親が
住み続けたいまちにするために、出産お祝い金を支給
します。

【支給額】

②子育てヘルパー派遣
福祉・子ども課（0476-33-7707）

　小学校就学前のお子さんの家庭を対象にヘルパーが
ご自宅で家事・育児のお手伝いをします。
③子ども医療費の助成

福祉・子ども課（0476-33-7707）
　栄町に住民登録があり、健康保険に加入しているお
子さん（0歳~中学3年生）の医療費(保険対象分)の一
部を助成します。…
④高校生等医療費の助成
� 福祉・子ども課（0476-33-7707）
　栄町に住民登録があり、健康保険に加入している高
校生世代の方（扶養されている方）の医療費の一部を
助成します。
（5）保育園への入園

福祉・子ども課（0476-33-7707）
　保育園の入園には、手続きが必要です。選考は家庭
で保育ができない事情を考慮して、保育に欠ける要件
の高い人順に入園が決定します。
【必要な書類】
　1　入園申請書
　2　児童の健康状態調査票
　3　保護者緊急連絡票
　4　就労（予定）証明書
【町内の認可保育園】
　安食保育園・みなみ栄保育園・うさぎとかめ・
　ながと幼稚園

（4）育儿补助制度（生育费用补助、儿童医疗费补助等） 

福利、儿童科（0476-33-7707）

①生育费用的补助

这是一项少子化对策，为了建设担负下一代的孩子们及其父母想要持续居住的町，

支付生育祝贺金。

【支付金额】

生育时
出産時

１岁幼儿
１歳児

２岁幼儿
2歳児

第１个
１人目

２万日元
２万円

２万日元
２万円

１万日元
1万円

第２个
２人目

５万日元
5万円

５万日元
5万円

５万日元
5万円

第３个
３人目

８万日元
8万円

８万日元
8万円

９万日元
9万円

第４个之后
４人目以降

17万日元
17万円

17万日元
17万円

16万日元
16万円

②派遣育儿帮手 福利、儿童科（0476-33-7707）

以小学入学前的孩子的家庭为对象，育儿帮手会但您家里为家务、育儿提供帮助。

③儿童医疗费的补助 福利、儿童科（0476-33-7707）

对在荣町有居民登记，并加入了健康保险的儿童(0岁～中学3年级)的医疗费(保

险对象部分)的一部分进行补助。

④高中生医疗费的补助  福利、儿童科（0476-33-7707）

对在荣町有居民登记，并加入了健康保险的高中生一代（被抚养的人）的医疗费的

一部分进行补助。

（5）进入保育园 福利、儿童科（0476-33-7707）

想要进入保育园，需要办理手续。选拔会考虑家庭无法保育的情况，根据缺乏保

育必要条件的排名高低顺序决定入园对象。

【必要的资料】

1入园申请书

2儿童健康状态调查票

3监护人紧急联络票

4工作（预定）证明书

【町内获批保育园】

安食保育园、南荣保育园、兔子和龟、长户幼儿园
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2.教育
（1）幼稚園への入園
　町内の幼稚園への入園については直接、各幼稚園に
お問い合せください。
　ながと幼稚園　0476-95-0751
　酒直幼稚園　　0476-95-4333
（2）小・中学校への入学（義務教育）
� 学校教育課（0476-33-7717）
　日本では小学校（6年間）と中学校（3年間）は義務
教育です。就学年齢に達したお子様がいるご家庭につ
いては、必ず入学手続きをとってください。学校生活
には日本ならではの習慣や行事、規則などがあります。
それらをよく理解して、子どもたちが安心して楽しい学
校生活を送れるようにしましょう。
①就学年齢
　就学年齢とは、学校に入学するのに適した年齢のこ
とです。小学校は満6歳、中学校は満12歳に達した子
どもたちです。日本の学校では年齢によって学年が決
められます。外国人の子どもの場合も原則として、年齢
相当の学年に編入されます。
②費用
【国・公立の場合】
　小学校、中学校の入学金、授業料、教科書代は無料で
すが、教科書以外の教材費、学用品、給食費、遠足代、
制服代などは自己負担となります。
【私立の場合】
　入学金、授業料なども自己負担となります。
③入学の手続き
　入学する年の1月末までに教育委員会から入学に関
する文書をお送ります。ただし、次の場合には学校教
育課へご連絡ください。
ア.文書が届かないとき
イ.私立（国立）小・中学校へ入学する場合
ウ.その他、不明な点があるとき
④編入（途中入学）の手続き
　公立の小学校や中学校に編入したいと希望する場合
は、町役場で編入手続きをしてください。その後、指定
された日に、指定された学校へ就学することとなりま
す。原則として、就学年齢相当の学年に編入しますが、
日本語の能力などの事情から、一時的に下の学年で勉
強することともできますので、不安なときは、町教育委
員会か学校の先生に相談してください。
⑤学校生活（子どもの日本語がまだ不十分な場合）
　授業は日本語で行われます。子どもたちが早く日本
語の生活に慣れるように、日本語指導や生活のアドバ
イスを行っていますので、言葉に不安を感じたら、学校
の先生に相談してください。
⑥学校生活（行事）
　学校には様々な行事があります。学校から前もって
行事のお知らせが届きます。日本の生活に慣れるため
にも学校行事には積極的に参加しましょう。学校行事
には次のようなものがあります。
・運動会:運動に親しむ行事です。家族で子どもの応
援をします。
・遠足:先生が引率して行う日帰りの小旅行です。
・修学旅行:主に最高学年において、学年全員で泊りが
けの旅行に行きます。
⑦PTA
　学校には「PTA(Parent-Teacher-Association)」と
いう保護者と先生の会があります。親と学校の先生方
が協力して子どもたちのために様々な活動をする組織
です。
⑧学童保育
　昼間、家に保護者がいない小学生には、子どものため
に、放課後の生活の場として、また、適切な遊びを通し
て健全な心身の育成をはかる学童クラブがあります。

２．教育
（1）进入幼儿园

有关进入町内的幼儿园的情况，请直接咨询各幼儿园。

长户幼儿园...0476-95- 0751

酒直幼儿园...0476-95-4333

（2）进入小学、中学（义务教育） 学校教育科（0476-33-7717）

在日本，小学（6年）和中学（3年）是义务教育。有已经达到入学年龄的孩子的家

庭，请务必办理入学手续。学校生活有日本特有的习惯和活动、规则等。要好好

理解这些，让孩子们能够安心愉快地度过学校生活。

①入学年龄

入学年龄是指适合入学的年龄。小学为满6岁的儿童，中学为满12岁的儿童。日

本的学校根据年龄来决定学年。外国孩子原则上也编入年龄相当的学年。

②费用

【国立、公立】

小学、中学的入学金、学费、教科书费是免费的,不过教科书以外的教材费、学习用

品、伙食费、郊游费、制服费等由自己负担。

【私立】

入学金、学费等也由自己负担。

③入学手续

在入学那一年的1月末之前，由教育委员会发送有关入学的文件。但是，以下情况

请联系学校教育科。

a.文件没有送达时

b.进入私立（国立）小学、中学时

c.其他、有不明白之处时

④编入（中途入学）手续

想编入公立小学和中学时，请在町政府办理编入手续。之后，在指定的日子里，就

读指定的学校。原则上编入相当于入学年龄的学年，但由于日语能力等原因，也可

能暂时在低年级学习，所以感到不安心时，请与町教育委员会或学校的老师商量。

⑤学校生活（孩子的日语还不够好时）

用日语上课。为了让孩子们尽快适应日语生活，我们正在进行日语指导和生活指

导，如果对语言感到不安，请咨询学校的老师。

⑥学校生活（活动）

学校里有各种各样的活动。学校会提前发送活动通知。为了适应日本的生活，也

要积极参加学校的活动。学校活动如下。

・.运动会：亲近运动的活动。全家都要支持孩子。

・.郊游：老师带领我们去当天往返的小旅行。

・.修学旅行：主要是在最高年级里，全年级学生去住宿旅行。

⑦PTA

学校有家长和老师的聚会“PTA（Parent-Teacher-Association）”。

是父母和学校的老师们共同为孩子们做各种各样的活动的组织。

⑧学童保育

为了白天家里没有监护人的小学生，设有儿童俱乐部，这是孩子放学后的生活场

所，也通过适当的玩耍来培养健全的身心。
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⑨中学毕业后

中学毕业后要继续学习，可以有各种各样的方法，在高中、高等专门学校继续学习，

或者进入专修学校、各种学校、职业学校，或者一边工作一边在定时制或通信制的

高中学习等。

（3）学校配餐 学校配餐中心（0476-95- 0200）

町的中小学的午餐由配餐中心根据营养师设计的营养平衡的菜单制作。学校配

餐可以让孩子们体验从准备到收拾的过程，可以一边愉快地吃饭一边学习自己想

学的饮食知识和礼仪。

【经费的负担】

・.根据学校配餐法，做配餐时购买食材的费用由监护人以伙食费的形式负担。

・.伙食费必须在指定日期之前支付。

・.伙食费采用从银行账户中扣除的方式。请监护人办理账户转账手续。

（4）各种补助制度（就学援助、伙食费的补助）

日本设有以因经济原因入学难的家庭的孩子们为对象的就学援助制度。但是，接

受援助有收入限制。

①援助内容 学校教育科（0476-33-7717）

接受就学援助的对象有修学旅行费、医疗费、共济费用、伙食费等。

②就学援助的手续

・.根据收入的不同，分为“社会保障”和“准需保障”两种。

・.“社会保障”由县福利科负责，“准需保障”由町教育委员会负责。

・.监护人申请入学援助时，请咨询学校或民生儿童委员。

③食费的补助 学校伙食中心（0476-95- 0200）

・.第3个孩子之后的孩子们的伙食费有补助。（因为有条件限定，所以详情请咨询

配餐中心。）

⑨中学校卒業後
　中学校を卒業してからも勉強を続けるには、いろい
ろな方法がありますが、高等学校、高等専門学校で勉
強を続ける、専修学校、各種学校、職業学校へ進む、ま
たは、働きながら定時制や通信制の高等学校で学ぶ道
などがあります。
（3）学校給食� 給食センター（0476-95-0200）
　町の小中学校の昼食は、栄養士が考えた栄養バラン
スの良い献立をもとに給食センターで作っています。
学校給食は、子どもたちが準備から片付けまでを行っ
たり楽しく食事をしたりしながら、望ましい食事に関す
る知識やマナーについて学ぶものです。
【経費の負担】
・給食を作る際の食材を購入する費用は学校給食法に
より給食費として保護者が負担します。
・給食費は必ず指定の期日までにお支払いください。
・給食費は銀行口座からの引落です。保護者が口座振
替の手続きをしてください。
（4）各種助成制度（就学援助・給食費の助成）
　日本には、経済的理由により就学することが難しい
家庭の子どもたちのための就学援助制度があります。
ただし、援助を受ける場合には、所得制限があります。
①援助内容� 学校教育課（0476-33-7717）
　就学援助を受けられる対象は、修学旅行費・医療費・
共済掛金・給食費などです。
②就学援助の手続き
・収入によって、「生活保護」と「準要保護」の2種類が
あります。
・「生活保護」は県福祉課、「準要保護」は、町教育委員
会が担当します。
・保護者は就学援助の申請を行う場合、学校もしくは
民生児童委員へ相談してください。
③給食費の助成

学校給食センター（0476-95-0200）
・第3子以降の子ども達の給食費が助成されます。（条
件がありますので詳しくは給食センターまでお問い合
わせください。）
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1.児童福祉
（1）各種手当・助成制度（児童手当　等）
その他の福祉として、児童福祉、介護保険、障害者福祉
及び生活保護などがあります。
①児童手当� 福祉・子ども課（0476-33-7707）
　中学校修了前（15歳に達した最初の3月31日まで）
までの子どもの養育者に支給される国の制度です。所
得によって制限があります。
　原則として日本国内に住んでいないと支給されませ
ん。ただし、留学などの場合は支給されることがあり
ます。
②児童扶養手当�福祉・子ども課(0476-33-7707)
　ひとり親になった家庭に支給される国の制度です児
童が18歳に達する日以後、最初の3月31日まで支給さ
れますが、児童が重度の障害児である場合は、20歳に
なるまで支給されます。なお、父親又は母親が重度の
障害者である場合にも、児童扶養手当が支給されます。
所得によって制限があります。

2.高齢者福祉
（1）介護が必要になったら

健康介護課（0476-33-7709）
　介護や介護サービスが必要になったときに、社会全
体で高齢者や要介護者（要支援者）を支える制度が介
護保険です。この制度は、介護保険料と税金でまかな
われます。
①介護保険の対象者
　65歳以上の方や40~64歳の方で介護保険の対象と
なる特定の疾患が原因で、介護や支援が必要と認定さ
れたときに、介護サービスを利用できます。
※介護保険のサービスを利用するには、認定申請をし
て、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
（2）高齢者総合相談

栄町地域包括支援センター（0476-95-1510）
　介護、福祉など、高齢者が安心して暮らすことができ
るよう様々な相談をお受けします。各種福祉サービス
の申請手続きの支援が行えます。
（3）福祉タクシー利用（高齢者対象）

福祉・子ども課（0476-33-7707）
　介護保険の要介護認定で（要介護1）以上方、65～
79歳のひとり暮らしの方及び80歳以上の高齢者がタ
クシーを利用する場合、1,000円を上限に半額を助成
するタクシー利用券を交付しています。

その他福祉編

Ⅴ 其他福利篇

１．儿童福利
（1）各种补贴、补助制度（儿童补贴等）

其他福利包括儿童福利、看护保险、残疾人福利及社会保障等。

①儿童津贴 福利、儿童科（0476-33-7707）

在中学毕业前（达到15岁后的第一个3月31日为止）支付给孩子的抚养者的国家

制度。根据收入有所限制。

原则上不住在日本国内就不给予支付。但是，因留学等时，有时给予支付。

②儿童抚养津贴 福利、儿童科（0476-33-7707）

这是给单亲家庭支付的国家制度。儿童达到18岁后第一个3天月31日之前支付，

儿童有重度残疾时，20岁之前支付。另外，父亲或母亲为重度残疾人时，也支付

儿童抚养津贴。根据收入有所限制。

２．老年人福利
（1）如果需要看护的话 健康看护科（0476-33-7709）

在需要看护和看护服务时，全社会支持老年人和需要看护人员（需要支援人员）的

制度就是看护保险。这个制度由看护保险费和税金来支付。

①看护保险的对象人员

因65岁以上的人和40 ～ 64岁的人成为看护保险的对象的特定疾病而被认定为

需要看护和支援时，能利用看护服务。

※想要利用看护保险服务，需要申请认定，并获得需要看护和需要支援的认定。

（2）老年人综合咨询 栄町地域综合支援中心（0476-95-1510）

接受各种各样的老年人能放心生活的有关看护、福利等咨询。可以对各种福利服

务的申请手续提供支援。

（3）使用福利出租车（以老年人为对象） 福利、儿童科（0476-33-7707）

根据看护保险的需要看护认定为（需要看护护理1）以上的人、65～79岁的独居

人员以及80岁以上的老年人使用出租车时，会发放以1000日元为上限的半价出

租车使用券。
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３．残疾人福利
为了支援残疾人的自立以及社会参与等，采取了各种各样的措施。

（1）如果需要支援的话 福利、儿童科（0476-33-7707）

①残疾人手册

有各种各样的残疾人手册。

a..残疾人是残疾人手册.

b..智力发达迟缓的人是疗育手册。

c..患有精神疾病、影响日常生活和社会生活的人是精神障碍者保健福利手册。

可以减少税金，也可以降低电车和公共汽车票价。

②残疾人服务 福利、儿童科（0476-33-7707）

3.障害者福祉
　障害者の自立及び社会参加の支援等のため、様々な
施策が講ぜられています。
（1）支援が必要になったら

福祉・子ども課（0476-33-7707）
①障害者手帳
いろいろな種類の障害者手帳があります。
　ア　からだの不自由な人は、身体障害者手帳
　イ　知的な発達の遅れがある人は、療育手帳
　ウ　精神疾患を持ち、日常や社会生活に制約がある
　　　人は、精神障害者保健福祉手帳
税金が安くなったり、電車やバスのお金が安くなること
もあります。
②障害者へのサービス

福祉・子ども課（0476-33-7707）

种..类
種類

对象、内容
対象者・内容

医疗费的补助
医療費の助成

补助一部分治疗费（根据残疾程度和治疗内容）
治療費の一部を助成（障害の程度や治療内容による）

工具的交付与修理
用具の交付と修理

轮椅、假肢、助听器、盲人手杖等的交付、修理、出借（根据障碍程度和生活状况）
車椅子、義足、補聴器、盲人用つえなどの交付、修理、貸出（障害の程度や生活状況による）

津贴的发放
手当の支給

对没有进入福利设施的重度残疾人发放津贴（根据残疾的内容和程度决定）
福祉施設に入っていない重度の障害者に手当を支給（障害の内容や程度による）

（2）主要津贴及医疗补助

①主要津贴（有领取条件） 福利、儿童科（0476-33-7707）

（2）主な手当及び医療費助成
①主な手当（受給条件あり）

福祉・子ども課（0476-33-7707）

种..类
種類

对象、内容
対象者・内容

特别儿童扶养津贴
特別児童扶養手当

养育精神或身体有一定障碍的未满20岁的儿童（未入所的）的父亲或母亲等
精神または身体に一定の障害を持つ２０歳未満の児童（入所していない場合）を養育する父又は母など

残疾儿童福利补贴
障害児福祉手当

由于精神或身体有重度障碍，在日常生活中需要经常看护的不满20岁的在家人员
精神または身体に重度の障害があるために、日常生活において常時の介護を必要とする２０歳未満の在宅の人

③重度身心障碍者（儿童）医疗费补助 福利、儿童科（0476-33-7707）

残疾人手册（1、2级）或保育手册（最重度、重度）的持有者。在医院等接受诊疗

之际，对保险适用部分的医疗费及药品负担金额进行补助。

（3）使用福利出租车（以残疾人为对象） 福利、儿童科（0476-33-7707）

持有残疾人手册（2级以上。视觉、下肢、躯干功能障碍的人是3级以上。肾功能

障碍的人是4级以上）、育儿手册（最重度、重度）的人使用出租车时，提供以1000

日元为上限的半价出租车使用券。（1年48张）

②重度心身障害者（児）医療費助成　　　　　　　　　
福祉・子ども課（0476-33-7707）

　身体障害者手帳（１、２級）や療育手帳（最重度、重
度）の所持者。病院等で診療を受けた際、保険適用分
の医療費及び薬剤負担金を助成します。
（3）福祉タクシー利用（障害者対象）　　　　　　　　　　　

福祉・子ども課（0476-33-7707）
　身体障害者手帳（２級以上。視覚・下肢・体幹機能
障害のかたは３級以上。腎臓機能障害
のかたは４級以上）、療育手帳（最重度、重度）所持者
がタクシーを利用する場合、1,000円
を上限に半額を助成するタクシー利用券を交付してい
ます。（年４８枚）
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４．社会保障 福利、儿童科（0476-33-7707）
没有工作，没有钱的人或其家人可以领取生活费用。这笔钱叫做社会保障。

请在获得社会保障前找工作。即便如此，缺钱的时候，也可以领取社会保障。

想要领取社会保障时，请告知荣町政府。由荣町政府机关和千叶县（印幡健康福

利中心）调查家人的情况来决定申请者是否缺钱。

住在日本的永住者、定住者、日本人的配偶等、永住者的配偶等、特别永住者、难民

也有可能可以领取社会保障。

详情请咨询荣町政府机关和千叶县（印幡健康福利中心）。

４．生活保護
福祉・子ども課（0476-33-7707）

　仕事がなくてお金がない人やその家族は生活に必要
なお金をもらうことができます。このお金を生活保護
といいます。
　生活保護をもらう前に仕事をさがしてください。そ
れでもお金が足りないとき、生活保護をもらうことがで
きます。
　生活保護をほしいときは栄町役場に言ってください。
栄町役場や千葉県（印旛健康福祉セ
ンター）が家族のことを調べてお金が足りないかどうか
きめます。
　日本に住む永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住
者の配偶者等や、特別永住者、難民の人も生活保護を
もらうことができるかもしれません。
　くわしいことは　栄町役場や千葉県（印旛健康福祉
センター）に聞いてください。
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