
1. What Is I-PAL Kagawa? 
（1） Japanese Language Studies

 ① Japanese classes 

 ② Japanese Salon 

 ③ Volunteer Japanese instructors 

（2） Legal and Other Types of Counseling Support

 ① Legal and Human Rights Counseling

 ② Counseling and support for foreigners 

（3） Interpreting Services                                        

（4） Foreign Newspapers and Magazines 

（5） Library 

（6） Sightseeing in Kagawa

（7） Renting Rooms for Events and Meetings 

（8） Posting Information 

（9） For Exchange Students

 ① Kagawa Exchange Student Housing Guarantor System

 ②  

 ★Interpreters, Language and Cultural Instructors 

2. In an Emergency 
（1）  　　

（2） Traffic Accidents

 ① If you are in a traffic accident

 ② If you cause a traffic accident

（3） Gas Leak 

（4） Lost Items 

（5） 

（6） If You Are a Victim of Domestic Violence

National Health Insurance Subsidy Program for 
Foreign Students

Natural Disasters (Earthquake, Typhoon, 
Flood)

INDEX

1. アイパル香川とは

（1）日本語を勉強したいとき

①日本語講座

②日本語サロン

③日本語指導ボランティア

（2）困ったとき

①人権法律相談

②生活相談

（3）通訳が必要なとき

（4）海外の新聞・雑誌を読みたいとき

（5）本を借りたいとき

（6）香川県内を観光したいとき

（7）イベントや会議のために部屋を借りたいとき

（8）みんなに知らせたいことがあるとき

（9）あなたが留学生なら

①香川県留学生住宅確保支援制度

②高松市私費外国人留学生国民健康保険料助成制度

★通訳等ボランティア派遣制度

2. 緊急のときは

（1）消防車・救急車・警察を呼びたいとき

（2）交通事故

①交通事故にあったとき

②交通事故をおこしたとき

（3）ガスがもれたとき

（4）落とし物・忘れ物をしたとき

（5）自然災害（地震・台風・洪水など）が  

         起きたとき

（6）配偶者から暴力を受けたとき
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3. Housing and Moving
（1） Finding Housing and Renting 

 ① Finding housing

 ② Once you’ve decided on housing 

 ★

 ③ Read your lease 

（2） Moving In and Daily Life 

 ① 

 ② Housing 

 ③ Meeting with the neighbors

 ★ Neighborhood Associations

（3） Everyday Etiquette

 ① Garbage

 ② In the kitchen 

 ③ Noise 

 ④ Toilet and bath 

 ⑤ Verandah

 ⑥ Common areas 

 ⑦ Bicycle and car parking

（4） Electricity, Gas, and Water 

（5） Convenience Stores

（6） Moving Out

（7） Before Moving Out 

 ①  

 ② Preparing your house for moving out 

4. Life in Japan and Kagawa
（1） Japanese Customs 

（2） Seasons in Kagawa

（3） Sightseeing Information

5. Financial Matters
（1） In Person 

Contacting public offices (city or town office, 
police station)

Contacting public offices (city or town office, 
school)

3. 家・引越し

（1）新しい家を探す・借りる

①家を探す

②家を決めたら

★香川県留学生住宅確保支援制度

③契約書で確認すること

（2）生活を始めるために

①公的機関（市役所や町役場、警察）ですること

②家の準備

③隣・近所の人達とのお付き合い

★町内会・自治会

（3）住み方のルール

①ゴミの出し方

②台所の使い方

③生活騒音

④お風呂・トイレの使い方

⑤ベランダの使い方

⑥共有部分の使い方

⑦自転車置場・駐車場

（4）電気・ガス・水道

（5）コンビニエンスストアの利用

（6）借りている家を出ることを決めたら

（7）借りている家を出るために

①公的機関（市役所や町役場、学校など）ですること

②家の片付けなど

4. 日本・香川県での生活

（1）日本の生活習慣

（2）香川県の四季

（3）香川県の観光情報

5. お金に関すること

（1）窓口でできること

Kagawa Prefecture Housing Guarantor 
System for Exchange Students
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（2） At an ATM 

（3） Money Transfers from Overseas 

6. Postal Services
（1） The Post Office

（2） Parcel Delivery Services 

7. Telephone, Internet, Television
（1） Telephone 

（2） Internet 

（3） Television 

8. Status of Residence 
（1） Acquiring Residence Status

（2） Extensions to Period of Stay

（3） Changing Status of Residence

（4） 

9. Residence Card 　
（1） 

（2）  

（3） Re-entry Permits 

（4） Returning Your Residence Card 

10.  　
（1） The Basic Resident Registry

11.  
（1） Basic Information about Hospitals 

（2） Medical Charges and Public Health Insurance

（3） For Expectant Mothers 

12.  Looking for Work 
（1） How to Look for Work 

（2） Working Contracts 

（3） Consultation

13. Taxes 
（1） Income Tax

Engaging in Activities Outside Your 
Residence Status

Changes and Procedures Done at the  
City or Town Office
Changes and Procedures Done at the  
Immigration Bureau

Medical Treatment and the 
Health Insurance System

Basic Resident Registry for 
Foreign Residents

（2）機械（ATM/CD）でできること

（3）海外からの送金

6. 手紙や荷物を送りたいとき

（1）郵便局

（2）宅配便

7. 電話・インターネット・テレビ

（1）電話

（2）インターネット

（3）テレビ

8. 在留資格について
（1）在留資格の取得（取る）

（2）在留期間の更新（延ばす）

（3）在留資格の変更（変える）

（4）資格外活動許可の取得（取る）

9. 在留カード

（1）市役所や町役場でする（変更）届け出

（2）入国管理局でする（変更）届け出

（3）みなし再入国許可

（4）在留カードの返納（返す）

10. 外国人住民基本台帳制度

（1）住民基本台帳制度とは

11. 医療と保険制度

（1）病院の基礎知識

（2）医療費と公的医療保険

（3）妊娠したとき   

12. 仕事を探す

（1）仕事の探し方

（2）労働契約

（3）相談窓口

13. 税金

（1）所得税
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（2） Residents’Tax

（3） Consumption Tax

14. The Japanese Education System 
（1） Kindergarten, Day Care 

（2） 

（3） High School and University 

15. Public Transportation 
（1） Rail 

（2） City Buses 

（3） Long-distance Buses

（4） Taxis 

（5） Airplanes 

（6） Ferries 

（7） Bicycle Rental

16. Motor Vehicles 
（1） Driver’s License

（2） Japanese Driver’s License

（3） Owning a Motor Vehicle 

17. Miscellaneous
（1） List of National Holidays  

（2） Weights and Measures 

（3） Clothing Size Guide

（4） List of Embassies and Consulates in Japan

（5）  

（6） 

（7） Japanese Classes in Kagawa 

（8） Kotoden Rail Map

（9） JR & Ferry Route Map 

（10） Map of Central Takamatsu

Elementary School, Junior High School 
(Compulsory Education)

List of International Exchange 
Associations in Kagawa

List of Municipalities in Charge of 
International Affairs Divisions

（2）住民税

（3）消費税

14. 日本の教育制度

（1）保育園・幼稚園

（2）小学校・中学校（義務教育）

（3）高校・大学

15. 公共交通機関

（1）鉄道（電車）

（2）バス（路線バス）

（3）バス（長距離バス）

（4）タクシー

（5）飛行機

（6）フェリー

（7）レンタサイクル  

16. 車・バイク

（1）運転免許証を用意する

（2）日本の運転免許

（3）車やバイクを買ったら

17. その他

（1）日本の祝日・休日

（2）度量衡換算表

（3）洋服などのサイズ表示対照表

（4）在日本大使館・領事館TELリスト

（5）県市町国際交流担当課TELリスト

（6）香川県内国際交流協会TELリスト

（7）香川県内日本語教室リスト

（8）ことでん路線図

（9）JR路線図＆航路

（10）高松市内中心地地図
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TEL：087-837-5908     FAX：087-837-5903
http://www.i-pal.or.jp/
 

TEL：087-837-6003     FAX：087-837-6005
http://tia-takamatsu.jp/ja/
 

TEL：087-832-3028     FAX：087-837-4289
http://www.pref.kagawa.jp/kokusai/

9:00～18:00

休み：月曜日

（月曜日が祝日のときは翌日の火曜日

が休み）

8:30～17:15

休み：土曜日･日曜日・祝日

香川県国際交流協会（アイパル香川内）

高松市国際交流協会（アイパル香川内）

香川県 総務部 国際課

1.  アイパル香川とは
アイパル香川は、香川県に住んでいる外国

人のお手伝いをしています。外国語のでき

るスタッフもいますので、何か困ったこと

があればいつでも相談に来てください。ま

た、県庁にある国際課にも相談してくださ

い。

(1) 日本語を勉強したいとき
 ① 日本語講座

《有料　18回¥3,500-》

毎日の生活で必要な

日本語を勉強できま

す。レベル別に8ク

ラスあります。

か が わ

　　　　　　　    か が わ　　       かがわけん　　　す　                    　がいこく

じん　     　   て つ だ　                                           　がいこくご

                                                                          なに　　こま

                                                 そうだん   　  き 

           けんちょう　　           こくさいか　　    　そうだん

　　　    に ほ ん ご　   べんきょう

          に ほ ん ご こ う ざ

　　　     ゆうりょう          かい

　　　まいにち　　せいかつ　    ひつよう　　

    に ほ ん ご　  べんきょう

　　　　　　　　　　　　　  べつ

かがわけんこくさいこうりゅうきょうかい　　　　　　　　　　 かがわない

たかまつしこくさいこうりゅうきょうかい　　　　　　　　　　 かがわない

かがわけん　そ う む ぶ　こくさいか

やす　　　 　げつようび

  　   げつようび　　しゅくじつ                      よくじつ　 　か よ う び

　　やす

やす　　　　ど よ う び  　にちようび　　しゅくじつ

1. What Is I-PAL Kagawa?
I-PAL Kagawa is a facility that provides 

many helpful services to foreigners living in 

Takamatsu and Kagawa. Please pay us a visit 

or call if you ever need help of any kind. 

I-PAL Kagawa houses both the Takamatsu 

and the Kagawa international exchange 

associations, and staff members speak several 

different languages. You can get help from 

the International Affairs Division in the 

Prefectural Office.

（1） Japanese Language Studies 
 ① Japanese classes

《JPY3,500 for 18 classes》

Classes are separated into 8 different 

levels and focus on Japanese for every-

day living.

Closed on Mondays
(or on Tuesday when Monday is a 
holiday)

Closed on weekends and holidays

Takamatsu International Association
(I-PAL Kagawa)

International Affairs Division, Kagawa Prefecture 
General Affairs Dept.

Kagawa Prefecture International Exchange
Association (I-PAL Kagawa)

－ 1－
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 ② 日本語サロン《無料》

日本語で楽しく話をすることができる

場所です。いつでも遊びに来てください。

毎週火曜日　10:00～12:00

毎週木曜日　18:00～20:00

毎週日曜日　13:00～16:00

 ③ 日本語指導ボランティア

　《有料（交通費だけ）》

毎日の生活で必要な日本語を教えてく

れる日本人の先生を紹介します。

＊あなたの家の近くにも、日本語を勉強

することができる教室があります。

(2) 困ったとき
 ① 人権法律相談《無料》

通訳をつけて、弁護士に相談すること

ができます。先に予約してください。

毎月第3金曜日

【英語・スペイン語・ポルトガル語・ 

中国語・韓国語】

 ② 生活相談《無料》

毎日の生活で困っていることをなんで

も相談することができます。先に予約

してください。

【英語・ポルトガル語・

中国語・韓国語】

　　　 に ほ ん ご　                      むりょう

           に ほ ん ご　 　  たの　　     はなし

　　　 ば し ょ　　　　　　　　　　　　　あそ　　　　き

　　　 まいしゅうか よ う び

　　   まいしゅう もくようび

　　　 まいしゅうにちようび

　　　  に ほ ん ご し ど う

              ゆうりょう　  こうつうひ

　　　 まいにち　　 せいかつ　　  ひつよう　　  に ほ ん ご　　 おし

　　　　　　　 にほんじん　　せんせい　  しょうかい

                                   いえ　    ちか　　                    に ほ ん ご　　 べんきょう

　　                                                  きょうしつ

　　　　こま

　　　じんけんほうりつそうだん　　むりょう

　　　 つうやく　　　　　　　　　　　べ ん ご し　　 そうだん

　　　　　　　　　　　　　　   さき　　 よ や く

         まいつき だい　きんようび

        　　  え い ご　                          　  ご      　　　　　　　　　　　   ご

 　　  ちゅうごくご　　かんこくご

          せいかつそうだん　　むりょう

　　　 まいにち　　せいかつ　 　こま

                そうだん　　                                                          さき　  　よ や く

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　えいご　  　  　　 　　　　     ご

　      ちゅうごくご　かんこくご

 ② Japanese Salon 《no charge》

The Japanese Salon offers a space to 

practice Japanese conversation. Come 

and chat with us!

Tuesdays:  10:00-12:00

Thursdays:  18:00-20:00

Sundays: 12:00-16:00

 ③ Volunteer Japanese instructors（a small 

fee is required to cover instructors’ trans-

portation）

We can introduce you to a language teacher 

who will help you with everyday Japanese.

＊Check here to find a Japanese class 

near you.

（2） Legal and Other Types of Coun-
seling Support 

 ① Legal and Human Rights Counseling 

《no charge》

I-PAL Kagawa can provide you with the 

opportunity to talk with a lawyer, and 

provide an interpreter if necessary. Please 

make a reservation to utilize this service.

Sessions are held on the 3rd Friday of 

every month.  

【English, Spanish, Portuguese, Chinese, 

Korean】

 ② Counseling and support for foreigners 

《no charge》

I-PAL Kagawa can also provide you with 

the opportunity to talk about everyday 

problems. Please make a reservation to 

utilize this service.

【English, Portuguese, Chinese, Korean】

－ 2－
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(3) 通訳が必要なとき
通訳ボランティア《有料》

病院に行くときなどに通訳をつけること

ができます。先に予約してください。

(4) 海外の新聞・雑誌を読みたいとき
交流フロア《無料》では、いろい

ろな国の新聞・雑誌を読んだり、

インターネットを使うことができ

ます。（アイパル香川はFREESPOT

（公衆無線LANが無料で使えると

ころ）です。）

(5) 本を借りたいとき
ライブラリー《無料》で日本や外国の本

を自由に見ることができます。借りるこ

ともできます。

(6) 香川県内を観光したいとき
交流フロアには、県や市が作った、香川県

や四国のパンフレットを一部おいていま

す。《無料》

(7) イベントや会議のために部屋を借
りたいとき

会議室貸し出し制度《有料》があります。

お金を稼ぐという目的でないことに使うの

であれば、部屋を借りることができます。

　　　 つうやく　　 ひつよう

 つうやく                                        ゆうりょう

びょういん　    い                          　           つうやく

                                    さき　　 よ や く

　　　　かいがい　　しんぶん　　ざ っ し　　  よ

  こうりゅう　　                 むりょう　

　            くに       しんぶん　　 ざっし　      よ

                  　　　　　　　　　　  つか

　　　　　　　　　　　　　　かがわ

　こうしゅうむせん　　　　　　　むりょう　　つか

　　　ほん　  　か

                                            むりょう    　　　   にほん　  　がいこく　　ほん

        じゆう　   　み　                                                    　   か

　　　 かがわけんない　　 かんこう

こうりゅう　　　　　　　　　　　  けん　　 し　　  つく　 　　　　　かがわけん

　　　しこく　　　　　　　　　　　　　　　　　　いちぶ

　　　　　　むりょう

　　　　　　　　　              か い ぎ　　　                  へ    や　　   か

 

 かいぎしつ か   　   だ 　　せ い ど 　   ゆうりょう

　　かね　　かせ　　                  もくてき　　                              つか

　　　　　　　　　　  へ  や  　　 か

（3） Interpreting Services 
I-PAL Kagawa can provide an interpreter 

for hospital visits, etc. Please contact us to 

make a reservation for this service. 

《JPY1,000/hour》

（4） Foreign Newspapers and Maga-
zines

You can use our Exchange Floor 

free of charge at any time to enjoy 

magazines and newspapers from 

various countries and to use the 

internet. (I-PAL Kagawa also offers 

free, public wireless LAN service on 

the premises.)

（5） Library
The I-PAL Kagawa library includes a 

selection of books in Japanese and other 

languages, available for browsing free of 

charge. You may also apply to check them out.

（6） Sightseeing in Kagawa
Pamphlets on places of interest in Takamatsu 

and other parts of Kagawa prefecture are 

available free of charge on I-PAL Kagawa’s 

Exchange Floor.

（7） Renting Rooms for Events and 
Meetings

As long as the event or meeting is non-

profit, you can borrow one of I-PAL 

Kagawa’s several meeting rooms for a small 

fee.
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P.14

P.14

(8) みんなに知らせたいことがあるとき
アイパルプラザ掲示板《無料》があります。

アイパル香川に来る人に見てもらいたい情報

を、１階の掲示板に貼ることができます。

2階の事務室で申し込んでください。

掲示期間は１ヶ月です。

(9) あなたが留学生なら
 ① 香川県留学生住宅確保支援制度

アイパル香川が部屋を借りるために必要

な保証人になります。

 ② 高松市私費外国人留学生国民健康保険料

助成制度

高松市に住んでいる私費留学生に限り、

国民健康保険料を年1回¥9,000-まで助

成します。詳しいことは、学校かアイパル

香川（高松市国際交流協会（TEL：

087-837-6003））に聞いてください。

 ★ 通訳等ボランティア派遣制度

アイパル香川では、日本語があまりでき

ない外国人のため、また、外国のことを

知りたい香川県の人のため、ボランティ

アの人たちに協力をお願いしています。

　　　　　　　            し

                                         けいじばん       むりょう

　　　　　　　   かがわ　　  く　　 ひと　 　み　                          　  じょうほう

　　　　　  かい　   けいじばん　　  は

　 かい　　  じ    む  しつ　　  もう　   　こ

けい じ   き  かん　　　　　 げつ

 　　　　　　　　　　　りゅうがくせい

　　かがわけんりゅうがくせいじゅうたくかくほしえんせ い ど

　　　　　　　　　 か が わ　　 へ　や　　 か    　　　　　　　　 ひつよう

         ほしょうにん

　　たかまつし  し   ひ がいこくじんりゅうがくせいこくみんけんこうほけんりょう

　　じょせいせいど

　　たかまつし　　   す　　　　　　 　　 し  ひ りゅうがくせい　　 かぎ

　　こくみんけんこうほけんりょう　　  ねん　 かい　                           　 じょ

　　せい　　　　　　　 くわ　　　　　　　　　　　 がっこう

　　 か が わ　     たかまつしこくさいこうりゅうきょうかい

　　  　　　　　　　　　　　　　　　 き

　　 つうやくとう　　　　　　　　　　　　は け ん せ い ど

　　                          かがわ　　　　　　  に ほ ん ご

　　　　　　がいこくじん　　                                     がいこく

　　 し　             　  かがわけん　　 ひと

　　　　　  ひと　            きょうりょく　　   ねが

（8） Posting Information
The bulletin board on the 1st floor of I-PAL 

Kagawa is available free of charge to put up 

notices about events, etc. Please bring your 

notice or poster to the 2nd floor for approval. 

Notices will be posted for 1 month.

（9） For Exchange Students
 ① Kagawa Exchange Student Housing 

Guarantor System

I-PAL Kagawa will act as the necessary 

guarantor when you apply for housing. 

 ② National Health Insurance Subsidy 

Program for Foreign Students

Takamatsu City provides subsidies of up 

to JPY9,000 per student per year for 

health insurance to exchange students 

living in Takamatsu.

Please contact the Takamatsu Interna-

tional Association (TEL : 087-837-6003) in 

I-PAL Kagawa or your school for details.

 ★ Interpreters, Language and Cultural 
Instructors  

I-PAL Kagawa introduces foreign residents 

who don’t speak much Japanese to 

interpreters or language instructors. I-PAL 

Kagawa also introduces volunteer speakers 

and cultural instructors to interested 

foreign and Japanese residents to foster 

intercultural understanding.
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 ① ボランティアを頼みたいとき《有料》

申請書をホームページからダウンロード

し、メールかFAXで早めに申し込んで

ください。急いでいるときは電話でもか

まいません。

 ② ボランティアになりたいとき

登録申込書をホームページからダウン

ロードして、メールかFAXで申し込む

か、アイパル香川で直接申し込んでく

ださい。

1. 通訳ボランティア

2. 日本語指導ボランティア

3. 日本文化等理解ボランティア

4. 国際理解ボランティア

病院に行くときなどに通訳をする

日本語を教える

外国人に料理、茶道、踊りなどを教える

学校などで外国での体験を話したり、言葉を教えたりする

種類 活動内容
しゅるい

　   つうやく

       に ほ ん ご し ど う

　    に ほ ん ぶ ん か と う り か い

　  こくさいりかい

かつどうないよう

びょういん　 い　                                   つうやく

に ほ ん ご   おし

がいこくじん　　りょうり　　さ ど う　   おど      　         　　おし

がっこう　　　　　　がいこく　　　　たいけん　  はな　　                   こ と ば 　  おし　　

　　　　　　　　　　　　　　たの　　　　　　　　　　　  ゆうりょう

しんせいしょ

      　　　　　　　　　　　　　　　　　  はや　　　　 もう　　  こ

　　　　　　　　　　 いそ                                         でん わ

とうろくもうしこみしょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     もう　      こ

　　　　　　　　　　　　   か が わ　   ちょくせつもう　　  こ

 ① To request one of the above

《JPY1,000/hour》

Download a request form from our 

website and submit it by email or FAX. 

Please phone if you need help urgently. 

 ② To join our list of interpreters, instruc-

tors and speakers 

Download an application form from our 

website or come to I-PAL Kagawa to 

apply out in person.

International speaker

Type of Assistance

Interpreter Interpretation during hospital visits, etc.

Japanese cultural instructor

Japanese instructor Teaching Japanese

Activities

Speaking at schools, etc. about foreign countries 
and languages

Teaching foreigners cooking, tea ceremony, dance, 
etc.
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2.  緊急のとき
(1) 消防車・救急車・警察を呼びたい

とき（TEL：119/110）
家の電話、公衆電話、携帯電話

のどれからでも無料でかけるこ

とができます。電話をしたら落

ち着いて、「何があったか」

「名前、住所、電話番号」を言ってくだ

さい。

 ① 火事が起きたとき

⇒消防車を呼ぶ（TEL：119）

まず大きな声で近所の人に知らせ、消

防署に電話して、消防車を呼びましょ

う。ひとりで消すのは危険な場合があ

ります。

 ② けがをしたり、急な病気になった人を

病院に連れて行くとき

   ⇒救急車を呼ぶ（TEL：119）

消防署に電話して、救急車を呼びま

す。けがや病気が軽い場合は、自分の

車やタクシーで行ってください。

＊外国人の救急患者と救急隊員の間で使

う情報収集シートがあります。

多言語版救急時情報収集シート

（多文化共生センターひょうご）【21言語】

http://www.tabunka.jp/hyogo/119/index.html

＊夜や休みの日にみてもらえる病院があ

なたの家の近くにもあります。

医療ネット讃岐【日本語】

http://www.qq.pref.kagawa.jp/qq/tbn/qqtptbanlt.aspx

きんきゅう

　　     しょうぼうしゃ　きゅうきゅうしゃ　  けいさつ　     よ

いえ　　で ん わ　　  こうしゅうでんわ　　 けいたい で ん わ

　　                                       むりょう                   　

                                              で ん わ                            お

         つ                    　　   なに　　               　　　　　  

   な ま え       じゅうしょ　    でんわばんごう　         　い

　　  か　じ　　   お

           しょうぼうしゃ　   よ

　　             おお             こえ       きんじょ       ひと　　  し        　　　   しょう

       ぼうしょ       で ん わ　　　　　　しょうぼうしゃ　　  よ

    　　　　　　　　　　　　　   け                     き け ん         ば  あい

　　　　　　　　　　　　　　　    きゅう　  びょうき　                   　  ひと

     びょういん　   つ　            い　  

           きゅうきゅうしゃ　     よ

　  しょうぼうしょ　 　 で ん わ　　                 きゅうきゅうしゃ          よ

　　　　　　　　              びょうき　　 かる　　 ば あ い　　         じ ぶ ん

              くるま　　　　　　　　　　　　 い

　がいこくじん　　きゅうきゅうかんじゃ　  きゅうきゅうたいいん　  あいだ　  つか

　　 じょうほうしゅうしゅう

　　　　 たげんごばんきゅうきゅうじじょうほうしゅうしゅう

　　たぶんかきょうせい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げんご

　   よる　    やす　　         ひ　                                           びょういん

                        いえ　　ちか

                     いりょう　　　　　 さ ぬ き　　  に ほ ん ご

2. In an Emergency
（1） Contacting an Ambulance, the 

Fire Department or the Police 
(dial 119 or 110)
Emergency numbers can be reached 

toll-free from your home phone, cell 

phone, or any public phone. When 

making an emergency call, calmly state 

what happened, and give the operator 

your name, address, and telephone 

number.

 ① Fire

　dial 119 for a fire engine

If a fire breaks out, first inform your 

immediate neighbors by shouting “Kaji 

da!” (Fire!). Call 119 to request help. Wait 

for the fire engine to come. It can be 

dangerous to put out a fire by yourself. 

 ② Illness or injury

　dial 119 for an ambulance

Call 119 and request an ambulance. If 

the injury or illness is relatively light, 

drive or take a taxi to the hospital.

 ＊ The ambulance’s emergency medical 

technicians will use a multilingual 

information assessment sheet to 

communicate with foreign nationals  

who don’t speak Japanese.

Multilingual Information Assessment Sheet 

(Tabunka Kyosei Center Hyogo) 【21 languages】
http://www.tabunka.jp/hyogo/119/index.html

 ＊ Check this website to find a hospital 

near you that is open at night and on 

holidays.

The Sanuki Medical Network 【Japanese】
http://www.qq.pref.kagawa.jp/qq/tbn/qqtptbanlt.aspx
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 ③ どろぼうや事故などにあったとき

⇒警察を呼ぶ（TEL：110）

どろぼうにあってものやお金をとられ

た、何か危ないことがあった、などの

場合は、警察を呼びましょう。

(2) 交通事故
 ① 交通事故にあったとき

a. 交通事故にあったら一番に、加害者（事

故を起こした人）の名前、住所、電話

番号、車のナンバーを確認してくださ

い。

b. すぐに警察に連絡してください。警察

が作った事故証明がないと、加害者や

保険会社にお金を払ってもらえませ

ん。後でけがやお金の問題が大きくな

らないように、事故に関係している人

たちだけで話をしないで、必ず警察に

報告してください。

c. けがをしたときは、病院で治しましょ

う。そのとき、診断書と領収書を必ず

もらってください。それがないと、後

で加害者や保険会社からお金をもらう

ことができません。

d. 仕事ができないくらい大きなけがをし

たときは、会社にも伝えておきましょ

う。後で会社から就労証明書をもらっ

て、加害者や保険会社からお金がもら

えるよう、手続きをすることになるか

もしれません。

　　　　　　　　　　　　 じ   こ　　               

            けいさつ　     よ

                                                                                   かね

                   なに　    あぶ

        ば あい　　　　けいさつ　　  よ

    こう つう じ  こ

 こうつう   じ  こ

 こうつう   じ  こ    　　　　　　　　　  いちばん             かがいしゃ　　  じ

   こ　　   お　　               ひと　　        な ま え　   じゅうしょ　   で ん わ

  ばんごう　  くるま　　                               かくにん

　　　　　　　けいさつ　　れんらく　　　　　　　　　　　　　　   けいさつ

　　  つく　　        じ  こしょうめい　　                            か が い し ゃ

　ほ  けん がいしゃ　　         かね　　 はら

              あと　　                          かね　　もんだい　　  おお

　　　　　　　　　　　              じ　こ　 　 かんけい　　                     ひと

　　　　　　             はなし　　                               かなら　 けいさつ　    

 ほうこく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　びょういん　  なお

　　　　　　　　　　　　　　　 しんだんしょ　    りょうしゅうしょ     かなら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    あと

         かがいしゃ    　ほけんがいしゃ　　              かね

　しごと　　　　　　　　　　　　　　　  　  おお

　　　　　　　　　　　かいしゃ　　　    つた

              あと   　 かいしゃ　         しゅうろうしょうめいしょ

　　　　　かがいしゃ　　  ほけんがいしゃ                　 かね

                                 て つ づ

 ③ Burglary or accident

　dial 110 for the police

If you have been robbed or are in 

danger, call the police.

（2） Traffic Accidents
 ① If you are in a traffic accident 

a. If you have been in a traffic accident, 

first confirm the name, address, and 

license plate number of the responsible 

party.

b. Contact the police as soon as possible. 

Without a police-approved“proof of 

accident”form you may not be able to 

claim money from the responsible party 

or your insurance company. It is also 

important to get the police involved so 

that money does not become a big 

problem later on. 

c. If you are injured and have to go to the 

hospital, save your medical charts and 

receipts. Without these you may not be 

able to receive compensation from the 

responsible party’s insurance company.

d. In case you are injured so severely that 

you cannot work, contact your job and let 

them know. You may have to submit 

proof of employment in order to claim 

compensation from the responsible party 

or insurance company.
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 ② 交通事故を起こしたとき

a. けがをしている人がいたら、すぐに助け

なければいけません。必要なら救急車を

呼んでください。

b. 警察に連絡してください。

c. あなたが入っている自動車保険の会社

に連絡します。遅くなると、保険でお

金が払えなくなるかもしれません。

＊日本では事故になった場合、歩いてい

る人が悪かった場合でも車やオートバ

イ、自転車に乗っていた人が責任を負

わなければならないことがあります。

気をつけましょう。

d. どうしたらいいかわからないときや、

けがやお金の問題などで困ったときは、

弁護士などに相談した方がいいでしょう｡

(3) ガスがもれたとき
ガスは使い方をまちがえるととても危険で

す。変なにおいがしたらガスを止めて窓を

あけてください。そのとき、家の中で火を使

P.2 
アイパル香川法律相談《無料》 

法テラス《無料》 

県の交通事故相談所《無料》

＊市役所や町役場にも相談窓口があります。

予約用TEL：087-837-5908 

　　

TEL：0570-078374

TEL：087-832-3137

【英語・中国語・ポルトガル語・
　スペイン語・タガログ語】

【日本語】

　   こうつう   じ  こ　　    お

　　　　　　　　　　　　　　     ひと　　　　　　　　　　 　　　　　  たす

　　　　　　　　　　　　                        ひつよう　　      きゅうきゅうしゃ

   よ

 けいさつ　　れんらく

　　　　　　　　      はい　　                      じどうしゃほけん        かいしゃ　   

　　　　     れんらく　                  　 おそ    　　　　　　　　　  ほ け ん         　

          かね　　はら

　　　  にほん               じ  こ　                            ば あ い      ある

       　　　ひと　    わる　　              ば あ い　　      くるま

　　　　　　　  じてんしゃ  　　 の　　                      ひと　   せきにん　      お

　　　　　　　　　　　   

           き

　　　　　　　　　       かね　　もんだい　　           こま

　　     べ ん ご し　               そうだん　        ほう

　　　　　      つか　　かた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   き け ん

　　　      へん　　                                                             と              まど

　　                        　　　　　　　　　　　　　         いえ　  なか       ひ　　 つか

　　　　　　　　 かがわほうりつそうだん   　むりょう

ほう　　　　　　  　　むりょう

けん       こうつう じ  こ  そうだんじょ　    むりょう

　    し や く し ょ   　ちょうやくば              そうだんまどぐち

え い ご 　  ちゅうごくご　 　 　 　 　 　 　 　 　  ご

　 　 　 　 　   ご 　 　 　 　 　 　 　 　ご

に ほ ん ご 　 　

よ や く よ う

 ② If you cause a traffic accident 

a. Provide assistance if anyone is injured. 

Call an ambulance if necessary.

b. Contact the police.

c. Contact your insurance company. If you 

contact them too late they may not provide 

any assistance.

 ＊ Japanese law holds that the responsible 

party driving a car, motorcycle, or 

bicycle in a traffic accident is at least 

partially responsible for the accident, 

even if a pedestrian is at fault. Let’s be 

careful!

d. You may consult a professional if you are 

unsure of how to proceed, or if financial 

or other problems should arise.

（3） Gas Leak 
Gas can be dangerous when used improp-

erly. If you smell a strange odor, turn off 

your gas and open the windows, and don’t 

For reservations callI-PAL Kagawa Legal and Human
Rights Counseling《no charge》

Houterasu (Japan legal support
center) 《no charge》

＊There are also consultation counters at city and town offices.

【English･Chinese･ Portuguese･
    Spanish･ Tagalog】 

【Japanese】Pref. Traffic Accident Consultation 
《no charge》
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LPガス（いろいろな会社があります。） 

都市ガス（ガスボンベがない場合）

　四国ガス　高松支店

　四国ガス　丸亀支店

ガスボンベに書かれた電話番号

　　
TEL：087-821-8146

TEL：0877-22-2301

わないでください。また、休みでも夜で

も、近くのガス会社に連絡してください。

(4) 落とし物・忘れ物をしたとき
近くの警察署か交番へ行って聞いてみま

しょう。乗り物の中での落とし物や忘れ

物は、駅や営業所にきいてください。　  

また、クレジットカードや銀行のカード

をなくしたときは、カード会社に電話して、

そのカードを使えないようにすることも忘

れないでください。

(5) 自然災害(地震・台風・洪水など)
が起きたとき

日本では地震や台風がよくあります。家

にいると危ないときは、近くの避難所に

避難しなければなりません。テレビやラ

ジオをよく聞いて、自分の住んでいる地

域に「避難勧告」が出ていたら、近くの

避難所に逃げましょう。

避難所とは：食事ができます。水がもらえ

ます。トイレがあります。寝る場所があり

ます。災害の情報があります。無料です。

外国人も使うことができます。

　　　 お　　         もの　　 わす　　もの

ちか　　　　 けいさつしょ　　 こうばん     　 い　　         き

　　　　　　　　   の　　 もの　　 なか　　         お　　        もの　　 わす

もの　　　　 えき　　えいぎょうしょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　 ぎんこう

　　　　                                                  　   がいしゃ     で ん わ

　　　　　　　　　         つか　　　　　　　　　　  　　　　        　  　　   わす

　　　しぜんさいがい　   じしん　　  たいふう　   こうずい

   　　　　  お

  にほん 　　　　 じ し ん　 　 たいふう　　   　　　　　　　　　　　  　　 いえ

　　　                あぶ　                                   ちか　　        ひなんじょ

 ひ な ん

                                 き   　　　　　　じ ぶ ん    　  す                            ち

いき　　  　  ひなんかんこく              で                                  ちか            

 ひなんじょ      に

 ひなんじょ　　　　　　しょくじ　　　　　　　　　　　　みず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ね　　　ばしょ

　　　　　　さいがい　  じょうほう　　　　　　　　　　　　むりょう

がいこくじん　　つか

かいしゃ でんわばんごう

と　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ば あ い

　  し こ く　　             たかまつしてん

　  し こ く　　            まるがめしてん

か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 やす　                よる

               ちか　                     かいしゃ 　 れんらく

light any fires indoors. Contact your gas 

company regardless of what time of day it is.

（4） Lost Items
Check with your local police station or 
kouban police box. If you have left some-
thing in a train, bus or taxi or the like, 
contact the company in charge. If you lose 
your credit card or bank 
card, don’t forget to 
contact the company to 
have the card inactivated.

（5） Natural Disasters 
      (Earthquake, Typhoon, Flood) 
Earthquakes and typhoons occur often in 
Japan. You may have to evacuate to the 
nearest evacuation center if it becomes too 
dangerous to remain in your home. Follow 
the news on the television or radio. If an 
evacuation announcement is made, follow 
the instructions. 
What is an Evacuation Center：An evacu-
ation center is a designated shelter where 
you can have access to food, water, 
restrooms, bedding, and information after 
a natural disaster has 
occurred. Everything is 
free of charge and every-
one is allowed access 
regardless of nationality.

Liquid propane gas (various companies)

Natural gas (if you don’t have a gas tank)

Shikoku Gas, Takamatsu Branch

Shikoku Gas, Marugame Branch

The contact is number written on the gas tank.
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＊「外国人住民のための防災ガイドブック」（香川県総務部国際課）

【日本語・英語・韓国語・中国語・タガログ語・インドネシア語・ポルトガル語・スペイン語】

http://www.pref.kagawa.jp/kokusai/m_disaster/index2.html

＊「災害時多言語情報作成ツール」（自治体国際化協会）【日本語】

災害時に外国人住民に情報を提供するためのツールが10カ国語で用意されています。

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tagengo/tool.html

＊「多言語災害情報文例集」（自治体国際化協会）【日本語】

東北地方太平洋沖地震多言語支援センターで実際配信された多言語（9ヵ国語）

での外国人向け情報がまとめられています。

http://www.clair.or.jp/tabunka/shinsai/mesbasic.html

＊「外国人用地震災害基礎語彙100」（弘前大学人文学部「やさしい日本語」研究会）

http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ100go-zyuni.html

　　  がいこくじんじゅうみん　　　　　　　    ぼうさい     　　　　　　　　　　 か が わ け ん そ う む ぶ こ く さ い か

　　　に ほ ん ご　  えいご　  かんこくご　 ちゅうごくご　　　　　　　　　ご　　　　　　　　　　　　  ご　　　　　　　　　　　ご　　　　　　　　　ご

　　  さいがいじ   た げ ん ごじょうほうさくせい　　　　　　　　　   じ ち た い  こくさいかきょうかい　    　  に ほ ん ご

　さいがい じ       がいこくじんじゅうみん  じょうほう 　ていきょう　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　  か  こ く ご 　  よ う い

         たげんごさいがいじょうほうぶんれいしゅう　　　　じちたいこくさいかきょうかい　　　　 に ほ ん ご

　とうほくちほうたいへいようおきじしんた げ ん ご し え ん 　　　　　　　　　 じっさいはいしん　　　　　　 た げ ん ご　　　　 か  こ く ご

                 がいこくじん む　   じょうほう

　　　がいこくじんようじしんさいがい き  そ  ご  い　　　　　　　　ひろさきだいがくじんぶんがくぶ　　　　　　　　　　　に ほ ん ご　  けんきゅうかい

＊“Disaster Preparedness Guidebook” (Kagawa International Affairs Division)

 【Japanese, English, Korean, Chinese, Tagalog, Indonesian, Portuguese, Spanish】

＊“Multilingual Disaster Information Tool” (CLAIR) 【Japanese】

The Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR) has 
developed a system for the automatic translation of disaster-related information 
into 10 languages. These multilingual notices can then be posted next to the 
Japanese notices, giving foreign evacuees access to accurate information.

＊“Collection of Sample Sentences for Multilingual Disaster Information ”
   (CLAIR)【Japanese】

The following Japanese-only website provides a sample collection of emergency 
information in different languages. The information is for Japanese speakers 
assisting foreigners who cannot read Japanese.

＊“Basic Disaster Information Vocabulary : 100 Words for Foreign Residents”
　(Easy-to-Understand Japanese Research Group, Faculty of the Humanities,
   Hirosaki University)

The following website provides Japanese readings for difficult Chinese characters 
and rephrases some difficult words. All vocabulary is related to disasters. This 
tool is designed for Japanese speakers to make Japanese easier for foreigners to 
understand but you can use it to increase your vocabulary.
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(6) 配偶者から暴力を受けたとき
香川県では、配偶者からの暴力に関する

相談を無料で行っています。秘密は必ず

守られますので、安心して相談してくださ

い。近くの警察署でも相談することができ

ます。

アイパル香川以外は日本語での相談にな

ります。通訳が必要なら、アイパル香川は

通訳ボランティアを派遣します《有料》。

P.2
アイパル香川法律相談

香川県子ども女性相談センター

かがわ男女共同参画相談プラザ

高松市福祉事務所

丸亀市福祉事務所

TEL：087-837-5908

TEL：087-835-3211

TEL：087-832-3198

TEL：087-839-2384

TEL：0877-23-2201

坂出市福祉事務所

善通寺市福祉事務所

観音寺市福祉事務所

さぬき市福祉事務所

TEL：0877-44-5027

TEL：0877-63-6371

TEL：0875-23-3957

TEL：0879-52-6600

　　  はいぐうしゃ　 　　   ぼうりょく　   う

かがわけん　　          　  はいぐうしゃ　　              ぼうりょく　　かん

そうだん　   むりょう　　おこな　　　　　　　　　　　　  ひ み つ　　かなら

まも　　　　　　　　　　           あんしん　　      そうだん

　　　 ちか　　　　 けいさつしょ　         そうだん

　　　　　　　　 か が わ  い が い　       に ほ ん ご　　         そうだん

                        つうやく　  ひつよう　　　　　　　　　　　　　   か が わ

つうやく　　                                  は け ん　　　　　　　　ゆうりょう

　　　　　　　  かがわほうりつそうだん

かがわけん  こ　　　　 じょせいそうだん

   　　　　  だんじょきょうどうさんかくそうだん

 たかまつし ふくし   じ   む  しょ

まるがめしふくし   じ   む  しょ

さ か い で しふくし   じ   む  しょ

ぜ ん つ う じ しふくし   じ   む  しょ

か ん お ん じ し ふくし   じ   む  しょ

             し  ふくし   じ   む  しょ

（6） If You Are a Victim of Domestic 
Violence

Kagawa Prefecture has a counseling service 

for victims of domestic violence. Contact 

one of the following numbers for counseling. 

Confidentiality is guaranteed. You can also 

contact your local police station.

Please note that all services other than the 

counseling offered at I-PAL are in Japanese. 

Please contact I-PAL Kagawa if you need 

an interpreter 《JPY1,000/hour》

Legal and Human Rights Counseling (I-PAL Kagawa)

Kagawa Prefecture Children and Women’s Counseling Center

Kagawa Gender Equality Consultation Plaza

Takamatsu City Welfare Office

Marugame City Welfare Office

Sakaide City Welfare Office

Zentsuji City Welfare Office

Kanonji City Welfare Office

Sanuki City Welfare Office
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東かがわ市保健福祉事務所

三豊市福祉事務所

東讃保健福祉事務所

中讃保健福祉事務所

小豆総合事務所

TEL：0879-25-7830

TEL：0875-73-3665

TEL：0879-29-8253

TEL：0877-24-9960

TEL：0879-62-1373

ひがし　　　　　　し  ほ け ん ふくし   じ   む  しょ

 み と よ し  ふくし   じ   む  しょ

とうさん ほけん ふくし   じ   む  しょ

ちゅうさんほけんふくし   じ   む  しょ

しょうずそうごう  じ   む  しょ

Higashikagawa City Health and Welfare Office

Mitoyo City Welfare Office

Tosan Regional Health and Welfare Office

Chusan Regional Health and Welfare Office

Shozu Regional Office
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3.  家・引越し
(1) 新しい家を探す･借りる
 ① 家を探す

大きく分けて次の2通りがあります。

a. 民間の賃貸住宅 

民間の家やアパートなどを探すとき

は、不動産屋を使うと便利です。不動

産屋は、駅の近くなどにあります。希

望する家賃、広さ、住みたい町などを

言うと、希望にあった家やアパートを

紹介してくれます。

b. 公営住宅

県や市町には、住む家がなくて困って

いる人のための公営住宅があります。

公営住宅は家賃が安いので、入りたい

人が多く、抽選（くじびき）で決める

ことがほとんどですが、給料が高い人

は入れないなど、いくつか制限があり

ます。詳しいことは、県庁や市役所、

町役場にきいてください。 

 ② 家を決めたら

家を借りる時には、家賃（家を借りる

ために毎月払うお金）、共益費（建物

の管理のために集めるお金）のほかに

も、いろいろなお金が必要です。全部

合わせて、家賃の5～6ヶ月分ぐらいに

なります。また、契約する時は、原則

として保証人が必要です。

　　いえ　 　ひ っ こ

 　   あたら   　    いえ　   さが　　     か

　　いえ　　さが

       おお　　　 　わ　　        つぎ　  　とお

       みんかん　　ちんたいじゅうたく

　　 みんかん        いえ　　                                                さが

　　               ふ ど う さ ん や 　　つか　　　　   べ ん り           　　  ふ ど う

    さ ん や             えき　　ちか　　　　                                               き

     ぼう　　       や  ちん　　 ひろ　　        す                    まち　　              

        い                      きぼう　                    　いえ　　                              

      しょうかい

　   こうえいじゅうたく

　　 けん　　しちょう　　　             す　　  いえ　　                   こま

　　　　　　 ひと　　                   こうえいじゅうたく

　　こうえいじゅうたく　   やちん　　  やす　　                   はい

　　 ひと　　おお　　      ちゅうせん　　                                      き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      きゅうりょう　  たか　　 ひと

             はい　                  　　　　　　　　　　　　 　  せいげん

　　　　　　　　  くわ　　　　　　　　　　　　 けんちょう　　しやくしょ

　　 ちょうやくば

　　 いえ　 　き

　    いえ　　  か　　        とき　　　            やちん　 　いえ　　  か

　　　　　　　　 まいつきはら　　        かね　　       きょうえきひ　　 たてもの

　　　　 かんり　　                     あつ　　             かね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   かね　　 ひつよう　　              ぜ ん ぶ

　　  あ　　                      や ち ん　               　      げつぶん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   けいやく　       　とき     　　   げんそく

　　　　　　　   ほしょうにん　　 ひつよう

3. Housing and Moving 
（1） Finding Housing and Renting
 ① Finding housing

Broadly speaking, there are 2 types of 

housing.

a. Private housing

Real estate agents can help you to find 

a private house or apartment to rent. 

(Real estate agents will usually be 

located near the train station in the 

area where you are searching for 

housing.) Tell the real estate agent your 

price range, the size of lodging and the 

neighborhood you prefer, and they will 

help you find a good place.

b. Public housing

Housing owned by the prefecture, 

cities, and towns is available for those 

who cannot find suitable accommoda-

tions. Rent is usually low, so a lottery is 

used to decide from among the many 

people who want to utilize this option. 

In some cases, restrictions (such as 

salary limits) are applied as a condition 

of occupancy. Contact your local prefec-

ture, city or town office for details.

 ② Once you’ve decided on housing  

In Japan, in addition to monthly rent and 

monthly fees for maintenance of common 

areas, the following fees are required 

when you first begin renting. All together 

they comprise the equivalent of about six 

months’rent. You will also need a guaran-

tor when signing the lease.
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a. 敷金　

契約する時、家主に預けるお金で、大

体家賃の1～3ヶ月分です。家を借りた

人がそこを出る時に、まだ払っていな

い家賃や壊れたところをなおすために

使われます。その費用を引いて、残り

があれば返ってきます。

b. 礼金　

契約の時、家主に支払うお金で、大体

家賃の1～2ヶ月分です。家を借りた人

がそこを出るときも返ってきません。

c. 仲介料　

部屋を紹介してくれた不動産屋へ支払

う手数料です。普通、家賃の1ヶ月分を

支払います。

d. 保証人

保証人になった人は、もしあなたがい

なくなったら代わりにお金を払わなけ

ればなりません。ですから、あなたを

信用してくれている、親しい人に頼み

ましょう。どうしても保証人が見つか

らない場合は、保証人代行会社に頼む

こともできますので、不動産屋に相談

してください。

 ★ 香川県留学生住宅確保支援制度

日本国際教育支援協会と契約をしている

県内の大学の学生のために、アイパル

香川が家を借りるために必要な保証人

になることができます。借りる家が

      しききん

       けいやく　      　 とき　　  や ぬ し　 　あず　　             かね　　       だい

た い や ち ん　　　　　　      げつぶん  　　　  　　いえ　 　 か

ひと　　　　　　　　  で　　   とき　　                   はら

　　 や ち ん　　  こわ

つか　　                                       ひ よ う  　　ひ　　               のこ

  　　　　　　　 かえ

れいきん

けいやく　　 とき　　 やぬし　　   しはら        　   かね　　       だいたい

や ち ん　　　　　　       げつぶん　　　　　　いえ　　  か　　        ひと

　　　　　　　　 で　                    　かえ

ちゅうかいりょう

 へ   や      しょうかい　　　　　　　　　　  ふ ど う さ ん や  　　 し は ら

　　 てすうりょう　　             ふつう　　  や ち ん　      　     げつぶん

 し はら

ほしょうにん

ほしょうにん　　　　　　　　  ひと

　　　　　　　　　　　　   か　                    　 かね　　はら

しんよう　　　　　　　　　　　　　　　　   した　　      ひと　　 たの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ほしょうにん　　  み

　　　　　　  ばあい　     　　 ほしょうにんだいこうがいしゃ　　 たの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ふ ど う さ ん や　 　そうだん

かがわけんりゅうがくせいじゅうたくかくほ し えんせいど

にほんこくさいきょういくしえんきょうかい　　けいやく

けんない　    だいがく　   がくせい

 かがわ　     いえ　　  か                                 ひつよう　　 ほしょうにん

　　　   　                                                            か　　　　　 いえ

a. Deposit“shiki-kin”

The deposit amounts to between 1 and 

3 months’rent, and is given to the 

owner when a lease is signed. When a 

tenant moves out, the portion of the 

deposit not used for repairs and upkeep 

is returned.

b. Key money“rei-kin” 

This money amounts to about 1 to 2 

months’rent, and is given to the owner 

when a lease is signed. The money will not 

be returned when a tenant moves out.

c. Agent’s fee“chuukai-ryo” 

A fee of (usually) about 1 month’s rent 

is paid to the real estate agent who has 

helped you find housing.

d. Guarantor“hosho-nin” 

The guarantor is required to pay if you 

fall behind on your rent. It is a good 

idea to pick someone you trust, or who 

you are friendly with. If you cannot find 

anyone to act as guarantor, there are 

companies available who provide one 

for a fee. Ask for details at the real 

estate office.

 ★ Kagawa Prefecture Housing Guarantor 
System for Exchange Students  
I-PAL Kagawa can act as a guarantor for 

exchange students studying at colleges 

registered with the Japan Educational 

Exchanges and Services. Once you have 

found housing, you should pay the 

insurance fee to the Japan Educational 

Exchanges and Services by electronic 
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決まったら、日本国際教育支援協会に

お金を振り込んでください。その保険の

加入者用控と、大学の推薦書、賃貸の

契約書3通を持って、アイパル香川まで

来てください。（詳しいことは、大学で聞

いてください。）
　　　

 ③ 契約書で確認すること

借りて住む家では、部屋の使いかたに

ついてのルールがあります。契約書を

丁寧に読み、どんなことが禁止されて

いるか確認しましょう。

◆例

ペットを飼うこと ・他の人に部屋を貸すこと

・契約で決めた人以外と住む

　こと

住むために借りた部屋を他のことに使

うこと

⇒日本では借りた家を出るときは、その家を元通りにきれいにしてから出

なければなりません。壊したり汚したりしたもの（窓や壁紙など）のお金

は、敷金から払うことになります。契約するときは、最後にどのくらいき

れいにして出なければならないか、確認しましょう。家に初めて入ったと

きも、最初どういう状態か確認しておいたほうがよいでしょう。

部屋に釘を打ったり、

ペンキを塗ること

 き　　                             にほんこくさいきょういくしえんきょうかい

     かね        ふ         こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほ けん

かにゅうしゃようひかえ            だいがく       すいせんしょ　　 ちんたい

けいやくしょ   つう       も　　　　　　　　　　　　　　　  かがわ

 き　　　　　　　　　　　     くわ　　　　　　　　　　　　だいがく      き

                       

　　　

　  けいやくしょ　　かくにん

　　 か　　          す　　  いえ　　               へ　や　  　つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    けいやくしょ

     ていねい　     よ　                                              　  きんし

                       かくにん

 れい

か ほか　　 ひと     　へ   や　　     か

けいやく　　   き             　ひ と い が い　　  す

 す　　　　　　　　　  か　           　へ　や　　　ほか　                  　  つか

へ  や　　くぎ　   う

                   ぬ

　　に ほ ん　　 　   か　     　  いえ　 　で      　　　　　　     　  　　  いえ    もとどお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で

　　                                                    こわ　             よご                                               まど　　かべがみ                 　　　   かね

　　  　しききん　　      はら　　                                              けいやく                                   さいご

　　      　　　　　　で　    　　　　　　　　　　　　　　　　　  かくにん　　　　　           　     いえ　　はじ　　     はい

　　           さいしょ　　                じょうたい　  かくにん

bank transfer. You must also bring a copy 

of your insurance plan, a copy of a recom-

mendation letter from your university, and 

3 copies of your lease agreement to I-PAL 

Kagawa. (For detailed information, please

inquire with your university.) 

 

 ③ Read your lease

There are certain rules that apply 

when renting housing. Read your lease 

carefully and make sure you know 

what is prohibited.

◆Examples

Keeping pets

Using your leased space for a 
purpose other than the one 
indicated on the lease

・Subletting your room
・Living with people not 
on the lease

Hammering nails in 
the walls or painting 
your room

　 In Japan, the lessee (person paying rent) is responsible for restor-
ing the residence to the condition it was in when the lease was signed. 
Any damage to the wallpaper, windows, etc. will be deducted from 
the deposit when leaving. Make sure you have read the lease and 
know what condition you must leave the residence in. It is a good idea 
to note any damage present before you sign the lease, as well.
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(2) 生活を始めるために
 ① 公的機関（市役所や町役場、警察）

ですること

a. 転入届・転居届

外国から来て日本に住み始めた人で、

もらった在留カードに住所が書かれて

いなかったり、まだ在留カードをもら

ってない人は、新しい住所が決まって

から14日以内に新しい住所を知らせて

ください（転入届）。そのとき、家族全員

の在留カードやパスポート（在留カー

ドがまだない人だけ）をいっしょに持

って行ってください。

他の町から引っ越してきた人は、新し

い家に住み始めて14日以内に転入届を

してください。そのとき、家族全員の

在留カードと、前に住んでいた市や町

を出るときもらった転出証明書をわす

れないで持って行ってください。

同じ市や町の中で住所が変わった人

は、転居届をしてください。

b. 国民健康保険や国民年金

初めて保険や年金に入る人は、担当課

で申し込んでください。

もう入っている人は、転入届（転居届）

をするだけで、自動的に保険や年金の

住所の変更ができます。

c. 水道

市役所や町役場の水道課に連絡してく

ださい。

P.50

P.50

　　　せいかつ　　はじ

       こうてききかん  　　 しやくしょ　　  ちょうやくば　　 けいさつ

　 てんにゅうとどけ　てんしゅつとどけ

がいこく　　　　　き　　　に ほ ん　　  す　　  はじ　          ひと

　　　　　　　　ざいりゅう　　　　　　　 じゅうしょ　    か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ざいりゅう

　　　　　　　　 ひと　　　　あたら　　　じゅうしょ　    き

　　　　　　  か   い  ない　  あたら　　　 じゅうしょ　　 し

　　　　　　　　 てんにゅうとどけ　　　　　　　　　　　  かぞくぜんいん

　  ざいりゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいりゅう

　　　　　　　　　　　 　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  も

　　　　 い

ほか　   まち　　　　　ひ　　　こ　　　　　　　　　ひと　　　　あたら

　　いえ　　　す　　 はじ　　　　　　　か　いない　　てんにゅうとどけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かぞくぜんいん

ざいりゅう　　　　　　　　　  まえ　　  す　　　　　　　　　 し　   ちょう

　　 で　　　　　　　　　　　　　　　てんしゅつしょうめいしょ

　　　　　　　　 も　　　　　い

おな　　  し　　　まち　　 なか　　じゅうしょ　　   か　　　　　　　 ひと

　　　  てんきょとどけ

　　こくみんけんこうほけん　　こくみんねんきん

はじ　　　　　ほけん　　  ねんきん　　はい　　 ひと　　　　　たんとうか

　　もう　　  こ

            はい　　　　　　　  ひと　　　てんにゅうとどけ　 てんきょとどけ

　　　　　　　　　　　　　　　 じどうてき 　　　ほけん 　　 ねんきん

じゅうしょ　  へんこう

       すいどう

　　  しやくしょ　　 ちょうやくば　　   すいどうか　　  れんらく

（2） Moving In and Daily Life 
 ① Contacting public offices (city or town 

office, police station)
a. Moving-in Notification, Change of Address 

Notification
If you recently moved to Japan, if for some 
other reason your Residence Card does not 
include your new address or if you have 
not yet applied for a Residence Card, you 
must report your new address within 14 
days of moving by submitting a Moving-in 
Notification. When you submit the form, 
please be sure to take all family members’ 
Residence Cards (or passports for people 
who do not yet have Residence Cards) to 
your nearest city or town office.
If you have moved from another town in 
Japan, you must also submit a Moving-in 
Notification within 14 days of moving into 
your new residence. Please remember to 
bring all family members’ Residence Cards 
and the Moving-out Verification Certificate 
received from your previous city or town.
If you move from one residence to another 
in the same town or city, you must submit 
a Change of Address Notification.

b. National Health Insurance and National 
Pension
To apply for national health insurance and 
national pension, visit the division in charge 
of health insurance and pensions at your 
city or town office. If you are already 
covered, your insurance and pension 
address information will automatically be 
updated when you submit your Moving-in
(Change of Address) Notification.

c. Water utilities
Contact the local waterworks depart-
ment at your city or town office.
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・高松支店

・東かがわ営業所

・観音寺営業所

・坂出営業所

高松市（国分寺町以外）、三木町

さぬき市、東かがわ市

観音寺市、三豊市

坂出市、丸亀市（綾歌町、飯山町）、綾川町、

高松市（国分寺町）、宇多津町

0120-410-761

0120-410-712

0120-410-768

0120-410-740

　　たかまつしてん

　 ひがし　　　　　えいぎょうしょ

　　かんおんじえいぎょうしょ

　 さかいでえいぎょうしょ

たかまつし　　こくぶんじちょういがい　　　　  みきちょう

　　　　　　 し　　 ひがし　　　        し

か ん お ん じ し　　み と よ し

さかいでし　　まるがめし　　あやうたちょう   はんざんちょう　　   あやがわちょう

た か ま つ し　　こくぶんじちょう　　      う た づ ち ょ う

しこくでんりょく

四国電力

P.58

P.64

P.58

P.64

d. 転校（転入）手続き（小・中学校） 

転入届（転居届）を出した後、転校

（転入）を申し込みます。詳しいこと

は、教育委員会に聞いてください。

e. 自動車運転免許証 

新しい住所が分かるものを持って、近

くの警察か運転免許センターで住所を

書き直してもらってください。

 ② 家の準備

a. 電気

近くの電力会社に、住所、名前、電話

番号を知らせます。このとき、「お客様

番号」（毎月の請求書に書かれていま

す）が分かればそれを伝えてください。

・丸亀営業所
　 まるがめえいぎょうしょ まるがめし　  あやうたちょう　 はんざんちょういがい　　      ぜ ん つ う じ し

                       ちょう  ことひらちょう　　たどつちょう

丸亀市（綾歌町、飯山町以外）、善通寺市、

まんのう町、琴平町、多度津町

0120-410-763

　　 てんこう　 てんにゅう　  てつづ　　     しょう    ちゅうがっこう

てんにゅうとどけ　 てんきょとどけ　　　　   だ　　　　　あと　　  てんこう

　　てんにゅう　　　  もう　　  こ　　　　　　　　  くわ

            きょういくいいんかい　    き

　　 じどうしゃうんてんめんきょしょう

　  あたら　    　じゅうしょ　　 わ　　                             も　　              ちか

                   けいさつ　　  うんてんめんきょ　　                         じゅうしょ

        か　　 なお

　   いえ　  じゅんび

　　で ん き

      ちか　    　   でんりょくがいしゃ　　     じゅうしょ　　なまえ　　 で ん わ

      ばんごう　　  し　　                                                                きゃくさま

       ばんごう　　     まいつき　　 せいきゅうしょ　     か

                  わ　　　　　　　　　    つた

Shikoku Power

Takamatsu 
Branch

Takamatsu-shi (except Kokubunji-cho), 
Miki-cho

Higashikagawa
Branch

Sanuki-shi, Higashikagawa-shi

Kanonji 
Branch

Kanonji-shi, Mitoyo-shi

Sakaide 
Branch

d. Changing schools (elementary and junior 
high school)
After submitting your Moving-in (or 
Change of Address) Notification, you 
need to apply for a change of school 
notification. Please inquire with your local 
school board for detailed information.

e. Driver’s license
Bring proof of your new address to the 
local police station or driver’s license 
center and have them write the new 
address on your license.

 ② Housing
a. Electric utilities

Notify the local power company of your 
address, name, and telephone number. If 
you have a“customer number”(written
on your bill every month), inform them of 
that as well. 

Marugame 
Branch

Sakaide-shi, Marugame-shi (Hanzan-cho, Ayauta-
cho), Ayagawa-cho, Takamatsu-shi (Kokubunji-
cho), Utazu-cho

Marugame-shi (except Ayauta-gun, Hanzan-cho), 
Zentsuji-shi, Manno-cho, Kotohira-cho, Tadotsu-
cho
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b. 電話（NTTなら116）

新しい家に電話回線がある場合は、住

所とその家に入る日を知らせます。他

の電話会社を使っている場合は、その

会社に言ってください。

 ③ 隣・近所の人達とのお付き合い

日本では、引越してきた人が隣の人に

500円程度の品物を持ってあいさつに行

くのが一般的です。近所の人と顔見知り

になることはとても大切ですし、地域の

いろいろな情報をもらえるかもしれませ

ん。あなたの名前やどんなことをしてい

るかなど、簡単な自己紹介をしましょう。

 ★ 町内会・自治会

日本では、それぞれの地域に、町内会

もしくは自治会と呼ばれる組織があり

ます。町内会や自治会では、市役所や

町役場、保健所などからの情報を紙に

書き、それを家から家に順番に渡して

いく「回覧版」で、みんなが新しい情報

を知ることができるようにしています。

つうわりょうむりょう

フリーダイヤル（通話料無料）

中国電力

・小豆島営業所

・岡山営業所

ちゅうごくでんりょく

　　しょうどしまえいぎょうしょ

　 おかやまえいぎょうしょ

しょうどしまちょう　  とのしょうちょう

なおしまちょう

小豆島町、土庄町

直島町

0120-414-267

0120-411-353

   で ん わ

あたら　　  　 いえ　　 でんわかいせん　　　　　 　 ば あ い  　　　 じゅう

 しょ　　　　　　  いえ　　はい　　  ひ　   　 し　　                           ほか

 　 でんわがいしゃ　　つか　                   　 ば あ い

かいしゃ　　 い

 となり　 きんじょ　　 ひとたち　　　　　    つ　   　あ

　  に ほ ん　　　　　    ひ っ こ   　　　　　　　   ひと　  となり     ひと

  　　　 えん ていど         しなもの　　 も　　　　　　  　　　　　　　　  い

　　　　　　   いっぱんてき   　　　　  きんじょ      ひと　  かお  み  し

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいせつ　　                   ち い き

　　                         じょうほう

　　　　　　　　　　　　　な ま え

　　　　　　　　　    かんたん      じこしょうかい

 ちょうないかい　　じ ち か い

　 にほん　　　　　　　　　　　　　　  ちいき　　　   ちょうないかい

　　　　　　　　     じ ち か い　  　 よ　　　　　　　 そ  しき

　　　　　　  ちょうないかい　　 じ ち か い　　　　　　　 し や くしょ

  ちょうやくば　　  ほ け ん じ ょ　                        　 じょうほう      かみ

　 か　　　　　　　　　　　 いえ　　　　 いえ　 じゅんばん　  わた

　　　　　　  かいらんばん　　　　　　　　　　　　　  あたら         じょうほう

   　　 し

b. Telephone (116 if NTT) 
If your new residence already has a 
phone line, call the company and inform 
them of the address and the day you are 
moving in. If you have service through a 
different company, notify them. 

 ③ Meeting with the neighbors
In Japan, it is customary to greet your 
immediate neighbors and give them a 
small gift (about JPY500) after moving 
into a new residence. It’s important to 
know who lives around you, and you 
might learn something useful about the 
area. Introduce yourself with your name 
and some simple fact(s) about yourself.

 ★ Neighborhood Associations
Neighborhood associations are a part of 
life in Japan. The chonai-kai or jichi-kai 
gather information from city offices and 
distribute it to houses so that everyone 
stays updated. Information is usually 
shared by notices, called kairanban, that 
are passed from one house to the next. In 
addition, neighborhood associations host 
various events, both social and practical, 
such as festivals and community training 
in earthquake, fire and disaster prevention 
and control. All neighborhood association 

Toll Free Call

Chugoku Power

Shodoshima 
Branch

Shodoshima-cho, Tonosho-cho

Okayama 
Branch

Naoshima-cho
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また、イベントや、防犯活動、防災訓

練（火事や地震のときにどうしたらい

いか勉強や練習をする）などを一緒に

しています。このような活動のための

お金は、みんなで少しずつ出しあって

います。外国人も町内会や自治会に入

ることができますので、町内会の人た

ちと会ったときに詳しいことをきいて

ください。

(3) 住み方のルール
アパートなどではみんなが気持ちよく生

活するためにも「住み方のルール」を守

ることがとても大切です。

 ① ゴミの出し方

ゴミを出す時間、曜日、場所、分け方な

どは、あなたの住んでいるところによっ

て違います。日本ではきちんとゴミを分

けて捨てることはとても大切なことで

す。詳しいことは、不動産屋か近所の

人、市役所や町役場にきいてください。

 ◆ 確認すること

a. 集める曜日と時間はいつ？

b. 集める場所はどこ？

c. 市役所や町役場が決めたゴミ袋は？

d. ゴミの種類と分け方、

   出し方は？

                                                           ぼうはんかつどう　　  ぼうさいくん

  れん　　   か　じ　      じ し ん

　            べんきょう    れんしゅう　　　　　　　　　　　　　　  いっしょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつどう

　　  かね　　　　　　　　　　　　   すこ　　　　 　　 だ

　　　　               がいこくじん       ちょうないかい            じ   ち  かい　　 はい

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょうないかい   　 ひと

　　　　　    あ　　　　　　　　　  　 くわ

　　    す　　 かた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き　も                     せい

かつ　                                      　  す　　  かた　　　　　　　　　　　　  まも

　　　　　　　　　　　　　　たいせつ

　　　　　　　　 だ　　 かた

　　　　　　　　 だ　　  じ か ん　    よ う び        ば し ょ　　 わ　　  かた 

                                      　　　  す     　　　　　　　    　　　　　　

            ちが                　　   に ほ ん              　　　　　　　　　　　　　  わ

                    す　　　　　　　　　　  　　　　　　   たいせつ　　   　　　

             　  くわ                                       ふ ど う さ ん や       きんじょ

      ひと　   し  やくしょ　   ちょうやくば

       かくにん

         あつ　　      ようび　　  じかん

         あつ　　       ばしょ

        し や く し ょ　　ちょうやくば　 　 き　　                  ぶくろ

　　　　　　　　   しゅるい　　 わ  　　かた

         だ　　  かた

members pay a 
minimum annual fee 
to help cover the cost 
of events and materi-
als. Foreign residents 
can also join their 
local neighborhood 
association. Ask a 
member in your area 
for details.

（3） Everyday Etiquette 
In order for everyone to live together 
peacefully, it is important to follow these 
basic rules of “everyday etiquette” . 

 ① Garbage
In Japan, garbage is divided into different 
types and each type is collected on 
different days depending on where you 
live. It is very important to sort your 
garbage carefully. Garbage that is not 
sorted properly or that is put out on the 
wrong day will not be collected. The 
garbage will rot, smell, attract vermin and 
upset your neighbors. Someone else will 
have to open up your bags and do what 
you should have done in order for it to be 
collected. So ask a local real estate agent, 
neighbor, or your city or town office for 
details about which type of garbage is 
collected on which day and ask your real 
estate agent or neighbors where the 
correct pickup location is. Burnable and 
non-burnable/crushable refuse must be 
disposed of in designated garbage bags 
sold at the supermarket.

 ◆ Please be sure to: 
a. Sort your garbage properly.
b. Put your garbage in the right garbage bags.
c. Put the right type of garbage out on the right day.
d. Put your garbage out in the right location.
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 ◆ 例（高松市のゴミの種類）

a. 資源ゴミとは？

古い新聞や雑誌、カンやビンのように、

資源としてもう一度使えるものは、資

源ゴミとして他のゴミと分けて集める

地域があります。何が資源ゴミになる

か、どう分けるかは、地域によって違

います。

b. 粗大ゴミ（大型ゴミ）とは？

電気製品（c.のゴミ以外）、家具などの、

大きなゴミのことです。集め方は、地

域によって違います。

燃やせるゴミ 破砕ゴミ

（燃やせないゴミ）

有害ゴミ
も

かみ　　ぬの そ だ い　　おおがた たいしょう

も は さ い ゆうがい し げ ん

＊a　資源ゴミ(ビン・
　 　 カン･ペットボトル）

＊c　リサイクル対象
　    ゴミ

＊b　粗大（大型）ゴミプラスチックゴミ紙・布

れい　　たかまつし　　　　　　　　しゅるい

し げ ん

ふる　   しんぶん　　ざ っ し

し げ ん   　　　　　　　　　  いちど  つか　                                　 し

げん　　　　　　　　　 　 ほか　　                    わ　　         あつ

ち い き　　　                             なに　 　し げ ん

   　　　　　　　  わ　　                            ち い き   　　　　　　　  ちが

そ だ い　　　　       おおがた

で ん きせいひん　　　　　　　　     い が い　　   か　ぐ

おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  あつ　　かた　　         ち

いき　　　　　　　   ちが

a. What are recyclables?

Things that can be recycled and reused, 

such as newspapers, magazines, cans and 

bottles belong in the recyclables 

category. Items categorized as recyclable 

differ from one area to another so please 

check what is accepted in your area.

b. What is oversized garbage?

Electrical appliances (except those 

listed under c.), furniture, and other 

large items. Rules and days for pickup 

of oversized garbage differ by area.

Burnables

Paper, fabric ＊b  Oversized 
       garbage

Plastics

Dangerous items

Non-burnables/
crushable

＊a　Recyclables

 ◆ Examples: Garbage categories in Taka-
matsu city.

＊c  Recyclable
       appliances
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c. リサイクル対象ゴミ（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫、洗濯機）とは？

大きくてもこれらは粗大ゴミとして簡

単には出せません。捨てるときはお金

がかかります。捨てたいときは、買っ

た店か、新しく買う店に、持って帰っ

てもらいます。店が持って帰ってくれ

ないときは、市役所や町役場に捨て方

をきいてください。

 ② 台所の使い方

流しに、ゴミや使った後の油などを捨

てないでください。水が流れなくなり

ます。また、川や海を汚すことにもな

ります。油を捨てるときは、新聞紙な

どで油を拭き取り、燃えるゴミとして

捨ててください。

 ③ 生活騒音

あなたがうるさいと思わない音でも、

隣や近所の人には迷惑になっているか

もしれません。あまり大きな音をたて

ないようにしましょう。特に、夜遅く

や朝早い時間には注意しましょう。

  　　　　　　　　　 たいしょう

　　　　れ い ぞ う こ　　せ ん た く き

おお　                                           　  そ だ い　                          　かん

たん　       　 だ　　                             す　　                                 かね

                                             す　                                        　  か

      みせ　　     あたら　　       か　　  みせ　　        も　　         かえ

                                           みせ　 　 も　        　 かえ

                               　　し や く し ょ　　ちょうやくば　　   す　　  かた

 だいどころ　  つか　　かた

なが　　　　　　　　　　　　  つか　       　あと　  あぶら　　              す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   みず　　 なが

　　　　　　　　　　　　 かわ　　 うみ　　 よご

　　　　　　　　あぶら　　 す　　　　　　　　　　　　　  しんぶんし　　

　　　  あぶら　　 ふ　　   と　              も

  す

せいかつそうおん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   おも　            　 おと

となり　　きんじょ　　ひと       　　めいわく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  おお　　　　おと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とく　　　 　よるおそ

       あさはや　　 じ か ん　　      ちゅうい

c. What are recyclable appliances?

These include electronic appliances, such 

as air conditioners, televisions, refrigera-

tors, washing machines. Although they 

are large, do not put them out with 

oversized garbage. You must pay a fee to 

dispose of recyclable appliances. When 

you buy a new appliance, ask the store to 

take the old one away, or inquire at your 

city or town office.

 

 ② In the kitchen

Do not dispose of liquid food items such 

as sauces, salad dressing or cooking oil by 

pouring them down the sink because 

they may clog the plumbing and pollute 

the environment. Instead soak them up 

with newspaper, used cloth, etc. and 

throw them in the 

burnable garbage.

 ③ Noise

Even noises that do not seem particu-

larly loud to you may be a nuisance to 

others. Try not to make too much noise, 

especially late at night or early in the 

morning. Some noises that may bother 

people late at night or early in the 

morning are as shown below.
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テレビ、ラジオ、ＣＤなどの音  楽器の音 大声での会話

掃除機や洗濯機の音 シャワーやお風呂の音 ドアを開けたり閉めたりする音

◆例

 ④ お風呂・トイレの使い方

日本は湿気が多くカビがはえ

やすいので、窓を開けたり換

気扇を回したりして、空気を

入れ替えましょう。お風呂に

入るときは、次に入る人のた

めにお湯に入る前に必ず体を

洗い、タオルや石鹸でお湯を

汚さないようにしましょう。

お風呂やトイレの排水管がつ

まると、水があふれだしてし

まい、周りの人に大きな迷惑

　    ふ  ろ　　                          つか　　かた

 に ほ ん　　 し っ け　　 おお

　　　　　　　　　　　　 まど　  　あ                     かん

 き せ ん　　 まわ          　　　　　　　　　　 くうき

 い          か　　　　　　                              ふ　ろ　　 

 はい　　                           つぎ       はい　　ひと

　　                ゆ　　  はい       まえ　   かなら  　からだ

 あら　　　　　　　　　　　　　せっけん　　　  　 ゆ

よご

  　　 ふ  ろ                                  はいすいかん

                          みず

                    まわ　　       ひと　   おお           　めいわく

おと

そ う じ き　　せんたくき　　おと ふ   ろ 　  おと あ

が っ き 　　おと おおごえ　　  　 か い わ

 れい

し おと

　　　 ④ Toilet and bath

Japan is very humid in the 

summer and mold grows readily; 

open windows and/or use vent 

fans to dehumidify the bath and 

washroom areas.

In public baths, be sure to wash 

your body first before getting into 

the water. Do not take your towel 

or soap into the bath water. These 

rules keep the water clean for 

everyone using the bath.

Because plumbing is often shared 

TV, radio, and CD players Loud conversationsMusical instruments

Vacuum and washing 
machine

Opening and closing doorsShower and bath

◆Examples
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をかけてしまいます。排水溝にたまっ

た髪の毛などはできるだけとりましょう｡

排水管をつまらせて下の階が水浸しに

なってしまった場合は、弁償しなけれ

ばなりません。

日本のトイレではトイレットペーパー

を流してもかまいませんが、ティッシ

ュや生理用ナプキンは絶対に流さない

でください。

 ⑤ ベランダの使い方

ベランダで布団を干すときや、

鉢植えの木や花を育てるとき

は、それらがベランダから落ち

ないように気をつけましょう。

ベランダに緊急の時に逃げる

ための穴がある場合は、その

穴のふたの上にものを置かな

いようにしましょう。隣の部

屋との間にある壁の前も同じ

です。

 ⑥ 共有部分の使い方

階段や廊下は共有部分です。地震や火

事のとき、ここは逃げるための道とし

て使われるので、あなたの物を置いて

はいけません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   はいすいこう

　   かみ 　   け

 はいすいかん　　　　　　　　　　　　   した　　 かい 　  みずびた

　　      　　　　　　　　　　    ば あ い　　       べんしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  

 に ほ ん

　　なが

         　せ い り よ う   　　　　　　　　　  ぜったい       なが

　　　　　　　　　   つか　　かた

　　　　　　　　　 ふ と ん　　  ほ

は ち う　　         き　　  はな　　そだ

　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　 お

　　　　　　　　　  き

　　　　　　　　　  きんきゅう  　 とき　　   に

　　　　　   あな　                ば あ い

あな　　                   うえ　　　　　　　　  お

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   となり　    へ　

 や　      　 あいだ  　        　 かべ       まえ　　 おな

きょうゆうぶぶん　　つか　　かた

かいだん　　 ろ う か　　  きょうゆうぶぶん  　　　　　    じ し ん　   　か

  じ　　　　　　　　　　　　　　　   に　　　　　　　　　   　みち

       つか　                  　　　　　　　　　　　　 　  もの　     お 

between apartments, take care not to let 

your drains become clogged. Keep the 

drain clear of hair and other things. If you 

clog the drain and the resulting backup 

causes water damage to the apartment 

below you, you may be responsible for 

paying for the damage.

It is okay to flush toilet paper in Japan. 

However, DO NOT flush tissues or 

sanitary napkins, or anything else.

⑤ Verandah 

If you are airing a futon or 

keeping plants on the veran-

dah, secure them firmly so that 

they cannot fall off. If there is 

an emergency escape hatch 

built into your verandah, do not 

place anything on top of it. The 

same applies to the partition 

separating your verandah from 

the neighboring one.

 ⑥ Common areas

Halls and stairways are common areas. 

Because halls and stairways must be 

used by everyone in an evacuation, do 

not keep anything in these areas.

－ 23 －



⑦自転車置場・駐車場

自転車は、通る人の邪魔にならないよ

う、決められた場所におきましょう。

もし車を持っている場合は、車を道に

とめるのではなく、駐車場を借りなけ

ればいけません。

(4) 電気・ガス・水道
①料金の支払い方

送られてきた請求書に書かれた金額を、

支払い期限（この日までに払わなけれ

ばいけないという日）までに、銀行や

郵便局、コンビニエンスストアなどで

支払います。あなたの銀行口座から、

自動的に引き落とすこともできます。

②電気を使うとき

日本の電圧はどこでも100ボルトですが、

周波数は西日本が60ヘルツ、東日本で

は50ヘルツです。電圧や周波数が違う

電気器具は、使えないことがあるので

注意しましょう。

電気器具を一度にたくさん使うと、ア

ンペアブレーカーが切れることがあり

ます。そのときは、使っている電気器

具を減らし、ブレーカーのつまみをあ

げ、スイッチを入れてください。

じ て ん し ゃ お き ば　ちゅうしゃじょう

 じ て ん し ゃ　　      とお　　ひと　　  じ ゃ ま

              き　                    　ば し ょ

           くるま　　 も　　                      ば あ い　　      くるま　　みち

             　　　　　　　　　　　　　　  ちゅうしゃじょう　　  か

    で ん き　        　　　　    すいどう

りょうきん　　し は ら　　かた

おく　　　　　　　　　  せいきゅうしょ　　 か　　              きんがく

し は ら　　   き げ ん　　               ひ　              　 はら

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ　　　　　　　　　　　 ぎんこう

ゆうびんきょく

し は ら　　　　　　　　　　　　　　  　　  ぎ ん こ う こ う ざ

じどうてき　　  ひ　　   お

でんき　 　つか 

に ほ ん　　でんあつ

しゅうはすう　　に し に ほ ん　　　　　　　　　　　　   ひがしにほん

　　　　　　　　　　　　　　　　 でんあつ　　  しゅうはすう　    ちが

で ん き き  ぐ 　       　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ちゅうい

で ん き き ぐ　　 い ち ど　　　　　　　　　　   つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    き

　　　　　　　　　　　　　                  つか　　                    で ん き き

 ぐ　   　へ   

      　　　　　　　　　　　　 い

 ⑦ Bicycle and car parking

Park your bicycle in the assigned 

location, out of the way of passing 

pedestrians. Park your car in an 

approved parking lot, not on the street.

（4） Electricity, Gas, and Water
 ① Payment

You can pay your utility bills at the 

bank, post office, or convenience store, 

or arrange to have payment automati-

cally withdrawn from your bank 

account every month. Make sure to pay 

on time!

 ② Electricity

The voltage in Japan is 100 volts wher-

ever you are, but western Japan and 

eastern Japan are divided into frequen-

cies of 60 and 50 hertz respectively. 

Keep in mind that appliances you were

able to use in one region may not be 

usable in another. If you use too much 

electricity at one time, you may trip the 

breaker. If the power goes off for this 

reason, turn off some electrical devices 

and flip the breaker to restart power.
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③ガスを使うとき 

家で使うガスは、「都市ガス」と「LP

ガス」の2種類があります。地域によっ

て種類が違います。ガスの種類に合わ

ないガス器具を使うなど、使い方をま

ちがえるととても危険なので、注意し

てください。 

④水道を使うとき 

水が出なくなったり、水道管から水が

漏れているなど、こわれた時も、市役

所や町役場に連絡してください。

(5) コンビニエンスストアの利用
日本では24時間あいているコンビニエ

ンスストアがどこにでもありますが、

食べ物や生活で使うものを売っているだ

けでなく、いろいろなことができます。

① ガスや水道などの公共料金やインター

ネットショッピングなどの代金を払う

② コピーをとる、FAXを送る

③ 手紙、宅配便（又は郵便小包）を送る

④ チケットを予約する、買う（イベント、

バスなど）

⑤ ATMを使ってお金をおろす

(6) 借りている家を出ることを決めたら
① 賃貸借契約（家を借りる契約）の解約

（契約をやめる）の通知（知らせる）

部屋や家を借りている人は、解約した

い日の1～2ヶ月前に、家主にそれを言

                       つか

      いえ　　つか　　                                 と　し

                                 しゅるい　　　　　　　　　　　　  ち い き

　　　   しゅるい　　 ちが　　  　　　　　　　　　　　　 しゅるい　 　 あ

　　　　　　　　　　  き   ぐ        つか                   　　  つか　　かた

                             　　　　　　　　    き け ん 　　                   ちゅうい

　　すいどう　　つか

　　みず　 　 で　　　　　　　　　　　　　　　  すいどうかん　　　　 みず

　　 も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とき　       　 し や く

     しょ　　ちょうやくば　　れんらく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   り よ う

に ほ ん　　　　　    じ か ん

　　　　　　　　　　　

 た       もの　　せいかつ　  つか　　  　　　　　  う

　　　　　　　　 すいどう　　             こうきょうりょうきん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だいきん　　はら

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おく

　　 て が み　　たくはいびん　　また　　ゆうびんこづつみ　　      おく

　　　　　　　　　　　   よ や く　             　 か

　　　　　　　　   つか　　            かね

　　　か　　                   いえ　    で　　 　　　　　　 き

　    ちんたいしゃくけいやく　    いえ　　  か　　         けいやく　　       かいやく

            けいやく　　　　　　　　　　　       つ う ち　　  し

       へ　や　      いえ　　  か　　  　　　　　　 ひと　　　　  かいやく

　　        ひ　　                かげつまえ 　　　    や ぬ し　　                      い

 ③ Gas

Depending on where you live, you may use 

either natural gas or liquid propane (LP) 

gas. Make sure that the appliances you are 

using comply with the type of gas you 

have, and that you use them properly. 

Failure to do so can be very dangerous.

 ④ Water

If your water stops or you notice a leak or 

other damage somewhere, contact your 

city or town office as soon as possible.

 

（5） Convenience Stores  
Japan has 24-hour convenience 

stores just about everywhere, and 

they offer many services in 

addition to selling food and goods! 

At convenience stores, you can :

 ① Pay for utilities and goods bought online 

 ② Make copies and send faxes

 ③ Send letters and small packages

 ④ Reserve and purchase tickets (to events, 

for travel, etc.) 

 ⑤ Withdraw money from the ATM

（6） Moving Out
 ① Inform the owner of your intent to 

move out 

You are generally required to give 1 to 

2 months notice before the date of your 
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わなければなりません。どうしたらい

いかは契約書に書いてあります。

②引越会社に頼む

日本にはたくさんの引越会社がありま

す。頼む前に値段を比べたほうがいい

でしょう。

(7) 借りている家を出るために
① 公的機関（市役所や町役場、学校など）

ですること

a. 水道

市役所や町役場の水道課に連絡してく

ださい。

b. 国民健康保険（入っている人だけ）

保険証を返してください。同じ市や町

の中で引っ越す人は、転居届をしてく

ださい。

c. 転校（転出）手続き（小・中学校）

今行っている学校に、いつ引っ越すか

知らせてください。

d. 転出届・転居届

外国や他の市や町に引っ越す場合は

転出届をして、転出証明書を忘れない

でもらってください。後で他の市や町

で住み始めたときに、市役所や町役場

で出さなくてはなりません。引っ越し

の14日前から届け出ができます。

同じ市や町の中で引っ越す場合は転居

届をしてください。

 

                  けいやくしょ　 　か

ひっこしがいしゃ　　たの

 に ほ ん　　　　　　　　　　　　　　    ひっこしがいしゃ

　　　　 たの　　まえ　　  ねだん   　  くら

　  か　　                     いえ　 　 で

こうてききかん  　 し や く し ょ　　ちょうやくば　　がっこう

 すいどう

  しやくしょ　　  ちょうやくば         すいどうか　     れんらく

 こくみんけんこうほけん  　 はい　　                  ひと

 ほけんしょう　　 かえ　　　　　　　　　　　　　　  おな　　  し　　ちょう

       なか　　   ひ　      こ　  　ひと　　      てんきょとどけ

 てんこう　  てんしゅつ　  てつづ　      　しょう  ちゅうがっこう

 いま  い　                    　 がっこう　　                      ひ　　   こ

  し

てんしゅつとどけ　てんきょとどけ

  がいこく　     ほか　     し　    ちょう　     ひ　       こ　        ば  あい

てんしゅつとどけ　                    てんしゅつしょうめいしょ　    わす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あと　    ほか　     し　   ちょう

         す　     はじ　                                     し  やくしょ　   ちょうやくば

         だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　       こ

               か まえ　         とど　     で

 おな　     し       ちょう     なか        ひ         こ          ば あい        てんきょ

とどけ

move. Check your contract for the 

proper procedures.

 ② Find a moving company

Japan has many different moving compa-

nies so it is a good idea to compare prices.

（7） Before Moving Out
 ① Contacting public offices (city or town 

office, school)  

a. Water utilities

Inform the local waterworks department 

at your city or town office that you will 

be moving.

b. National Health Insurance (if you are 

enrolled)

Return your insurance card. Those who 

are moving to a new residence in the 

same city or town must submit a 

Moving-out Notification.

c. Changing schools (elementary and junior 

high school)

Let your current school know when 

you will be moving. 

d.Moving-out Notification, Change of Address 

Notification

If you move to another country, city, or 

town, you must submit a Moving-out 

Notification, which can be submitted from 

14 days before you leave. At that time, be 

sure to receive a Moving-out Verification 

certificate to submit to the local public 

office of the next city or town to which you 

move.

If you move from one residence to another 

in the same town or city, you should submit 

a Change of Address Notification.
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 ② 家の片付けなど

a. 電気・ガス

今住んでいるところと、これから新し

く住むところにある営業所（店）に、

住所、名前、電話番号、引っ越す日を

知らせます。このとき、電気、ガス､

水道の検針票（今月いくら使ったかを

知らせる紙が毎月来ます）か、領収書

にある「お客様番号」を言ってくださ

い。

b. 電話（NTTならTEL：116）

今住んでいるところに電話がある場合

は、NTTに引っ越す日を知らせます。

他の電話会社を使っている場合は、そ

の会社に言ってください。

c. ゴミの整理

ゴミが一度にたくさん出ますが、きち

んと分けて捨ててください。また、お

金を払って、ゴミを集める専門の会社

に持って帰ってもらうこともできます。

テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機

は、買ったときの店や、新しく買う店

に持って帰ってもらえるよう頼んで、お

金を払ってください。

d. 郵便　

郵便局で転居届を出すと、1年間は新

しい住所（国内だけ）に郵便物を送っ

てもらえます。

いえ　　か た づ

で ん き

 いま す   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    あたら

        す　　　　　　　　　　　　　　    えいぎょうしょ 　みせ

じゅうしょ　  な ま え　    でんわばんごう　　   ひ　　    こ　   　 ひ

  し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     で ん き

    すいどう　  けんしんひょう　 こんげつ　　              つか

    し　　               かみ　　まいつき   き　　                           りょうしゅうしょ

  　　　　　　　　　　 きゃくさまばんごう  　　       い

 

で ん わ

いま  す　　                                              で ん わ　　　　　　    ば あ い

　                            　 ひ　　   こ　　   ひ　　   し　　   　　　　　　　　

 ほか　　  でんわがいしゃ　　  つか                          ば あ い

       かいしゃ　   い

                  せ い り

           い ち ど　　　　　　　　　　　で

　　　　   わ　　　　　 す

 かね　　はら　　　　　　　　　　　　  あつ　　　　  せんもん      かいしゃ

　　  も　　       かえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　       れ い ぞ う こ　　 せ ん た く き

　　　　   か　　                           みせ　     　あたら　　       か        みせ

　　  も　       　かえ　　                                          たの

 かね　  はら

 ゆうびん

 ゆうびんきょく　   てんきょとどけ　　  だ　　                   ねんかん　  あたら

            じゅうしょ　　こくない　　                  ゆうびんぶつ　　  おく

 ② Preparing your house for moving out

a. Electricity and gas

Inform your current utilities companies 

and their branch offices in your new 

location of your current and next 

address, your name and phone number, 

and the date you will move. You will 

need your customer number for this, 

which you can find on your monthly 

usage report or bill.

b. Telephone (116 if NTT)

If you have a phone line, let NTT know 

when you are moving. If you are using a 

different company, inform that company.

c. Garbage

You may have a lot of trash right 

before you move. Please make sure to 

separate and dispose of it correctly. 

You can also call a special waste 

management company to take it away. 

You may be able to discard your large 

appliances through the store at which 

you bought them, or the store where 

you buy new appliances.

d. Post office

Fill out a tenkyo-todoke at the post office. 

This will ensure that your mail is 

forwarded to your new address (within 

Japan only) for 1 year.
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4.  日本・香川県での生活
(1) 日本の生活習慣
 ① 社会生活

挨拶は握手ではなく、おじぎをします。

契約をするときは、サインだけでなく、

印鑑（はんこ）を押さなくてはならない

場合がほとんどです。

印鑑（はんこ）は、日本では本人で

あることを証明するために必要なもの

です。近くのはんこ屋で作ることがで

きます。

親しい人にお祝いするときは、お金や

品物を贈ります。お金を入れる専用の

袋があります。

葬式に行くときは、黒い服（喪服）を

着ます。お金は専用の袋に入れて受付

で渡します。

多くの人が集まるところは、禁煙にな

っているところが多いので、注意して

ください。

電車・バスや病院の中は携帯電話で話

すことが禁止されています。

 ② 交通ルール

歩く人は右側、車・自転車は左側を通

ります。

信号が赤色（止まれ）・黄色（注意）

の場合は止まり、青色になったらすす

んでください。

車や自転車は、歩いている人に道をゆ

ずりましょう。

a.

b.

＊

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

にほん　    かがわけん　　　　 せいかつ

　  に ほ ん　　せいかつしゅうかん

しゃかいせいかつ

あいさつ　  あくしゅ

けいやく

いんかん　　　　　　　　　　　    お

ば あ い

いんかん　　　　　　　　　　　　　　　     に ほ ん　　        ほんにん

　　　　　　　         しょうめい　　                         ひつよう

                   ちか　　                            や　 　つく

した   　　　 ひと　　　　 いわ　　　　　　　　　　　　　　　　  かね

しなもの　　 おく　　　　　　　　　　  かね　 　 い　　　　　せんよう

ふくろ

そうしき　　 い　　　　　　　　　　    くろ　　ふく　 　もふく

 き　　　　　　　　   かね　　 せんよう  　ふくろ　  い　        　うけつけ

     わた

おお　　　　 ひと　　あつ　　 　　　　　　　　　　　     きんえん

　　　　　　　　　　　　　　　　  おお　　　　　　　　  ちゅうい

でんしゃ　　　　　　　    びょういん　  なか　　けいたいでんわ　    はな

                         きんし

こうつう

ある　　ひと　　 みぎがわ　  くるま　　じてんしゃ　   ひだりがわ　  とお

しんごう　　 あかいろ　　  と　                       き い ろ　     ちゅうい

      ば あ い　      と　                  あおいろ

くるま　　 じてんしゃ　　　　  ある　　　　　　　　 ひと　　 みち

4. Life in Japan and Kagawa
（1） Japanese Customs
 ① Social customs

a. The traditional greeting in Japan is not 

a handshake, but a bow.

b. When signing a contract, an inkan (personal 
seal) is usually required in addition to a 

signature.

 ＊ Personal seals are used as a form of identi-

fication in Japan. You can have one made 

at a local seal shop.

c. When congratulating close acquaintances, 

money or goods are sent. Money is put in a 

special envelope.

d. People attending funerals wear all black. 

People attending give gifts of money. The 

money is put in a special envelope and 

handed to the receptionist.

e. Places where many people gather are 

usually no-smoking. There are many 

no-smoking areas, so please pay atten-

tion to signage.

f. Cell phone usage is not allowed on 

trains, buses, and in hospitals.

 ② Traffic rules

a. Foot traffic is on the right, while cars 

and bicycles drive on the left.

b. Traffic lights: red = stop, yellow = slow 

down and stop unless you are already at 

the intersection, green = go. A flashing 

yellow light means proceed slowly with 

caution.

c. In Japan, pedestrians walk on the right 

side of the street facing traffic. Cars and 

bicycles must keep to the left, except 

on sidewalks that have a bicycle lane, in 

which case, bicycles stay on the side 

closest to the street. People using 
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春

（3～5月）

夏

（6～8月）

4月　新年度スタート

学校や会社などの1年が始まる月です。

6～7月　梅雨

この時季を梅雨と言いますが、毎日のように雨が続きます。大雨になることもあ

るので、注意してください。この時期は湿度が高く、カビが生えたり、食べ物が

腐ったりしやすいので、食中毒でお腹をこわしたり吐いたりしないよう、いつも

以上に気をつけましょう。

夏　水不足

香川県は雨が少なく、よく水不足（水が足りなくなること）になります。特に夏

に雨が降らないと、「早明浦ダム」の水の量が減って、夜間断水（夜に水が止め

られる）や昼間の断水になることがあります。節水（水を大切に使うこと）する

よう努力しましょう。

車では、必ずシートベルトをしなければ

なりません。

オートバイに乗るときは必ずヘルメット

をかぶらなければなりません。

自転車は2人乗りや、片手での運転は

しないでください。

(2) 香川県の四季
日本には春・夏・秋・冬の4つの季節があ

ります。

d.

e.

f.

はる 　がつ　　しんねんど

がっこう　　かいしゃ　　　　　　　ねん　　はじ　　　　つき

　　　　がつ　　 つ　ゆ 

　　　　 じ　き　       つ　ゆ　      い　　                          まいにち　　                   あめ　　つづ   　　　　　　　 おおあめ

                        ちゅうい　                    　　　　　　　　　　 　じ　き　  　し つ ど　　 たか　                           　は　　                      た　 　もの

くさ　　                                                      しょくちゅうどく     　　なか　　                                 は

いじょう　　 き

なつ　　みずぶそく

か が わ け ん　　あめ　　 すく　　　　　　　　　　 みずぶそく　　みず　　   た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とく       なつ

　　あめ　 　ふ　　　　　　　　　　　　　 さ め う ら　　　　　　　　 みず　  りょう　　へ　　               やかんだんすい　　よる     　みず　　  と

　　　　　　　 　　　ひ る ま　　 だんすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せっすい　　 みず　　たいせつ　　つか

            どりょく　　

がつ

なつ

がつ

くるま　　　　　かなら

　　　　　　　　　　　　　の                         かなら

じ て ん し ゃ　    ふた り  の 　               　か た て　　        うんてん

　 かがわけん　　   し　き

 に ほ ん 　　　   はる      なつ　   あき      ふゆ　　よっ           き せ つ

bicycles and cars should watch out for 

pedestrians and drive carefully.

d. A seatbelt must be worn at all times 

while driving.

e. A helmet must be worn at all times 

while riding a scooter or motorcycle.

f. Do not ride double on a bicycle or with 

one or no hands.

（2） Seasons in Kagawa
Kagawa has 4 distinct seasons: spring, 

summer, fall, and winter, as well as a short 

rainy season.

Spring
(March-
May)

Summer
(June-
August)

The new school and fiscal year starts in April.

The rainy season is from June to July.
It often rains every day during tsuyu, the rainy season. Watch out for 
sudden downpours. Humidity is high so mold spreads easily and food 
spoils more quickly. Pay particular attention to sanitation to prevent 
food poisoning at this time.

Summer brings drought to Kagawa.
Precipitation rates are low in Kagawa, and summer usually brings drought. During 
unusually dry summers, water level in the reservoir serving Kagawa (Sameura 
Dam) may drop so low that water use is restricted. Water supply may even be 
completely suspended in the evening or afternoon. So try your best to conserve 
water at all times of year to ensure enough water during summer.
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(3) 香川県の観光情報
観光案内所では外国語のパンフレットが

もらえたり、外国語で対応してもらうこと

ができます。

秋

（9～11月）

冬

（12～2月）

夏～秋　台風

この時季は強い風と雨が何日か続くことがあります。テレビやラジオで警報が出

ると、電車などが止まります。台風が来たら、窓を閉めて風や雨が部屋に入らな

いよう注意してください。

冬　雪

香川県でも雪が降って積もることがあります。

＊「日本の祝日・休日」

高松市インフォメーションプラザ（JR高松駅前）【英語可】

香川県観光振興課（香川県庁）

9:00～18:00

8:30～17:15

 月曜日～金曜日

TEL：087-851-2009

TEL：087-832-3360

TEL：087-832-3377

四国ツーリズム創造機構

＊巡るめく四国

【英語・韓国語・簡体字中国語・繁体字中国語・韓国語・ドイツ語・フランス語・スペイン語】

http://www.shikoku.gr.jp/

香川県観光協会（香川県庁）

＊－うどん県旅ネット－

【英語・韓国語・簡体字中国語・繁体字中国語】

http://www.my-kagawa.jp/

　　　 かがわけん　　 かんこうじょうほう

かんこうあんないしょ　　　    が い こ く ご

                                     がいこくご　    たいおう

あき なつ　　あき　　だいふう

　　　　  じ   き　　  つよ　　かぜ　　あめ　　なんにち　　つづ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けいほう　  　で

　　　　　　 でんしゃ　             　と　　                            たいふう　　 き　　              まど　  　し　　        かぜ　　あめ　　  へ　や　  　はい

                  ちゅうい

ふゆ　　ゆき

か が わ け ん　　　　ゆき　 　ふ　         　つ

がつ

ふゆ

がつ

にほん　　しゅくじつ　　きゅうじつ

たかまつし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  たかまつえきまえ　　  えいご か

かがわけんかんこうしんこうか　　かがわけんちょう

げつようび　　   きんようび

しこく　　　　　　　　　　　そうぞうきこう

　  めぐ　　　　　    しこく

    えいご　   かんこくご　  かんたいじちゅうごくご　 はんたいじちゅうごくご     かんこくご                   ご                        ご                        ご

かがわけんかんこうきょうかい　　かがわけんちょう

　　　　　　　　　  けんたび

 

     え い ご　　かんこくご 　　  かんたいじちゅうごくご　　   はんたいじちゅうごくご

＊ National Holidays in Japan

（3） Sightseeing Information
Pamphlets in different languages are 
available at tourism information centers. 
Some centers also have bilingual staff. Here 
is a list of tourism information centers.

Fall
(September-
November)

Winter
(December-
February)

Summer and fall are the typhoon season.
Typhoons tend to occur from July through October, bringing heavy 
rains and strong winds that can cause flooding, landslides and destroy 
buildings. When a severe weather warning is issued, transportation will 
be temporarily suspended and schools and businesses may be closed. 
Be sure to keep your windows closed and stay inside during a typhoon.

Sometimes it snows even in Kagawa, especially in the mountains.

Takamatsu Information Plaza
 (in front of JR Takamatsu Station)【English】

Kagawa Tourism Promotion Division
(Kagawa Prefectural Government Office)

Kagawa Tourism Bureau
(Kagawa Prefectural Government Office)

Tourism Shikoku

Monday to 
Friday

＊ －Udon Ken Tabinet－

【English, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese】

＊ Megurumeku Shikoku

【English, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, French, Spanish】
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5.  お金に関すること
(1) 窓口でできること

開いている時間：

銀行…平日9:00～15:00

郵便局（局による）

      …平日9:00～16:00

 ① 口座を開く《手数料無料》

印鑑（はんこ）、在留カード、パスポート

を持って行きましょう。また、最初に

入れるお金は少しでかまいません。

② 預け入れ（お金を入れる）、払い戻し

（お金を出す）《手数料無料》

窓口でする場合は、決まった紙に必要

なことを書いて印鑑（はんこ）を押

し、通帳と一緒に渡しましょう。

（ATMでもできます）

 ③ 料金を払う《手数料無料》

ガスや電気など、家に届いた請求書の

お金を払うことができます。窓口に行

って請求書を出し、現金を払ってくだ

さい。自分の口座から出してもらうと

きは、通帳と印鑑（はんこ）も出しま

しょう。

 ④ 両替をする《有料》

日本では基本的に銀行で両替をします。

レートは銀行によって違いますが、ほと

んど変わりません。

香川県にある郵便局で両替ができると

ころは観音寺、坂出、高松中央、高松

南、丸亀の5ヶ所だけです。

かね　　かん

　　   まどぐち

  あ　　　　　　　　  じ か ん

      ぎんこう　　へいじつ

          ゆうびんきょく　  きょく   

            　　　　へいじつ

　　こ う ざ　　 ひら　　　　てすうりょうむりょう

いんかん　　　　　　　　　　　ざいりゅう

　　  も　        　   い                                                          さいしょ

  い　　             かね　  すこ

 あず　　  い　　　　　       かね　　  い　　                    はら　   もど

           かね　　 だ　　              てすうりょうむりょう

 まどぐち　　　　　　   ば あ い　　         き　　              かみ　　 ひつよう

                             か　　          いんかん　                              　        お　　      

                  つうちょう　      いっしょ　　   わた

 りょうきん　  はら　　　   てすうりょうむりょう

　　　　　　 で ん き　　　　  　　 いえ　　とど　      　せいきゅうしょ

　    かね　　はら　  　　　　　　　　　　　　　　　　    まどぐち  　　い

　　　   せいきゅうしょ　   だ　　          げんきん　　はら

　　　　　　 じ ぶ ん　　 こ う ざ　　　　   だ

　　　　　   つうちょう　 いんかん                                　　   だ

りょうがえ　　　　　　　ゆうりょう

 に ほ ん　 　　 き ほ ん て き 　 ぎんこう　  りょうがえ

　　　　　　     ぎんこう                        ちが

　　　　 か

かがわけん　　　　　　 ゆうびんきょく　 りょうがえ

                         か ん お ん じ　　 さかいで　     たかまつちゅうおう  　 たかまつ

         みなみ      まるがめ　　         しょ

5. Financial Matters
（1） In Person

Business Hours:　

Banks: Weekdays from 9:00 to 15:00

Post offices: Weekdays from 9:00 to 16:00 

(depending on the post office)

 ① Opening an account《no charge》

Bring your inkan (personal seal), Residence 

Card, passport, and any amount of money 

to use as your initial deposit 

 ② Making deposits and withdrawals

《no charge》

Fill out the appropriate slip, stamp it with 

your inkan, and hand it along with your 

bankbook to the teller. You can also make 

deposits and withdrawals at ATMs.            

 ③ Making payments《no charge》

You can pay your utilities at the counter. 

Bring the bill and the appropriate amount 

of cash. You can also have the teller 

withdraw the amount directly from your 

account, in which case you will need your 

bankbook and inkan.

 ④ Exchanging currency《fee required》

Japanese banks will usually exchange 

currencies. The rates differ depending on 

the bank, but are generally similar.

Only 5 post offices in Kagawa offer 

currency exchange. These are the Kanonji, 

Sakaide, Takamatsu-chuo, 

Takamatsu-minami, and 

Marugame offices.
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 ⑤ お金を送る《有料》

a. 国内送金

現金やあなたの口座に入れてあるお金

を、いろいろな方法で相手の住所や口

座に送ることができます。手数料は、

送りたい方法や金額によって違います

ので、先に確認してください。

また、振替（口座から口座へお金を移

す）や振込（または払込、現金を口座

に入れる）など、ATMでできる場合は、

ATMでした方が手数料は安くなります。

b. 海外送金

日本からお金を送ることができる国か

どうか、手数料がいくらかは、先に確

認してください。

・銀行：

電信送金（日本の口座から外国の口

座へ）や送金小切手などで外国にお

金を送ります。

・郵便局：

国際送金で外国の口座や住所にお金

を送ることができます。

　   かね　　 おく　　　  ゆうりょう

こくないそうきん

げんきん　　　　　　　　　  　こ う ざ  　　  い　                          　  かね

　　　　　　　　　　　　　　  ほうほう　　 あ い て　　じゅうしょ　   こう

  ざ　　  おく　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  てすうりょう

おく　　　　　　 ほうほう　　 きんがく　　                   ちが

                  さき　　かくにん

　　　　　　 ふりかえ　　 こ う ざ 　　        こ う ざ 　　　　 かね　　 うつ

　　　　　　 ふりこみ　　　　　　　　はらいこみ　   げんきん　　 こ う ざ

　　 い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ば あ い

　　　　　　　　　　  ほう　  てすうりょう　  やす

かいがいそうきん

 に  ほん　　             かね　　 おく　　　　　　　　　　　　　　  くに

　　　　　　　　 てすうりょう　　　　　　　　　　　　　　   さき　　 かく

にん

　  ぎんこう

でんしんそうきん　　  に ほ ん　 　こ う ざ　      　  がいこく　　 こう

 ざ　　　　　　　 そうきん  こ ぎ っ て　　　　　  　 がいこく

かね　　おく

 ゆうびんきょく

こくさいそうきん　　  がいこく　 　こうざ　    じゅうしょ            かね

　　おく

 ⑤ Sending money《fee required》

a. Domestic transfers

There are many different ways to 

transfer money to people within Japan. 

Service charges differ depending on the 

method you use, so make sure to check 

this before remitting. It is generally 

cheaper to do furi-kae (transferring 

money from one account to another) 

and furi-komi (payment by bank remit-

tance from your account or with cash) 

at an ATM.

b. Overseas transfers

Make sure the country you are sending 

to accepts transfers from Japan, and 

check service charges before remitting.

・Banks: You can send money by 

denshin soukin (wire transfers) from a 

Japanese account to an overseas 

account, or purchase soukin-kogitte 

(remittance checks) at banks.

・Post offices: You can use the kokusai 

soukin service, to send funds to a 

bank account or address.
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（2） At an ATM      
To use an ATM, insert your card or bank-

book and follow the instructions on the 

screen, pressing the appropriate word for 

each item. A service charge may apply 

depending on the time of day, so please 

check how the fee system works. Many 

ATMs now have multilingual instructions 

but here are some frequently used terms 

just in case.

 ① Frequently used terms

a. Withdrawal

Take money out of your account

b. Deposit

Put money in your account

c. Account transfer

Transfer money to another account

d. Transfer

Deposit cash into another account

e. Account inquiry

Use your card and PIN to find out how 

much money you have in your account

f. Bankbook entry

Insert your bankbook to have the ATM 

automatically fill in past transactions

 ② Other terms

・Specifying amounts･･･10,000, 1,000, yen

◆For example, if you want to specify 

16,000 yen with one 10,000 yen bill and 

six 1,000 yen bills, you would press

・Basic operations･･･PIN, confirm, correc-

tion, cancel

(2) 機械（ATM/CD）でできること
メニュー画面に従って、順

番にボタンを押し、カード

や通帳を入れて操作しま

す。手数料は何をどの時間

帯にするかによって違いますので、確認

してください。

 ① よく使うボタンの説明

a. お引き出し（払戻）

口座からお金を引き出せます。

b. お預け入れ（ご入金）

口座にお金を入れることができます。

c. 振替

口座から口座へお金を移します。

d. 振込

現金を口座に入れます。

e. 残高照会

カードと暗証番号で、口座にお金がい

くら残っているか確認できます。

f. 通帳記入（ご記帳）

お金を出したり入れたりした記録を、

通帳に書き込むことができます。

 ② その他のボタン

・金額を入れるとき･･･万、千、円

◆例：¥16,000-を1万円札×1枚、1,000

円札×6枚で出したいとき

１ → 万 → 6 → 千 → 円 → 確認

・次にすすむために･･･暗証番号、確認、

訂正、取消

　き か い

　　　　　　 　　が め ん　   したが　　          じゅん

ばん 　　　　　　　　　　  お　

　    つうちょう　      い　　           そうさ

             てすうりょう　　なに　　              じかん

たい　  　　　　　　　　　　　　          ちが　　　　　　　　　　　　   かくにん

　　　  つか　　　　　　　　　　せつめい

　　 ひ　　   だ　　      はらいもどし

こ う ざ　　　　　　 かね    　ひ　   　だ

　　あず　 　い　            　にゅうきん

こ う ざ　　　　かね　  　い

ふりかえ

こ う ざ　　 　　こ う ざ　　　　 かね　　うつ

ふりこみ

げんきん　　こ う ざ　     い

ざんだかしょうかい

                        あんしょうばんごう　　　  こ う ざ　　        かね

            のこ　　                        かくにん

  つうちょうきにゅう　　　   きちょう

　   かね　　  だ　　　　　 　　い　　　　　　　　　　　き ろ く

つうちょう　   か　      こ　　

　　　　 た

きんがく　 　い　　                             まん　　せん　　えん

　　れい　　　　　　　　　　　  　  まんえんさつ　　  　 まい

　  えんさつ　　    まい　    だ

　　　　　　　   まん　　                     せん　　    えん　        かくにん

つぎ　　                                        　  あんしょうばんごう　　かくにん

ていせい　　とりけし
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 ③ ATM利用手数料

a. 銀行：平日9:00～18:00《無料》

平日の18：00より遅い時間、土曜日、

日曜日、祝日《有料　1回¥105-》

b. 郵便局：《無料》

(3) 海外からの送金
外国からあなたの銀行口座にお金を送って

もらうときは、銀行の番号、銀行の店

の番号、あなたの口座の番号、銀行に登録

しているあなたの名前を言いましょう。国

によっては、銀行のコードを言わなければ

ならないこともあります。大体2～3週間で

着きます。着いたらあなたに確認の電話が

あるかもしれません。

＊外国の銀行と提携している銀行もあり

ます。1つの口座を外国と日本の両方か

ら使うことができ、とても便利です。

詳しいことは銀行できいてみましょう。

　　　　   りよう てすうりょう

ぎんこう　　へいじつ　　　　　　　　　　　  むりょう

へいじつ　　　　　　　　　　　　   おそ   　じ か ん  　 　ど よ う び

 にちようび  　しゅくじつ　 ゆうりょう  　 かい

ゆうびんきょく　　     むりょう

　       かいがい　　　　　　そうきん

        がいこく　　　　　　　　　　　　ぎんこうこうざ　       　かね　　おく

                    　　　　　　　　　  ぎんこう　　ばんごう　　   ぎんこう　     みせ

　   ばんごう　　                         こ う ざ　　 ばんごう　　ぎんこう　  とうろく

　　　　　　　　　　　　　　 　  な ま え  　　 い　　　　　　　　　　　　 くに

　　　　　　　　　　　　ぎんこう　　                          い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいたい            しゅうかん

 つ     　　　　　　　  つ　　　　　　　　　　　　　    かくにん        でんわ

　　 がいこく　　ぎんこう　　 ていけい　　                     ぎんこう

　　　　　　　　　　　　     こ う ざ　    がいこく        に ほ ん　  りょうほう

            つか　   　　　　　　　　　　　　　　　        　    べ ん り

      くわ　　                        ぎんこう       

 ③ ATM usage fees 

a. Banks: Weekdays from 9:00-18:00

《no charge》　

Weekdays after 18:00, weekends, holidays

《fee required》

b. Post offices:《no charge》

（3） Money Transfers from Overseas 
In order to transfer money from an overseas 

account to your account in Japan, inform 

your overseas bank of the Japanese bank’s 

number, branch number, your account 

number, and the name on the account. You 

may also need a bank code depending on the 

country. Your money should come through 

in two to three weeks, at which point you 

may get a confirmation call.

 ＊ Some overseas banks have connections 

with Japanese banks, so that you can use 

one account in both countries. Ask at 

your bank for more information.
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6.  手紙や荷物を送りたいとき
(1) 郵便局
開いている時間（局による）：9:00～17:00

日本の郵便業務は、日本郵便がしています。

国内なら普通に送っても大体1～2日で着き

ます。早く届けるためにも、手紙や荷物を

送るときは、郵便番号を書くようにしまし

ょう。

はがきや切手は、郵便局のほか、「〒」の

マークがついたお店でも買うことができま

す。その場合は切手を貼った封筒を、赤い

郵便ポストに入れるだけです。

＜国内で手紙や荷物などを送るとき＞

定形郵便物

定形外郵便物

　   

はがき

ゆうパック

～25g

25g～50g

50g～500g

-

～30kg

82

92

120～400

52

手紙など

荷物

＊急ぐときは速達にしてください

  　（＋速達料金　280）

種類 重さ 料金（2014年4月現在）

て がみ 　  に も つ　    おく

　　   ゆうびんきょく

 あ　　                    じ か ん  　きょく   

 にほん 　 ゆうびんぎょうむ　     　 にほんゆうびん

こくない　         ふ つ う　 　おく　　　　　　だいたい　     ふつか 　　 つ

　　　　　　はや　　とど　　　　　　　　　　　　　　 て が み   　  にもつ

おく　　　　　　　　　   ゆうびんばんごう　    か

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　き っ て　　       ゆうびんきょく

　　　　　　　　　　　　　　　   みせ             か

　　　　　　　　ば あ い　 　き っ て        は　　        ふうとう　      　 あか

ゆうびん　                      い

　　こくない　　て が み　　 に も つ　                おく

て が み

に も つ

ていけいゆうびんぶつ いそ　　　　　　　　そくたつ

ていけいがいゆうびんぶつ

そくたつりょうきん

送る住所によって違いますので、近くの郵便局で
きいてください。

おく　 じゅうしょ　　　　　　　  ちが　　　　　　　　　　　   ちか　　    ゆうびんきょく

しゅるい おも りょうきん　　　　　　ねん　がつげんざい

6. Postal Services
（1） The Post Office 

Usually open from 9:00 to 17:00 

(depending on the location)

Mail is usually delivered anywhere in the 

country within a day or two. Be sure to 

write the postal code so that things arrive 

as quickly as possible.

Postcards and stamps are sold at any 

store displaying the 〒 mark. You can 

mail stamped envelopes from the large 

red post boxes that are located on the 

street or at the post office.

＜Sending mail within Japan＞

Type

Postcards

Weight Charge in JPY (as of April 2014)

Letters, 
etc.

Regularly 
shaped items ＊Express mail adds 280 to 

the charge

Irregularly 
shaped

Ask for details about pricing at your local 
post office.

Parcels Yu-pack
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＜外国に手紙や荷物などを送るとき＞ 

第一地帯：ｱｼﾞｱなど

第二地帯：ﾖｰﾛｯﾊﾟ、ｵｾｱﾆｱ、中北米、中近東

第三地帯：ｱﾌﾘｶ、南米

定形郵便物

定形外郵便物

グリーティングカード

　   

はがき

国際スピード便（EMS）

航空便

エコノミー航空便（SAL）

船便

第一地帯 第二地帯 第三地帯

～25g

25g～50g

50g～2,000g

～25g

90

160

220～
　2,150

90

70

110

190

260～
　3,410

110

130

230

300～
　4,990

130

手紙など

荷物
料金は高いですが、早く確実に届きます。

飛行機で送ります。

航空便より安く、船便より早く届きます。

船で送りますので時間がかかりますが料金は安いです。

重さ種類

料金（2014年4月現在）

がいこく　　てがみ　　  にもつ             　　おく

だいいちちたい

だ い に ち た い 　　　　　　　　　　　　　  ちゅうほくべい　ちゅうきんとう

だいさんちたい　　　　　　　 なんべい

て が み

に も つ

ていけいゆうびんぶつ

ていけいがいゆうびんぶつ

こくさい　　　　　　　びん りょうきん　 たか　　                        はや　　かくじつ　  とど

こうくうびん　　　　やす　　　　ふなびん　　　　はや　　とど　　　

ふね　　おく　　　　　　　　　   じかん　　　　　　　　　　　　　　りょうきん　 やす

ひ こ う き　　おくこうくうびん

ふなびん

こうくうびん

しゅるい おも

だいいちちたい だいさんちたいだ い に ち た い

りょうきん　　　　　　ねん　がつげんざい

Type Weight
Charge in JPY (as of April 2014)

Letters, 
etc.

Regularly shaped 
items

Greeting cards

Express mail 
service (EMS) It is expensive, but fast, and delivery is guaranteed.

Sending parcels by airplane.

It is slow, because the parcel is sent by ship, but it is 
quite cheap.

It is cheaper than airmail, faster than surface mail.

Air mail

Surface air lifted 
(SAL)

Surface mail

Postcards

Area 1 Area 2 Area 3

Irregularly shaped

Parcels

Area  1  : Asia, etc.

Area  2  : Europe, Oceania, Central and North America, 　　
　　　　　Near and Middle East

Area  3  : Africa, South America

＜Sending mail overseas＞
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＊ 送り方や費用が日本郵便のホームページ

で検索できます。

国際郵便（日本郵便）【日本語・英語・

中国語・韓国語・ポルトガル語】

http://www.post.japanpost.jp/int/index.html

＊ 注意：

・送っていい箱の大きさ、重さ、料金

が国によって違いますので、詳しい

ことは郵便局できいてください。

・荷物を家に取りに来てもうらうこと

もできます。

・外国に荷物を送る場合は、手紙の場

合と料金地帯が変わります。

(2) 宅配便
宅配便でも荷物を送ることができます。

コンビニエンスストアやスーパーなどに

は専用の用紙がありますので、それに住

所を書いて送ります。

　おく　　かた　   ひよう　      にほんゆうびん

        けんさく

こくさいゆうびん　　　にほんゆうびん　　　　 にほんご　　　　えいご

ちゅうごくご　　　かんこくご　　　　　　　　　　　　  ご

ちゅうい

 おく　　　　　　　　 はこ　　 おお　　              おも　　     りょうきん

      くに                          ちが　　                                 くわ

　　           ゆうびんきょく

 に も つ　　いえ　 　  と                き

 

がいこく　　 に も つ　 　 おく　　  ば あ い　　        て が み　　   ば

あい   　りょうきんち た い 　   か

　　    たくはいびん

  たくはいびん　　　　  に も つ　　 おく

　　 せんよう　　 よ う し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         じゅう

しょ       か　       　 おく

 ＊ You can check mailing methods and costs 

on the website of Japan Post.

International Mail (Japan Post) 【Japanese, 
English, Chinese, Korean, Portuguese】

http://www.post.japanpost.jp/int/index.html
 ＊ Note: 

・Ask your local post office about the 

charges applied to parcels of different 

weights and sizes.

・You can also request a postman to 

come to your home and pick up a 

parcel you wish to send.

・The areas and charges used for parcels 

are different from those for letters 

when posting overseas.

（2） Parcel Delivery Services 
You can send packages takuhaibin, parcel 

delivery service. Write the mailing 

address on a form available at conve-

nience stores or supermarkets, and send.
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7.  電話・インターネット・テレビ
(1) 電話

 ① 公衆電話

緑やグレーの公衆電話が多いです。電

話によって、硬貨（コイン）しか使え

ないものや、テレホンカードしか使え

ないもの、海外に電話できないものな

どがあります。硬貨が使える公衆電話の

場合、100円硬貨はおつりが出ません。

 ② 携帯電話

携帯電話を持つには、携帯電話の店か、

電器屋などで携帯電話を買って、申込

みをしてください。そのときは、銀行

の通帳に使ったのと同じ印鑑（はんこ）

と、在留カードや保険証、運転免許証

など、住所が書いてある身分証明書を

持っていってください。

カードで先に通話料（電話代）を払う

携帯電話（プリペイド携帯）は、後か

ら料金を払ったり、解約（契約をやめ

る）手続きをしなくていいので、日本

に長く住まない人にはよいでしょう。

詳しくはau、docomo、SoftBankなどの

携帯電話会社にきいてください。

でんわ

   で ん わ

こうしゅうでんわ

 みどり　　　　　　　　　　 こうしゅうでんわ　　 おお　　　　　　　　 で ん

    わ　　　　　　　　　　　こ う か　　                                        つか

                                                                            　　　　　　 つか

             　　　　　　  かいがい　   で ん わ

                         　　　　　　  こ う か　   つか　         こうしゅうでんわ

   ば あ い　　　　　えん こ う か                          　 で

けいたいでんわ

けいたいでんわ　　 も　　　　　　 　 けいたいでんわ　  みせ

 で ん き や　　　　　 　   けいたいでんわ　　   か                 　 もうしこ 

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ぎんこう

     つうちょう　 つか　                    おな  　 いんかん

             ざいりゅう　　                 ほけんしょう　　 うんてんめんきょしょう

　                 じゅうしょ   　 か　　                      みぶんしょうめいしょ

  も

　　　　　　　　  さき　 　つうわりょう　　 で ん わ だ い       　   はら

  けいたいでんわ　　                                   けいたい　　              あと

        りょうきん　  はら　　                    かいやく　　けいやく

      て つ づ　　                                                          　　  に ほ ん

      なが        す　             　ひと

 くわ

 けいたいでんわがいしゃ

7. Telephone, Internet, Television 
（1） Telephone 
 ① Public telephones

The most common public telephones are 

green and grey. Depending on the type, 

some only accept coins, others only 

accept telephone cards, and some cannot 

be used to call abroad. Telephones which 

accept coins will not give change for 

amounts less than 100 yen.  

 ② Cell phones

To obtain a cell phone, please go to a 

cellphone store or electronics store. To 

fill out the necessary forms, you will 

need the inkan (personal seal) you used 

to open your bank account, and some 

form of ID that shows your address, 

such as your Residence Card, insurance 

card or driver’s license.

A prepaid cellphone, where you pay in 

advance for a specific number of hours 

of service, may be useful for those who 

are not staying in Japan for a long time 

because you do not need to make 

monthly payments or cancel any 

contract when you leave.

For more details, please contact a 

cellphone company such as au, docomo 

or Softbank.

－ 38 －

初めてつけるとき、引っ越すとき

　   

こわれたとき

 電話番号を知りたいとき《有料》

コレクトコール（料金先方払い）

NTTコミュニケーションズ

NTT電話サービス

国際電話

TEL：116

TEL：113

TEL：104

TEL：106

TEL：0120-506-506

 ③ 固定電話（家に設置）

NTTを使う場合は、116に電話します。

申し込みには、氏名・住所を証明する

もの（パスポートや在留カード、運転

免許証など）が必要です。申し込みを

したときに、とりつけ工事《有料》を

する日を決めますが、工事日は家にい

なければなりません。

＊ 国際電話を扱う会社は他にもたくさん

あります。会社によっては、多言語での

サービスも受けられますので、インタ

ーネットなどで探すとよいでしょう。

で ん わ

はじ　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ　　　こ

でんわばんごう　　  し　　　　　　　　　　　   ゆうりょう

こくさいでんわ

こくさいでんわ　   あつか　  かいしゃ　　 ほか

                               かいしゃ　　                             た げ ん ご

 　　                          う　

　　　　　　　　　　　　　　さが

りょうきんせんぽうばら

こ て い で ん わ  　 いえ  　せ っ ち

　　　　　　つか　  ば あ い        　　         で ん わ

もう       こ　　                し め い  　 じゅうしょ     しょうめい

                                               ざいりゅう                      うんてん

めんきょしょう　                      ひつよう　　             もう         こ

   　                                                           こうじ        ゆうりょう

       　　  ひ　　    き　　                            こ う じ び     　いえ

 ③ Landline telephones（home phones）
If using NTT, call 116. To apply for a 
landline, you will need ID showing your 
name and address such as your passport, 
Residence Card, driver’s license, etc. 
When you apply, you will agree on a date 
when the engineer will come to your 
house and connect your telephone (fee 
required). Someone must be at the house 
at the appointed time to allow the 
engineer access. Other numbers for NTT 
are as follows.

 ＊ There are many other companies that 

provide international calling services. 

Some offer multilingual services, so 

search the internet for good deals.

 

NTT Telephone Service

International calls

NTT Communications

For first time users, or when moving

To find out a telephone number《fee required》

If the telephone is not working

Collect call (person receiving the call pays)
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国

国番号

時差

ｱﾒﾘｶ

1

-14～-17

ｲｷﾞﾘｽ

44

-9

ﾍﾟﾙｰ

51

-14

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

55

-12～-14

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

62

-2～0

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

63

-1

ﾀｲ

66

-2

韓国

82

0

ﾍﾞﾄﾅﾑ

84

-2

中国

86

-1

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

855

-2

 ④ 電話のかけ方

a. 国内へかけるとき

同じ市外番号の家や会社への電話は、

市外番号はいりません。携帯は、全部

ダイヤルしてください。

b. 外国にかけるとき

国際電話の会社の電話番号を選んで、

０１０を忘れないでください。その後、

国番号から家の番号をダイヤルします。

＊主な国番号と日本との時差

　 

  

くに かんこく ちゅうごく

くにばんごう

じ　さ

おも　　くにばんごう　　 に ほ ん       　　じ　さ

例：アイパル香川 ０８７ － ８３７ － ５９０８

                  　 　　↑　  　　↑　　 　   ↑

　          　 　　市外番号　市内番号 　家の番号

れい かがわ

しがいばんごう しないばんごう いえ　　ばんごう

 で ん わ　　　　　　 かた

    こくない

　 おな　　しがいばんごう   　  いえ　　 かいしゃ　　      で ん わ

   しがいばんごう　　                                       けいたい　　       ぜ ん ぶ

    がいこく

    こくさいでんわ　     かいしゃ　　でんわばんごう　　 えら

                            わす　                                                         　  あと

     くにばんごう　        いえ　  ばんごう

例：アイパル香川   ００×× － ０１０ － ８１ － ８７ － ８３７ － ５９０８

            　　 　  　　↑　　　      ↑   　    ↑ 　    ↑　　          ↑

            　　 電話会社の番号　    010　       国   地域（0をとる）電話番号
　　            　　　　　  

れい かがわ

でんわがいしゃ　　ばんごう くに ち い き でんわばんごう

 ④ Making calls 
a. Calling domestic numbers

When calling from your landline, you do 
not need to enter the area code if it is 
the same area code as your phone 
number. When calling from a cell-phone 
the entire number must be dialed.

   

b. Calling international numbers
First, dial the number of the interna-
tional calling company followed by 010, 
then the country calling code, the area 
code minus the 0 and then the person’s 
number.

  

 ＊ Some country calling codes and time 
differences with Japan

Area code City code House
number

Example：I-PAL Kagawa

Example：I-PAL Kagawa

International
calling company (drop the 1st 0 in the area code)

Country Area Number

Country USA U.K. Peru Brazil Indonesia Phillipines Thailand Korea Vietnam China Cambodia

Country 
code

Time 
d i f f e r -
ence
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(2) インターネット
 ① 家で使う

パソコンを買ったら、プロバイダを決

めましょう。プロバイダは色々ありま

すが、電器屋の中にあるプロバイダに

申込みをするのが一番早くて簡単です｡

基本的には家に電話がないといけません

が、なくても契約ができるプロバイダ

があります。

 ② 外で使う

インターネットカフェでは、お金を払え

ば（大体15分100円）インターネットを

使うことができます。また、次の場所で

はカードに名前を書くだけで、無料でイ

ンターネットを使えます。

・アイパル香川（M2階交流フロア）

9:00～18:00　月曜日は休み

・e-とぴあ香川

(サンポートシンボルタワー4階）

10:00～20:00　月曜日は休み

(3) テレビ
テレビを見る家には、NHKから請求書が

来るので、受信料を払ってください。衛

星放送を見たい場合は、大きな電器屋で

パラボラアンテナなどを買

って、衛星テレビ放送の受

信契約をし、受信料を払っ

てください。

いえ　　つか

　　　　　　　　　　   か　　　　　　　　　　　　　　　　　　             き

                                                                            いろいろ

　　　　　　   でんき や　 　 なか

もうしこ　　                                いちばんはや　　      かんたん

き ほ ん て き            いえ　　で ん わ

                                       けいやく

そと　　つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　かね　　 はら

                  だいたい　   ふん　　　えん

     つか　　                                                                  つぎ       ば しょ

　                                 な ま え     　か                                 むりょう

　　                                         つか

　　　　　　　　　　 か が わ　　          かいこうりゅう

                                          げつようび　　 やす

                              か が わ

　　　　　　　　　　　　　  　                                  　    かい

                                             げつようび　　やす

　　　　　　　　   み　　  いえ　　                                       せいきゅうしょ

  く　　                    じゅしんりょう　　はら　　                                      えい

せいほうそう         み　　     　 ばあい　　  　　おお　　         でんき  や

                                                                      か

　　             えいせい                    ほうそう　　じゅ

 しんけいやく　            　じゅしんりょう　  はら        

（2） Internet
 ① Using the internet at home

After buying a computer, decide on an 

internet provider. There are many 

different internet providers, but the 

quickest and easiest way to apply is at 

an electronics store. 

In most cases, you need to have a 

telephone line in order to apply for 

internet, but some internet providers 

do not require this.

 ② Using the internet away from home

It is possible to pay to use the internet 

at internet cafés (usually about 100 yen 

for 15 minutes). The places listed below 

offer free internet access. You need to 

register by filling out a card. 

・I-PAL Kagawa

(M2ndF Exchange Floor)

　9:00～18:00　Closed Mondays

・e-Topia Kagawa

(Sunport Symbol Tower 4thF)

　10:00～20:00　 Closed Mondays

 （3） Television 
All households with a television are 

required to pay fees for the national 

public broadcasting service station (NHK). 

To get satellite television, you will need to 

buy a satellite antenna at an electronics 

store, contact a satellite television 

provider and pay the necessary fees.
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8.  在留資格について
外国人が日本に入国するとき、ひとりひ

とりについて在留資格と在留期間が決め

られ、その資格と期間はパスポートに書

かれます。在留資格には27種類あり、そ

れぞれできることできないことが決めら

れています。それ以外の活動をするときや、

在留期間をこえて日本に滞在するときは、

手続きをしなくてはなりません。これを

守らない場合は、警察に行くことになっ

たり、国に帰されたりすることがあります。

（例：日本人や永住者の配偶者の在留資格を

持つ人が、正当な理由なく、配偶者としての

活動をしないで6ヶ月以上日本に滞在したと

きは、在留資格を取り消されます。）

手続きなどについては、それぞれの在留資格

などにより、準備する書類が違いますので、

詳しくは高松入国管理局にきいてください。

高松入国管理局　審査部門　

月曜日～金曜日　9:00～16:00　

TEL：087-822-5851

▲

在留審査をする

(1) 在留資格の取得（取る)《無料》
日本国籍を持たない赤ちゃんが、日本で生

まれて60日以上日本に滞在する場合は、生ま

れた日から30日以内に入国管理局で在留資

格を申請してください。（市役所や町役場へ

の出生届は14日以内なので注意。また、母国

の大使館か領事館へも報告してください。）

ざいりゅうしかく

がいこくじん　　  に ほ ん　　にゅうこく

                                       ざいりゅうしかく　　 ざいりゅうきかん　　　き

　　　　　　　　　　  し か く　　 き か ん　　                                         か

                                ざいりゅうしかく　             　 しゅるい

                                                                                                き

                                             いがい  　  かつどう　

ざいりゅうきかん　                  　  にほん　　たいざい

て つ づ

まも　　　　　　  ば あ い　       　けいさつ　  　 い

                 くに　  かえ

　　れい　　  にほんじん　　えいじゅうしゃ　 はいぐうしゃ　　ざいりゅうしかく

  も　　 ひと　　　　せいとう　　　りゆう　　　　　　はいぐうしゃ

 かつどう　　　　　　　　　　　　　 げついじょう  にほん　　　たいざい

　　　　　　ざいりゅうしかく　 　と　　　 け

て つ づ　                                                                           ざいりゅうしかく

　　　　　　　　　　　じゅんび　　     しょるい　　ちが

くわ　　         たかまつにゅうこくかんりきょく

　 たかまつにゅうこくかんりきょく　  しんさぶもん

      げつようび　      きんようび

　    ざいりゅうしんさ

　　　　 ざいりゅう し  かく　    しゅとく　　　 と　　　　　　  むりょう

 に ほん こくせき　　 も　　　　　　  あか　　　　　　　　　　 にほん　　　う

 　　　　　　　にち いじょう にほん     たいざい 　　　  ばあい　　　　　う

　　　　 ひ　　　　　　  にち  いない　　にゅうこくかんりきょく   ざいりゅうし

かく　　 しんせい 　　　　　　　　　　　　　　しやくしょ       ちょうやくば

　しゅっしょうとどけ　　　 か  いない　　　　　　ちゅうい　　　　　　　　 ぼこく

　　 たいしかん　  りょうじかん　　　　ほうこく

8. Status of Residence  
If you are a foreign national, your status of 

residence and period of stay are determined 

when you enter the country and recorded in 

your passport. There are 27 different statuses 

of residence, each of which has rules governing 

what the resident can and cannot do while in 

Japan. Residents must apply for permission to 

engage in activities not covered by their 

current visa or to stay in Japan for longer than 

their permitted period of stay. If you do not 

follow these procedures properly, you may be 

required to report to the police, lose your status 

or be deported. For example, a person who has 

been granted residence as a spouse of a 

Japanese citizen or of a permanent resident of 

Japan but who is no longer in that spousal 

relationship and who stays in Japan for more 

than 6 months will lose their residency status.

Depending on the resident’s status, different 

forms and documents may be required. For 

more details, enquire at the Takamatsu 

Immigration Bureau.

▶Residency Evaluation
（1） 

Apply at your local immigration bureau for 
residence status for babies born in Japan 
who do not hold Japanese citizenship and 
who will be in the country for more than 60 
days. Application must be made within 30 
days of the child’s birth. (Important Note: 

Takamatsu Immigration Bureau　
Status Division　
Mon-Fri 9:00～16:00
TEL：087-822-5851

Acquiring Residence Status
《no charge》
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(2) 在留期間の更新（延ばす）《有料》
在留期間が終わる前に、入国管理局に申請

して許可をもらってください。

※2012年7月9日から、在留期間の上限が5年

になりました。

(3) 在留資格の変更（変える）《有料》
入国管理局に申請して許可をもらってくだ

さい。

例：留学生が学校を卒業した後、就職して

そのまま日本で生活するときや、就職活動

を続けるとき/日本人と結婚したときなど

(4) 資格外活動許可の取得(取る)《無料》
今持っている在留資格ではできないことで、

働いてお金を稼ぐという活動をするときは、

入国管理局に申請して許可をもらってくだ

さい。

例：留学生がアルバイトをするときなど

 ★ 外国人在留総合インフォメーションセンター

では、多言語で入国手続きや在留手続き

などについて質問することができます。

また、高松入国管理局には相談員がいま

す。 

TEL：0570-013904

【日本語､英語､韓国語､中国語､スペイン語】

     ざいりゅうきかん　      こうしん　 　   の　　                    ゆうりょう

ざいりゅうきかん　    お　　  　　まえ　      　にゅうこくかんりきょく  　 しんせい

 　　　 きょか

　　　　　  ねん  がつここのか　　　　　ざいりゅうきかん　 じょうげん　　 ねん

         ざいりゅうしかく　     へんこう　　     か　                       ゆうりょう

にゅうこくかんりきょく 　  しんせい　         き ょ か

れい　　りゅうがくせい　　がっこう　　そつぎょう　　　　あと　　しゅうしょく

　　　　　　　　  にほん 　   せいかつ　　　　　　　　　　　 しゅうしょくかつどう

　　つづ　　　　　　　　　 にほんじん 　　 けっこん

 

　　　 しかくがいかつどうきょか　   しゅとく     と　　　　  むりょう

いまも　　                ざいりゅうしかく

はたら　         　かね　　かせ　　               かつどう

にゅうこくかんりきょく　 しんせい　　　　きょか

れい 　りゅうがくせい

　   がいこくじん ざいりゅうそうごう

　　　　　　 た げ ん ご　　　にゅうこく てつづ　　　　 ざいりゅう てつづ

　　　　　　　　　　　　しつもん

　　　　　　たかまつにゅうこくかんりきょく　　　  そうだんいん

  に ほ ん ご　　えいご　  かんこくご　 ちゅうごくご　　　　　　　　　ご

Birth registration must be completed at 
your city or town office within 14 days of 
the child’s birth. Also, please report the 
birth to your home country’s embassy or 
consulate in Japan.

（2） 

Make sure that extensions are applied for 
and permission is granted before your 
current period of stay elapses.
※As of July 9, 2012 the maximum period 

of stay is 5 years.

（3）

Apply to the Immigration Bureau if you need 
to change your status of residence.
For example: exchange students who gradu-
ate from college and choose to live in Japan 
because they have found work or choose to 
continue searching for a job in Japan; foreign 
residents who marry a Japanese citizen.

（4）

Apply to the Immigration Bureau for 
permission to engage in activities not 
covered by your residence status, such as 
working and earning money. 
Example: An exchange student who 
wishes to work part time.

 ★ The Foreign Resident General Information 
Center offers multilingual consultation for 
questions regarding immigration and 
residency procedures. Consultants are 
also available at the Takamatsu Immigra-
tion Bureau.
TEL：0570-013904
【Japanese, English, Korean, Chinese, Spanish】

Engaging in Activities Outside 
Your Residence Status
《no charge》

Changing Status of Residence
《fee required》

Extensions to Period of Stay
《fee required》
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9.  在留カード
2012年7月9日から、日本に90日以上住

む予定の外国人は、入国管理局から在留

カードをもらうことになりました。（特別

永住者は、市役所や町役場で「特別永住者

証明書」をもらいます。）

今までの外国人登録証明書は、2015年7月

8日までの一定の期間（今持っている在留

期間が終わる日か16歳の誕生日のどちら

か早い日まで）は在留カードとみなされ

ますが、次の入国管理局での在留期間更新

のときには在留カードにかわります。

在留カードになると、自分の在留期限と

在留カードの有効期限が同じ日付にな

り、分かりやすくなります。

在留カードはいつも持っていなければな

りません。警察などからカードを見せる

ように言われたときに持っていなけれ

ば、罰金を払わなければならないことも

ありますので、注意してください。

●在留カードの有効期間

＜永住者＞

　16歳以上の人…もらった日から7年

　16歳未満の人…16歳の誕生日まで

＜永住者以外の人＞

　16歳以上の人…在留期間が終わる日まで

　16歳未満の人…16歳の誕生日まで

ざいりゅう

 　　　　 ねん　 がつここのか　　　　　　　に  ほん　　　　　にちいじょう   す

　　 よ  てい　　がいこくじん　　　 　　にゅうこくかんりきょく　　　　ざいりゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とくべつ

えいじゅうしゃ　　　　しやくしょ　　 ちょうやくば　　      とくべつえいじゅうしゃ

しょうめいしょ

いま　　　　　　がいこくじんとうろくしょうめいしょ　　　　　　　　 ねん　がつ

ようか　　　　　　いってい　　　きかん　　 いま  も　　　　　　　　  ざいりゅう

 きかん　　　お　　　　　 ひ　　　　　さい　　たんじょうび

　　はや　　  ひ　　　　　　　　　ざいりゅう

　　　　　　　　つぎ　　にゅうこくかんりきょく　　     ざいりゅうきかんこうしん

　　　　　　　　　  ざいりゅう

ざいりゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　じ  ぶん　　 ざいりゅうきげん

ざいりゅう　　　　　　　　　ゆうこう  きげん　　　おな 　　  ひ づ け

　　　　 わ

ざいりゅう　　　　　　　　　　　　　　  も

　　　　　　　　　　  けいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　 み

　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　  も

　　　　ばっきん　　  はら

　　　　　　　　　　　　　　ちゅうい

　　ざいりゅう　　　　　　　　ゆうこうきかん

　　えいじゅうしゃ

　　　　さいいじょう　　ひと　　　　　　　　　　 ひ  　　　　　ねん

　　　　さい みまん　　  ひと　　　　さい　　たんじょうび

　　えいじゅうしゃいがい　　ひと

　　　　さいいじょう　  ひと　　ざいりゅうきかん　　お　　　　　ひ

　　　　さい  みまん 　　ひと 　　　 さい 　　たんじょうび

9. Residence Card
Since July 9, 2012, foreign nationals intending 

to stay in Japan longer than 90 days have 

been issued a Residence Card by the 

Immigration Bureau. (Special Permanent 

Residents must obtain a Special Permanent 

Resident ID from their city or town office).

The Alien Registration Cards that were in use 

until the above date will be recognized as 

temporary Residence Cards until July 8, 2015 

(if you are currently a holder of an alien 

registration card, you must change it over by 

that date or by the date of your 16th birthday, 

whichever comes first).

The next time you go to the Immigration 

Bureau to renew your card, you will be issued 

a Residence Card.

Once you receive your Residence Card, your 

valid period of stay in Japan will be the same 

as the validity period of your card, a conve-

nient improvement over the previous system.

You must carry your Residence Card with 

you at all times. You will have to pay a penalty 

if the police ask you to show it but you do not 

have it in your possession, so please be careful.

●Period of Residence Card Validity

＜Permanent Residents＞

・Over 16 years of age: 7 years from the 

date you received your Residence Card

・Under 16 years of age: until your 16th 

birthday

＜Non-Permanent Residents＞

・Over 16 years of age: until the listed 

expiration date

・Under 16 years of age: until your 16th 

birthday
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(1) 市役所や町役場でする(変更)届け出
 ① 住所

・日本に来てすぐの人

もらった在留カードに住所が書かれてい

なかったり、まだ在留カードをもらっ

てない人は、新しい住所が決まってか

ら14日以内に新しい住所を知らせてく

ださい（転入届）。そのとき、在留カー

ドやパスポート（在留カードをもらって

ない人だけ）をいっしょに持って行っ

てください。

・引越しをした人

新しい家に住み始めてから14日以内に

新しい住所を知らせてください（転入届

／転居届）。そのとき、在留カードを持

って行ってください。

(2) 入国管理局でする(変更)届け出

▲

次の届け出や変更をするときには、

パスポート、写真、在留カードを持っ

て行ってください。新しいカードはそ

の日のうちにもらえます。

① 氏名、生年月日、性別、国籍・地域に

変更があったとき

　…14日以内に変更届け出（変更を知らせる)

② カードの紛失（なくした）・盗難（とられた)

　…14日以内に再交付申請（新しいのをつくる)

③ カードの毀損（われた・まがった）

　…できるだけ早く再交付申請（新しいの

をつくる）

　　　  しやくしょ　　ちょうやくば　　　　　　  へんこう　とど　    で

 　　じゅうしょ

　　　にほん　　  き　　　　　　　　ひと

　　　　　　　　　　ざいりゅう　　　　　　　　　じゅうしょ　　 か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいりゅう

　　　　　　　　  ひと　　　　あたら　　　 じゅうしょ　　  き

　　　　　　　か　いない  　　あたら　　　じゅうしょ 　　し 

　　　　　　　　　　てんにゅうとどけ　　　　　　　　　　　　ざいりゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ざいりゅう

　　　　　　 ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  も　　　　　  い

　　 ひっ こ　　　　　　　　  ひと

　　あたら　　　  いえ　　　す　     はじ　　　　　　　　　　　 か   いない

　　あたら　　　  じゅうしょ　　  し　　　　　　　　　　　　　　　  てんにゅうとどけ

　　　　てんきょとどけ　　　　　　　　　　　　  ざいりゅう　　　　　　　　  も

　　　　　　  い

　　　　にゅうこくかんりきょく 　　　　　　 へんこう 　とど　     で

　　つぎ　　　とど　　　で　　　へんこう

　　　　　　　　　　　　　　　しゃしん　　ざいりゅう　　　　　　　　  も

　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　あたら

　　　　  ひ

　　  し  めい 　　せいねんがっぴ 　　  せいべつ　　 こくせき　　 ちいき

　　へんこう

　　　　　　  か いない　　 へんこうとど       で　 へんこう　   し

　　　　　　　　　　ふんしつ  　　　　　　　　　　とうなん

　　　　　　か  いない　　さいこうふしんせい あたら

　　　　　　　　　　 きそん

　　　　　　　　　　　　　　 はや 　  さいこうふ　しんせい　 あたら

（1） Changes and Procedures Done at 
the City or Town Office 

 ① Address
・Recent arrivals in Japan

If you have not received your Residence 
Card or it does not include your address, you 
must report your new address within 14 
days of moving to your new residence with a 
Moving-in Notification. At that time, bring 
your Residence Card, or if you have not yet 
been issued a Residence Card, bring your 
passport, and complete the paperwork.

・People who have moved since being issued 
their card
You must report your new address within 
14 days of moving to your new residence 
with a Moving-in Notifica-
tion or a Change of 
Address Notification. At 
that time please bring 
your Residence Card and 
complete the paperwork.

（2） Changes and Procedures Done at 
the Immigration Bureau ▲

To complete the following procedures, 
please bring your passport, a portrait photo-
graph of yourself, and your Residence Card 
to the Immigration Office so that you can be 
issued a new card on that same day. 

① Changes in name, birthdate, sex, nationality
　…Report and complete procedures 

within 14 days of any changes.
② Loss or theft of card
　…Apply for a new one within 14 days of 

loss or theft.
③ Damage to card
　…Complete procedures as soon as 

possible.
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④ 在留カード有効期間の更新（延ばす）

　…永住者：有効期間が終わる2ヶ月前から

　　有効期間が16歳の誕生日の人：誕生日

の6ヶ月前から

▲

次の届け出をするときは、在留カードを

持って行ってください。このときは新し

い在留カードにはなりません。

① 所属機関などがかわったとき

　…「技術」や「留学」「研修」などの在留

資格の人は、会社や学校の名前や住所

が変わったり、なくなったりしたと

き、また、雇用などの契約が終わった

り新しくなったりしたときなどに、14

日以内に届け出

② 結婚相手と離婚したり、死別したとき

　…「家族滞在」「特定活動（ハ）」「日本人

の配偶者等」「永住者の配偶者等」の

在留資格の人が離婚したり、相手が亡

くなったりしたときは、14日以内に届

け出

(3) みなし再入国許可
　有効なパスポートと在留カードがあれ

ば、再入国許可の手続きをしなくても、１

年以内（在留期限前）であれば、日本に戻

ってくることができます。日本を出るとき

に、在留カードを必ず見せてください。

　ただし、１年より長い期間日本に戻らな

い場合は、これまでと同じように再入国

許可を入国管理局で申請してください。

　　　  ざいりゅう　　　　　   ゆうこうきかん　　こうしん　　  の

　　　　  えいじゅうしゃ　  ゆうこう き  かん　　お　　　　　　　げつまえ

　　　　　ゆうこう き かん　　　   さい　   たんじょうび　　 ひと　　たんじょうび

　　　　　　　　　　げつまえ

　　　つぎ　　とど 　　 で　　　　　　　　　　　　　　ざいりゅう

　　　  も　           い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたら

　　　　　ざいりゅう

　　　   しょぞく きかん

　　　　　　   ぎじゅつ　　　　　 りゅうがく　　けんしゅう　　　　　　　　ざいりゅう

　　　　　 しかく　    ひと　　　　かいしゃ　　がっこう　　　なまえ　  じゅうしょ

　　　　　　　  か

　　　　　　　　　　　　　　　  こよう　　　　　　 けいやく　　 お

　　　　　　  あたら

　　　　　  か  いない　　  とど　　  で

　　　   けっこん あいて　　  りこん　　　　　　　　  しべつ

　　　　　　　か ぞ くたいざい　　  とくていかつどう　                      にほんじん

　　　　　　　はいぐうしゃとう　　　 えいじゅうしゃ    はいぐうしゃとう

　　　　　ざいりゅうしかく      ひと        りこん　　　　　　　　　あいて　　　な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  か いない         とど

　　　　　　　  で

　　　　　　　　　　   さいにゅうこくきょか

　　　 ゆうこう　　　　　　　　　　　　　     ざいりゅう

　　　      さいにゅうこくきょか　　 てつづ　　　　　　　　　　　　　　　 

　ねん いない　　　ざいりゅうきげんまえ　　　　　　　　　　　    にほん　　もど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 にほん　     で　　　　　

　　　　　ざいりゅう　　　　　      かなら　　み

　　　　　　　　　　　　　ねん　　　　なが　　 きかん　 にほん　    もど

　　　  ばあい　　　　　　　　　　　　　　    おな　                      さいにゅうこく

    きょか　　    にゅうこくかんりきょく　   しんせい 　　　

 ④ Renewal of Residence Card
…Permanent Residents must renew 

beginning from 2 months before expiration 
of card. Residents whose card expires on 
their 16th birthday must renew beginning 
from 6 months before their 16th birthday.▲

To complete the following procedures, 
bring your Residence Card to the Immi-
gration Office (a new card will not be 
issued).

 ① Job change
…For people with “Engineer,” “Student,” 

or “Trainee” qualifications, complete 
proper procedures within 14 days of 
changing your company or school, or of 
moving, the closing of your company or 
school, the completion of your contract, 
or the beginning of a new contract.

 ② Death or divorce of spouse
…People with “Dependent,” “Designated 

Activities,” “Spouse or Child of a 
Japanese National” or “Spouse or Child 
of Permanent Resident” qualifications 
must complete proper procedures 
within 14 days of divorce or death of 
spouse. 

（3） Re-entry Permits 
If you have a valid passport and valid 
Residence Card, you can leave and re-
enter the country without a re-entry 
permit, so long as you will not be out of 
the country for more than 1 year. When 
you leave Japan, you must show your 
Residence Card to the immigration officer 
when you pass through immigration.
If you will be out of the country for more 
than 1 year and then re-entering, you 
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　そうしなければ、在留期間がまだ残って

いても、その在留カードはもう使えなくな

り、在留資格から取り直さなければならなく

なりますので、注意してください。

(4) 在留カードの返納（返す）
 ① 日本を出国して、もう再入国しない場合

日本を出国するとき返す（空港や港）

② 日本国籍になったとき

　14日以内にその人が入国管理局に返す

③ 亡くなったとき

　14日以内に一緒に住んでいた家族が入国

管理局に返す

(市役所や町役場への死亡届は7日以内な

ので注意。また、母国の大使館か領事館

にも報告すること。）

 ＊ 在日本大使館・
　　　　　領事館TELリスト

 ＊ 県市町国際交流担当課
　　　　　　　　TELリスト

 ＊ ｢新しい在留管理制度について」

(法務省入国管理局）

【26言語】

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/

index.html

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいりゅうきかん　　　　　　のこ

　　　　　　　　　　　　　ざいりゅう　　　　　　　　　　　  つか

　　　　　ざいりゅうしかく　　　　 と　　 なお

　　　　　　　　　　　　　　ちゅうい

　　　　ざいりゅう　　　　　　　   へんのう　　 かえ

　　　　にほん　　しゅっこく　　　　　　　　　   さいにゅうこく　　　　　　 ばあい

　　　　にほん 　 しゅっこく　　　　　　　　かえ　　　 くうこう　   みなと

　　　　にほんこくせき

　　　　　  か   いない　　　　　　 ひと　　にゅうこくかんりきょく　　かえ

　　　   な

                 か   いない　　 いっしょ　　  す　　　　　　　　　かぞく　　にゅうこく

　　　 かんりきょく　　かえ

　　　　しやくしょ　　ちょうやくば　　　　　しぼうとどけ　　なのかいない

　　　　　　　ちゅうい　　　　　　　　  ぼこく　      たいしかん　    りょうじかん

                      ほうこく

  ざいにほんたいしかん

　　　　　　　  りょうじかん

   けんしちょうこくさいこうりゅうたんとうか

　　  あたら　　　  ざいりゅうかんりせいど

         ほうむしょうにゅうこくかんりきょく

　　　       げ ん ご

P.70

P.70
P.70

P.70

must apply before your departure date for 
a re-entry permit at an Immigration 
Bureau. If you do not complete this proce-
dure, your Residence Card will become 
invalid after 1 year.

（4） Returning Your Residence Card 
 ① When leaving Japan with no intention of 

re-entry, return your Resident Card at the 

airport or port of your departure.

 ② When becoming a Japanese citizen, return 

your Residence Card to the Immigration 

Bureau within 14 days of citizenship 

change.

 ③ In case of death, the family with whom the 

foreign resident was living must return 

the card to the Immigration Bureau 

within 14 days of the foreign resident’s 

death. (Note: notification of death must be 

delivered to the city or town office within 

7 days of death. Also the deceased’s 

embassy should be informed of the death.)

 ＊ List of Embassies and Consulates in 
Japan

 ＊ List of Municipalities in Charge of Inter-
national Affairs Divisions

 ＊ New Resident Management System 
Information
(Immigration Bureau of Japan, Ministry 
of Justice)
【26 languages】
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
index.html
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10.  外国人住民基本台帳制度
(1) 住民基本台帳制度とは
2012年7月9日から、それまで日本人だけ

を対象にしていた住民基本台帳制度が

外国人住民にも適用され、日本人と外国人

の住民票が世帯ごとに編成されることに

なりました。そのことで、いろいろな手続

きが簡単になります。

① 日本人と外国人の家族が同じ住所に住

んでいることが分かる証明書（住民

票）がでます。

② 市役所や町役場で住所を変更するだけ

で、国民健康保険や国民年金に登録し

ている住所も変更になります。

③ 入国管理局で在留資格や在留期間の

変更をしたら、市役所や町役場に届け

出をしなくてもいいです。

 ＊ ｢外国人住民に係る住民基本台帳制度に

ついて｣（総務省）

【英語・韓国語・簡体字中国語・繁体

字中国語・スペイン語・ポルトガル語】

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jic

hi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

がいこくじんじゅうみんきほんだいちょうせいど

    　　　じゅうみんきほんだいちょうせいど

　　　　 ねん　 がつここのか　　　　　　　　　　　　　　 にほんじん

　　たいしょう　　　　　　　　　　　 じゅうみん き ほん  だいちょうせい ど

がいこくじんじゅうみん　　　  てきよう　　　　　　 にほんじん　    がいこくじん

　  じゅうみんひょう　　 せ たい　　　　　　  へんせい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 て  つづ

　　　　かんたん

  にほんじん　　　がいこくじん　　 かぞく　　 おな　　じゅうしょ　    す

　　　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　しょうめいしょ　　 じゅうみん

ひょう

  しやくしょ　　 ちょうやくば　　じゅうしょ　  へんこう

　　　　こくみんけんこう  ほけん　　　こくみんねんきん　    とうろく

　　　　　  じゅうしょ　　へんこう

にゅうこくかんりきょく　　 ざいりゅうしかく　　   ざいりゅうきかん

へんこう　　　　　　　　　　　しやくしょ　　  ちょうやくば　　とど

  で

　   がいこくじんじゅうみん　　かか　  じゅうみんきほんだいちょうせいど

　　　　　　　　　　 そうむしょう

        えいご　　　 かんこく  ご　　　 かんたいじちゅうごく ご　　 はんたい

   じちゅうごくご　　　　　　　　　　   ご　　　　　　　　　　　　   ご

（1） The Basic Resident Registry 
Since July 9, 2012, qualifying foreign 

residents have been included in the Basic 

Resident Registry, which formerly included 

only Japanese residents. Now every house-

hold will be issued a residence record that 

includes both Japanese citizens and foreign 

residents. This improvement will make 

such official procedures as those mentioned 

below easier and more convenient for 

foreign residents.

 ① The resident record will show foreign 

residents who are living in the same 

household as Japanese family members.

 ② You no longer need to report a change of 

address to the health or pension depart-

ments. Instead your health insurance and 

pension records will automatically be 

updated when you report a change of 

address at your city or town office.

 ③ You no longer need to report changes in 

your visa to the city or town office. 

Instead, your residence record at the city 

or town office will automatically be 

updated when you report a change in 

status of residence or period of stay at 

your nearest immigration bureau.

 ＊ “Changes to the Basic Resident Registra-
tion Law” （Ministry of Internal Affairs and 
Communications）
【English, Korean, simplified Chinese, 
traditional Chinese, Spanish, Portuguese】

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi
_gyousei/c-gyousei/zairyu.htmlpurchase.

Basic Resident Registry 
System for Foreign Residents

10.
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11.  医療と保険制度
(1) 病院の基礎知識
 ① 診察に必要な物

a. 健康保険証（日本のもの）

b. 在留カードなど、身分を証明する書類

c. 現金（カードが使える病院はまだ多く

ありません。）

d. 住所、電話番号、症状、いつも飲んで

いる薬の名前などのメモ

（＊病院で使える便利な問診票がありま

す。）

多言語医療問診票【18言語】

http://www.kifjp.org/medical/

② ことばで不安のある時は、通訳できる

人に一緒に行ってもらいましょう。

＊ アイパル香川では、通訳ボランティア

の紹介をしています。　

＊ 外国語で診察してもらえる病院があり

ます。

外国語対応医療機関

（香川県総務部国際課）

【日本語・英語・中国語・韓国語】
http://www.pref.kagawa.jp/kokusai/m_medical/index.html

③ 診察結果や薬などについては、よく分

かるまで病院の先生に説明してもらい

ましょう。

④ 予約の時間や、面会（お見舞い）の時

間は守ってください。

⑤ 病院の中では、携帯電話は使わないで

P. 4

P. 4

いりょう　  ほ け ん せ い ど

    びょういん　   き そ ちしき

しんさつ　　ひつよう　　もの

  けんこうほけんしょう　    にほん

 ざいりゅう　　　　　　　　　　　　み ぶ ん 　 しょうめい　　    しょるい

  げんきん　　                          つか　     　びょういん　　           おお

 じゅうしょ　　でんわばんごう　 しょうじょう　　　　　　 　 の

             くすり 　な ま え

 　　  びょういん　  つか　　       べ ん り　 もんしんひょう

           た げ ん ご  いりょうもんしんひょう              げ ん ご

　　　　　　　　   ふ あ ん　　             とき　       　つうやく

  ひと　　いっしょ　  　い

                           か が わ　              　 つうやく

     しょうかい

  がいこくご　　 しんさつ　                               　 びょういん

   　　　　　　 がいこくごたいおういりょうきかん

　　　　　　　 か がわけんそうむぶこくさいか

　　　  にほんご　　　えいご　　 ちゅうごくご　    かんこくご

しんさつけっか　   くすり                                                       　　   わ

                        びょういん　   せんせい　    せつめい

 よ や く　  　じ か ん　　        めんかい　　　　   み  ま                　　 じ

 かん　　まも

びょういん　  なか　　              けいたいでんわ　　 つか

  
（1） Basic Information about Hospitals 
 ① Items needed for a medical inspection

a. National Health Insurance Card (Japanese) 

b. Identification such as a Residence Card

c. Cash (most hospitals do not accept 

payment by credit card)

d. A memo with your address, telephone 

number, symptoms, medications etc. 

written in Japanese to help you fill out the 

medical questionnaire required by the 

hospital. Or you could print out the 

questionnaires generally used by each 

hospital department which are available on 

this site in 18 languages.   

Multilingual Medical Questionnaire 【18 languages】
http://www.kifjp.org/medical/

 ② If you think that your Japanese ability is 

not good enough to communicate well 

with a doctor, you should take someone 

to interpret for you.

 ＊ If you do not have someone to interpret for 

you, interpreters are available through 

I-PAL Kagawa 《JPY1,000/hour》.

 ＊ Some hospitals have doctors who speak 

multiple languages. Please check the 

following website for information.

Multilingual Medical Facilities
(Kagawa International Affairs Division) 
【Japanese, English, Chinese, Korean】
http://www.pref.kagawa.jp/kokusai/m_medical/index.html
 ③ Remain with the doctor until you are sure 

that you understand the results of 

medical examinations and the prescribed 

medication.

 ④ Make sure you are on time for appoint-

ments and visiting hours.

Medical Treatment and the 
Health Insurance System

11.
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ください。

⑥入院費用など、お金のことで困ったとき、

または利用できる制度がわからないと

きは、病院に相談してください。

⑦診察時間（病院によって違いますので

確認してください。）

土曜日午後、日曜日、祝日（大きな病院

は、平日の午後も）が休みのところがほ

とんどです。

(2) 医療費と公的医療保険
1年以上日本に住む人は誰でも、公的な医

療保険に入らなければなりません。医療

保険に入ると、保険料を払わなければな

りませんが、病気や怪我のとき、かかっ

た医療費の30％を払うだけですみます

し、赤ちゃんを産んだとき、手術や入院な

どで、医療費がとても高かったときに、後

で払い戻しがあります。また、難病、お年

より、赤ちゃん、親がどちらか一人しかい

ない家族などの医療費については、市役

所や町役場から援助があります。

あなたが保険に入っているかどうか、ど

の保険に入っているかで、問い合わせ先

は違うので、仕事をしている人は最初に

会社に確認してください。

 ① 社会保険

会社があなたのために一部を払い、残

りはあなたの給料から引いて手続きを

してくれます。

　　 にゅういんひよう　　　　　　    かね　                    こま

　　　　　　　　 り よ う             　　 せ い ど

                        びょういん　　そうだん

      しんりょうじかん　   びょういん　　                  ちが

      かくにん

        どよう び  ご ご　      にちようび     しゅくじつ　  おお　　    びょういん

    　           へいじつ       ご　ご              　　やす

　　　 いりょうひ　     こうてきいりょうほけん

　 ねんいじょう にほん　  　す　     ひと　   だれ　               こうてき        い

りょうほけん   　はい                                                                   　 いりょう

 ほ け ん　    はい　                  ほけんりょう　   はら

                                      びょうき     　 け  が

         いりょうひ                              はら

             あか                    　  う                        　   しゅじゅつ　 にゅういん

          いりょうひ　                      たか　　                                     あと

　　はら      もど　　                                                     なんびょう　      とし

                 あか                      　おや　　                        ひ と り

             か ぞ く              　　いりょうひ　　                                   し や く

し ょ     ちょうやくば　         えんじょ

　　　　　　　　  ほ け ん   　 はい

        ほ け ん    　はい　                                       　 と　       あ　           さき

      ちが　                         し ご と　                            ひと    　さいしょ

かいしゃ   　かくにん

      しゃかいほけん

             かいしゃ　　                                             い ち ぶ　     はら　          のこ

　　　　　　　　　　　　　     きゅうりょう　          ひ　             て つ づ

 ⑤ Cell phones may not be used inside hospi-

tals.

 ⑥ Consult the hospital if you do not have 

enough money to pay for hospital bills or 

do not understand what insurance you 

can use. 

 ⑦ Hospital hours differ from hospital to 

hospital so please check. However, most 

hospitals are closed on Saturday 

afternoons, Sundays and public holidays 

and many large hospitals do not take 

patients on weekday afternoons. 

（2） Medical Charges and Public Health 
Insurance 

Anyone who lives in Japan for 1 year or 

more must be covered under a public 

health insurance plan for which they pay 

insurance fees. Patients covered under 

this system pay only 30 percent of the 

actual medical fees incurred. In addition, 

the insured can submit a claim for a 

partial refund if medical costs for one year 

are very high due to childbirth, surgery, 

or hospitalization. Single parent families 

are eligible for subsidized medical costs so 

please check with your city or town office 

if you fall into this category. If you are 

employed, you should consult your 

employer to find out if you are already 

insured and what the insurance covers. 

Types of public health insurance are:

 ① Social Insurance

This type of insurance is provided by 

companies for their employees. The 

company pays some of the insurance 

fees while the rest is deducted from the 

employees’ salary.
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 ② 国民健康保険

会社が手続きをしてくれない場合や、

仕事をしていない人は、市役所や町役

場で自分で払います。

（3） 妊娠したとき
市役所や町役場へ、病院でもらった妊娠

届を持っていくと、母子健康手帳（お母

さんと赤ちゃんの健康のためのノート）」

がもらえます。

 ① 母子健康手帳

お母さんや赤ちゃんのためのいろいろ

な保健サービスを案内するために作ら

れたものです。この手帳の中には「妊

婦の健康診査」の受診票が入っていて、

このチケットを持っていくと、赤ちゃん

が生まれる前の検査にかかるお金の

一部が返ってきます。返ってくるお金

は、市町によって違いますので、詳し

くは市役所や町役場できいてください。

外国語版の母子健康手帳は、市や町に

よっては、無料でもらえることもあり

ますのできいてください。また、8言語

に訳されたや母子健康手帳や子育て

ガイドを自分で買うこともできます。

母子保健事業団（東京）

  TEL：03-4334-1188

  FAX：03-4334-1181

　　こくみんけんこうほけん

　　 かいしゃ　 　て つ づ　                                             　  ば あ い

       し ご と　　                                 ひと　       　し や く し ょ 　 ちょうやく

        ば　     じ ぶ ん    　はら

　　　 にんしん

 し や く し ょ　   ちょうやくば　      　  びょういん　                       　 にんしん

とどけ　  も　　                                  ぼ し け ん こ う て ち ょ う      　　  かあ

                  あか　　                   けんこう

ぼしけんこうてちょう

　　 かあ　　　　　　 あか

　　 ほ け ん                          　　 あんない　                         　  つく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   てちょう　　なか　                 にん

  ぷ　　 けんこうしんさ      　  じゅしんひょう　 はい

　　　　　　　　　　　　　　 も　　                               あか

        う　　                 まえ　     け ん さ　                          　    かね

い ち ぶ     　かえ　                           　      かえ　　                          かね

            しちょう　　                     ちが　　                                くわ

       しやくしょ　　 ちょうやくば

がいこくごばん   　  ぼ し け ん こ う て ち ょ う           　し　   ちょう

　　　　　　　　　　  むりょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   げ ん ご

　    やく　　　　　　　 　     ぼ し け ん こ う て ち ょ う    　   こそだ

                         じ ぶ ん     　か

                      ぼ   し  ほけんじぎょうだんたい　 とうきょう

 ② National Health Insurance

If you are unemployed or your company 

does not provide health insurance, you 

must subscribe to the national health 

insurance plan and pay insurance fees to 

your local government. Please inquire at 

the city or town office for details.

（3） For Expectant Mothers 
Expectant mothers are issued a Mother and 

Child Health Book (boshikenko-techo) from 

their city or town office upon showing a 

ninshin-todoke (Notification of Pregnancy) 

provided by their hospital or maternity clinic.

 ① The Mother and Child Health Book

 (boshikenko-techo) 
This booklet contains information on all 

of the insurance services available to 

expectant mothers and their babies. It 

also contains a medical check-up card for 

pregnant mothers. If you are pregnant, 

take this card with you when you go to 

your regular checkups in order to 

receive a partial refund for the cost of the 

checkups. The amount refunded varies 

depending on the locality, so please 

inquire at your city or town office for 

more details. Some areas provide Mother 

and Child Health Books in languages 

other than Japanese for no extra charge, 

so please enquire. Translations into 8 

different languages, as well as guidebooks 

on raising children in Japan, can also be 

purchased by contacting the following.

MCFH（Tokyo)
TEL: 03-4334-1188
FAX: 03-4334-1181
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 ② 出産する前（赤ちゃんを産む前）

出産のために入院するお金がなくて困

っている人は、安い料金で産むことが

できる病院を紹介してもらうことがで

きます。詳しくは市役所や町役場でき

いてください。

 ③ 出産したとき（赤ちゃんを産んだとき）

病院に書いてもらった出生証明書と母子

健康手帳を持って、14日以内に市役所や

町役場に出生届を出します。（入国管理

局で在留資格を申請するのは生まれた日

から30日以内です。また、母国の大使館

か領事館へも報告してください。）

 ④ 健康保険と出産費用

妊娠検査から赤ちゃんを産むまで、保

険は使えないので、全額を自分で払う

ことになります。でも、赤ちゃんを産

むのにかかったお金は、後から42万円

までお金が返ってきますので、子ども

が生まれたらあなたが入っている健康

保険の事務所に申請しましょう。病院

がお腹を切って赤ちゃんを出すことを

決めたようなときは、保険が使えるこ

とがあります。

 ⑤ 子どもを育てる

赤ちゃんの健康診断や予防接種などが

あります。国によって違いますので、

病院などで相談してください。

 しゅっさん　　 　 まえ　　あか　                    　う　　 まえ

しゅっさん　　　　　　  　  にゅういん　            　かね　                       こま

                          ひと　　       やす　   りょうきん 　　 う

                   びょういん　   しょうかい

                         くわ　                 し や く し ょ　　 ちょうやくば

 しゅっさん　　　　　　 　　  あか　                  　う

びょういん  　か　　                        　   しゅっしょうしょうめいしょ      ぼ　し

 けんこうてちょう  　  も　                        か い な い　  　しやくしょ

ちょうやくば　  しゅっしょうとどけ　 だ　　　　　　　　　　にゅうこくかんり

きょく　 ざいりゅうしかく　　 しんせい　　　　　　　　 う　　　　　　　ひ

　　　　　　にち  いない　　　　　　　　　　　　　ぼこく　　　たいしかん

　　りょうじかん　　　　ほうこく

けんこうほけん　　しゅっさんひよう

にんしんけんさ　　　　 あか　　　　　　　　　う　　　　　　　 　　 ほ

けん   　つか　                                　  ぜんがく　　  じ ぶ ん    　はら

                                                                      あか　                     　う

                                                   かね　      　 あと　　             まんえん

                   かね　 　かえ                  　　　　　　　             こ

        う　                                             　 はい　                   　  けんこう

ほ け ん    　じ む し ょ　　  しんせい　                              　 びょういん

            なか　   　き　　        あか　                     　 だ

 き　                                 　                      ほけん 　　つか

  こ　                そだ

あか　　　　　　　　　けんこうしんだん　　  よぼうせっしゅ

　　　　　　　　　　 くに　　　　　　　  　ちが

びょういん　　　　　そうだん

 ② Before delivery

The local government can recommend 

hospitals with lower fees to women who 

are worried about the cost of giving 

birth in a hospital. Contact your city or 

town office for details. 

 ③ After delivery

Take the birth certificate (shussho-sho-

meisho) and present it to the city or town 

office within 14 days of the birth to 

register your child’s birth. You must 

apply at the immigration bureau for 

residence status for the newborn within 

30 days of birth. Also, please report the 

birth to your home country’s embassy or 

consulate in Japan.

 ④ Health insurance and expenses incurred 

during pregnancy

All expenses from the pregnancy test 

to delivery must be paid up front by the 

family. However, after delivery, up to 

JPY420,000 will be refunded to the new 

mother, so be sure to contact your 

health insurance provider for details. 

National health insurance will cover the 

cost of a caesarian section.

 ⑤ Immunizations and checkups

Hospitals and medical clinics provide 

checkups and immunizations for infants 

and children. Please consult your hospi-

tal or clinic about the procedures and 

schedules.
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 ⑥ 児童手当

日本に住んでいる中学生までの子ども

を育てている人は、市や町から手当

（お金）がもらえます。（金額は、子ど

もの年齢や人数で変わります。）申請

は、市役所や町役場でしてください。

 ＊ AMDA国際医療情報センター

このセンターでは、電話で医療福祉制

度などの情報提供をしています。ホー

ムページなどで確認して、直接電話し

てください。

【英語・ポルトガル語・スペイン語・

タガログ語・中国語・韓国語・タイ語】

http://amda-imic.com/

 じ ど う て あ て

　にほん　　　す　　　　　　　　 ちゅうがくせい　 　　　　　 こ

　　そだ　　　　　　　　　  ひと　　　　　し　　 ちょう　　　　　て  あて

　　　　かね　　　　　　　　　　　　　　　　　　きんがく　　　　 こ

　　　　  ねんれい　　 にんずう　      か　　　　　　　　　　　　　しんせい

　　　　 しやくしょ　　 ちょうやくば

　　　　　   こくさいいりょうじょうほう

 　　　　　　　　　　　　 　                 で ん わ 　   いりょう ふくし  せ い

  ど                　 じょうほうていきょう

                                             かくにん                   ちょくせつでんわ

   え い ご　　    　　　　　　　   　ご　　　　　　　　　     ご

　　　　　          ご　 　ちゅうごくご　  かんこくご　　　　　　 ご

 ⑥ Child benefit allowance

Parents/guardians in Japan are granted 

a monthly child benefit allowance from 

their city or town for each of their 

children up until they begin junior high 

school. (The amount of money depends 

on the child’s age and the number of 

children in the family.) Please apply for 

this benefit at your city or town office.

 ＊ The AMDA International Medical Informa-
tion Center offers information about 

medical services in Japan in several 

languages. Please check the website 

below.

【Japanese, English, Portuguese, 

Spanish, Tagalog, Chinese, Korean, 

Thai】

http://amda-imic.com/
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12.  仕事を探す
日本で就労する（働く）ためには就労が

できる在留資格を持っていて、仕事の内

容が、その在留資格で認められた活動で

なければなりません。

(1) 仕事の探し方
① 仕事の紹介をしている民間の会社に登録

して探す。

② 国の機関であるハローワーク（公共職

業安定所）を利用する。《無料》

ハローワークでは、仕事に関する相談

や仕事の紹介を、無料でしてくれま

す。また、コンピュータで全国の情報

を見ることができます。

 ★ ハローワーク高松

外国人雇用サービスコーナー

毎週火曜日8:30～12:00

毎週木曜日13:00～17:00

通訳言語【中国語】

(2) 労働契約 
労働契約とは、労働者（働く人）と雇用

主（会社など）の間で決める、労働条件

に関する契約のことです。雇用主は労働

者に対して、賃金、労働時間などの労働

条件を、紙に書いて渡さなければなりま

せん。必ず内容を確認しましょう。

P.55 P.55

      し ご と　　さが

 に ほ ん　　しゅうろう 　　　　　  はたら　　                              しゅうろう

                   ざいりゅうしかく　  　 も　　                            し ご と 　　ない

よう　　                   ざいりゅうしかく　    みと　　　　　　　　  かつどう

　　   し ご と　　 さが　　 かた

　　し ご と　  しょうかい　　　　　　　　　 みんかん　　 かいしゃ　  とうろく

　                さが

      くに　　 き か ん　　                                                          こうきょうしょく

      ぎょうあんていじょ       　     り よ う                      むりょう

         　 　 　 　 　 　 　 　 　  し ご と　　 かん　          そうだん

              し ご と 　    しょうかい               むりょう

                     　　　　　　　　　　　                             ぜんこく     じょうほう

        　  み

　　　　　　　　　　　　　　たかまつ

     がいこくじんこよう

    まいしゅう か よ う び                                    　　

    まいしゅう もくようび

       つうやくげんご　    ちゅうごくご

　　　ろうどうけいやく

ろうどうけいやく　　　　　　  ろうどうし ゃ　　はたら　  ひと　　        こよう

ぬし　　 かいしゃ　                 　 あいだ　　き　             　  ろうどうじょうけん

      かん　　       けいやく　　                                  こようぬし 　　 ろうどう

しゃ　　たい　             　 ちんぎん　 　ろうどうじかん             　　 ろうどう

じょうけん　　      かみ　  　か　　         わた

                 かなら　 ないよう　　 かくにん

12. Looking for Work
In order to work in Japan, you must have a 

visa that permits you to work, and the work 

you do must be approved in the terms and 

conditions of the visa.

（1） How to Look for Work 
 ① Register with a private job hunting 

company, which will assist you to look 

for work.

 ② Make use of the national“Hello Work”(public 

employment centers) 《No charge》  

At “Hello Work” (public employment 

centers), people can receive career 

advice and look for jobs free of charge. 

These centers also have computers on 

which jobseekers can search for jobs 

nationwide.

 ★ Hello Work Takamatsu, foreigner employ-

ment consultation service

Tuesdays 8:30-12:00, 

Thursdays 13:00-17:00

Chinese interpretation available.

（2） Working Contracts 
A working contract is a contract agreed upon 

between an employer and an employee which 

details the conditions of the employee’s job. 

The employer must write the conditions of 

employment, including salary and working 

hours, and give this to the employee. Employ-

ees should confirm the contents of the working 

contract.
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(3) 相談窓口
賃金や労働時間などで会社と問題になっ

た場合は、近くの労働基準監督署へ相談

してください。

高松市（国分寺町以外）、香川郡、木田郡

 

 丸亀市（綾歌町、飯山町以外）、善通寺市、仲多度郡

 

坂出市、高松市（国分寺町）、綾歌郡  

丸亀市（綾歌町、飯山町）

観音寺市、三豊市

さぬき市

 

 

東かがわ市

 

小豆郡

 

 

ハローワーク 労働基準監督署

 高松 Takamatsu

 

 

 丸亀 Marugame

 

 

 坂出 Sakaide

 

 

 観音寺 Kanonji

 

 

 さぬき Sanuki

 東かがわ Higashikagawa

 土庄 Tonosho

 高松 Takamatsu

 

 

 丸亀 Marugame

 

 

 坂出 Sakaide

 

 

 
 観音寺 Kanonji

 

 東かがわ Higashikagawa

 東かがわ Higashikagawa

 小豆島 Shodoshima

 高松 Takamatsu

TEL:087-869-8609

TEL:0877-21-8609

TEL:0877-46-5545

TEL:0875-25-4521

TEL:0879-52-2595

TEL:0879-25-3167

TEL:0879-62-1411

TEL:087-811-8945

TEL:0877-22-6244

TEL:0877-46-3196

TEL:0875-25-2138

TEL:0879-25-3137

TEL:0879-25-3137

TEL:0879-62-0097

TEL:087-811-8945

あなたの町

しょうずぐん とのしょう しょうどしま

たかまつ

ひがし　　　　　　し

　 　 　 　   し

ひがし  ひがし

 ひがし

まち ろうどうきじゅんかんとくしょ

たかまつし　    こくぶんじちょういがい             かがわぐん   　  き た ぐ ん たかまつ

まるがめし　  あやうたちょう　はんざんちょういがい　　　ぜ ん つ う じ し  　な か た ど ぐ ん まるがめ

たかまつ

まるがめ

さかいでし　　たかまつし　　こくぶんじちょう        あやうたぐん

まるがめし　　あやうたちょう　はんざんちょう

さかいで さかいで

か ん お ん じ し    　み と よ し かんおんじ かんおんじ

　　　そうだんまどぐち

ちんぎん　 　ろうどうじかん             　　かいしゃ　　もんだい 

       ばあい        　　ちか　       　ろうどうきじゅんかんとくしょ　　そうだん

（3） Consultation 
If any problems develop between you and 

your employer concerning wages, work-

ing hours, etc., consult your local Labor 

Standards Supervision Office.

Location

Takamatsu-shi (except Kokubunji-cho), 
Kagawa-gun, Kita-gun

Marugame-shi (except Ayauta-cho, Hanzan-cho), 
Zentsuji-shi, Nakatado-gun

Sakaide-shi, Takamatsu-shi (Kokubunji-cho), 
Marugame-shi (Ayauta-cho, Hanzan-cho), 
Ayauta-gun

Kanonji-shi, Mitoyo-shi

Sanuki-shi

Higashikagawa-shi

Shozu-gun

Hello Work Labor Standards 
Supervision Office
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13.  税金
日本で誰もが払わなければいけない税金

には3種類あります。その内、所得税や

住民税は、会社から給料をもらっている

人の場合、会社があなたの給料から先に

引いて払っていることがほとんどです。

給料明細を見ると分かるので、給料から

引かれない人は、所得税は税務署へ、住

民税は市役所や町役場へ、自分で払いに

行かなければなりません。

(1) 所得税
給料や年金などをもらっている人は、そ

の額に応じて国に税金を払います。

(2) 住民税
住んでいる県や市・町に払う税金です。

(3) 消費税
物やサービスにお金を使ったときは、8％

（2014年4月現在）の消費税を払います。

 ★ 納税証明書・所得証明書

在留資格の更新や変更をするときや、

公営住宅を申し込む時などに必要にな

ることがあります。市役所や町役場で

もらうことができます。《有料》

ぜいきん

 に ほ ん　　だれ　       　はら　                                                  　  ぜいきん

                しゅるい　                                       　  うち       しょとくぜい

じゅうみんぜい　　        かいしゃ　        きゅうりょう                                   　　

ひと      ば あ い　　  かいしゃ　                      　  きゅうりょう        　 さき　　

 ひ              はら　　                                                                                

きゅうりょうめいさい  　   み　             わ　　                          きゅうりょう　     

 ひ                           ひと　          しょとくぜい　　  ぜいむしょ　     　  じゅう

みんぜい   　し や く し ょ   　 ちょうやくば　           じ ぶ ん   　  はら　         

 い

　　   しょとくぜい

  きゅうりょう　  ねんきん　                                                  　  ひと

      がく　　おう　      　くに　　ぜいきん　　はら

        じゅうみんぜい

 す　　                    けん　 　し    　ちょう　 はら　　ぜいきん

         しょうひぜい

もの　　　　　　　　　　　　　　 かね　　つか

　　　　　　ねん　がつげんざい　　　　しょうひぜい　　はら

のうぜいしょうめいしょ　　しょとくしょうめいしょ

 ざいりゅうしかく　    こうしん　　 へんこう

こうえいじゅうたく　  もう　     こ　     とき　　　　　　   ひつよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しやくしょ　　  ちょうやくば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆうりょう

13. Taxes
In Japan there are three kinds of taxes which 

everybody must pay. In most cases, employ-

ers deduct income tax and residents'tax 

directly from their employees'wages. This 

payment appears on the employees'pay slips. 

If the pay slip does not show any deductions 

for income and residents'tax, the employee 

must pay these taxes themselves. Income tax 

must be paid to the Inland Revenue Service, 

residents'tax to the 

city or town office.

（1） Income Tax 
People receiving wages or pensions must 

pay a portion of their income in tax to the 

national government.

（2） Residents’Tax
This is a tax which residents pay to the 

prefecture, city or town in which they are 

living.

（3） Consumption Tax
When you purchase goods or services, 

you must pay an 8% consumption tax (as 

of April 2014).

 ★ Certificate of Tax Payment, Certificate 
of Earnings
When you update or change your 

residence status or apply to live in public 

housing, you will need to provide these 

two documents. They can be acquired at 

your local city or town office for a fee.
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14.  日本の教育制度 
日本の教育制度は、小学校6年、中学校3年、

高校3年、大学4年（短期大学は2年）が基

本です。このうち、小学校と中学校は義

務教育です。

学校には国立（国）、公立（県・市・町）、

私立があります。学校の1

年は4月に始まって次の年

の3月に終わります。

(1) 保育園・幼稚園

 
(2) 小学校・中学校（義務教育）
 ① 入学する年齢

小学校･･･その年の4月2日から次の年の

4月1日までに7歳の誕生日がくる子ども

が入ります。

中学校･･･その年の4月2日から次の年の

4月1日までに13歳の誕生日がくる子ど

もが入ります。

親の仕事や病気で、昼間家で育てら

れない子どもを預けられる。

1～3年間、小学校に入るまでの準備

ができる。

0歳～6歳

（保育園による）

3歳～6歳

公立：

  市役所や町役場

私立：

  直接保育園や幼稚園へ

保育園

幼稚園

手続き

こうりつ

しやくしょ　 ちょうやくば

ちょくせつほいくえん　   ようちえん

し り つ

て つ づ

ほいくえん

ほいくえん

ようちえん

たいしょうねんれい

さい

さいさい

さい おや　 　し ご と　　びょうき　　        ひ る ま い え　　そだ

                    こ　             　あず

　　　　 ねんかん　  しょうがっこう　　はい　                   　じゅんび

に ほ ん      きょういくせいど

　しょうがっこう　 ちゅうがっこう　   ぎむきょういく

 にゅうがく　　　  ねんれい

しょうがっこう　            　  とし　   　がつふつか　　　　 つぎ　　とし

　 がつついたち　　　　　　 さい　  たんじょうび         　         こ　        

       はい

ちゅうがっこう　　              とし　　  がつふつか　　        つぎ　   とし

    がつついたち　　                  さい　   たんじょうび        　 　　   こ

　　       はい

 に ほ ん　 きょういくせいど　        しょうがっこう  ねん     ちゅうがっこう  ねん

こうこう　ねん　　  だいがく  ねん　　たんきだいがく      　 ねん　　         き

ほん　　                                             しょうがっこう       ちゅうがっこう　 　   ぎ

むきょういく

がっこう　　      こくりつ　   くに　　    こうりつ　  けん   　 し　    ちょう　

し り つ　　　　　　　　　　　     がっこう　

ねん    　  がつ　　はじ                   つぎ　　とし

　   　がつ　　 お

　　　 ほいくえん    　ようちえん

14. The Japanese Education System
The Japanese education system consists of 

elementary school (6 years), junior high 

school (3 years), high school (3 years), and 

university (4 years) or junior or technical 

college (2 years). Compulsory education is 

from elementary through to the end of junior 

high school. There are public schools, which 

may be run by the national, prefectural or 

municipal government, and private schools. 

The school year is from April to March.

（1） Kindergarten, Day Care

（2） Elementary School, Junior High 
School (Compulsory Education) 

 ① Age of children upon entry to schools:

Elementary schools･･･Children whose 

7th birthday falls between April 2 this 

year and April 1 next year.

Junior high schools･･･Children whose 

13th birthday falls between April 2 this 

year and April 1 next year.

Ages To apply

Day
care 0yrs-6yrs

(depends on the
day care)

3yrs-6yrs

A place which looks after children 
whose parents cannot take care of them 
during the day due to work or illness.

Public:
City or town office

Private:
Apply directly to the
kindergarten or day care

Kinder-
garten

For 1-3 years. Prepares children 
to enter elementary school

対象年齢
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 ② 手順

a. 公立の学校に行かせる場合は、市や町

の教育委員会に就学願を出してくださ

い。その時は子どものパスポートと在留

カード、印鑑（はんこ）などが必要で

す。

b. 後で入学通知書が届きますので、手続

きをしてください。お金の問題がある

場合は、就学費の援助制度があります

ので、学校に相談してください。

 

(3) 高校・大学
高校と大学は、国立・公立・私立のどれ

であっても、学校に入るためのテストを

受けなければなりません。

ほかに、中学校や高校を卒業した人なら

入ることができる、専門の技術や職業を

教える専修学校やいろいろな専門学校が

あります。

公立：授業料や教科書代は無料。

学用品（ノートなど）、通学用品

（靴、バッグなど）、校外活動（遠

足など）、修学旅行、給食などの費

用は有料。

7歳～12歳

13歳～15歳

 公立：

市や町の教育委員会

私立：

直接学校へ

小学校

中学校

手続き

ちゅうがっこう さい さい

しょうがっこう さい さい こうりつ　じゅぎょうりょう　きょうかしょだい　　むりょう

がくようひん　　　　　　　　　　　　  　                つうがくようひん

　  くつ                                                     こうがいかつどう　    えん

そく                         しゅうがくりょこう　きゅうしょく           　   ひ

よう　 ゆうりょう

たいしょうねんれい てつづ

こうりつ

し　    ちょう　 きょういくいいんかい

し り つ

ちょくせつがっこう

こうこう　　だいがく

こうこう　　 だいがく　　       こくりつ　 　こうりつ　 　し り つ

　　　　　　　　　　　　   がっこう　　はい

 う

　　　　　　　   ちゅうがっこう 　  こうこう　   そつぎょう　        ひと

はい　                                            　 せんもん　　 ぎじゅつ　  しょくぎょう

おし　　      せんしゅうがっこう　　                                せんもんがっこう

 てじゅん

こうりつ　　 がっこう　  　 い　              　 ば あ い　        　 し　　ちょう

      きょういくいいんかい　   しゅうがくねがい　    だ

                        とき　　 こ　　                                                ざいりゅう

　　　　　　  　  いんかん　　                                             ひつよう

あと　     にゅうがくつうちしょ　   とど　                                   て つ づ

                                                              かね　    もんだい

ば あ い　          しゅうがくひ　　 えんじょせいど

                  がっこう　　そうだん

こうこう　　だいがく

対象年齢

 ② Process 

a. Parents who wish to send their children to a 

public school must apply for entrance to their 

local board of education by submitting a School 

Attendance Request (shu-gaku negai). At that 

time, they will also need to present their child’s 

passport and Residence Card. They should also 

bring their personal seal (inkan). 

b. Parents will receive a Notification of School 

Entry (nyu-gaku tsu-chisho) later. Support is 

available for those who cannot afford to pay 

the school fees. Please contact the school office.

     

（3） High School and University
All high schools and universities, whether 

public or private, require students to pass 

tests to enter.

There are also various technical training 

schools and vocational colleges for 

students who have graduated from junior 

high school and senior high school, respec-

tively.

Ages Application

Elementary 
school

Public schools: Lessons and textbooks 
are free of charge. Fees are required 
for writing materials, items necessary 
to attend school (school shoes, bag), 
off-campus activities (excursions etc.), 
study trips, and school lunches.

Public:
City or town board of
education

Private:
Apply directly to the 
school

Junior 
high 
school

7yrs-12yrs

13yrs-15yrs
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15.  公共交通機関
(1) 鉄道（電車）
香川県では、日本全国を走る「ＪＲ」と

県内の私鉄「ことでん」の2つの電車があ

ります。

① 基本的に切符は自動販売機で買いますが､

電車の中で車掌から買うこともできます｡

ＪＲの遠距離切符や特急券などは、駅に

ある窓口などで買います。

② 12歳までの子ども（中学校に入るまで）

は半額料金です。

③ 1歳から6歳までの子ども（小学校に入る

まで）は、大人が一緒だと無料になる

場合があります。

④ 切符には、回数券や定期券、プリペイ

ドカードなどもあります。

＊ ｢ことでん」のICカード乗車券「イ

ルカ」は、切符を買わなくてすむだけ

ではなく、乗った回数によって割引が

あったり、駅の自動販売機や商店街の

店で買い物ができたりし、とても便利

です。詳しくは大きな駅の窓口できい

てください。

ことでん路線図　　　　　

JR路線図&航路　　　　　

P.76

P.78

P.76

P.78

　　   てつどう　    でんしゃ

かがわけん　　　　　　　 にほんぜんこく　　 はし

けんない　　 してつ　                                                    　   でんしゃ

　　  きほんてき　　  き っ ぷ　　 じどうはんばいき 　　か

      でんしゃ　  なか　 しゃしょう　        か

                        えんきょりきっぷ　　とっきゅうけん　　                 えき

                  まどぐち　　              か

　　　   さい　　             こ　　            ちゅうがっこう　 はい

          はんがくりょうきん

　　   さい　         　さい　　              こ　                しょうがっこう　 はい

                                      お と な　　いっしょ　　        むりょう

　　  ば あ い

　 　  きっぷ　　             　かいすうけん　　 ていきけん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じょうしゃけん

　　　　　　　　　　　　  き っ ぷ   　   か

                                       の　　         かいすう　                       わりびき

                                      えき　　  じ ど う は ん ば い き　 しょうてんがい

      みせ　      か     　もの                                                         　　 べ ん り

　　　　　　　    くわ　                おお　　       えき　    まどぐち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ろせん  ず

　　　　　　　　　　　　　　　　 ろせん  ず        こうろ

こうきょうこうつうきかん

15. Public Transportation
（1） Rail  

Railway companies serving Kagawa prefec-

ture include both the nationwide Japan Rail 

(JR), and the local “Kotoden” line. 

 ① Tickets are usually available from a 

ticket machine at the station, but can 

also be bought after boarding. Reserva-

tions and long-distance tickets for JR 

can be purchased from an attendant at 

the counter.

 ② Children younger than 12 (until junior 

high school) are half-fare. 

 ③ Children between 1 and 6 riding with 

their parent(s) may be eligible for a free 

fare. 

 ④ Books of tickets, pass and prepaid cards 

can also be purchased.

 ＊ With Kotoden’s prepaid card, called 

“IruCa”, you can get fare discounts 

based on how many times you ride, and 

can also use it to pay for purchases 

from participating stores. For more 

information, ask at any large Kotoden 

station.

Kotoden Rail Map

JR & Ferry Route Map
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(2) バス（路線バス）
① バスに乗ったら、整理券をバスの入口

の横にある機械から取ってください。

この券に書いてある数字で料金が計算

されます。なくさないでください。

② 降りたい停留所の名前がアナウンス

されたら、窓の横か天井にあるボタンを

押して自分が降りることを知らせます。

③ 料金は降りるときに、運転手の横の箱

に入れますが、おつりが出ないので、

先に運転手両替機で小さいお金に替え

ておきます。1万円札は使えません。

④ 電光掲示板を見ると、券の番号と運賃

がわかるようになっていますので、降

りるとき整理券とお金を一緒に箱の中

に入れてください。

＊ どこまで乗っても料金が同じバスもあ

ります。

＊ ことでんバスなら、イルカカードにお

金をチャージして持っていると、バス

に乗ったときと降りるときに機械に

「ピッ」とふれるだけで料金が払えま

す。この方法だと毎回切符を買わなく

ていいので簡単で便利ですし、乗る回

数によって割引があります。

　　　　　　   の　　                      せいりけん　　                     いりぐち

       よこ　                 き か い        　   と

             けん　 　 か　　                      す う じ　　 りょうきん　  けいさん

  お　　               ていりゅうじょ　      な ま え

                              まど　　よこ   　てんじょう

  お　        　じぶん　    お　　                          し

りょうきん　　お　　                                   うんてんしゅ　　 よこ　　はこ

        い　                                                     　 で

さき　　 うんてんしゅりょうがえき　　  ちい　　              かね　　  か

                                      まんえんさつ　　 つか

でんこうけいじばん　      み　               　けん　    ばんごう　    うんちん

                                                                                                       お

                          せいりけん       　　 かね　　 いっしょ　   はこ   　 なか

        い

                           の　                りょうきん　  おな

 かね　　　　　　　　　　　　　  　  も

         の　                          　     お　                                  き か い

                                                                    りょうきん　  はら

                          ほうほう　　      まいかいきっぷ　　    か

                                かんたん　　  べ ん り                    　    の　  　かい

 すう                       わりびき

ろ せ ん

（2） City Buses
 ① Buses are usually boarded from the 

back. Take a seiri-ken from the machine 

next to the door when you get on. The 

number printed on this ticket corre-

sponds to a number on the fare board 

located at the front of the bus, and will 

indicate how much you must pay when 

you get off. Do not lose your seiri-ken.

 ② When your stop is announced, press the 

“next stop” button located overhead or 

between the windows. 

 ③ Fare is collected in the box next to the 

driver. It does not make change, so 

make sure you have the exact amount. 

There is usually a change machine on 

the front of the fare box (but it does not 

accept 10,000 yen bills).  

 ④ The fare board in the front of the bus 

indicates how much you owe. Find the 

number written on your ticket, and 

deposit that amount along with your 

seiri-ken in the fare box.

 ＊ Some buses charge the same fare 

regardless of where you get on and off.

 ＊ The Kotoden prepaid card (IruCa) is 

usable on Kotoden buses, too. Simply 

scan your card when you get on and off 

(make sure you hear the beep!). The 

fare is deducted automatically.
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(3) バス（長距離バス）
高松や丸亀などから、日本のいろいろな

県への長距離バスがあります。詳しくは

バス会社かチケット売り場できいてくだ

さい。

◆ チケット売り場兼乗り場：

ＪＲ高松駅横

ゆめタウン高松

高松中央インターなど

(4) タクシー
大きな駅や病院などの前には、タクシー      

乗り場があります。また、タクシー会社

に電話して、今いるところまで来てもら

ったり、道を走っているタクシーを手を

上げて呼び止めることもできます。降り

るときに車の中の料金メーターに出てい

る金額を払ってください。日本ではチッ

プはいりませんが、高速道路の料金などは、

自分が払わなくてはいけません。

おお　　　　えき　　 びょういん　　             まえ

 の　　   ば　　                                                                                がいしゃ

　　で ん わ　　　　　      いま　                                       　 き

                         みち　　 はし　                                                   　  て

 あ　         　 よ　　    と　　                                                             お

                       くるま　  なか　    りょうきん　　                           で　   

      きんがく　　 はら　                                       　 に ほ ん

                                                   こうそくどうろ　  りょうきん

じ ぶ ん　　はら

　　　　　　　 ちょうきょり

たかまつ　    まるがめ　　                            にほん

けん　　　　 ちょうきょり　                                            　  くわ

             かいしゃ　                          　 う      　ば

                          う　　  ば  けん の  　　ば

           たかまつえきよこ

                             たかまつ

たかまつちゅうおう

昼行バス

夜行バス

京都、大阪、神戸、広島、松山、徳島、高知、関西空港など

東京、横浜、名古屋、福岡など

ちゅうこう きょうと　　おおさか　　こ う べ　　ひろしま　　まつやま　　とくしま　　 こ う ち　　かんさいくうこう

とうきょう  　よこはま　    な ご や　 　ふくおかや こ う

（3） Long-distance Buses
There are long-distance buses leaving from 

Takamatsu, Marugame, and other cities, 

that travel to other parts of Japan. For more 

details, ask at the bus ticket counter.  

 ◆ JR Takamatsu Station, Youme Town 

Takamatsu, Takamatsu Chuo Inter-

change, and other stations serve as 

both ticket counters and bus stops.

（4） Taxis  
Taxis can be found waiting outside of 

most major train stations, hospitals, etc. 

You can also call a taxi company directly, 

inform them of where you are, and have 

them pick you up. Or you can hail an 

empty taxi on a street by raising your 

hand. Taxi fare is displayed on a monitor 

on the dashboard. There is no tipping in 

Japan. If you direct the driver to use the 

expressway, you will have to pay for tolls.

Daytime

Overnight

Kyoto, Osaka, Kobe, Hiroshima, Matsuyama, Tokushima, Kochi, Kansai Interna-
tional Airport, etc.

Tokyo, Yokohama, Nagoya, Fukuoka, etc.
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(5) 飛行機
高松空港からは東京・沖縄・ソウル・

上海・台北の定期便があります。詳しく

はそれぞれの航空会社や旅行会社できい

てください。

 ＊ 高松空港ホームページ【日本語・英語・　

韓国語・簡体字中国語・繁体字中国語】

http://www.takamatsu-airport.com/

(6) フェリー
高松港からは、神戸や小豆島、直島などの

島への船が出ています。詳しくはそれぞれ

の運行会社にきいてください。

　   

(7) レンタサイクル
高松市中心地では、6時間¥100-で自転車を

借りることができます。パスポートや在留

カードなど、身分証明書を持って行き、

カードを作ってください《無料》。レン

タサイクルポートはことでん瓦町駅地下、

JR高松駅地下など7か所にあります。借り

た場所と返す場所が違ってもかまいません

が、返すときにはカードが必要なので、忘

れないようにしてください。

　 　  ひ こ う き

たかまつくうこう　　　　　　 　とうきょう　　  おきなわ

しゃんはい　たいぺい　　  ていきびん　　                                 くわ

                          　　　　こうくうがいしゃ　　  りょこうがいしゃ

    たかまつくうこう　　                                     にほんご　     えいご

　　かんこくご　      かんたいじちゅうごくご　　   はんたいじちゅうごくご

たかまつこう　                     こ う べ　　しょうど  しま      なおしま                  

しま            ふね　    で      　　                    くわ  

　   うんこうがいしゃ

たかまつし ちゅうしんち　　　　　 　  じかん　　                  じてんしゃ

 か　　                                                                                            ざいりゅう

　　　　　　　　　　　          みぶんしょうめいしょ 　    も　　　　 　い

                         つく　                                          むりょう

                                                                             かわらまちえきち  か

　　 たかまつえき ち か　                　 しょ　　　　　　　　　　     　か　

　    ばしょ　　  かえ　　ば し ょ　　ちが

            かえ                                     　　　　　  ひつよう　                     わす

（5） Airplanes
Takamatsu Airport offers direct flights to 

Tokyo, Okinawa, Seoul, Shanghai, and 

Taipei. For more details contact the 

airline or a travel agency. 

 ＊ Takamatsu Airport homepage
 【Japanese, English, Korean, Simplified 
Chinese, Traditional Chinese】
http://www.takamatsu-airport.com/

 
（6） Ferries

Ferries bound for Kobe, Shodoshima, 

Naoshima, etc., leave from Takamatsu 

Port. Contact the transportation compa-

nies for details.

（7） Bicycle Rental
Bicycles are available for rental for 

JPY100 per every 6 hours in the central 

Takamatsu area. To rent, simply bring ID 

(passport, Residence Card, etc.) to one of 

the rental locations and have them make a

card for you 《no charge》. There are 7 

rent-a-cycle ports in the city, including the 

underground parking areas at Takamatsu 

JR Station and Kotoden Kawaramachi 

Station, and the bicycle can be returned to 

any one of these. You will need your card 

when you return the bicycle.
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16.  車・バイク
(1) 運転免許証を用意する
 ① 免許証を持っていない人：

日本の自動車教習所で練習して、免許

をとってください。

（車・大型バイク→18歳以上、原付

（原動機付自転車）→16歳以上）

 ② 国際運転免許証（ジュネーブ条約に基

づく）を持ってきた人：

日本に入国したときから1年間は使え

ますが、1年より前に国際運転免許証

の有効期限が終わったらもう使えませ

ん。

③ 外国運転免許証（ドイツ ･フランス ･ス

イス ･イタリア ･ベルギー ･台湾）を持

ってきた人：

日本語に翻訳した文書（あなたの国の

在日領事館か、日本自動車連盟（JAF）

が作ったもの）を持っているときだけ､

日本に入国した日から1年間使うことが

できます。

④ それ以外の国の運転免許証でも、日本

の免許への切替をすることができます

が、国により違いますので運転免許セ

ンターか、近くの警察署の交通課に確

JAF四国本部・香川支部
平日 9:00～17:30

TEL 087-867-8411

〒760-0079 高松市松縄町1083-16

http://www.jaf.or.jp/inter/translation/index.htm

JAF Shikoku Headquarters, 
Kagawa Branch
Open 9:00 ‒ 17:30 (weekdays)
TEL 087-867-8411
1083-16 Matsunawa-cho, Takamatsu
760-0079
http://www.jaf.or.jp/inter/translation/index.htm

くるま

　うんてんめんきょしょう　  よ うい

めんきょしょう　  も　　                          ひと

  に ほ ん　   じどうしゃきょうしゅうじょ　  れんしゅう　　            めんきょ

　  くるま　    おおがた　　                             さいいじょう　　    げんつき

      げんど う き つ き じ て ん し ゃ　　           さいいじょう

こくさいうんてんめんきょしょう　　                                 じょうやく　  もと

                         も　　                   ひと

  にほん　　 にゅうこく　　                              　    ねんかん　　 つか

                             ねん　       　 まえ　     こくさいうんてんめんきょしょう

       ゆうこ う き げ ん        お                                 　    つか

がいこくうんてんめんきょしょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   たいわん　　　    も

                        ひと

 に ほ ん ご　　ほんやく　       　  ぶんしょ　　　　　　　　　　 くに

ざいにちりょうじ  かん　　        にほんじどうしゃれんめい

      つく　                                　 も

 にほん　　 にゅうこく　         ひ　            　ねんかんつか

　　　　   い が い　　 くに  　うんてんめんきょしょう　              　 にほん

       めんきょ    　   　 きりかえ　

             くに　　　　　　  ちが　                         　 うんてんめんきょ

                    　　　　ちか　　　　 けいさつしょ　　　こうつうか    　  かく

　　 　  しこく  ほんぶ　 か が わ  し  ぶ

へいじつ

　　　　　　　　　　たかまつしまつなわちょう

16. Motor Vehicles
（1） Driver’s License 
 ① Those without a license

You must be at least 18 years old to drive 

a car or a motorbike over 400cc, and at 

least 16 years old to drive a 50cc scooter. 

You can get a license by signing up at a 

driving school for training and passing 

the driving tests. You must pay tuition. 

 ② Those with an International Driver’s 

Permit (per the Geneva Convention) 

Your IDP can be used for 1 year after 

entering Japan (except when the 

expiration date on the IDP is earlier 

than 1 year after entering Japan). 

 ③ Those with a Foreign Driver’s License 

(Germany, France, Switzerland, Italy, 

Belgium, Taiwan)

You may use a translation of the 

Foreign Driver’s License (from your 

local Japanese Consulate, or the 
Japanese Automobile Federation (JAF)) 
for 1 year after entering Japan. 

 ④ If you hold a valid license from your home 

country, you may switch over to a 

Japanese driver’s license, even if you are 

not from one of the above-named 

countries. However, procedures vary 

depending on which country issued your 

license, so please consult with your 

nearest police station or transportation 
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認してください。

テスト言語：【英語、韓国語、中国語、

ポルトガル語、スペイン語、ペルシャ語・

ロシア語、タイ語、タガログ語】

(2) 日本の運転免許
 ① 免許証の有効期間

最初…3回目の誕生日の1ヵ月後まで

その後…3～5回目（人によって違いま

す）の誕生日の1ヵ月後まで

 ② 更新手続する期間

有効期間が終わる前にくる誕生日の前

後1ヶ月ずつ

 ③ 住所が変わったとき

家の近くの警察か運転免許センターで 

書き直してもらいます。在留カードな

ど、新しい住所がわかるものを持って

いってください。

(3) 車やバイクを買ったら
 ① 登録と検査

車屋で車を買った場合は、車屋が代わ

運転免許センター

運転免許東讃センター

運転免許小豆事務所

高松市

東かがわ市

土庄町

TEL:087-833-0110

TEL:0879-25-0110

TEL:0879-82-0110

た か ま つ しうんてんめんきょ

うんてんめんきょとうさん ひがし　　　　　　し

うんてんめんきょしょうずじむしょ とのしょうちょう

 　  にほん       うんてんめんきょ

めんきょしょう　   ゆうこうきかん

さいしょ　　　かいめ　　たんじょうび　              げつご

　　　　 ご　　　　　　　  かいめ　　　ひと　　　　　　　　 ちが

          　　たんじょうび　　　　　　げつご

  こうしんてつづき　　　　きかん

　ゆうこうきかん　　　お　　　　  まえ　　　　　　  たんじょうび　　 ぜん

   ご　　　 げつ

じゅうしょ　   か

いえ　　ちか　　       けいさつ　     うんてんめんきょ

 か　  　なお　                                           　  ざいりゅう

           あたら　　      じゅしょ　                                       　 も

　くるま　　　　　　　　　　 か

とうろく　　けんさ

くるまや　  くるま　　 か　　         ば あ い       　　くるまや　  　 か

にん

                  げ ん ご　　       え い ご 　　 かんこくご　　 ちゅうごくご

                             ご                               ご                               ご

                  ご　　　　　　 ご　　　　　　　　　　  ご

division.

Test administered in: 【English, Korean, 

Chinese, Portuguese, Spanish, Persian, 

Russian, Thai, Tagalog】

（2） Japanese Driver’s License
 ① Validity

When it is first issued, a license is valid 

until your next birthday 3 years from 

the date of issue.

After that, the license must be renewed 

every 3 to 5 years. 

 ② Renewal period

1 month before or after your birthday, 

before the expiration date.

 ③ Change of address

Bring proof of your new address to the 

local police station or driver’s license 

center and have them write the new 

address on your license.

（3） Owning a Motor Vehicle
 ① Registration and inspection

The store at which you purchase your 

Driver’s License Center

Driver’s License Center, Tosan Branch

Driver’s License Center, Shodoshima 
Branch

Takamatsu-shi

Higashikagawa-shi

Tonosho-cho
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りにしてくれたり、知らせてくれたり

することがほとんどです。

a. 車や大型バイク、原付は、最初に香川

運輸支局で登録をします。買ったり売

ったりしたとき、廃車にしたとき、住

所が変わったとき、持っている人が変

わったときなども、知らせてください。

b. 車を登録するとき、車を置くところが

あることを証明しなければなりません

（車庫証明）。近くの警察で作ることが

できます。

c. 法律によって、決まった期間に1回ずつ、

検査（車検）をしなければなりません

（原付はしなくてもかまいません）。

 ② 自動車保険に入る

自動車・バイク保険には、自賠責保険

と任意保険があります。

法律で、車を持つ人は自賠責保険に必

ず入らなければならないことになって

います。任意保険は自由ですが、自賠

責保険より補償される範囲が広く、金

額も大きいので、入っておいたほうが

いいでしょう。

 ＊ 外国語版「交通の教則」

【英語・スペイン語・ポルトガル語・　

中国語・韓国語】

http://www.jaf.or.jp/e/road.htm

                                                          し

くるま 　 おおがた　　　                げんつき　　       さいしょ　　 か が わ

うんゆしきょく　　  とうろく　　　　　　　　　　　か　               　 う

                                                  はいしゃ　　                               じゅう

しょ　    か                                         も　                    　 ひと　　  か

                                                      し

 くるま　  とうろく　　                        くるま　　 お

                                 しょうめい

　　  しゃこしょうめい　　   ちか　　       けいさつ　　つく

  ほうりつ　　　　　　　　　   き　　            き か ん　　   かい

  け ん さ　　 しゃけん

       げんつき

 じどうしゃほけん　　はい

  じどうしゃ                      　　 ほ け ん　              　 じ ば い せ き ほ け ん

       に ん い ほ け ん

 ほうりつ　        くるま　    も　　  ひと　  　じ ば い せ き ほ け ん　   かなら

        はい

                           に ん い ほ け ん     　 じ ゆ う　　                      じ ば い

せ き ほ け ん          　  ほしょう　　              は ん い 　    ひろ 　　　   きん

  がく　　 おお　　                          はい

  がいこくごばん　　こうつう　 きょうそく

　 えいご　　　　　　　　　　  ご　　　　　　　　　　　　 ご

ちゅうごくご　　かんこくご

vehicle will usually take care of these 

for you.

a. Motor vehicles (including scooters and 

motorcycles) must be registered at the 

Kagawa Department of Transportation. 

You must also inform them if you sell or 

dispose of your vehicle, and when you 

move.

b. When registering a vehicle you must 

prove that you have a place to park it. 

You can get this shako-shomei form from 

a local police station.

c. Motor vehicles (excluding scooters and 

motorcycles under 400cc) must undergo 

periodic inspection known as shaken.

 ② Motor vehicle insurance

Motor vehicle insurance is divided into 

2 types, compulsory and supplemental. 

Compulsory insurance is required by 

law. Though supplemental insurance is 

optional, it covers a lot of damage and is 

a good idea to have.

 ＊ Check this website for translations of 
“Rules of the Road”.
【English, Spanish, Portuguese, Chinese, 
Korean】
http://www.jaf.or.jp/e/road.htm
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17.  その他
(1) 日本の祝日・休日

元日

成人の日

 

建国記念の日

 

春分の日

 

 

昭和の日

憲法記念日

 

みどりの日

こどもの日

海の日

1月1日

1月第2月曜日

2月11日

3月21日頃

4月29日

5月3日

5月4日

5月5日

7月第3月曜日

年のはじめを祝う。

  

おとなになったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝

いはげます。  

 

建国をしのび、国を愛する心を養う。

自然をたたえ、生物をいつくしむ。

激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来

に思いをいたす。

日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かなこころをはぐ

くむ。

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に

感謝する。

海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

　　　　　　 た

　 に  ほん　  しゅくじつ　  きゅうじつ

がんじつ

せいじん　  　ひ

けんこくきねん    　ひ

しゅんぶん　 ひ

しょうわ　  　ひ

けんぽうきねんび

                         ひ

                         ひ

うみ　　  ひ

がつついたち

がつだい　 げつようび

がつ　　にち

がつ　　にちごろ

がつ　　にち

がつみっか

がつよっか

がついつか

がつだい　 げつようび

とし　　　　　　　　　　いわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じかく　     　みずか　　い　　　ぬ　　　　　　　　　 　せいねん　 　いわ　　

けんこく　　　　　　　　　　くに　　あい　        こころ　やしな

 し ぜ ん                         　　せいぶつ

げきどう　　  ひ  び　    　へ　　       ふっこう　　  と　　       しょうわ　　 じだい　　かえり　    　くに　　しょうらい

       おも

 にほんこくけんぽう　　 し こ う　 　きねん　       　くに  　せいちょう　　き

 し ぜ ん　　した　                                          　おんけい　　かんしゃ　　      ゆた

　　　　　　　　じんかく　　おも　　　　　　　　　　　　　　こうふく　　　　　　　　　　　　　　　　　　はは

かんしゃ

うみ　　おんけい　　かんしゃ　　　　　　　　　　　　　　かいようこくにほん　　はんえい　　ねが

17. Miscellaneous
（1） List of National Holidays

New Year’s 
Day

January 1 Celebrating the start of a new year.

Coming-of-
Age Day

2nd 
Monday of 
January

Celebrating the passage into adulthood, and the vigor of 
youth.

National 
Foundation 
Day

February 
11

Celebrating the establishment of Japan as a nation.

Vernal 
Equinox Day

Around 
March 20
(varies 
every year)

Celebrating nature and all living things.

Showa Day April 29
A day to remember the trials and successes of those living in 
a harsh era.

Constitution 
Day

May 3 Celebrating the Japanese Constitution and the future.

Green Day May 4
Celebrating and being grateful for nature.

Children’s 
Day

May 5
Celebrating children and mothers, and praying for 
happiness for the children.

Marine Day 3rd

Monday of 
July

Celebrating the ocean, and praying for prosperity for 
maritime Japan.
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これらの日は、官公庁や学校、主な会社は

休日になります。日曜日と重なるときは、

その翌日の月曜日が振り替え休日となりま

す。

 ① 春分の日及び秋分の日は年により変わり

ます。

 ② このほか、官公庁では、12月29日～1月

3日の6日間が年末年始の休みとなります。

敬老の日

秋分の日

体育の日

文化の日

勤労感謝の日

天皇誕生日

9月第3月曜日

9月23日頃

10月第2月曜日

11月3日

11月23日

12月23日

多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。

スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

自由と平和を愛し、文化をすすめる。

勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

天皇の誕生日を祝う。

　　　　　　　　  ひ　　      かんこうちょう　 がっこう　　おも　　かいしゃ

きゅうじつ　                           　     にちようび　　 かさ

           よくじつ     　げつようび        ふ　      か　   きゅうじつ

      しゅんぶん       ひ  およ 　 しゅうぶん　   ひ　    とし                   か

                                     かんこうちょう　                　  がつ　    にち         がつ

      みっか　  むいかかん  　 ねんまつねんし　   やす

けいろう　　  ひ

しゅうぶん　 　ひ

たいいく　　  ひ

 ぶ ん か　　ひ

きんろうかんしゃ　　  ひ

てんのうたんじょうび　　

がつだい　 げつようび

がつ　　にちごろ

　がつだい　 げつようび

　がつみっか

　がつ　　にち

　がつ　　にち

 た ねん　　　　　　  　 しゃかい　                                    　ろうじん　　けいあい　        ちょうじゅ　 いわ

 そせん 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひとびと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けんこう　　しんしん

 じゆう 　　へ い わ　　あい　       　ぶんか

きんろう　　　　　　　　　　　　せいさん　　いわ　　　　こくみん　　　　　　　　かんしゃ

てんのう　　たんじょうび　　いわ

The above dates are national holidays on 

which public offices, schools, and most 

companies will be closed. When a holiday 

falls on a Sunday, the following Monday is a 

holiday.

 ① The Spring and Autumn equinoxes fall 

on different days every year.

 ② Public offices are also closed for six 

days, from December 29th until January 

3rd.

Respect for 
the Aged Day

3rd

Monday of 
September

Honoring the hard work and long life of the elderly.

Autumnal 
Equinox Day

Around 
September 23 
(varies every 
year)

Paying respect to one’s elders, and honoring the dead.

Health and 
Sports Day

2nd 
Monday of 
October

Celebrating sports and a healthy mind and body.

Culture Day November 3 A day to promote culture, freedom, and peace.

Labor 
Thanksgiving 
Day

November 
23

Honoring hard workers and vigorous production.

Emperor’s 
Birthday

December 
23

Celebrating the Emperor’s birthday.
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(2) 度量衡換算表

 ① 温度

※体温　　　Body temperature　　 37°C＝98.6°F

※気温　　　Air temperature 0°C＝32°F

※調理温度　Cooking temperature  175°C＝350°F

 ② 長さ

 ③ 広さ

 ④ 体積

 ⑤ 重さ

1cm（ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ）＝0.39370 inches（ｲﾝﾁ）

1m（ﾒｰﾄﾙ）＝39.37 inches＝1.0936 yard（ﾔｰﾄﾞ）

1km（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）＝3280.8 feet（ﾌｨｰﾄ）＝0.621 miles（ﾏｲﾙ）

1acre（ｴｰｶｰ）＝0.40469 hectares（ﾍｸﾀｰﾙ）

1square mile（平方ﾏｲﾙ）＝2.5900 square km（平方ｷﾛ）

1square km（平方ｷﾛ）＝247.1 acres（ｴｰｶｰ）

ｱﾒﾘｶ（USA）1liter（ﾘｯﾄﾙ）=0.2642gallon（ｶﾞﾛﾝ）=2.114pint（ﾊﾟｲﾝﾄ）

ｲｷﾞﾘｽ（UK）1liter（ﾘｯﾄﾙ）=0.2203gallon（ｶﾞﾛﾝ）

ｱﾒﾘｶ（USA）1kg（ｷﾛｸﾞﾗﾑ）=1000g（ｸﾞﾗﾑ）=35.273 ounce（ｵﾝｽ）

　　　　　　1kg（ｷﾛｸﾞﾗﾑ）=1000g（ｸﾞﾗﾑ）=2.2046 g（ﾎﾟﾝﾄﾞ）

ｲｷﾞﾘｽ（UK）1kg（ｷﾛｸﾞﾗﾑ）=1000g（ｸﾞﾗﾑ）=0.157 stone（ｽﾄｰﾝ）

　　　　　　　=2.2046 pounds（ﾊﾟｳﾝﾄﾞ） 

 

°F（華氏　　　　　　　　）＝（°C×9／5）＋32

°C（摂氏　　　　　　　　   ）＝（°F－32）×5／9

　どりょうこうかんさんひょう

お ん ど

　　たいおん

　　 き お ん

      ちょうりおんど

なが

ひろ

たいせき

おも

へいほう

へいほう

へいほう

  か   し

せ っ し

Farenheit

Centigrade

Weights and Measures

Temperature

Length

Area

Volume

Weight
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(3) 洋服などのサイズ表示対照表

 ① 女性用

 ② 男性用

ｼｬﾂ

靴

日本

中国・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｱﾒﾘｶ

ｲｷﾞﾘｽ

ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

日本

中国・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｱﾒﾘｶ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｲｷﾞﾘｽ

ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

9

S

10

32

38

23

36

6

4.5

36

11

M

12

34

40

23.5

37

6.5

5

37

13

L

14

36

42

24

38

7

5.5

38

15

XL

16

38

44

24.5

39

7.5

6

38

17

XLL

18

40

46

25

40

8

6.5

38

19

XLLL

20

42

48

25.5

41

8.5

7

39

21

XLLL

22

44

50

26

42

9

7.5

40

ｽｰﾂ

ｼｬﾂ

靴

日本・中国・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｱﾒﾘｶ・ｲｷﾞﾘｽ

ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

日本・中国・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ｱﾒﾘｶ・ｲｷﾞﾘｽ

日本

中国・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｱﾒﾘｶ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｲｷﾞﾘｽ

ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

S

34

44

36

14

23

5.5

5

39

36

46

37

14.5

24

38

6.5

6

40

M

38

48

38

15

25

40

7.5

7

41

40

50

39

15.5

26

42

8.5

8

42

L

42

52

40

16

27

44

9.5

9

43

44

54

41

16.5

28

46

10.5

10

44

LL

46

56

42

17

29

48

11.5

11

45

くつ

　 ようふく　                                  ひょうじたいしょうひょう

じょせいよう

だんせいよう

にほん

ちゅうごく

にほん

ちゅうごく

にほん　　ちゅうごく

にほん　ちゅうごく

にほん

ちゅうごく

くつ

Shirts

Shirts

Shoes

Shoes

Suit

Japan

China, Phillippines

USA

UK

Europe, Brazil

Japan

China, Phillippines

USA, Phillippines

UK

Europe, Brazil

Japan, China, Phillippines

USA, UK

Europe, Brazil

Japan, China, Europe, Brazil

USA, UK

Japan

China, Phillippines

USA, Phillippines

England

Europe, Brazil

Clothing Size Guide

Women’s clothing

Men’s clothing
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(4) 在日本大使館・領事館TELリスト

(5) 県市町国際交流担当課TELリスト

ｱﾒﾘｶ

ｲｷﾞﾘｽ

ﾍﾟﾙｰ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾀｲ

韓国

ﾍﾞﾄﾅﾑ

中国

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

TEL:03-3224-5000

TEL:03-5211-1100

TEL:03-3406-4243/9

TEL:03-3404-5211

TEL:03-3441-4201

TEL:03-5562-1600

TEL:03-5789-2433

TEL:03-3452-7611/9

TEL:03-3466-3311/3/4

TEL:03-3403-3388

TEL:03-5412-8521/2

TEL:06-6315-5900

TEL:06-6120-5600

TEL:052-209-7851/2

TEL:052-222-1106

TEL:06-6252-9824～7

TEL:06-6910-7881　

TEL:06-6262-9226/7

TEL:078-221-4853/5

TEL:072-211-6666

TEL:06-6445-9481

TEL:03-5412-8521/2

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

OSAKA・KOBE

OSAKA

NAGOYA

NAGOYA

OSAKA

OSAKA・KOBE

OSAKA

KOBE

OSAKA

OSAKA

TOKYO

大使館 四国管轄領事館

かんこく

ちゅうごく

http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html

担当課（室） 役所名
ＴＥＬ・ＦＡＸ

香川県庁

高松市役所

丸亀市役所

坂出市役所

TEL ：087-832-3027

FAX：087-837-4289

TEL ：087-839-2197

FAX：087-839-2440

TEL ：0877-24-8800

FAX：0877-24-8860

TEL ：0877-44-5000

FAX：0877-46-5661

香川県 総務部 知事公室 国際課

 

高松市 観光交流課 都市交流室

 

丸亀市 秘書広報課

 

坂出市 秘書広報課

1

2

3

4

ざいにほんたいしかん　    りょうじかん

けんしちょうこくさいこうりゅうたんとうか

たいしかん しこくかんかつりょうじかん

たんとうか　　しつ

かがわけんちょう

たかまつしやくしょ

まるがめしやくしょ

さかいでしやくしょ

やくしょめい

かがわけん  そ う む ぶ　ち じ こうしつ こくさいか

たかまつし　かんこうこうりゅうか　としこうりゅうしつ

まるがめし　ひしょこうほうか

さかいでし   ひしょこうほうか

Embassies Consulates serving Shikoku

USA

UK

Peru

Brazil

Indonesia

Philippines

Thailand

Korea

Vietnam

China

Cambodia

List of Embassies and Consulates in Japan

List of Divisions in Charge of International Affairs for Each Area

Division (Section)

Secretary and Public Relations Section

Government Office

Kagawa Pref. Office

Takamatsu City Hall

Marugame City Hall

Sakaide City Hall

Intergovernmental Exchange Office,
Tourism and Exchange Section

International Affairs Division, Offices of the 
Governor, General Affairs Department

Secretarial and Public Relations Division

－ 70 －

善通寺市役所

観音寺市役所

さぬき市役所

東かがわ市役所

三豊市役所

土庄町役場

小豆島町役場

三木町役場

直島町役場

宇多津町役場

綾川町役場

琴平町役場

多度津町役場

まんのう町役場

TEL ：0877-63-6300

FAX：0877-63-6351

TEL ：0875-23-3915

FAX：0875-23-3920

TEL ：087-894-6372

FAX：087-894-4440

TEL ：0879-26-1215

FAX：0879-26-1334

TEL ：0875-73-3013

FAX：0875-73-3022

TEL ：0879-62-7000

FAX：0879-62-4000

TEL ：0879-75-1700

FAX：0879-75-1500

TEL ：087-891-3302

FAX：087-898-1994

TEL ：087-892-2222

FAX：087-892-3888

TEL ：0877-49-8600

FAX：0877-49-8016

TEL ：087-876-1906

FAX：087-876-1948

TEL ：0877-75-6701

FAX：0877-73-2120

TEL ：0877-33-1115

FAX：0877-33-2550

TEL ：0877-73-0106

FAX：0877-73-0112

善通寺市 秘書課

 

観音寺市 秘書課

 

さぬき市 秘書広報課

 

東かがわ市 政策課

 

三豊市 産業政策課

 

土庄町 総務課

 

小豆島町 総務課

 

三木町 政策課

 

直島町 総務課

 

宇多津町 政策調整室

 

綾川町 総務課

 

琴平町 総務課

 

多度津町 町長公室

 

まんのう町 企画政策課

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

う た づ ち ょ う や く ば

あやがわちょうやくば

ことひらちょうやくば

た ど つ ち ょ う や く ば

ちょうやくば

ぜんつうじしやくしょ

かんおんじしやくしょ

しやくしょ

ひがし　　　 　　しやくしょ

み と よ し や く し ょ

とのしょうちょうやくば

しょうどしまちょうやくば

みきちょうやくば

なおしまちょうやくば

う た づ ち ょ う　せいさくちょうせいしつ

あやがわちょう  そ う む か

ことひらちょう  そ う む か

た ど つ ち ょ う　ちょうちょうこうしつ

ちょう  き か く せ い さ く か

ぜ ん つ う じ し　ひ しょか

か ん お ん じ し　ひ し ょ か

し 　 ひしょこうほうか

み と よ し　さんぎょうせいさくか

とのしょうちょう　そ う む か

しょうどしまちょう　そ う む か

みきちょう　せいさくか

なおしまちょう　そ う む か

ひがし　　　　　　し 　せいさくか

Secretariat Division

Secretary and Public Division

Policy Division

Industrial Policy Division

General Affairs Division

General Affairs Division

Planning Division

General Affairs Division

Planning Office

General Affairs Division

General Affairs Division

Mayor’s Secretariat (Chocho Koshitsu)

Policy Planning Section

Secretary Division

Zentsuji City Hall

Kanonji City Hall

Sanuki City Hall

Higashikagawa City Hall

Mitoyo City Hall

Tonosho Town Hall

Shodoshima Town Hall

Miki Town Hall

Naoshima Town Hall

Utazu Town Hall

Ayagawa Town Hall

Kotohira Town Hall

Tadotsu Town Hall

Manno Town Hall
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(6) 香川県内国際交流協会TELリスト

団体名 所在地
ＴＥＬ・ＦＡＸ

アイパル香川内

アイパル香川内

丸亀市 秘書広報課内

坂出市 総務部 秘書広報課内

善通寺市中村町240-2

観音寺市 秘書課内

東かがわ市 政策課内

 三豊市詫間町詫間1338-127 マリンウェーブ内

多度津町 町長公室内

観音寺市大豊商工会内

まんのう町 かりん会館内

（公財）香川県国際交流協会

 

（公財）高松市国際交流協会

 

丸亀市国際交流協会

 

坂出市国際交流協会

 

善通寺国際友の会

観音寺市国際交流協会

 

東かがわ市国際交流協会

 

（公財）三豊市国際交流協会

 

（公財）多度津町国際交流協会

 

大野原町国際交流協会

 

まんのう町国際交流協会 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TEL：087-837-5908

FAX：087-837-5903

TEL：087-837-6003

FAX：087-837-6005

TEL：0877-56-1771

FAX：0877-56-8860

TEL：0877-44-5000

FAX：0877-46-5661

TEL：0877-62-0654

FAX：0877-62-0734

TEL：0875-23-3915

FAX：0875-23-3920

TEL：0879-26-1215

FAX：0879-26-1334

TEL：0875-56-5121

FAX：0875-83-8281

TEL：0877-33-1115

FAX：0877-33-2550

TEL：0875-54-2159

FAX：0875-54-4927

TEL：0877-75-0200

FAX：0877-75-2555

かがわけんないこくさいこうりゅうきょうかい

だんたいめい しょざいち

かがわけんこくさいこうりゅうきょうかい かがわない

たかまつしこくさいこうりゅうきょうかい

まるがめしこくさいこうりゅうきょうかい

かがわない

まるがめし ひしょこうほうかな い

さかいでしこくさいこうりゅうきょうかい さかいでし　 そ う む ぶ　 ひ し ょ こ う ほ う か な い

ぜんつうじこくさいとも　 かい ぜんつうじしなかむらちょう

か ん お ん じ し　ひ し ょ か な い

ひがし　　　　　　しこくさいこうりゅうきょうかい

こうざい　　 みとよしこくさいこうりゅうきょうかい

こうざい

こうざい

こうざい

たどつちょうこくさいこうりゅうきょうかい た ど つ ち ょ う  ちょうちょうこうしつない

おおのはらちょうこくさいこうりゅうきょうかい かんおんじ  し おおとよしょうこうかいない

ちょうこくさいこうりゅうきょうかい ちょう　　　　　　　かいかんない

かんおんじしこくさいこうりゅうきょうかい

みとよしたくまちょうたくま ない

ひがし　　　　　　し 　せいさくかない

Kagawa Pref. International 
Exchange Association I-PAL Kagawa

Takamatsu International Association I-PAL Kagawa

Marugame International 
Exchange Association

Secretary and Public Relations 
Section, Marugame City

Sakaide International Association Secretarial and Public Relations Division, 
General Affairs Department, Sakaide City 

Higashikagawa International 
Exchange Association

Tadotsu International 
Exchange Association

Mayor’s Secretariat (Chocho
Koshitsu), Tadotsu Town

Onohara International 
Exchange Association

Otoyo Chamber of Commerce,
Kanonji City

Manno International 
Exchange Association

Kanonji International 
Exchange Association Secretary Division, Kanonji City

Mitoyo International 
Exchange Association

Zentsuji International 
Friends Association 240-2 Nakamura-cho, Zentsuji-shi

Name Location

List of International Exchange Associations in Kagawa

Policy Division, Higashikagawa City

Manno Karin Community Center

1338-127 Marinewave, Takuma, 
Takuma-cho, Mitoyo
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(7) 県内日本語教室リスト

日本語

東かがわ市国際交流協会 
ひがし　　　　　   しこくさいこうりゅうきょうかい

公益財団法人 香川県国際交流協会 
こうえきざいだんほうじん     かがわけんこくさいこうりゅうきょうかい

公益財団法人 高松市国際交流協会 
こうえきざいだんほうじん   たかまつしこくさいこうりゅうきょうかい

日本語サークル「わ」の会 

カトリック桜町教会 国際部にほんごクラス 
さくらまちきょうかい こくさいぶ

・アイパル香川

◆日本語講座

　水曜 10:00～12:00 （2クラス）

　木曜 10:00～12:00 （2クラス） 

　土曜 10:00～   　  （5クラス）

受講料：￥3,500（半年）

◆日本語サロン

　火曜 10:00～12:00

　木曜 18:00～20:00
　　　　　　　　　　　　　　　参加費：無料
☎ 087-837-5908

・アイパル香川

◆日本語サロン 

　日曜 13:00～16:00　　　　　　 参加費：無料

☎ 087-837-6003 

・サンフリー高松

◆日本語フリークラス

　土曜 13:30～15:15　　　　　　 参加費：無料 

☎ 090-2893-6352（冨田）

・カトリック桜町教会

◆日本語教室

　土曜 9:30～12:00

　第1・3日曜 12:30～13:45　  　  参加費：無料
☎ 087-831-7455（岡・中越） 

◆日本語学習講座

　＊火曜 19:00～21:00  ・市役所大内庁舎 3F 

　＊金曜 13:15～15:15  ・市交流プラザ

入会金：￥500  受講料：無料  

☎ 0879-26-1215

けんないに ほ ん ご きょうしつ

に ほ ん ご

さん か   ひ       むりょう

かがわ

に  ほん ご  こう ざ

すいよう

もくよう

ど よう

じゅこうりょう はんとし

に ほん  ご

か  よう

もくよう

さん か   ひ       むりょう

かがわ

に ほん ご

にちよう

さん か   ひ       むりょう

たかまつ

に ほん ご

ど よう

ど よう

とみた

に  ほん  ご かい

さん か   ひ       むりょう

さくらまちきょうかい

に ほん ご きょうしつ

だい

おか なかごし

にちよう

にほんごがくしゅうこうざ

か  よう しやくしょおおちちょうしゃ

きんよう し  こうりゅう

にゅうかいきん じゅこうりょう むりょう

Infomation

Higashikagawa International Exchange Association
◆Japanese Classes＋Tutoring
　＊Tue.  19:00-21:00
　・Higashikagawa City Ochi Branch Office 3F
　＊Fri.   13:15-15:15
　・Higashikagawa City Community PLAZA

Enrollment fee : JPY500, Fee ： free
☎ 0879-26-1215

Kagawa Prefecture International
Exchange Association

・I-PAL KAGAWA

◆Japanese Classes

   Wed.　10:00-12:00  (2 classes)

   Thu.　 10:00-12:00  (2 classes)

   Sat.　  10:00-         (5 classes)

Fee ： JPY 3,500 (half year)
◆Japanese Language Salon

   Tue.　 10:00-12:00

   Thu.　 18:00-20:00    
Fee ： free

☎ 087-837-5908

Takamatsu International Association
・I-PAL KAGAWA
◆Japanese Language Salon
   Sun.　 13:00-16:00

Fee ： free
☎ 087-837-6003

Japanese Circle“Wa”no Kai 
・Gender Equality Center“San-furi Takamatsu”
◆Free Style Japanese Class 
   Sat.　 13:30-15:15

Fee ： free
☎ 090-2893-6352 (Tomita)

Japanese Classes, International Division,
Sakuramachi Catholic Church

・Sakuramachi Catholic Church
◆Japanese Classes

Sat.　 9:30-12:00
1st and 3rd Sun.  12:30-13:45

Fee ： free
☎ 087-831-7455（Oka, Nakagoshi）

Japanese Classes in Kagawa
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日本語

たどつ日本語交流の会 【たにこ】 
にほんごこうりゅう      かい

まんのう町国際交流協会 
ちょうこくさいこうりゅうきょうかい

丸亀市国際交流協会 
まるがめしこくさいこうりゅうきょうかい

三木町日本語ひろば《ボランティアの会》
み   きちょう  に  ほん ご かい

日本語「まんのう」
にほんご

・三木町福祉センター

◆日本語教室

　土曜 10:00～12:00　　　　　　 参加費：無料 

☎ 087-891-3314（三木町教育委員会） 

・多度津町総合福祉センター

◆日本語で交流

　第2・4日曜  13:00～15:00　 　  参加費：無料

☎ 090-6280-6917（木下）

・神野公民館

◆日本語講座

　木曜 15:00～17:00　　　 

◆日本語不定期クラス有り　　　受講料：無料 

☎ 0877-75-0200（かりん会館） 

・四条公民館

◆日本語教室

　第1・3金曜 19:30～21:00　　　 受講料：無料          

☎ 080-2990-5917（内海） 

・生涯学習センター

◆日本語水曜教室

　水曜 19:00～21:00（2クラス）

受講料：￥2,000 （半年）

◆にほんご日曜教室

　日曜 10:00～12:00　　 参加費：￥100（１回） 

☎ 0877-56-1771 
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Tadotsu Japanese
Exchange Meeting 【Taniko】

・Tadotsu Welfare Hall (Fukushi Center)
◆Japanese Conversation
　2nd and 4th Sun.  13:00-15:00

Fee ： free
☎ 090-6280-6917 (Kinoshita)

Manno International
Exchange Association

・Kanno Community Center
◆Japanese Class
　Thu.     15:00-17:00
◆Other irregularly scheduled classes available    

Fee ： free
☎ 0877-75-0200 (Karin Hall)

Japanese “Manno”
・Shijo Community Center
◆Japanese Class
　1st and 3rd Fri.  19:30-21:00

Fee：free
☎ 080-2990-5917 (Utsumi)

Marugame International
Exchange Association

・Marugame Lifelong Learning Center

◆Wednesday Japanese Classes

   Wed.　19:00-21:00 (2 classes)

Fee : JPY2,000 (half year)         

◆Sunday Japanese Class

   Sun.   10:00-12:00      

Fee : JPY100 (per participation)

☎ 0877-56-1771

Infomation

Miki Japanese Square 《Volunteer group》
・Miki Fukuchi Center

◆Japanese Class

　Sat.     10:00-12:00

Fee ： free
☎ 087-891-3314 (Miki Board of Education)
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日本語

学校法人 穴吹学園  

専門学校 穴吹ビジネスカレッジ日本語学科 

みとよ日本語教室

さぬき市日本語ボランティアの会 

・三野町公民館

◆日本語教室

　日曜 13:00～16:00　　　　　　 受講料：無料 

☎ 090-3215-9558（長尾） 

坂出市国際交流協会　にほんご＠坂出
・坂出市立大橋記念図書館

◆日本語教室

　第1～4日曜 14:00～15:30　　　 参加費：無料 

☎ 0877-44-5000

・高松市錦町（ひろば校舎）

☎ 087-823-7700 

◆日本語教室

　＊第1～4火曜　18:30～20:30

　　・さぬき市大川公民館

　＊第2・4金曜　18:30～20:30

　　・さぬき市志度コミュニティセンター

参加費：無料 

☎ 087-894-6372（さぬき市秘書広報課）

に ほ ん ご

じゅこうりょう      むりょう

み  のちょうこうみんかん

にほんごきょうしつ

にちよう

ながお

さん か   ひ        むりょう

し ひ し ょ こ う ほ う か

しおおかわこうみんかん

し  し  ど

にほんごきょうしつ

か  ようだい

きんようだい

だい

たかまつし にしきまち                           こうしゃ

がっこうほうじんあなぶきがくえん

せんもんがっこう  あなぶき にほんごがっか

し  に ほ ん ご かい

にほんごきょうしつ

さん か   ひ        むりょう

さかいでしりつおおはしきねんとしょかん

にほんごきょうしつ

にちよう

さかいでしこくさいこうりゅうきょうかい さかいで

Anabuki Business College
Japanese Courses

・Hiroba Campus, Nishikimachi, Takamatsu City

☎ 087-823-7700

Infomation

Mitoyo Japanese School
・Mino-cho Community Center
◆Japanese Class
　Sun.　 13:00-16:00

Fee：free
☎ 090-3215-9558 (Nagao)

Sakaide International Association
Japanese ＠ Sakaide

・Ohashi Memorial Library
◆Japanese Class
　1st - 4th Sun.  14:00-15:30

Fee：free
☎ 0877-44-5000

Sanuki-shi Japanese Volunteer Meetings
◆Japanese Classes
　＊1st-4th Tue.        18:30-20:30
　・Sanuki-shi Okawa Community Center
　＊2nd and 4th Fri.  18:30-20:30
　・Sanuki-shi Shido Community Center

Fee：free
☎ 087-894-6372
(Secretary and Public Relations Division, Sanuki City)
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