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¨©$ª«
�¬����&�'��"“koutsu-jiko desu”
「交通事故です」
¬u®��¤¯��"“dorobo desu”
「泥棒です」
¬°v��'r:“kenka desu”
「けんかです」
�¬±��²²²^�"�“koko wa○○○desu”
「ここは、○○○です」
¬³5�²²²^�"�“bashowa○○○desu”
「場所は、○○○です」
�¬´��µ¶²²²^�"“watashi no namae wa○○○desu”
「私の名前は、○○○です」
7¬´��$���²²²²²²²²²²²^�"
“watashi no keitai bango wa○○○-○○○○-○○○○desu”
「私の電話番号は、○○○-○○○○-○○○○です」
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�¬��^�"“kyubyou desu”
「急病です」
¬"#��"“kega desu”
「ケガです」
�¬±��²²/S�Ë�^�"“koko wa○○machidesu”
「ここは、○○町です」
¬³5��²²^�"“basho wa○○desu”
「場所は、○○です」
�¬´��µ¶²²²²^�"“watashi no namae wa○○○○desu”
「私の名前は○○○○です」
7¬´��$����²²²²²²²²²²²�^�"
“watashi no keitai bango wa○○○-○○○○-○○○○desu”
「私の電話番号は、○○○-○○○○-○○○○です」

緊急のとき
交通事故や事件にあったとき
●交通事故や、どろぼう、暴力の被害などに
あったときは警察に電話してください。

●電話番号は「110」です。公衆電話、携帯
電話からもかけられます。いずれも無料で
す。

●あせらずに落ち着いて、状況を正確に伝え
てください。

●パトカーのサイレンが聞こえたら、道案内
のために迎えに出てください。

【会話例】
１「交通事故です」、「泥棒です」、「け
んかです」

２「ここは○○○です」、「場所は○○○
です」

３「私の名前は、○○○です」
４「私の電話番号は、○○○-○○○○-
○○○○です」

急に病気になったり、ケガをしたとき
●急病や大ケガをしたときは、消防署に電話
して救急車を呼びます。

●軽い病気やケガのときなどは、タクシーや
自家用車などを利用して自分で病院に行き
ましょう。

●電話番号は「119」です。公衆電話、携帯
電話からもかけられます。いずれも無料で
す。

●あせらずに落ち着いて、状況を正確に伝え
てください。

●救急車のサイレンが聞こえたら、道案内の
ため迎えに出てください。 

●救急車を呼ぶとき、健康保険証や診察券(か
かりつけの病院がある場合)を持っている
人は、できるだけ用意しておいてくださ
い。

【会話例】
１「急病です」、「ケガです」
２「ここは○○町です」、「場所は○○で
す」

３「私の名前は、○○○○です」
４「私の電話番号は、○○○-○○○○-
○○○○です」
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�¬Í��'��" “kaji desu”
「火事です」
¬²²&�Íc�����" “○○ga moete

imasu”
「○○が燃えています」
�¬±���²²/S�Ë�^�"
“koko wa○○machi desu”
「ここは、○○町です」
¬³5��²²^�"Ô“basho wa○○desu”
「場所は、○○です」
�¬´��µ¶²²²²^�"
“watashi no namae wa○○○○desu”
「私の名前は、○○○です」
7¬´��$���²²²²²²²²²²²^�"
“watashi no keitai bango wa○○○-○○○○-○○○○desu”
「私の電話番号は、○○○-○○○○-○○○○です」
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火事のとき
●火事のときは、自分ひとりで消そうとする
と危険です。大きな声で近所の人に知らせ
ましょう。

●消防署に電話して、消防車を呼びましょ
う。

●電話番号は「119」です。公衆電話、携帯
電話からもかけられます。いずれも無料で
す。

●あせらずに落ち着いて、状況を正確に伝え
てください。

●消防車のサイレンが聞こえたら、道案内の
ために迎えに出てください。

【会話例】
１「火事です」、「○○が燃えています」
２「ここは○○町です」、「場所は○○で
す」

３「私の名前は、○○○○です」
４「電話番号は、○○○-○○○○-○○○○
です」

ポイントＭＥＭＯ
●携帯電話から 警察や消防に電話するとき

○携帯電話では、通報場所(住所)、携帯の電
話番号を、必ず告げてください。
住所が分からないときは、現場近くの目印
となる目標物を伝えるか、近くの公衆電話
を利用してください。 

○場所や状況確認のため、警察署からかけな
おすことがあります。通報後も電源を切ら
ず、その場所にとどまっていてください。 

○自動車運転中は、安全な場所に停車してか
ら通報してください。

●公衆電話から電話するとき

【赤色の緊急ボタンがついている公衆電話か
らかける場合】
受話器をあげ、赤色の緊急ボタンを押して
から、緊急通報先（救急や火事：119、交
通事故・事件・犯罪：110）をダイヤルし
てください。

【赤色の緊急ボタンがついていない公衆電話
からかける場合】
受話器をあげて、緊急通報先をそのままダ
イヤルしてください。

※警察署や消防署に知らせる時にあわてない
ように、日頃から自分の名前と住所、近く
の目印となる建物の名前を、ひらがなやロ
ーマ字で大きく書いて、電話の近くにはっ
ておくと便利です。
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防災
日本は地震が多い国です。いつ、どこで震災
が起きても、被害を最小限にとどめる事がで
きるように、常に精神的・物質的な準備をし
ておきましょう。

●非常時に備えて
地震や台風、火災などの災害はいつ起こる
かわかりません。被害を最小限に抑えるた
めに、次のことを家庭や地域で行うなど、
日頃から災害に備えておきましょう。 

○ 火の始末と初期消火の方法
○ 家族の役割分担を決める
○ 家具などを転倒防止金具で固定しておく
○ 家の周りや地域の危険箇所を確認する
○ 大雨や台風のときは地区の公民館や小学校
などへ、地震や津波の時は高い場所へ避難
すること。地区ごとに避難場所が決まって
いるので、避難場所や避難路、避難方法を
確認しておきましょう

●非常持ち出し品の準備
○ 非常時に備えて、次のような非常持ち出し
品を準備しておきましょう

○ 食品類などの賞味期限等は定期的に点検し
ておきましょう

○ リュックサックなどに、非難のとき必要な
ものをまとめ、家族全員が知っている場所
においておきます

【リュックサックに入れておくもの】
保存のきく食糧　飲料水　懐中電灯　乾電
池　携帯ラジオ　ライター マッチ　ろう
そく　軍手　防水シート　ビニール袋　ナ
イフ　衣類　筆記用具　救急セット　タオ
ル　ティッシュ

【貴重品はすぐに持ち出せるようにしておき
ましょう】
預金通帳　パスポート　外国人登録証　現
金　常備薬

●災害の後は
○ 地震のあとは余震や津波の危険があります
ので、気をつけてください

○ 災害のあとは、ラジオや、新聞・テレビな
どでできるかぎり正しい情報を集めます。

○ 大きな地震や大雨などで自宅に戻れない状
態になった時は、家族の安否と避難先を、
自国の在日大使館や領事館、所属している
会社や学校などに速やかに連絡しましょ
う。
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天草市の紹介
天草市の概要
【位置と地勢】
本渡市・牛深市・有明町・御所浦町・倉岳
町・栖本町・新和町・五和町・天草町・河浦
町の２市８町が合併し、平成18年3月27日に
誕生した天草市は、熊本県南西部に位置し、
周囲を藍く美しい海に囲まれた天草上島と天
草下島及び御所浦島などで構成する天草諸島
の中心部に位置しています。面積は、683.07
平方キロメートルで県内最大を誇ります。
地形は、そのほとんどが山林で占められ、急
峻で平野部は少なく、河川沿いの平地部や海
岸線の河口部に市街地や農地が展開し、市街
地を結ぶように海岸線沿いに国・県道等が配
置・整備されています。
産業は、温暖な気候を活かした農業や、豊か
な水産資源を活かした漁業を主として発展し
てきました。また、自然景観、南蛮文化やキ
リシタンの歴史など、多くの観光資源にも恵
まれています。
県庁所在地の熊本市からは、車で２時間ほど
を要しますが、産業の発展や地域間交流な
ど、福岡・長崎・熊本・鹿児島を結ぶ九州西
岸地域の拠点としてあらゆる分野において発
展が期待されている地域です。

【気候】
熊本地方気象台本渡地域観測所における過去
10 年間の年平均気温は16.7℃で、最高気温
は35.3℃、最低気温は－2.9℃となっていま
す。暖流の影響で、海岸部の一部において無
霜地帯があるなど、冬は暖かく、夏は比較的
涼しい海洋性の気候を呈しています。
また、年平均降水量は1,950 mmで、６・７
月の梅雨期に年間の約1/3 の降水が集中し、
７月～９月にかけては台風が接近しやすい時
期とも重なり、度々風雨による被害が発生し
ています。
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【人口・世帯数】
平成17年の国勢調査による天草市の総人口は
96,473人で、平成12年の２市８町の合計人
口と比較して約6.3％減少しています。
世帯数は、35,426世帯で、近年ほぼ横ばい
で推移してきたものが減少傾向を示しまし
た。また、１世帯当たりの人員は2.72人と減
少を続けており、核家族化が依然として進ん
でいます。 

【市章の紹介】
天草市の頭文字である「ア」を島と波に図案
化し、広がる波紋は活気あふれる市民と市の
発展を、緑と青は自然豊かな日本の宝島“天草
市“を象徴しています。

【姉妹都市の紹介】
2006年5月29日、天草市とアメリカ合衆国
カリフォルニア州エンシニタス市は姉妹都市
締結の調印を行いました。両市は、教育・消
防・行政など交流を通して、市民相互の友好
関係を築いています。
エンシニタス市ホームページ
http://www.ci.encinitas.ca.us/
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本庁・本館 東浜町

本庁・別館 中村町

牛深支所 牛深町

有明支所 有明町赤崎

倉岳支所 倉岳町棚底

新和支所 新和町小宮地

天草支所 天草町高浜南

御所浦支所 御所浦町御所浦

栖本支所 栖本町馬場

五和支所 五和町御領

河浦支所 河浦町河浦

������sW�tul�vWw�xy0� 天草市役所の業務とお問い合わせリスト
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23-1111 863-8631

23-1111 863-0048

73-2111 863-1992

53-1111 861-7292

64-3111 861-6402

46-2111 863-0101

42-1111 863-2895

67-2111 866-0325

66-3111 861-6395

32-1111 863-2292

76-1111 863-1202

※お問い合わせの際は、必ず、日
本語のわかる人に同行または連
絡をしてもらいましょう。

�s���s����P: ／本庁、本庁別館、支所

<�

庁舎
電話番号

住所 郵便番号
_5 Åo��

2 ������	fgh��W�:i 天草市の紹介
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天草市のホームページ

保険・年金 保険年金課

ゴミ 環境課

子育て・保育所 子育て支援課

防災・避難所 防災交通課

税 市民税課、納税課、固定資産税課

幼稚園、小・中学校 学校教育課（別館） 教育分室

水道 水道局 産業建設課
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（外国人登録者、各種届出、
各種証明書発行、印鑑登録など）

各種届出

¼�Õ�

�de)¿ë���¼�Õ��

¼�Â�H����)�¿ë�¿�

項目 本庁・別館における担当課 支所における担当課
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市民課

市民生活課

総務振興課

tu・vWw�	��� ／業務・問い合わせ先（抜粋）

������sW�tul�vWw�xy0� 天草市役所の業務とお問い合わせリスト
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※お問い合わせの際は、必ず、日
本語のわかる人に同行または連
絡をしてもらいましょう。
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89<・ ®¯:�	���・�$����xy0°／警察署・交番・派出所リスト

89・&±
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天草警察署 今釜新町

東浜交番 東浜町

楠浦駐在所 楠浦町

下浦駐在所 下浦町

御領駐在所 五和町御領

二江駐在所 五和町二江

新和駐在所 新和小宮地

栖本駐在所 栖本町馬場

倉岳駐在所 倉岳町棚底

御所浦駐在所 御所浦町御所浦

下田駐在所 天草町下田北

大江駐在所 天草町大江

牛深警察署 久玉町

魚貫駐在所 魚貫町

久玉駐在所 久玉町

深海駐在所 深海町

河浦駐在所 河浦町河浦

﨑津駐在所 河浦町﨑津

宮野河内駐在所 河浦町宮野河内

天草有明駐在所 有明町上津浦

警察・病院
日本には、それぞれの地域に、「交番」また
は「駐在所」と呼ばれる警察官派出所があり
ます。
天草市内には、20箇所あります。
防犯、地域のパトロール、迷子の世話、落と
し物の処理などをしています。また、道がわ
からないときは、尋ねたら教えてくれます。
近くの交番・派出所を調べておくとよいでし
ょう。

��È � _�5
名称 住所

3
89・&±�警察・病院

�$
����ÔPO;O
電話番号
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医療機関の名称 診療科目
日本語のほか
に通じる言語

電話
0969

(市外局番)

所在地

º����»
（天草市）
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医療機関リスト

（事前に行った調査において掲載してよいと
回答のあった医院等のみ掲載しています）

うらた眼科 眼科 英語 22-1431 亀場町亀川

本渡クリニック 皮膚、形成外科 英語 33-8800 亀場町亀川

おおどうクリニック 循環器科・内科 英語 22-5156 亀場町亀川

天草第一病院 内科・外科・整形外科・脳神経外科 今釜新町

泌尿器科・循環器科・消化器科

肛門科・リウマチ科・アレルギー科

リハビリテーション科

木山・中村クリニック 内科 英語 小松原町

開内科医院 内科 下浦町

天草病院 精神科 英語 佐伊津町

本原クリニック 産科・婦人科 古川町

こくまい耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 耳鼻咽喉科 英語 船之尾町

天草中央総合病院 内科・循環器科・外科・整形外科 東町

麻酔科・リハビリテーション科・産婦人科

眼科・脳神経外科・泌尿器科

放射線科・小児科・耳鼻咽喉科・皮膚科

歯科口腔外科

松田整形外科医院 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科 東町

東　整形外科 整形外科・リハビリテーション科 英語 南新町

やました医院 内科・循環器科 英語 北原町

本渡
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3 89・&± 警察・病院

かわはら眼科クリニック 眼科 英語 天草市八幡町

松本内科眼科 眼科内科・眼科・循環器科 英語 天草市久玉町

小松医院 内科・呼吸器科・循環器科・消化器科 英語 天草市久玉町

リハビリテーション科

牛深市民病院 内科・小児科・外科・整形外科 牛深町

産婦人科・耳鼻咽喉科・眼科

三浦医院 内科・小児科 英語 天草市有明町大浦

島子ごとう医院 外科・消化器科・肛門科・胃腸科 (簡単な)英語 天草市有明町大島子

御所浦診療所 内科・小児科・循環器科・ 天草市御所浦町御所浦

外科・整形外科・眼科

御所浦北診療所 内科・小児科 天草市御所浦町横浦

栖本病院 内科・呼吸器科 天草市栖本町馬場

新和病院 内科・小児科・消化器科・循環器科 天草市新和町小宮地

外科・整形外科・リハビリテーション科

長野内科小児科医院 内科・呼吸器内科・循環器科・消化器科 英語 天草市五和町御領

放射線科

中村こども・内科クリニック 内科・小児科 英語 天草市五和町二江

楽洋クリニック 内科・泌尿器科・皮膚科 天草市五和町二江

天草市立河浦病院 内科・外科・整形外科 天草市河浦町白木河内

リハビリテーション科・小児科

10
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本渡
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医療機関の名称 診療科目
日本語のほか
に通じる言語

電話
所在地
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倉岳
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御所浦

有明

河浦

横山歯科医院 歯科 英語・中国語 天草市栄町

中嶋歯科医院 歯科 英語 天草市東浜町

伊東歯科医院 歯科 英　語・中国語・

韓国語ほか 天草市南新町

小田歯科医院 歯科・小児歯科 英語・中国語 天草市本渡町

松田歯科医院 歯科・歯周病専門 英語 天草市栄町

槌本歯科医院 歯科 英語 天草市中央新町

青木歯科医院 歯科 英語 天草市大浜町

布井歯科 歯科 英語 天草市亀場町亀川

深川歯科医院 歯科 天草市牛深町

浜﨑歯科医院 歯科 英語 天草市有明町大浦

御所浦歯科診療所 歯科 天草市御所浦町御所浦

沢村歯科医院 歯科 英語・中国語 天草市倉岳町棚底

生田歯科医院 歯科 英語 天草市河浦町白木河内

歯科医院リスト

事前に行った調査において掲載してよいと回
答のあった医院等のみ掲載しています
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医療機関の名称 診療科目 日本語のほかに
通じる言語 電話

所在地

本渡

¾r�
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ライフライン・生活

電気

お住まいの地区を担当するのは、九州電力株
式会社・天草営業所です。
入居先の玄関口やブレーカーについている
「電気ご使用申込書」に必要事項を記入し、
郵送するか、直接営業所窓口へ持っていって
ください
電気料金は、営業所窓口または「振込票」裏
面に記載のコンビニエンス・ストアなどで支
払うことができます。
コンビニエンス・ストアなどで支払う際は、
電気料金振込票を持っていってください
営業所窓口で支払う際は、営業時間内に済ま
せましょう。

【問い合わせ】
電話：0120-986-607（コールセンター、
24時間対応）
すべての電話は、いったん、コールセンター
のオペレーターにつながります。
オペレーターに「天草営業所お願いします」
と伝え、営業所へつないでもらいましょう。

窓口営業時間：平日の午前9時～午後5時
（土日・祝日は休みです）
※ただし、緊急時は、窓口営業時間外でも受
付けます

所在地：〒863-8555
天草市丸尾町16番40号

ガス

【ガスの使用を開始する場合】
(1)使用申込書に必要事項を記入
(2)使用申込書にかかれているガス会社へ連絡
し、ガス開栓日を決める

※ガスの開栓には、立会い（あなた、また
は、代理の人）が必要です。

【ガスの使用を停止する場合】
使用の停止、お引越し予定日が決まったら、
必ずガス営業所に連絡してください。
担当者が訪問し、ガスの閉止手続きを行いま
す。

水道

次のようなときには、早めに天草市役所本庁
または各支所の水道業務担当課へご連絡くだ
さい。
※連絡先の詳細は、P7の＜市役所の業務とお
問い合わせリスト＞で確認して下さい
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・転入や転出、転居（市内での住所変更）の
ときなどは、異動する３日前までにご連絡
を。 

転入の場合：開栓の手続きが必要です。その
際、料金の支払方法を確認しま
す。

転出の場合：水道料金の精算が必要です。 

・家屋の解体で水道の使用を廃止するとき。 

・改築や長期の留守で、水道の使用を一時止
めたいとき。 

電話

【加入電話と公衆電話】 
電話には、加入電話と公衆電話があります。
加入電話は、自宅や会社につける電話です。 
公衆電話は、市役所前や商店の前などにあ
り、10円硬貨、100円硬貨、テレフォンカー
ドなどを使って電話をかけることができま
す。 

【家に電話を新しくつけるとき】
NTT（電話番号116）に申し込みます。とり
つけは有料です。
氏名・住所を証明するもの（パスポートや外
国人登録証明書、運転免許証など）が必要で
す。
申し込む時に、工事日を決めます。工事日に
は在宅していなければなりません。 

【ＮＴＴ以外の電話会社、携帯、ＰＨＳ】
NTT以外の電話会社へ申し込むときは、各社
に問い合わせて下さい。

【国際電話のかけ方】
自宅の電話や公衆電話などから、直接、外国
に電話をかけることができます。 
利用する電話会社によって、料金やかけ方、
かけることができる地域・国が違います。 
詳しいことは、それぞれの電話会社に問い合
わせてください。 

銀行

【銀行口座の開き方】 
身分を証明するもの（パスポート、運転免許
証、外国人登録証明書など）と印鑑が必要で
す。 
預金の種類は、普通(総合)預金、定期預金、
積立預金などがあります。 

銀行に口座を開くと、キャッシュカードを作
ることができます。キャッシュカードがあれ
ば、登録した暗証番号を使ってATM(自動払
戻機)で、お金の引き出し、預金、振込、残高
照会などを行うことができます。 
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郵便

○郵便業務は、郵便局（JP: Japan Post）が
おこなっています。 
郵便局は、日本国内すべての市区町村に設
置されています。
最寄りの郵便局の場所を確認しておきまし
ょう。

○はがきや切手は、郵便局やコンビニなどで
買うことができます。
ハガキが50円、封書（定形、25ｇまで）
は80円です。

○日本国内では、7けたの郵便番号が使われ
ています。 
相手に早く確実に届けるため、国内で郵便
物を出すときは郵便番号を記載しましょ
う。 

○日本郵便のホームページ
http://www.post.japanpost.jp/index.ht
ml
郵便番号、配達日数検索、各種郵便サービ
スに関する情報を掲載。
英文情報も掲載しています。

印鑑・印鑑登録

【印鑑とは】
日本では、役所への申請書類や、大事な郵
便物・宅配小包の受取りなどに、サインと
同じような意味で印鑑を使用します。
このような用途には、通常「認印」という
小型の印鑑を用います。

【実印とは】
市役所に印鑑登録をして、証明書が発行さ
れる印鑑のことを実印といいます。実印と
印鑑登録証は、本人の権利を守る大切なも
のですから、紛失しないようにご注意くだ
さい。印鑑登録は本庁および各支所ででき
ます。

【印鑑登録できる人】
(1)住民登録をしている人
(2)外国人登録をしている人です。
ただし、15歳未満の人と成年被後見人は登
録できません。

【印鑑登録の方法】
印鑑登録の申請は本人が直接、手続きをし
なければなりません。
登録する人は、本庁または支所に備え付け
の申請書に必要事項を記入し、
(1)登録する印鑑
(2)本人確認ができる官公署発行の顔写真
付きの身分証明書（運転免許証等）
を添えて申請してください。手数料
は300円です。
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※ただし、次のような印鑑は登録できませ
ん。

・流し込みプレス印、ゴム印、そのほか変形
しやすいもの。

・陰影の大きさが一辺８ミリの正方形より小
さいもの、一辺25ミリより大きいもの。

・印影を鮮明に表しにくいもの。
・氏名以外の事項を表しているもの。
・そのほか市長が不適当と認めるものなど。

保険・年金・税金

保険

【国民健康保険とは】

国民健康保険（以下、国保）は、国保険加
入者の相互扶助により医療を保証する制度
です。各職場の健康保険などに加入してい
る人と、生活保護を受けている人以外は、
すべての人が加入しなければなりません。
外国人登録をしている人で、日本に１年以
上滞在すると認められる人も対象になりま
す。
国保への加入や脱退をするときは、14日以
内に市役所へ届け出てください。

【国民健康保険に加入すると】

(1)医者にかかったとき、自己負担が30%に
なります。(保険適用外は自費で支払いま
す)。 

(2)加入者が子どもを産んだとき、出産育児一
時金の支給があります。

(3)加入者が死亡したとき、葬祭費の支給があ
ります。
その他、いろいろな給付がありますので、
市役所に問い合わせてください。

【加入するには】

(1)外国人登録をしている市役所で手続きをし
ます。

(2) 必要なもの
・外国人登録証や、外国人登録済証明書 
・印鑑(ないときは、サインでよい)
・1年以上の滞在を証明できるもの(パスポ
ートや、在学証明書、研修計画書など) 

【国民健康保険証】

加入すると、国民健康保険証が発行されま
す。
病気や怪我をしたとき病院などで診察を受
けるときは、必ず持参し、病院・医院の窓
口に提示しましょう。
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年金

年金には国民年金と厚生年金があります。
外国人を含む、日本に住む20～59歳のす
べての人は、必ず国民年金に加入しなけれ
ばなりません。

国民年金とは、日本国内に住むすべての人
に共通する「基礎年金」を支給する制度で
す。厚生年金とは、おもに民間の会社で働
いている人向けのものが厚生年金です。
国民年金についてもう少し紹介します。

【国民年金に加入するには】 
国民年金に加入するには、市役所へ届出を
します。 勤務先で厚生年金、共済組合に加
入した人は、届出の必要はありません。

【保険料】 
国民年金に加入すると、保険料を納付しな
ければなりません。納付書により、郵便局
や銀行の窓口で納めてください。口座振替
でも納付できます。
勤務先で厚生年金や共済組合に加入してい
る人は、給料やボーナスから差し引かれま
す。

【年金の支給】
国民年金は、老齢になったとき、障害者に
なったとき、または加入者が死亡したとき
などに支給されます。それぞれ支給の条件
があります。年金を受けるには、手続きが
必要です。

【帰国するとき】 
国民年金、および厚生年金保険には、脱退
一時金支給制度があります。
これは、外国人が日本滞在中に、年金に加
入し、保険料を6ヶ月以上納めた場合、帰
国後2年以内に、所定の手続きに従って請
求すれば、脱退一時金が支給される制度で
す。
また、帰国したあとに、年金を受け取るこ
とができる場合があります。

4 ��È� 暮らしの情報
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税金

日本の税金には、国に納める「国税」と、
県や市町村に納める「地方税」がありま
す。
代表的なものに、所得税・住民税がありま
す。 
税金は、福祉、医療、公共事業、教育、警
察、消防などに使われています。
外国人でも、日本に住んでいる人はもちろ
ん、日本に住んでいなくて一時的に来日し
た人も、日本国内で働いて収入を得た場合
などには、税金を納めなくてはなりませ
ん。

【所得税（国税）】
会社で支給される給料などにかかる税金で
す。

(1)税率…給料の額、扶養家族人数などによっ
て異なります｡

(2)｢源泉徴収票｣…会社で働いている人が１年
間に納めた所得税の額は、次の年の１月頃
に｢給与所得の源泉徴収票｣として交付され
ます。これは､所得税の納付についての重
要な公的書類ですので、大切に保管してく
ださい。 

【住民税(地方税)】
県に納める県民税と、天草市に納める市民
税があります。 
税率…全員に一律に課される部分と、所得
によって課される部分からなっています。 

※例をあげたもの以外にもさまざまな税金が
あります。 詳しく最寄りの税務署に問い
合わせてください。
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入居・引越し
民間の賃貸住宅

民間の借家やアパートを探すときは、不動
産屋を利用すると便利です。
希望する家賃、広さ、交通手段により、希
望にあった借家やアパートを紹介してくれ
ます。家を借りる時には、家賃のほかに家
主に払う敷金、礼金、不動産屋へ払う仲介
料などが必要です。 
契約する時は、原則として保証人が必要で
す。1人で手続きをしたり交渉したりする
のは難しいので信頼できる日本人に手伝っ
てもらいましょう。

引っ越し前の手続き

(1)電気、ガス、水道 
今住んでいる所と、これから新しく住む
所にある各営業所に、住所、氏名、電話
番号、引っ越し日を連絡します。このと
きのために、電気、ガス、水道の検針票
または領収書に表示されている、「お客
様番号」を控えておくと便利です。 

(2)電話 
NTT(電話番号「116」)へ、転居日と移転
先の住所を伝えます。
他の電話会社と契約している場合は、そ
れぞれの会社にも連絡してください。 
電話は、引っ越し当日も使用できるよ
う、引っ越しの翌日に切って貰うと便利
です。 

(3)郵便
郵便局に手続きをすれば、1年間、新しい
住所に郵便物が転送されます。近くの郵
便局で、「移転届はがき」を入手する
か、または普通のはがきに、①届出日、
②新・旧住所、③氏名(世帯主、家族)、④
転送開始日、⑤届出人印(押印)を記入し、
郵便局窓口かポストへ入れてください。

(4)金融機関 
金融機関へ住所変更の連絡をします。手
続きは郵送でも可能ですので、該当機関
に照会してください。 

(5)国民健康保険 
加入者は、国民健康保険証を市区町村の
担当窓口に返却します。 

(6)転校（転出）手続き（小・中学校） 
現在通っている学校に、引っ越しする時
期などを告げておきます。 

4��È�°暮らしの情報
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引っ越した後に必要な各種届け出など

(1)外国人登録 
住所変更は、転居後14日以内に、移転先
の市区町村の役所で行います。 

(2)印鑑登録 
必要な人は、移転先の市区町村の役所
に、新たに印鑑登録届を提出します。 

(3)国民健康保険や国民年金に加入している人 
移転先の市区町村の役所に、加入届を提
出してください。 

(4)自動車運転免許証 
新しい住所を証明するものを持って、引
っ越した先の警察署または運転免許試験
場で変更手続きをします。他の都道府県
から転入する場合は写真1枚(たて3cm×よ
こ2.4cm)が必要です。 

(5)転校（転入）手続き(小・中学校) 
外国人登録をした後、市区町村の教育委
員会に転校（転入）の申請をします。 
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ゴミの分別
資源物　
①ペットボトル
ペットボトルの表示（PET1）があるもの
キャップは外してください
水洗いし、乾かしてからて出してください
汚れているものは出せません
つぶさないでください

②白色発泡トレー・発泡スチロール
白色食品用トレー、発泡スチロール製の箱
類、電気製品等の緩衝材
ペットボトルのキャップやチューブなどの
小さなものは、レジ袋などに入れまとめて
出してください
水洗いし、乾かしてからて出してください

③プラスティックの袋・容器包装類
水洗いし、乾かしてからて出してください
プラスティック製の袋、包装類、容器な
ど、「プラマーク」表示されているもの
1 カップ麺
2 袋類
3 ボトル類
4 色つき発泡トレー
5 その他の容器類
6 キャップ類
7 チューブ類

④紙類
ぬれているものは、出せません
新聞・チラシ
段ボール
飲料用パック類
雑誌
厚紙
その他の古紙

⑤布類
シーツ、タオル、肌着など、水分を取る材
質のもの
大きさをそろえて、ヒモでしばって出して
ください

⑥空き缶類
飲料用、缶詰、ミルク缶など金属製缶
つぶさないでください
ミルク缶をこえる大きさのものは、「燃や
せないゴミ」へ

4 ��È� 暮らしの情報
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⑦ビン類
一升ビン、ビールビンなど。フタは「燃や
せないゴミ」へ
飲料用や食品用などの使い捨てビン　透
明・茶色・その他の色にわけてください
割れたビン、耐熱ガラス製品、化粧品のビ
ン、クリスタルガラス製品、電球・蛍光
灯、油ビン、板ガラス　はだせません。
「燃やせないゴミ」に出してください

⑧ガス缶類
カセットボンベ、ヘアスプレーの缶
完全に使い切って、穴を開けてください。

⑨食用油
サラダ油、てんぷら油
本渡地区、五和町、栖本町、新和町で収集
します

燃やせるゴミ
台所ゴミ、紙くず、紙おむつ、木くず
台所の残飯類は水切りを十分してください
紙おむつの汚物は取り除いて下さい
ビニール、発泡スチロール、トレイ、ペッ
トボトル等を混入しないでください
指定袋に入らないゴミには、シール券をは
ってください
台所の生ゴミ、　資源化できない紙類、
紙おむつ、　木くず

燃やせないゴミ　

陶磁器類、ガラス類、ビニール類、金属類
電化製品のコードは根元から切って出して
ください
充電電池やボタン型電池は、販売店などの
回収箱に出してください
ゴムホース、電気コード、電線、針金は
30cm以内に切って出してください
ふとんはヒモでしばってください
じゅうたん、カーペットは巻いてください
石油ストーブ類のなかの石油はぬいてくだ
さい
指定袋に入らないゴミには、シール券をは
ってください

市で収集できないゴミ

家電リサイクル法対象家電（テレビ、洗濯
機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン）、パソコ
ン、ディスプレイ、タイヤ、バッテリー、
建設廃材、土砂、焼却灰、コンクリート、
ブロック、オートバイ、モーター、コンプ
レッサー等、ペンキ類、劇薬、農業機械
類、農業用ビニール、
農薬空容器（紙、プラ）、自動車用部品、
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プロパンガスボンベ、消火器、自動販売
機、ピアノ、ポンプ類、風呂釜、太陽熱温
水器、発電機、ボイラー、石油オイル類、
リヤカー、冷風機（コンプレッサー装備の
物）

ゴミ出しのルールを守って美しい
まちにしましょう。
①「資源物」以外は、市指定袋またはシ－ル
券（小型・大型）を貼って出してくださ
い。 （指定袋またはｼｰﾙ券は、最寄のス
ーパー、小売店でお求めください）。

②ゴミは、地区で決められた時間までにゴミ
ステーションに出してください。

③収集日以外の日には出さないでください。
④多量のゴミを出すときは、直接清掃センタ
ーに搬入するか、許可業者に依頼してくだ
さい。

⑤地区で決められたルールを守りましょう。

家電４品目は電気店等へ
家電リサイクル法により家電４品目（洗濯
機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、テレビ）
はゴミステーションには出せません。ま
た、パソコンも出すことが出来ません。清
掃センターへの持ち込みもできません。こ
れらは、電気店などに引き取りを依頼して
ください。（有料）

清掃センターへの直接持ち込みに
ついて
①袋に入れていく場合は、中身の見える袋に
入れてください。

②料金は50ｋｇまで250円（50kgを越える
と、10kgごとに50円加算）です。

③搬入前に分別し、資源化にご協力ください
（「資源物」は料金がかかりません。受付
で「資源物」である旨を伝えて下さい。

④トラックで運ぶ場合は、飛散防止のため荷
台をシートで覆ってください。

⑤年末年始の取り扱いは、12月の市広報でお
知らせします。

袋に入らないゴミを出すときには
シール券を貼って出してください

4 ��È� 暮らしの情報

大型ゴミ（1,000円券を貼る）

・オルガン
・スチール机
・スプリング入りマットレス
・家具類（一辺の長さが１ｍ以上）
・応接用イス（２人掛け以上）
・折りたたみベッド

小型ゴミ（100円券を貼る）
市の指定袋に入らないもので、具体的には、

自転車、ふとん類、草刈り機、換気扇、
トタン、ブラインド、ミシン、ストーブ類、
ガスコンロなど

▪ �Ïá
▪ UÇV
▪ yëV��W�10xy
▪ �nÌ�	
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5
%¢�È�°その他の情報

外国人居住者向け相談窓口
熊本県国際協会には「くまもと国際相談コー
ナー」が設置されています。
熊本県にお住いの外国人の方が快適な生活を
送るために、日本語、英語、中国語、韓国
語、スペイン語の５カ国語で相談に応じるほ
か、必要な情報を提供したり、国際交流に関
する県民の皆さまからの問い合わせにもお応
えしています。
相談は無料で、秘密は厳守されます。お気軽
にご相談ください。

１. お問い合わせ先
●くまもと国際相談コーナー　　
熊本市水前寺6丁目18-1　熊本県庁本館
7階　国際課内
電話：０９６-３８５-４４８８
Fax：０９６-２７７-７００５
電子メール: kuma-koku@cup.ocn.ne.jp
（こちらからの連絡は翌勤務日以降にな
ります）

○受付時間（月～金）
10：00～12：00、13：00～16：00
○土・日・祝日は休みです。
○お越しになる場合は、事前にお知らせ下
さい。

●ホームページアドレス：http://www.
K uma - k o k u . j p /Con t e n t / h tm -
j/08/kokusaisoudan/index.htm

２. 主な業務内容

●在住外国人からの入国管理に関する手続き
や、住宅、医療、国際結婚、就職等に関す
る相談の受け付け

●国際交流、協力、多文化共生及び海外安全
情報等に関する県民からの問い合わせに対
する対応

●関係機関（医師会、弁護士会、入国管理局
など）との連絡調整
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場所（○○○）を尋ねるとき

物（×××）を買いたいとき

物（□□□）を探しているとき

困っているとき、助けが必要なとき

教えてもらいたいとき

日本のあいさつ
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Í�u�üx
�~���� 使える日本語集

Ë� ~���� 
����
項　目 日本語での表現 韓国語での表現

○○○wadokodesuka

｢○○○｣niatehamaruyougorei

koban yubinkyoku ginko supa

youfukuten biyoushitu koen shuri koujo

basutei denkiten hanaya kafe

resutoran gemusenta toire

xxx wadokodekaemasuka

｢xxx｣niatehamaruyougorei

shokuryouhin seikatsuyouhin youfuku

kutsu kitte hagaki kurumanobuhin

watashiwa□□□wosagashiteimasu

watashiwa komatteimasu tasuketekudasai

tetsudattekudasai

○○○nitsuiteoshietekudasai

asa ohayougozaimasu

hiru konnichiwa

yoru konbanwa

shushinmae oyasuminasai

orei arigatogozaimasu

osewaninarimashita

owabi sumimasen

gomennasai

wakare sayonara

jya dewa mata

baibai

nyushitsu shitsureishimasu

taishitsu shitsureishimashita

○○○はどこですか？

「○○○」にあてはまる用語例：

交番、郵便局、銀行、スーパー

洋服店、美容室、公園、修理工場

バス停、電気店、花屋、カフェ

レストラン、ゲームセンター、トイレ

×××はどこで買えますか？

「×××」にあてはまる用語例 : 

食料品、生活用品、洋服

靴、切手、ハガキ、車の部品

私は、□□□を探しています。

私は、困っています。助けてください。

手伝ってください。

○○○について、教えてください。

朝 ：おはようございます。

昼 ：こんにちは。

夜 ：こんばんは。

就寝前 ：おやすみなさい。

お礼 ：ありがとうございます。

お世話になりました。

お詫び ：すみません。

ごめんなさい。

別れ ：さようなら。

じゃあ。ではまた。

バイバイ。

入室 ：失礼します。

退室 ：失礼しました。

5 %¢�È� その他の情報
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Keisatsu
けいさつ
Koban
こうばん
Yubinkyoku
ゆうびんきょく

Ginko
ぎんこう
Supa
すーぱー
Biyoushitsu
びようしつ
Byouin
びょういん
Yakkyoku
やっきょく
Shurikoujyou

しゅうりこうじょう
Shiyakusho
しやくしょ
Hoikuen
ほいくえん
Youchien
ようちえん
Shougakkou
しょうがっこう
Chugakkou
ちゅうがっこう
Kouminkan
こうみんかん

Gasorin Sutando
がそりんすたんど

Kouen
こうえん
Resutoran
れすとらん
Kafe
かふぇ
Izakaya
いざかや
Shampu
しゃんぷー
Rinsu
りんす

Senganfomu
せんがんふぉーむ
Haburashi
はぶらし
Hamigakiko
はみがきこ
Kushi
くし
Kagami
かがみ

Keshouhin
けしょうひん
Senzai
せんざい
Shokki
しょっき
Koppu
こっぷ
Denki
でんき
Denwa
でんわ

Keitaidenwa
けいたいでんわ
Koushuudenwa
こうしゅうでんわ

Gasu
がす
Suidou
すいどう
Kagi
かぎ
Kuruma
くるま
Gasorin
がそりん

警察
交番
郵便局
銀行
スーパー
美容室
病院
薬局
修理工場
市役所
保育園
幼稚園
小学校
中学校
公民館

ガソリンスタンド
公園

レストラン
カフェ
居酒屋
シャンプー
リンス

洗顔フォーム
歯ブラシ
歯磨き粉
くし
鏡
化粧品
洗剤
食器
コップ
電気
電話
携帯電話
公衆電話
ガス
水道
鍵
車

ガソリン
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Jitensha
じてんしゃ
Shokuryouhin
しょくりょうひん

Mizu
みず

Ryokucha
りょくちゃ
Uroncha
うーろんちゃ
Koucha
こうちゃ
Kouhi
こーひー
Gyunyuu
ぎゅうにゅう
Jusu
じゅーす
Pettobotoru
ぺっとぼとる
Kome
こめ
Pan
ぱん
Yasai
やさい

Kudamono
くだもの
Kaisou
かいそう
Niku
にく
Sakana
さかな
Chizu
ちーず
Okashi
おかし

Choumiryou
ちょうみりょう

Shio
しお
Satou
さとう
Shouyu
しょうゆ
Sosu
そーす
Miso
みそ

Tougarashi
とうがらし
Ninniku
にんにく
Niboshi
にぼし
Saba
さば
Samma
さんま
Hakusai
はくさい
Daikon
だいこん
Negi
ねぎ

Kyukyusha
きゅうきゅうしゃ
Koutsuujiko
こうつうじこ
Byouki
びょうき
Netsu
ねつ
Kaze
かぜ

自転車
食料品
水
緑茶

ウーロン茶
紅茶
コーヒー
牛乳
ジュース
ペットボトル

米
パン
野菜
果物
海藻
肉
魚
チーズ
お菓子
調味料
塩
砂糖
しょうゆ
ソース
味噌

トウガラシ
ニンニク
煮干
さば
さんま
白菜
大根
ねぎ
救急車
交通事故
病気
熱
風邪
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上旬 幼稚園・小学校・中学校入学式 各小中学校

中旬 牛深ハイヤ祭り 牛深町一帯

上旬 天草西海岸春の陶器市 天草郡苓北町・天草市天草町

上旬 下田温泉祭 天草町下田一帯

下旬 天草国際トライアスロン大会 本渡海水浴場

上旬 西の久保公園”天草”花しょうぶ祭り・大バザール 西の久保公園

上旬 さざ波フェスタ リップルランド・四郎ケ浜ビーチ

夏休み 御所浦白亜紀資料館特別展 御所浦白亜紀資料館

下旬 砂月海水浴場祭り 砂月海水浴場

7月中旬～9月中旬 観光タコ釣り大会 佐伊津港出港

上旬 天草ほんどハイヤ祭り・天草子ハイヤ道中踊り 中央通り・船之尾通り

上旬 森のちから海のちからキャンプ 五和町亀島

上旬 天草ほんどハイヤ祭り花火大会 本渡港

上旬 教会のみえる﨑津みなとのフェスティバル 崎津漁港広場

中旬 牛深地区成人式・納涼花火大会 牛深総合センター

中旬 新和サマーフェスティバル 大多尾漁港周辺

中旬 御所浦とんとこ漁体験

上旬 お魚釣りING五和 五和町二江沖

天草西海岸陶芸まつり 天草郡苓北町・天草市天草町

中旬 天草殉教祭 殉教戦千人塚及び本渡市街地　　　

10月～12月 あまくさ本渡ん丼丼フェアー 本渡市街地飲食店

上旬 天草大陶磁器展 天草市民センター・体育館

上旬 本渡の市 市内一円
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上旬 福連木子守唄＆童謡まつり 福連木子守唄公園

上旬 栖本かっぱ祭り 栖本町福祉会館周辺

上旬 五足の靴ウォークラリー大会 五足の靴遊歩道

中旬 しんわ楊貴妃祭り 新和支所周辺

上旬 わんわんウォーキング 鶴場山～砂月海水浴場

下旬 天草映画祭 本渡第一映劇

下旬 天草マラソン大会 本渡運動公園陸上競技場～苓北町

上旬 牛深あかね市 ハイヤ大橋芝生広場周辺

上旬 牛深海中公園マラソン大会 牛深グラウンドスタート･フィニッシュ

中旬 有明ウォークラリー大会 有明中グラウンドスタート・ゴール

成人式（牛深地区以外） 各地区

上旬 えびす祭り 倉岳町えびす公園内

中旬 すいせん祭り すいせん公園

中旬 倉岳えびすマラソン大会 倉岳町一円

上旬 御所浦よかとこ祭 御所浦小学校グランド周辺

中旬 天草ロードレース大会 新和町民センター

上旬 あったか天草椿まつり・椿まつり宣言マラソン大会 西平椿公園

中旬～下旬 幼稚園、小・中学校卒業式 各幼稚園、小・中学校

iÈ^È
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日本の祝日

☆元日
（1月1日） ……年のはじめを祝う。

☆成人の日
（1月第2月曜） おとなになったことを自覚

し、みずから生き抜こうと
する青年を祝いはげます。 

☆建国記念の日
（2月11日) ……建国をしのび、国を愛する

心を養う。 

☆春分の日
(3月20日ごろ) …自然をたたえ、生物をいつ

くしむ。 

☆昭和の日
（4月29日）……激動の日々を経て、復興を

遂げた昭和の時代を顧み、
国の将来へ思いをいたす。 

☆憲法記念日
（5月3日） ……日本国憲法の施行を記念

し、国の成長を期する。

☆みどりの日
（5月4日） ……自然に親しむとともにその

恩恵に感謝し、豊かな心を
はぐくむ。

☆こどもの日
（5月5日） ……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。

☆海の日
（7月第3月曜） 海の恩恵に感謝するととも

に、海洋国日本の繁栄を願
う。

☆敬老の日
（9月第3月曜） 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。

☆秋分の日
（9月23日ごろ) 祖先をうやまい、なくなっ

た人々をしのぶ。

☆体育の日
（10月第2月曜）スポーツにしたしみ、健康

な心身をつちかう。

☆文化の日
（11月3日）……自由と平和を愛し、文化を

すすめる。 

☆勤労感謝の日
（11月23日） …勤労をたっとび、生産を祝

い、国民たがいに感謝しあ
う。 

☆天皇誕生日
（12月23日） …天皇の誕生日を祝う。

~�W�AU~・�8~

※日本の会計や学校年度は、4月1日開始～翌
年の3月31日までとなっています
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