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Ⅰ

生活編

Ⅰ－１

電気

引越しをして電気を使い始めるときは、ブレーカースイッチを「入」にしてご使用ください。
なお、現地においてある電気使用申込書（ハガキ）に必要事項を記入して、郵送してください。
また、電気がつかない場合や、電気使用申込書がない場合は、中国電力にご連絡ください。
日本では、家庭用の電圧は 100V、周波数は、松江市は西日本なので 60 ヘルツです（東日本は
50 ヘルツ）
。このほか電気料金や手続きでわからないことは、中国電力の各営業所へ問い合わせ
てください。
問い合わせ
中国電力㈱松江営業所（お客様センター）
℡0120-833-103

Ⅰ－２

ガス

松江市内では、都市ガスとプロパンガスの 2 種類が供給されています。都市ガスは松江市ガ
ス局が供給しています。プロパンガスは松江市ガス局または民間のガス会社が供給しています。
松江市ガス局が供給しているガスをご利用いただく場合は、松江市ガス局へご連絡ください。
なお、あなたのお住まいでどちらのガスが使われているのか、ご不明な場合はお住まいの管理
者(不動産会社等)へお問い合わせください。
問い合わせ
松江市ガス局

Ⅰ－３

℡21-0011

上水道

ⅰ

水道の使用
水道・下水道の使用を始めるときは、上下水道局お客さまセンターへご連絡ください。
なお、現地においてある給水申込書（ハガキ）に、必要事項を記入し郵送していただくこ
とで口座振替手続きをすることができます。

ⅱ

料金の支払い
水道料金と下水道使用料は一括して請求しますので、必ず水道料金と下水道使用料の合計
金額をお支払いください。下水道がない場合は、水道料金のみをお支払いください。
このほか、使用者や料金の支払い者を変更するときや、引越しなどで使用を中止するとき
は上下水道局へ連絡してください。特に引越しする場合は、水道料金の精算が必要となりま
すので、5 日くらい前までに上下水道局へご連絡ください。

ⅲ

水道の修理
上水道の取り付けや修理などの工事については、上下水道局維持管理課または松江市水道
事業指定給水装置工事事業者（以下、「指定業者」）へご相談ください。指定業者がわからな
い場合は、上下水道局まで問い合わせてください。このほか水道料金や手続きで分からない
ことは、上下水道局へ問い合わせください。
※ 宅内の給水設備の保守・管理等は使用者の責任ですが、指定業者に依頼されると有料にな
ることがありますので、事前に確認してください。
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ⅳ

漏水にご注意ください
漏水は、地下や壁の中など、目では見えない場所で起こることもありますので、日頃から
点検を心がけましょう。水道メーターの位置が分からない方は、上下水道局お客様センター
にお問い合わせください。

Ⅰ－４

下水道

下水道については、上下水道局維持管理課にお問い合わせください。
「家の中の排水が流れな
くなった」などの排水管のつまりが原因と思われるトラブルは、上下水道局維持管理課または
松江市下水道排水設備指定工事店へご相談ください。
※ 宅内の排水設備の点検・清掃等は使用者の責任ですが、事業者に依頼されると有料になるこ
とがありますので、事前に確認してください。
問い合わせ
松江市上下水道局（お客様センター）
℡55-4888

Ⅰ－５

郵便

手紙やはがきは街角に赤い郵便ポスト等がありますから、そこに入れれば配達されます。ポ
ストに入らない大きいものや、小包、書留などは、郵便局へ持っていってください。切手は郵
便局のほかにも〒マーク看板のある店で販売しています。
①国内郵便
封書、はがきは距離に関係なく全国同じ料金です。
②国際郵便
通常郵便には、書状（航空書簡も含む）
、郵便はがき、印刷物、小型包装物、点字郵便の 5
種類があります。そのほかに、小包 郵便、EMS（国際エクスプレスメール）、国際レタッ
クスがあります。
航空便、船便、SAL 便などがあり、地域や重量によって料金が違いますので、郵便局で確認
してください。
問い合わせ
郵便事業㈱松江支店（松江市東朝日町 138）
℡28-9759
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Ⅰ－６

電話

①電話
電話の取付けや故障、移転などは NTT 営業所へ連絡してください。
⑴取付け・移転・料金について 116（無料、日本語）
⑵故障
113（無料、日本語）
⑶番号案内
104（ ※ 、日本語）
※ 月に 1 案内の場合 60 円。2 案内目からは 90 円。深夜・早朝（23 時～翌朝 8 時）は 1
案内 150 円。公衆電話からは利用回数、利用時間帯にかかわらず 1 案内 100 円。
②国際電話のかけ方
2001 年 5 月 1 日から国際電話であることを示す番号「010」をつける新しいダイヤル方法
がスタートしました。ダイヤルの手順については各電話会社までお問合わせください。

Ⅰ－７

インターネット

インターネットに接続するためには、ISP（インターネットサービスプロバイダ：通称プロ
バイダ）と呼ばれるインターネット接続を提供する企業と回線をつなぐ必要があります。
接続する回線の種類には「電話回線」「CATV 回線」「光ファイバー回線」などが一般的に使
用されています。それぞれの回線によって、パソコン以外の必要な機器は変わってきます。
詳しくは、各プロバイダにお問い合わせください。
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Ⅰ－８
ⅰ

ごみの出し方・し尿処理

ごみ袋は指定されています
ごみは、もやせるごみ指定袋(さくら色)と金属指定袋（水色）、プラスチック製容器包装・
紙製容器包装指定袋（透明）にそれぞれ入れて出してください。
指定袋は、マーケットなどで、販売されています。
紙袋や一般のビニール袋などでは出すことはできません。
古紙（新聞紙・雑誌等）は種類ごとに紐で十文字にしばって出すか、箱や袋に入れて出す
ことができます。ただし、外側に品名を明記してください。
空缶類、ガラス瓶、ペットボトルは、リサイクルステーションへ持ち出してください。
詳細は「資源とごみの出し方パンフレット」
（日本語版、英語版、韓国語版、中国語版）を
ご覧ください。

ⅱ

ごみの収集
ごみの減量化や資源の再利用を進めるため、各家庭から出されるごみは、もやせるごみ・
金属・プラスチック製容器包装・紙製容器包装・資源（古紙・古着類）・粗大ごみ（年 2 回）
に分けて収集しています
収集日につきましては地域ごとに作られている「家庭ごみ収集日程表」(日本語版、英語版、
韓国語版、中国語版)をご覧ください。
※ ごみは、決められた日の午前 8 時 30 分までに、決められた出し方で、決められた場所へ出し
てください。収集日以外には出さないでください。
問い合わせ
リサイクル都市推進課清掃業務係
家庭ごみ係

ⅲ

℡55-5281
℡55-5678

し尿収集
新たに収集を希望されるときは、リサイクル都市推進課、本庁玄関案内または、各支所市
民生活課で所定用紙にご記入のうえ申し出てください。
し尿収集日は町によって異なります。収集日は、日程表の「町名」と「収集日」を確認して
ください。収集を希望される方は、収集日の当日までに「清掃日」の旗を目につきやすい場
所に出し、必ず「し尿処理券」を準備してお待ちください。
「し尿処理券」が不足する場合は
「し尿処理券納付請求書」を交付しますので、不足分を次のとおり提出してください。
（リサ
イクル都市推進課・各支所に不足分のし尿処理券を提出いただくか、又はし尿処理券を販売
店で購入し、次の収集日に作業員に提出してください。前回不足分の「し尿処理券」が提出
されていない場合には、提出後からの収集となります。）

問い合わせ
リサイクル都市推進課清掃業務係

℡55-5281
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Ⅰ－９

金融機関の利用

ⅰ

口座を開く
銀行や郵便局で、申込用紙に必要事項を記入します。その際、次のものが必要です。
①印鑑
②在留カードかパスポート
※ 窓口の取り扱い時間は、銀行は月曜日から金曜日の午前 9：00 から午後 3：00 で、郵便
局は月曜日から金曜日の午前 9：00 から午後 4：00 までです。（松江中央郵便局は午後 6：
00 まで）

ⅱ

外国への送金
銀行では、電信送金、郵便送金、送金小切手の 3 つの方法があります。郵便局では、電信
為替と普通為替があります。取り扱っているのは、郵便局では松江中央郵便局及び市内特定
郵便局です。銀行では比較的大きな銀行（山陰合同銀行、島根銀行など）で、「Foreign
Exchange Bank」の表示がでています。

ⅲ

外貨両替
市内のいくつかの銀行及び郵便局（松江中央郵便局・松江川津郵便局）で取り扱っていま
す。

ⅳ

キャッシュカード
口座を開くときに同時にキャッシュカードの発行を申し込むことができます。キャッシュ
カードがあると、預金の出し入れ、振込のほか、通帳の記帳や残高照会が、ATM（現金自動預
払機）を使って窓口の開いてない時でもできます。
※ 日本の ATM は 24 時間営業ではありません。午後 10：00 までが一般的です。各金融機関に
よって異なりますので、ご確認ください。
ⅴ

セブン銀行
日本の ATM では自分のキャッシュカード、クレジットカード、デビットカードが使えない、
と思っていませんか？
セブン‐イレブンの店内にある ATM なら朝でも夜でも日本円でのお引出しができます。ATM
は日本全国に 23,000 台以上あります。
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Ⅰ－１０ 学校（幼稚園）に入学するとき
日本の教育システムは、義務教育 9 年（小学校 6 年、中学校 3 年）と高等学校 3 年、大学 4
年という制度になっています。
ⅰ

入学転入のお問い合わせ先

市立幼稚園
子育て支援課保育幼稚園係
（国立・私立幼稚園は、各幼稚園へ直接問い合わせください。）

℡55-5313

市立小学校
（国立小学校は直接学校へ問い合わせ下さい。）

教育委員会学校教育課保健体育係
教育委員会学校教育課学事係

℡55-5428
℡55-5416

市立中学校
（国立・私立中学校は各中学校へ直接問い合わせください。）

教育委員会学校教育課保健体育係
学校教育課学事係

℡55-5428
℡55-5416

高等学校
（私立高等学校は各高等学校へ直接問い合わせください。）

松江市立女子高等学校
県立高等学校
県庁教育委員会高校教育課

℡39-0216

高等専門学校

松江工業高等専門学校

℡36-8211

大学

島根大学
島根県立大学短期大学部

℡32-6100
℡26-5525

℡22-5410

Ⅰ－１１ 児童福祉と保育所
ⅰ

各種手当
手当

内容

問い合わせ先

児童手当

児童手当は中学校修了前の児童生徒を養育している人
に支給されます。

児童扶養手当

児童（18 歳に達する年度末までの子）を養育しているひ
とり親等（支給要件、所得制限があります。）

その他

ひとり親家庭の制度について

特別児童扶養手当

障がい児福祉手当

ⅱ

身体または精神に障がいのある 20 歳未満の子どもを養
育している場合に、その障がいの程度により手当が支給
されます。受給には申請手続きが必要です。
（所得制限が
あります。
）
20 才未満の障がいのある方で、障がいの程度が重度の場
合に支給されます。受給には申請手続きが必要です。
（所
得制限があります。
）

子育て支援課

℡55-5335

障がい者福祉課

℡ 55-5945
FAX55-5309

保育所の入所
保護者の就労（求職中も含む）
、出産や病気、病人の看病などで、家庭で保育ができないと
きは、子どもを保育所に預けることができます。

問い合わせ
子育て支援課保育幼稚園係

℡55-5313
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Ⅰ－１２ 公営住宅
公営住宅には市営住宅と県営住宅があります。申込募集はその都度、広報紙でお知らせしま
す。申込者多数の場合は、受付後に公開抽選を行って、入居者を決定します。
なお、市営住宅や県営住宅に申し込む場合、申し込み資格や所得制限があります。詳しくは
申込受付先でお問い合わせください。
問い合わせ
市営住宅：都市政策課住宅政策係 ℡55-5344
県営住宅：島根県住宅供給公社
松江住宅管理事務所 ℡22-3250

Ⅰ－１３ 市内交通
ⅰ

バス
中央のドアから乗車し、整理券を取ります。バスカードを利用するときは、乗車するとき
にバスカードをカードリーダー機に通して乗車して、下車する停留所の手前でブザーを押し
て知らせます。
料金は、車内の前方に料金表が出ていますので、整理券の番号と合わせて同じ番号の金額
を、料金箱に入れます。バスカードは、料金箱の上にあるカードリーダー機に通して下車し
ます。車内で千円と五百円は両替できますが、混雑していたり、走行中は、バスの揺れなど
危険なため、前もって小銭を用意してください。
市内のバスは、市営・一畑・日ノ丸などがあります。それぞれの運行路線は、松江国際観
光案内所で案内図を配布しています。

ⅱ

電車（ＪＲ、私鉄）
近距離切符は自動券売機で、長距離や特急券・指定券などは JR みどりの窓口で買います。
小さな駅は無人駅の場合があり、その時は電車の中で車掌から買ってください。

問い合わせ
松江市国際観光案内所
ＪＲ松江駅
市営バス（松江市交通局）
一畑バス
一畑電鉄（私鉄）

℡21-4034
℡21-3219
℡60-1111
℡20-5200
℡21-2429
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Ⅰ－１４ 運転免許
ⅰ

日本での運転
次の運転免許を所持している時は、日本国内において自動車等の運転ができます。
①国際運転免許証等で運転することができる規定は、
「1949 年 9 月 19 日の道路交通に関する
条約」に基づく国際運転免許証又はスイス、スロベニア、ドイツ、フランス、ベルギー、モ
ナコ及び台湾の運転免許証を所有する方で、
⑴当該国際運転免許証等が有効であること
⑵日本に入国してから 1 年以内であること
※ 注意：日本国内に住民票のある人や外国人登録をしている人が、日本から出国して国際運
転免許証を取得した後、再び入国した場合は、出国から入国までの期間が 3 ヶ月以上なけれ
ば認められません。
②外国政府の発行する「外国免許」を所持しており、これを提示して運転免許試験（一部免
除）を受け、日本の運転免許の交付を受けている時。
③運転免許試験を受け、日本の運転免許証の交付を受けている時。
ⅱ

切り替える手続き
切替え手続きをするためには、外国運転免許証を取得されてからその国に通算して 3 ヶ月
以上滞在しており、かつ、日本の運転免許を受ける際の受験資格（年齢など）を有している
方で、次のような書類が必要です。
①必要書類等
⑴運転免許申請書（申請場所にあります）
⑵外国運転免許証（有効期限内のもの）
⑶外国運転免許証の日本語による翻訳文
次のいずれかが作成したものに限ります。
・外国免許証を発給した行政庁又はその国の領事館
・（社）日本自動車連盟（JAF）
（島根支部の連絡先は、0852-25-1123）
http://www.jaf.or.jp/inter/f_index5.htm
⑷外国での滞在期間が証明できるもの
・パスポート、出入国記録証明書など
⑸住民票など（次のいずれかのものです）
・住民票（本籍地の記載のあるもの）又は外在留カード等
・外務省の発行する身分証明書
・権限のある機関が発行する身分を証明する書類
⑹写真 1 枚（縦 3.0 ㎝×横 2.4 ㎝）
（申請前 6 ヶ月以内に撮影した 無帽、上三分身、無背
景のもので、カラーでも白黒でも可）
⑺試験手数料
⑻その他の書類
・外国運転免許証に、発給（取得）年月日が記載されていない場合には、その年月日を
証明する書類（領収書など）
・過去に日本の運転免許証を取得していた方は、その運転免許証
・国際運転免許証をお持ちの方は、その国際運転免許証
②申請方法
この申請は、予約が必要です。電話でお申込みください。
③申請に伴う確認及び試験内容
⑴確認内容
・運転の経歴に関すること
・運転に必要な知識、技能に関すること
⑵試験内容
・適性試験
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④その他
⑴運転免許申請をされる方が、日本語による会話が十分にできない場合には、日本語によ
り通訳のできる方を同行してください。
⑵合格された方については運転免許証の交付を行いますので、交付手数料が必要です。
問い合わせ
島根県運転免許センター
松江市打手町 250-1
島根県警察本部
松江市殿町 8-1

℡36-7400
℡26-0110

Ⅰ－１５ ペットを飼うときは
ⅰ

犬の登録と狂犬病予防注射
①生後 91 日以上の犬は、必ず登録してください（生涯 1 回）。
②登録は、リサイクル都市推進課・各支所及び市内の動物病院で受け付けます。手数料は、
3,000 円です。
③飼い犬が死亡したとき、飼い犬を譲り受けたとき、飼い主の住所が変わったときは、30 日
以内にリサイクル都市推進課へご連絡ください。
④犬にかみつかれたとき狂犬病ウイルスで病気になるのを防ぐために、狂犬病予防注射は毎
年受けてください。
⑤狂犬病予防注射は、市内の動物病院（事前に電話確認）でも受けることができます。なお、
市外の動物病院で受けられるときは、ご相談ください。また、毎年 5 月には公民館等市内
各所でも狂犬病予防の集合注射を行っています（詳細は、毎年市報松江 4 月号に掲載）。狂
犬病予防注射済票交付手数料は 550 円です。

ⅱ

犬や猫の飼いかた及び管理
①犬には鑑札と注射済票を必ず首輪につけてください。
②犬の放し飼いはやめてください。
③犬の散歩中に犬がフンをしたときは、必ず持ち帰ってください。
④むだ吠えで近所に迷惑をかけないように、きちんとしつけてください。
⑤犬や猫を飼うことができなくなり、どうしても新しい飼い主が見つからないときは、決し
て捨てないで松江保健所（℡61-8875）にご連絡ください。

ⅲ

犬や猫などの死がいを処理
①飼い犬・飼い猫等の場合
リサイクル都市推進課または各支所まで持参してください。手数料は 510 円。
②道路上ののら犬・のら猫等の場合
平日…リサイクル都市推進課（℡55-5279）
休日…当直（℡55-5555）

ⅳ

野犬に関する相談
松江保健所（℡61-8875）にご相談ください。

問い合わせ
リサイクル都市推進課美化推進係

℡55-5279
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Ⅱ－１
ⅰ

在留資格

在留資格の変更等の手続き
日本に在留する外国人が、現在行っている活動をやめて別の在留資格に属する活動を行お
うとする場合には、在留資格の変更の許可を受ける必要があります。
また、在留期間の更新、再入国許可などの申請は、住所地を管轄する入国管理局（出張所）
で、原則として申請人本人が出頭して行います。
在留手続きは次のような場合に必要です。
①在留資格の変更、在留期間の更新
②現在の資格にない活動を行うとき
③永住を希望するとき
④日本から出国して、新たに入国するとき
⑤在留資格の抹消、日本で出生した方の資格取得
⑥その他

問い合わせ先
広島入国管理局松江出張所
松江市向島町 134-10 ℡21-3834
受付時間 平日 9:00～12:00 13:00～16:00

Ⅱ－２

住民登録

外国人住民の方も出入国の際や市内での引越しをする際の住所の届出や、別の市区町村へ引
越しする際には転出の届出を行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村で行
っていただくことが必要となります。
届出の種類

時期

届出に必要なもの
・在留カードまたは特別永住者証明書
・旅券
・一時庇護許可書または仮滞在許可書（お持ちの方のみ）
※入国の際に在留カードが交付されない代わりに旅券に「在留カードを
後日交付する」旨の記載がある方は、当該旅券を持参ください。
※同一世帯内の世帯主が外国人の方の場合は本人と世帯主との続柄を証
する文書が必要です。
・在留カードまたは特別永住者証明書
・個人番号通知カードまたは個人番号カード
・一時庇護許可書または仮滞在許可書（お持ちの方のみ）
・国民健康保険証・各医療証（お持ちの方のみ）
・転出証明書
・在留カードまたは特別永住者証明書
・個人番号通知カードまたは個人番号カード
・在留カードまたは特別永住者証明書
・個人番号通知カードまたは個人番号カード
・一時庇護許可書または仮滞在許可書（お持ちの方のみ）
・国民健康保険証・各医療証（お持ちの方のみ）
・印鑑登録証（お持ちの方のみ）

入国による住所の届出

住所を定めた日から
14 日以内

市内の住所異動（転居の
届出）

住所を定めた日から
14 日以内

市外からの住所異動（転
入の届出）

住所を定めた日から
14 日以内

市外への住所異動
国外へ出国するとき（転
出の届出）

引越し・出国の 14 日
前から

世帯主・続柄等の変更が
あったとき

変更が生じた日から
14 日以内

・在留カードまたは特別永住者証明書
・一時庇護許可書または仮滞在許可書（お持ちの方のみ）
・国民健康保険証・各医療証（お持ちの方のみ）

在留資格変更等に伴う
住所の届出

許可日から 14 日以内

・在留カード
・旅券

担当部署
市民課総合窓口センター届出窓口 ℡55-5253
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Ⅱ－３

各種届出

ⅰ

婚姻届
日本において結婚するときは、市役所窓口に婚姻届を提出してください。
結婚制度は国によって異なっていますので、提出していただく書類も国籍によって異なり
ますが、一般的には次のようなものがあります。
①夫も妻も外国人の場合
⑴パスポート
⑵個人番号通知カードまたは個人番号カード
⑶婚姻届
⑷婚姻要件具備証明書(母国の法律のもとで結婚が可能であることを記した書類)及びその
日本語訳
⑸このほか市長が必要と認める書類
②夫か妻のどちらかが日本人の場合
⑴パスポート
⑵個人番号通知カードまたは個人番号カード
⑶婚姻届
⑷婚姻要件具備証明書及びその日本語訳
⑸松江市に本籍のない人は戸籍謄(抄)本
※ 結婚による名前の変更は、母国の法律によりますので、詳細は母国の大使館･領事館に問い
合わせてください。
ⅱ

出生届
赤ちゃんが生まれたときには、生まれた日を含めて 14 日以内に出生届をしてください。出
生届の際には父母のパスポートが必要です。
出生届の後、市役所子育て支援課でお渡しするものがありますので必ず立ち寄ってくださ
い。
その時予防接種などに関しても説明します。
手続きに必要なもの
⑴母子手帳
⑵健康保険証
このほかにも次のような手続きをする必要があります。
⑴パスポート受領・・・在日大使館で
⑵在留資格、在留期間の許可申請・・・出生後 30 日以内に入国管理局で

ⅲ

死亡届
日本に住む外国人が日本国内で死亡したときは、死亡の事実を知った日から 7 日以内に死
亡届を提出してください。同時に、届出の際に在留カードを返納してください。

ⅳ

離婚届
離婚の際も届出が必要です。市役所窓口に離婚届を提出してください。

担当部署
市民課総合窓口センター戸籍窓口 ℡55-5255
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ⅴ

印鑑登録
日本では、印鑑は契約を交わす時の合意を示すものであり、必要となることがあります。
また、車や家など大きな買い物をするときなどに印鑑登録証明書が必要になることがありま
す。
印鑑登録証明書は登録された印鑑が本人のものであることを証明します。
①印鑑登録
登録する印鑑と、在留カードまたは特別永住者証明書を持参してください。
手数料は 1 件 300 円です。
登録後、印鑑登録証をお渡しします。
※ 在留カードまたは特別永住者証明書の氏、名、もしくは通称名の氏、名で表されていない
もの、ひどく擦り減ったり欠けているものなど登録できない印鑑もありますので詳しくはお
問合わせください。
②印鑑登録証明書の発行
印鑑登録証と、在留カードまたは特別永住者証明書を必ず持参してください。
手数料は 1 通 300 円です。
担当部署
市民課総合窓口センター届出窓口 ℡55-5253

ⅵ

特別永住者証明書の手続き
①有効期間更新手続き
・必要な書類
⑴特別永住者証明書もしくは外国人登録証明書
⑵旅券
⑶写真１枚（16 歳未満の方は不要）
※ 3 ヵ月以内に撮影されたもので、本人が鮮明に写っているもの
縦 4 ㎝×横 3 ㎝のもの
無帽、無背景で正面・肩口まで写っているもの
・期間
原則として有効期間満了日の 2 ヵ月前から有効期間満了日までとなります。ただし、有
効期間満了日が 16 歳の誕生日とされているときは、その誕生日の 6 ヵ月前から有効期間の
満了日までの間となります。
※ 既に 16 歳の誕生日が過ぎている方は速やかに手続きにお越しください。
②以下の場合も手続きにお越しください。
⑴紛失、汚損等による再発行
⑵記載事項変更が生じた場合など

担当部署
市民課総合窓口センター届出窓口 ℡55-5253

12

Ⅱ

法律手続編
ⅶ

税金
日常生活を支える公共サービスの多くは税金によってまかなわれています。外国人でも日
本に住む人はすべてそれぞれの市町村に住民として納税をする必要があります。
税金の種類には次のようなものがあります。
⑴

税

⑴市民税（県民税） 1 月 1 日現在で松江市に住んでいる人が対象で、前年の所得に対して課税されます。
⑵軽自動車税

4 月 1 日現在で軽自動車や原動機付自転車を所有する人に対して課税されます。

⑶固定資産税

1 月 1 日現在で土地、家屋などを所有している人に対して課税されます。

②国税・県税
⑷所得税

個人の 1 年間の所得に対して課税されます。自営業などの方は申告が必要です。

⑸消費税

商品の販売やサービスの提供などに対して課税されます。一律 8％です。

⑹自動車税

4 月 1 日現在で自動車(軽自動車･原動機付自転車を除く)を所有する人に対して課税さ
れます。

担当部署・問い合わせ先
⑴
市民税課
⑵
市民税課
⑶
固定資産税課
⑴～⑶ 税務管理課
⑷⑸
松江税務署
⑹
松江総務事務所

ⅷ

℡55-5151
℡55-5154
℡55-5161
℡55-5141
℡21-7711
℡32-5623

国民年金
国民年金は、老齢･障害･死亡について必要な給付を行い、健全な国民生活の維持･向上を図
ることを目的とする制度です。
日本にお住いの 20 歳以上 60 歳未満の人は国民年金に加入します。
会社や工場等にお勤めで、厚生年金等に加入する人やその人に扶養されている配偶者の人
は、会社で手続きをします。
それ以外の人は、市役所で加入の手続きをします。保険料は日本年金機構から送付される
納付書等で納めます。保険料は月額 16,340 円〔平成 30 年度〕です。保険料を納めるのが困
難な時は、免除制度等ありますので、市役所にご相談ください。
国民年金には、『老齢基礎年金』『障害基礎年金』
『遺族基礎年金』等の給付があります。
また、加入（納付）した人が、年金を受けることなく帰国した場合、脱退一時金を支給す
る制度があります。詳しくは、日本年金機構ねんきんダイヤル 0570-05-1165 にお問い合わせ
ください。

担当部署
保険年金課国保・年金係

℡55-5263
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Ⅲ－１

国民健康保険

国民健康保険(国保)は、加入者全員が収入に応じて保険料を出し合い、病気やケガをしたと
きの医療費の負担を少なくするための支えあいの制度です。住民登録をしている方は必ず加入
しなければなりません。国保に加入すると保険給付を受ける権利と、保険料を納める義務が発
生します。ただし勤務先で健康保険の適用を受けている方は国保に加入できません。
ⅰ

保険の届出
届出が必要な場合

加

脱

入

退

その他

届出に必要なもの

※住民登録をしている方

在留カード

出国するとき

国保の保険証

他市町村に転出するとき

国保の保険証･印鑑

他の健康保険に加入したとき

国保の保険証･職場の健康保険証･印鑑

死亡したとき

国保の保険証･印鑑

市内で住所を移したとき

国保の保険証･印鑑

保険証をなくしたとき

本人の確認できるもの･印鑑

世帯主や氏名の変更

国保の保険証･印鑑

※
※

本人の確認ができるものを持参し、14 日以内に必ず届出をしてください。
届出には個人番号を記載していただく必要がありますので、個人番号カードまたは通知カー
ドを持参してください。

担当部署
保険年金課国保・年金係

ⅱ

℡55-5263

保険の給付

種類

内容

必要なもの

療養の給付
(通常の医
療費)

病気やケガで通院したときの医療費が一部負担ですみます。
未就学児………2 割負担
就学児～69 歳の方……… 3 割負担
70 歳～74 歳の方……… 1 割・2 割・3 割負担

保険証

高額療養費

1 か月に支払った医療費が一定金額を越えたとき、その越えた額について支給
します。

保険証･印鑑
領収書
振込口座

加入者が出産したとき、または妊娠 4 か月以上の流産･死産の場合、40 万 4 千
円（産科医療補償制度対象の場合 42 万円）を支給します。
出産育児一
時金

出産育児一時金直接払制度

葬祭費

加入者が死亡したとき、葬儀を行った 方に 3 万円を支給します。

出産育児一時金を国保から直接医療機関へ支払う制度です。出産のために入
院する際、医療機関で手続きをしてください（国内の医療機関のみ）。出産
費用が一時金より低く、差額が発生した場合は、出産後差額の請求をしてく
ださい。

※

・保険証
・印鑑母子健康手帳
・振込口座
・直接払を利用しない（ま
たは利用した）旨の同意
書・出産費用明細書・産
科医療補償制度の対象で
あることの証明
保険証･印鑑
振込口座

届出には個人番号を記載していただく必要がありますので、個人番号カードまたは通知カー
ド及び本人の確認ができるもの（運転免許証など）を持参してください。また、在留カードを
お持ちの方は、持参してください。

担当部署
保険年金課給付管理係

℡55-5265
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ⅲ

保険料の納付
保険料は 1 年分を 10 回に分けて、6 月から翌年 3 月にかけて納付します。納付期限は毎月
末です。口座振替をご利用になると便利です。
保険料を滞納すると給付の全部又は一部を差し止めされるなど不利益な処分が課される場
合があります。期限までに必ず納付しなければなりません。

担当部署
保険年金課国保・年金係
保険年金課収納係

Ⅲ－２

℡55-5269
℡55-5267

病院にかかるとき

日本の医療の技術水準は高いほうですが、医師と患者の関係や診察方法は、母国と異なる部
分があり、戸惑うこともあると思いますが、まず医師の指示にしたがってください。
日ごろから相談できるかかりつけの医者を家の近所に見つけておきましょう。宗教上の理由
で日常生活や治療について制限がある場合やアレルギー体質の場合は、診療の前に受付や看護
師に伝えましょう。
病院ではまず受付の窓口で保険証を提示してください。はじめて行く病院では時間予約がほ
とんどできず、当日の受付順になりますので待ち時間が長くなることがあります。
診察の受付時間は病院によって異なりますので、あらかじめ調べておくほうがいいでしょう。
診察・治療が終わったら受付窓口で診察料・治療費を支払います。
松江の病院の一部を 20 ページで紹介しますので、参考にしてください。
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Ⅲ－３
ⅰ

母と子の健康

赤ちゃんができたら・生まれたら
種類

赤ちゃん ができ たら
赤ちゃん が生ま れたら

(1)母子健康手帳の交付

妊娠届出をされた時に交付します

(2)赤ちゃん手帳

子育てに関する情報誌です。妊娠届出の際にお渡しします。

(3)妊婦･乳児健康診査受診票の発行

公費で 16 回(妊婦 14 回、乳児 2 回)の健診を受診できる受診票を母子 健康手帳
と併せて発行します。

(4)妊婦相談

健康推進課（保健福祉総合センター）、各支所市民生活課で保健師が行っていま
す。

(5)両親学級（予約制)

妊娠･出産･育児に関する講座です。受講については、担当部署にお問い合わせ
ください

(6)助産施設

経済的理由により入院出産をすることが困難な 方で出産育児一時金を受けるこ
とができない場合に利用できる施設です。松江市立病院に設置されています。

(7)出産育児一時金

国民健康保険加入者の出産時に 42 万円を支給します。出生届をされたときにご
案内します。
※国民健康保険の給付 (P14 参照)

(8)予防接種手帳の交付

出生届をされた時に交付します。

(9)赤ちゃん訪問

出産後、助産師、保健師が訪問し、育児や産後の健康相談に応じます。

(10)児童手当

申請月の翌月から支給開始となります。
出生届出時に担当部署で手続きしてください。

担当部署
⑴～⑸、⑻、⑼
⑹
⑺
⑽

ⅱ

内容

保健福祉総合センター（子育て支援センター） ℡60-8155
家庭相談室
℡55-5210
保険年金課給付管理係
℡55-5265
子育て支援課
℡55-5326

乳幼児期の健康づくり・健康相談
①乳幼児健康診査
出生から 5 歳までに次の健診を公費で受診できます。
健診の種類

内容

1 か月児健診(個別健診)

受診票で、医療機関にて受診します。

4 か月児健診(集団健診)
※保健福祉総合センター

日程等については個人通知します。

10 か月児健診(個別健診)

受診票で、医療機関にて受診します。

1 歳 6 か月児健診(集団健診)
※保健福祉総合センター

日程等については個人通知します。

3 歳児健診(集団健診)
※保健福祉総合センター

日程等については個人通知します。

5 歳児健診（集団健診）
※保健福祉総合センター

アンケートで子供さんの困り感やその傾向を知り、その結果、ご希望
の方に集団健診をご案内します。
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②乳幼児の健康相談
子育てに関する健康相談も次のとおり行っています。
相談の種類

内容

離乳食と歯の教室

6～8 か月児対象の中期講習
9～11 か月児対象の後期講習を保健福祉総合センター、鹿島ふれあい館
（多久の湯横）で行っています。
（予約制です。）

赤ちゃん･幼児の健康相談

各支所、保健福祉総合センター等で保健師が対応します。

長期療養児の相談・生活支援

病気等により長期の療養を必要とするお子さんや医療的ケアを必要と
するお子さんの相談や家庭訪問等を地区担当保健師（健康推進課、各支
所市民生活課）が行います。

担当部署
保健福祉総合センター（子育て支援センター）

℡60-8155

③乳幼児の予防接種
子どもの健康を守るため、次の予防接種を受け、感染症を予防しましょう。
種類

対象

接種方法

BCG

生後 12 か月未満

B 型肝炎

生後 12 か月未満

ヒブ
小児肺炎球菌

生後 2 か月～5 歳未満
生後 2 か月～5 歳未満

4 種混合

生後 3 か月～7 歳 6 か月未満

水痘

生後 12 か月～36 か月未満
①第 1 期
生後 12 か月～24 か月未満
②第 2 期
幼稚園・保育所の年長児

麻しん
風しん混合（MR）
日本脳炎

※

時期

集団接種（一部個別）

指定医療機関で個別接種

4 月～3 月

標準：3 歳～7 歳 6 か月未満

料金は無料です。

担当部署
保健福祉総合センター（子育て支援センター）

ⅲ

子ども医療費助成制度
松江市では小学 6 年生までの医療費を助成しています。出生届提出または転入の時に手続
きをしてください。申請時にはいずれも保険証と印鑑が必要です。
対象・助成内容は次のとおりです。
対象年齢

※

℡60-8155

所得制限

助成の範囲

0 歳～小学 6 年生

無

入院・通院ともに助成
保健診療医療費について本人負担なしで受診できます。
★薬局等では負担なし

中学１年生～
20 歳未満

無

慢性呼吸器疾患等 16 疾患群の認定者の入院のみ助成
総医療費の 1 割（ただし負担上限 2,000 円）

保険適用外の費用や入院時の食事代は助成の対象外です。

担当部署
子育て支援課

℡55-5349
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※

その他の医療費制度
種類

内容

(1)未熟児養育医療

未熟児で医療が必要な赤ちゃんの入院費の公費負担制度です。
身体に障がいがある、又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾

(2)育成医療(18 歳未満)

患がある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が
期待できる方に医療費の支給を行います。

(3)小児慢性特定疾病

担当部署
⑴、⑶ 子育て支援課
⑵
障がい者福祉課

小児慢性特定疾病の医療費の公費負担制度です。

℡55-5326
℡55-5945

Ⅲ－４ 青年期・壮年期の健康
ⅰ

健康診査
市が実施する健診を受けることができるのは、職場などで健診を受ける機会のない方です。
種類

対象

一般健康診査

20 歳～39 歳の方
20 歳以上の生活保護受給中の方
(ただし 40 歳～74 歳で健康保険に加入の方
は、保険証の発行元が行う健診対象です。 )

特定健康診査

松江市国民健康保険加入者で 40 歳～74 歳の
方

後期高齢者健康診査

75 歳以上の方、65 歳以上で後期高齢者医療被
保険者証をお持ちの方

胃がん検診

（バリウム） 40 歳以上の方
（カメラ） 50 歳～74 歳の方

大腸がん検診

肺がん検診

子宮がん検診

区分

実施時期

個別

7 月～10 月

集団

7～9 月

医療機関

各支所
市民生活課
宍道健康センター

個別

医療機関（予約制）
6～3 月

集団

40 歳以上の方

各会場で直接受付

個別

7～3 月

医療機関

集団

6～3 月

会場、各支所等で直接受付

郵送

1～2 月

島根県環境保健公社
JA 厚生連・JA 各支店

個別

40 歳以上の方
65 歳以上の方は結核検診も含む

医療機関（予約制）
6～3 月

集団

各会場で直接受付

個別

20 歳以上の女性の方
HPV 併用は 25 歳以上の方

医療機関（予約制）
6～3 月

集団

各会場で直接受付

個別
乳がん検診

受付･申し込み

40 歳以上の女性

医療機関（予約制）
6～3 月

集団

島根県環境保健公社
TEL61-8077

前立腺がん

50 歳以上の男性の方

個別

7～3 月

医療機関

歯周病検診

40 歳、50 歳、60 歳の節目年齢の方

個別

6～3 月

歯科医療機関（予約制）

後期高齢者
歯科口腔健診

76～85 歳の方

個別

6～12 月

歯科医療機関（予約制）
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ⅱ

高齢者の予防接種
種類

高齢者
肺炎球菌
高齢者
インフルエンザ

対象
・年度内に 65・70・75・80・85・90・95・100
歳になる方
・60 歳～64 歳で心臓、腎臓、呼吸器や免疫な
どに障がいがある方
・65 歳以上の方
・60 歳～64 歳で心臓、腎臓、呼吸器や免疫な
どに障がいがある方

担当部署
保健福祉総合センター（子育て支援センター）

接種方法と料金

時期

個別接種
一部助成しています

4 月～3 月

個別接種
一部助成しています

10 月～1 月

℡60-8155

ⅲ

福祉医療
次に該当する方には、申請により医療費の助成があります。(ただし申請時に診断書や民生
委員の意見書が必要な場合がありますので、事前に確認してください。)
①65 歳以上で、引き続き 3 か月以上寝たきりの方
②重度の知的障がい者(児)、身体に相当に障害のある知的障がい者(児)
③重度の身体障がい者(児)
④重度の精神障がい者(児)、身体に相当の障がいのある精神障がい者(児)
⑤一人親（母子又は父子）で 18 歳未満又は高等学校 3 学年までの児童を養育する方、及び児
童
※ 入院時の食事負担額は助成の対象外です。

担当部署
子育て支援課 ℡55-5335

ⅳ

後期高齢者医療
次の条件に当てはまる方は後期高齢者医療制度の対象となり、医療機関での自己負担割合
が医療費の 1 割又は 3 割となります。
①75 歳以上の方
②65 歳以上 75 歳未満で一定の障がい認定を受けた方

担当部署
保険年金課高齢者医療係

ⅴ

℡55-5325

障がい者に対する医療費助成
種類

内容

精神通院医療

精神疾患があり、通院による精神医療が継続して必要な方に、医療費の支給を行います。

更正医療

身体上の障がいがあり、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が

（18 歳以上）

期待できる方に、医療費の支給を行います。（身体障がい者手帳の所持が条件です）

担当部署
障がい者福祉課 ℡55-5945
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ⅵ

松江の病院（一部抜粋して紹介します）
①総合病院
名前

松江記念病院
（英語対応）

住所

電話番号

上乃木 3-4-1

27-8111

診療科目（※カッコ内は対応可能な外国語）
内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、神経内科、外
科、整形外科、こう門科、婦人科、皮膚科、リハビリテーショ
ン科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科
内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、精神科、神経

松江市立病院
（英語対応）

乃白町 32-1

60-8000

内科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテ
ーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科
内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、血液内科、糖尿病・内

松江赤十字病院
（英語対応）

分泌内科、その他（内科系）、小児科、精神科、神経内科、外
母衣町 200

24-2111

科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管
外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、リハ
ビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科
内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、神経内科、外

松江生協病院
（英語対応）

西津田 8-8-8

23-1111

科、整形外科、脳神経外科、こう門科、産婦人科、眼科、耳鼻
咽喉科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、
麻酔科

②日本語での病状説明
日本語

日本語

発熱(Hatsunetsu)

便秘(Benpi)

寒気(Samuke)

動悸(Douki)

頭痛(Zutsu)

胸が痛い(Mune-ga-itai)

めまい(Memai)

背中が痛い(Senaka-ga-Itai)

汗をかく(Ase-o-kaku)

せき(Seki)

だるい(Darui)

たん(Tan)

眠れない(Nemurenai)

のどが痛い(Nodo-ga-itai)

食欲がない(Shokuyoku-ga-nai)

くしゃみ(Kusyami)

耳鳴り(Miminari)

けいれん(Keiren)

むくみ(Mukumi)

打撲(Daboku)

肩こり(Katakori)

すり傷(Surikizu)

痛み(Itami)

切り傷(Kirikizu)

鈍痛(Dontsu)

骨折(Kossetsu)

激しい痛み(Hageshii-itami)

捻挫(Nenza)

刺し込む痛み(Sashikomu-itami)

やけど(Yakedo)

胃が痛い(I-ga-itai)

出血(Syukketsu)

胸やけ(Muneyake)

腰が痛い(Koshi-ga-itai)

吐き気(Hakike)

虫歯(Mushiba)

嘔吐(Outo)

歯が痛い(Ha-ga-itai)

下痢(Geri)
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Ⅳ－１
ⅰ

※

相談（困ったとき）

市民相談
暮らしの中で起こるさまざまな問題や心配ごとなど、いろいろな相談に無料で応じます。
プライバシーは厳守します。お気軽にご利用ください。
①くらしの相談・消費生活相談
相続・離婚などの家庭内のトラブルや近隣問題などくらしの相談のほか、商品トラブル、
多重債務、訪問販売、借家契約などの消費者相談を専門の相談員が応じます。
毎週月～金曜日 9:00～16:00
②法律相談
日常生活の中での法律に関する問題について、弁護士が相談に応じます。
月 4 回 火曜日 13:15～16:15（予約制）
③行政相談
国や特殊法人などの行政に対する苦情・要望などに行政相談員が応じます。
毎月第 2･4 水曜日 13:00～16:00
④登記相談
土地・建物の登記に関する相談に司法書士、土地家屋調査士が応じます。
毎月第 3 木曜日 6.7.9.10.11.12.2 月第 1 木曜日 13:00～16:00（予約制）
⑤人権相談
人権に関わる相談に人権擁護委員が応じます。
毎月第 1･3 水曜日 13:30～16:00
⑥行政書士相談
行政手続に関わること（農地転用、法人の設立・変更、飲食業の開業許可申請、宅建業許
可申請など）の相談に行政書士が応じます。
毎月第 4 木曜日 13:00～16:00
⑦労働・社会保険相談
年金・労使間のトラブルや、各種社会保険などに関する相談に社会保険労務士が応じます。
毎月第 3 金曜日 13:30～16:00
必ず日本語の分かる方と一緒に相談してください。

担当部署
消費・生活相談室
℡55-5148
※市政や市民生活に関するご意見・ご要望など
市民生活相談課伺います係 ℡55-5677

ⅱ

その他の相談
①健康相談
保健指導や血圧測定などをいつでも行います。
保健総合福祉センター ℡60-8154
②医療相談
療養の上での心配事や各種保健、福祉制度などの相談に専門の相談員が応じます。
松江市立病院 地域医療室 ℡60-8083
③女性のための相談
男女共同参画センター ℡25-2602
⑴女性相談 月･火･木･金曜日 10:00～16:00
⑵カウンセリング（要予約） 月 2 回 10:00～14:00
⑶法律相談（要予約） 月 2 回 10:00～12:00
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Ⅳ

相談・支援編
③高齢者・障がい者のための相談
県高齢者・障害者総合相談センター（いきいきプラザ島根内） ℡32-5955
⑴高齢者とその家族等（シルバー110 番）
⑵一般相談 月～金曜日 9:00～16:00
⑶専門相談（法律、税金、内科、司法書士、住宅、年金など）要予約
④障がい者（児）のための総合相談窓口
（身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者）
まつえ障がい者サポートステーション絆（松江市総合福祉センター3 階） ℡60-0400
月～金曜日 9:00～17:00
⑤心の相談
アルコール依存症、精神疾患等の相談に応じます。
松江保健所 ℡23-1316
心と体の相談センター ℡21-2885
障がい者福祉課 ℡55-5236
⑥消費者のための相談
県消費者センター（市町村振興センター） ℡32-5916
⑦職業相談・職業情報
⑴ジョブカフェしまね（松江テルサ 3 階） ℡0120-67-4510
月～土曜日 9:30～18:00（祝祭日は除く）
⑵ハローワーク松江（松江テルサ 3 階） ℡22-8609
⑶高齢期雇用就業支援コーナー（松江テルサ 3 階） ℡28-8700
⑷パートサテライト（松江テルサ 3 階） ℡25-8010
⑸しまね学生職業相談室（松江テルサ 3 階） ℡28-8609
※ ⑵～⑸は月～金曜日 8:30～19:00、土曜日 9:00～16:00（祝祭日と年末年始は除く）
⑧交通事故に関する相談
⑴島根県交通事故相談所 ℡22-5102
月～金曜日 9:00～12:00、13:00～16:00（祝祭日は除く）
⑵そんぽ ADR センター中国 ℡082-553-5201 月～金曜日 9:15～16:00
そんぽ出張相談・交通事故弁護士相談（予約制） 第 3 木曜日
※ 必ず日本語の分かる方と一緒に相談してください。

Ⅳ－２
ⅰ

支援活動

松江市国際観光課（松江市国際交流会館）
①生活相談
お気軽にお越しください。
（英語、中国語、韓国語でも対応できますが、この場合は電話し
てからお越しください。）
②松江市国際交流会館（松江市西川津町 3405-5）貸館業務
市民レベルの国際交流をすすめるための施設で、地域の公民館も兼ねています。国際交流
に関する様々な活動にご利用ください。また、留学生の方は地区からでも川津公民館のサ
ークル活動に参加することができます。お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ
国際観光課 ℡55-5175
E-Mail：kokusai@city.matsue.shimane.lg.jp
松江市国際交流会館（松江市西川津町 3405-5）
℡31-8345
FAX31-0321
月～金曜日 9:00～19:00（受付時間は平日の 8:30～17:00）
E-Mail：m.koryu@web-sanin.co.jp
http://www.matsue-micc.or.jp/
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ⅱ

（公財）しまね国際センター
①一般生活相談（対応可能言語：日本語、中国語、タガログ語、英語、ポルトガル語）
英
語：毎週月、火、水、金曜日 8:30～17:15
中 国
語：毎週火、水、木、金曜日 8:30～17:15
タ ガ ロ グ 語：毎週月、火、水、金曜日 8:30～17:15
ポルトガル語：ホームページでご確認ください。
②行政書士による法律相談（対応可能言語：日本語、中国語、タガログ語、英語）
月 1 回、予約制 毎月第 3 日曜日 13:00～16:00
③中国語、韓国語、英語などの新聞及び世界の雑誌コーナー設置
④本、ビデオのライブラリーの設置
⑤インターネットの無料利用サービス

問い合わせ
（公財）しまね国際センター（松江市東津田町 369 番地 1）
℡31-5056
FAX31-5055
月～金曜日 9:00～19:00
日曜日
9:00～17:00
（ただし、祝日、土曜日、年末・年始は休館）
E-Mail：admin@sic-info.org
http://www.sic-info.org
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Ⅴ

緊急編
Ⅴ－１
ⅰ

事故や被害にあったら

警察へ通報（110 番電話）
泥棒や暴力の被害、交通事故にあったときは、警察署に 110 番電話（局番なし、無料、24
時間体制）してください。

110 番電話
「110」に電話をして、①何が②いつ、③どこで、あったのかを話してください。
携帯電話から通報するときは、通報場所、携帯電話番号を必ず告げてください。
住所がわからないときは、目印となる建物や目標物を教えてください。通報後も電源を切らな
いでください。
ⅱ

忘れ物・落し物をしたら
警察署か交番に行って問い合わせましょう。クレジットカードやキャッシュカードなどを
なくしたときは、すぐに発行元に連絡し、第三者の利用を差し止めましょう。
①運転免許証
警察署で再交付手続きをしてください。
②健康保険証、在留カード
警察で「遺失届出事実証明」をもらってから、市役所で再交付手続きをしてください。
③パスポート
警察で「遺失届出事実証明」をもらってから、大使館・領事館に届け出てください。

ⅲ

交通事故
①交通事故を起こしたとき
⑴すぐに負傷した人を手当し、道路外など安全な場所へ移動します。けががひどい場合は、
救急車（119 番電話）を呼びましょう。
⑵警察（110 番電話）へ連絡をして、指示を受けてください。
⑶加入している保険会社へ連絡します。連絡が遅くなると保険で処理できなくなる場合が
あります。
②交通事故の被害にあったとき
⑴すぐに警察署に届けます。事故の届出がされていないと、保険金支払請求に必要な交通
事故証明書が受けられないことがあります。
⑵運転していた人と、車の持ち主（運転していた人が車の所有者でない場合）の住所、氏
名、車両番号、保険の加入年月日、保険会社名を確認します。
⑶大きな怪我ではなくても、症状が悪くなることがあるので、医師の診断をうけておきま
しょう。
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Ⅴ

緊急編
Ⅴ－２

消防車や救急車を呼ぶために

日本では「火事（消防車）」や「病気、けが（救急車）」の時に助けを求める「消防署」があ
ります。
日本では火事・救急どちらも【119】に電話します。 ※【119】は通話無料
火事・救助（消防車に来て欲しい）
救急（病気やけがで救急車に来て欲しい）

【消防署】＝

【119】

ⅰ

【119】通報で消防署が知りたい大事な二つ
①火事か救急
②助けに来てほしい住所、場所（建物の名前・部屋番号）

ⅱ

普段から気を付けて準備すること
①普段から【119】通報できるように火事か救急、自分の住んでいる所が日本語で答えられる
ように準備しましょう。

Fire
(kaji)

(F) Kaji desu

or

Medical Emergency
(kyūkyū)

Call

119

(M) kyūkyū desu q

Address(jyūsho) ： Matsueshi q
例：〔ローマ字読みカード〕
ⅲ

多言語電話通訳サービス
日本語で【119】通報できなくても、松江市では 14 ヶ国語対応の多言語電話通訳サービス
を導入しています。
（英語、中国語、韓国語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、ベトナ
ム語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ロシ
ア語）
【119】通報時、多言語コールセンターにつなぎ、三地点、三者間（通報者、119、通訳）
で通話することで、日本語の話せない外国人からの通報にもスムーズに対応します。
通報者
119

通訳

パニックの時には周りの人に大声や物音を出して助けを求めてください。
『help!!』
※

携帯電話は通報後も電源を切らないでおきましょう。
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Ⅴ－３

地震のとき

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ことができ
るよう、常に準備をしておきましょう。
ⅰ

地震対策
①日頃の対策
(1)家の中で一番安全な場所を確認しておく。
(2)一人一日 2～3 リットルを目安に飲用水を確保しておく。
(3)リュックあるいは救急袋に必要なものを入れ、家族全員が知っている場所に置く。
※ 必要なものの例（用意したものチェックを）
□ 懐中電灯、乾電池
□ 食糧、飲用水
□ 携帯ラジオ
□ 現金(10 円硬貨は公衆電話に便利)
□ 身分証明書、パスポートなどの貴重品
□ マッチ、ライター、ろうそく
□ 常備薬
□ 衣類
(4)家具を転倒防止用の金具で固定する。
(5)緊急連絡先を明記する。
(6)最寄りの避難場所や病院を確認しておく。
②地震が発生したら
(1)身の安全をはかり、最寄りの安全な場所に避難する。
(2)使用中の火を消す。また出火原因になりそうな器具を止める。
(3)部屋や玄関のドアを開け、逃げ道を確保する。
(4)慌てて建物から飛び出さず、地震が収まった後、頭部を保護しながら空き地に出る。
(5)家族からはぐれないよう、お互いを確認しながら避難所に移動する。
※ 移動中は建物のガラス、看板、電柱等の落下物に気をつける。
※ テレビ･ラジオ･電話などで震災情報を随時把握すること。
③地震の後は
余震や津波の危険があります。テレビ･ラジオ･新聞などでできる限り正しい情報を集め
てください。また家族の安否と避難先を自分の国の大使館･領事館、所属している学校や会
社などに速やかに連絡してください。
地震以外にもさまざまな災害の発生する可能性があります。日頃から万一のときのため
の準備をしておきましょう。

ⅱ

災害用伝言ダイヤル「171」
被災地域内やその他の地域の方々との「声の伝言板」です。被災地の方が録音した安否な
どに関する情報を他の地域の方が聞くことができるほか、他の地域の方から被災地の方へメ
ッセージを送ることも可能です。このサービスの開始については NTT がテレビやラジオでお
知らせします。使い方は電話番号「171」をダイヤルした後日本語の利用ガイダンスにしたが
って録音･再生を行います。
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Ⅴ
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Ⅴ－４

台風・水害のとき

日本では、夏から秋にかけて台風が多く、地すべりや洪水の被害が出ることがあります。台
風が近づいたら、天気予報に注意し、登山・釣り・海水浴などは控えてください。
特に、次のことに気をつけましょう。
①停電に備えて懐中電灯や携帯ラジオを準備する。
②災害時持出品を用意する。
③最寄りの避難場所・避難経路を確認する。気象情報に十分注意して、避難勧告や指示が出
れば速やかに避難する。
④強風の時には外出しない。
⑤折れた電柱や垂れ下がった電線には近寄らない。

Ⅴ－５

避難所

災害で自宅が倒壊または焼失して帰れない人や、自宅にいると危険な場合などのために、各
学校や公民館、公園などを「指定避難所」や「一時避難場所」に指定しています。
また、市が指定した学校施設等の避難所では避難生活が困難な高齢者や障がい者などのうち、
特別の配慮を必要とする方が避難する施設として「福祉避難所」を指定しています。
災害発生時には、災害対策本部が必要に応じてこれらの施設に避難所を開設することにして
います。避難所となる施設の開設等にあたっては、災害対策本部の係員や施設管理者の指示に
従ってください。
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緊急時の連絡先
電話 110

事故・泥棒（警察）
事故です

Jiko desu

泥棒です

Dorobo desu

電話 119

火事 （消防）
Kaji desu

火事です

電話 119

急病・救助（救急）
Kyubyo desu

急病です
★無料です。

ガスの異常（ガス漏れ・設備の故障など）（松江市ガス局）

21-0011

プロパンガスは業者に連絡してください。

55-4888

水道の異常（断水・水漏れなど）
（松江市自来水公司综合窗口）

停電・電気の異常

0120-83-3103 (フリーダイヤル)

（中国電力松江営業所）

◆ どんな時でも自分の名前、場所、電話番号が伝えられるように
わたしは･･･････････････････････････です。 Watashi wa ……………………….…desu.
ばしょは･･･････････････････････････です。 Basho wa………………………….….desu.
でんわは･･･････････････････････････です。 Denwa wa……………………….……desu.
★ 地名や場所が分からないときは、近くの人に連絡してもらいましょう。
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