


はじめに

日本に在留する外国人は，約２７３万人（２０１８年１２月末）と過去最高とな

り，２０１９年４月からは，新たな在留資格による外国人材の受入れが開始され，

今後も在留する外国人は増加していくことが見込まれます。

日本において日本人と外国人が安心して暮らせる社会を実現するためには，外国

人が日本のルール・習慣などに関する情報を正確かつ迅速に得られることが重要で

す。

２０１８年１２月 「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」において了，

承された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」は，安全・安心な生活

・就労のために必要な基礎的情報について「生活・就労ガイドブック」を政府横断

的に作成することが盛り込まれました。

， ， ，この度 関係府省庁が協力し 日本で生活を始める外国人の方を主な対象として

生活全般に関する基礎的な情報を「生活・就労ガイドブック」として提供すること

としました。

本ガイドブックに掲載されている情報を活用していただき，日本での円滑な生活

を送る上での一助となることを願っております。

２０１９年４月

出入国在留管理庁

本ガイドブックの監修にあたり，各章の執筆・校正に協力いただいた府省庁は以

下のとおりです。
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入国・在留手続第１章

１ 在留カードの交付と住所などの届出

日本への上陸許可を受けた場合などに在留カードが交付されます。在留カードの交付
を受けることができるのは，中長期在留者の方です。
在留カードは，新規の上陸許可を受けた場合，在留資格の変更許可，在留期間の更新
許可などを受けた場合に交付されます。

中長期在留者とは

「中長期在留者」とは，次のいずれにもあてはまらない方です。

 ① 「３月」以下の在留期間が決定された方
 ② 「短期滞在」の在留資格が決定された方
 ③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された方
 ④ 「特定活動」の在留資格が決定された，台湾日本関係協会の本邦の

事務所（台北駐日経済文化代表処等）若しくは駐日パレスチナ総代
表部の職員又はその家族の方

 ⑤ 特別永住者
 ⑥ 在留資格を有しない方

１－２ 住所及び住居地の届出１－２ 住所及び住居地の届出

中長期在留者の方は，住所・住居地を定めた日から14日以内に，お住まいの市町村
において，在留カードを提出して住所と住居地の届出をする必要があります。
在留カードが後日交付となった方は，市町村にパスポートを提示して住所と住居地
の届出をする必要があります。なお，在留カードは，後日郵送されます。

在留カード後日交付

成田空港，羽田空港，中部空港，関西空港，新千歳空港，広島空港，福岡空港
では，新規の上陸許可とともに在留カードが交付されます。その他の空海港で新
規の上陸許可を受けた場合には，在留カードは交付されず，住所と住居地を届け
出た後，郵送で住居地宛てに送付されます。

ワンポイント

ワンポイント

１－１ 在留カードの交付１－１ 在留カードの交付
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２ 在留資格に関する手続

在留期間を超えて引き続き日本に在留を希望する場合や，在留目的を変更する
場合などには，地方出入国在留管理官署において手続が必要になります。

２－１ 在留資格の変更２－１ 在留資格の変更

現在の在留目的を変更する場合は，在留資格変更許可申請を行う必要があります。

◎ 申請に必要なもの
 パスポート
 在留カード ※ 交付を受けている場合
 顔写真１葉（縦４センチ×横３センチ。３か月以内に撮影したもの。16歳未満の
方は不要）

 在留資格変更許可申請書
※ 参照 www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html

 予定する活動を明らかにする資料など
※ 参照 www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html

２－2 在留期間の更新２－2 在留期間の更新

現在の在留期間を超えて在留を希望する場合は，在留期間が経過する前に，在留
期間更新許可申請を行う必要があります。

◎ 申請に必要なもの
 パスポート
 在留カード ※ 交付を受けている場合
 顔写真１葉（縦４センチ×横３センチ。 ３か月以内に撮影したもの。 16歳未満の
方は，不要）

 在留期間更新許可申請書
※ 参照 www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html

 予定する活動を明らかにする資料など
※ 参照

www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10_01.html

◎ 参考 「在留資格の変更，在留期間の更新許可のガイドライン」
（www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00058.html）
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２－３ 在留資格の取得（出生など）２－３ 在留資格の取得（出生など）

日本で外国人として出生したなどの場合，出生後60日を超えて引き続き滞在しよう
とするときは，出生した日から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要がありま
す。

◎ 申請に必要なもの
 パスポート ※ 発給を受けている場合
 顔写真１葉（縦４センチ×横３センチ。 ３か月以内に撮影したもの。 16歳未満
の方は不要）

 在留資格取得許可申請書
※ 参照 www.moj.go.jp/content/000099650.pdf

 出生届出書記載事項証明書などの出生したことを証する文書
 予定する活動内容を明らかにする資料

※ 参照 www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html
 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

２－４ 資格外活動許可２－４ 資格外活動許可

現に有する在留資格以外の活動に従事し，収入又は報酬を得ようとする場合は，資
格外活動許可を受ける必要があります。

◎ 申請に必要なもの
 パスポート
 在留カード ※ 交付を受けている場合
 資格外活動許可申請書

※ 参照 www.moj.go.jp/content/000099659.pdf
 収入又は報酬を得ようとする活動を証する資料

※ 参照 www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html

２－５ 永住許可２－５ 永住許可

日本での永住を希望する方は，永住許可申請をする必要があります。永住が許可さ
れた場合は，日本での活動・在留期間に制限はなく，在留期間更新手続や，在留資格
変更手続の必要はありません。
◎ 申請に必要なもの
 パスポート
 在留カード
 顔写真１葉（縦４センチ×横３センチ。 ３か月以内に撮影したもの。 16歳未満の
方は不要）

 永住許可申請書
※ 参照 www.moj.go.jp/content/000099653.pdf

 その他必要な書類
※ 参照 www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
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２－６ 高度外国人材に対するポイント制による優遇制度２－６ 高度外国人材に対するポイント制による優遇制度

日本の経済成長などに貢献することが期待される高度な能力や資質を有する外国人
の方を対象に，活動の特性に応じて，「学歴」，「職歴」，「年齢」などの項目ごと
にポイントを設け，その合計が７０点以上に達した外国人の方を「高度外国人材」と
認定し，出入国管理上の優遇措置を認めるものです。

参照 www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/preferential/index.html

１ 複合的な在留活動の許容

例えば，大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど，
複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

２ 在留期間「５年」の付与

法律上の最長の在留期間である「５年」が一律に付与されます。
※ 更新することができます。

３ 在留歴に係る永住許可要件の緩和

高度外国人材としての活動を引き続き３年間行っている場合（特に高度と認
められる方（８０点以上の方）については，引き続き１年間行っている場合），
日本での在留歴に関する要件が緩和されます。
※ 参考「永住許可に関するガイドライン」

www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

優遇措置の内容

３ 再入国許可

日本に適法に在留する外国人の方が一時的に出国し，再び日本に入国しようとする
場合は，事前に最寄りの地方出入国在留管理官署に赴いて再入国許可を取得すること
で，現在の在留資格・在留期間のまま出入国することができます（最長５年。在留期
限が５年以内に到来する場合は，在留期限まで）。
また，中長期在留者の方については，原則として，有効なパスポート及び有効な在
留カードを所持し，出国してから最大で１年以内（在留期限の到来が１年未満の場合
は，在留期限まで）に日本に戻る場合は，事前に再入国許可を取る必要はありません
（「みなし再入国許可」といいます）。
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４ 中長期在留者の届出

中長期在留者の方のうち，下記の在留資格を有している方については，所属機関な
どに変更があった場合は，地方出入国在留官署にそのことを届け出る必要があります。

1

教授，高度専門職１号ハ，高度専門職２号（２号ハに掲げる活動に従事する場
合），経営・管理，法律・会計業務，医療，教育，企業内転勤，技能実習，留学，
研修

 活動機関の名称又は所在地が変更
 活動機関の消滅
 活動機関からの離脱又は移籍

参照 https://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html

14日以内に届出

２

高度専門職１号イ，高度専門職１号ロ，高度専門職２号（２号イ又はロに掲げる
活動に従事する場合），研究，技術・人文知識・国際業務，介護，興行（本邦の
公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限る），技能，特定技能

 契約機関の名称又は所在地が変更
 契約機関の消滅
 契約機関との契約の終了又は新たな契約の締結

参照 https://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html

14日以内に届出

３

家族滞在，日本人の配偶者等，永住者の配偶者等のうち，配偶者としての身分を
有する場合

配偶者と離婚又は死別 14日以内に届出

参照 https://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html

※ これらの届出については，電子届出が可能です（当分の間，特定技能を除く。）。
https://www.immi-moj.go.jp/i-ens/index.html
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5 退去強制手続など

在留期間を１日でも経過すると不法残留となり，退去強制手続の対象となります。
また，資格外活動許可を受けずに現に有する在留資格以外の活動に従事して収入又は
報酬を得たり，一定の刑事罰を受けた場合，不法残留となっていなくても，退去強制
手続の対象となります。
退去強制された場合には，原則として５年又は１０年間，日本に入国することがで
きなくなります。また，一定の刑事罰に処せられるなどして退去強制された場合には，
原則として日本に入国することができなくなります。

５－１ 出国命令制度５－１ 出国命令制度

不法残留のうち，以下の全ての要件に適合する場合には，身柄を収容することなく，
簡易な手続により出国させる制度です。
出国命令制度により出国した場合，原則として１年間，日本に入国することができ
ません。

出国命令制度が適用される要件

 日本から出国する意思をもって自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと
 不法残留以外の退去強制事由に当たっていないこと
 日本で窃盗などの一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものではないこと
 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
 速やかに日本から出国することが確実と見込まれるもの

５－２ 在留特別許可５－２ 在留特別許可

退去強制手続が執られても，日本での生活歴，家族状況などが考慮され，法務大臣
から，在留を特別に許可される場合があります。
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６－１ 難民認定申請６－１ 難民認定申請

難民認定申請は，日本にいる外国人が行うことができ，上記（「難民とは」参照）
により，本国から逃れて来た方が日本に保護を求めるための制度です。法務大臣が難
民と認定した外国人には，難民認定証明書が交付され，一定の除外事由に該当する場
合を除き，「定住者」の在留資格が許可されます。
なお，難民と認定された外国人の方は，申請に基づきパスポートに代わる渡航文書
として難民旅行証明書の交付を受けることができます。
また，難民と認定された外国人の方とその家族は，日本語教育や生活ガイダンス，
職業紹介などの「定住支援プログラム」を受けることができます。

６－２ 審査請求６－２ 審査請求

難民と認定されなかった処分などに不服のある外国人は，法務大臣に対して審査請
求をすることができます。
法務大臣が審査請求に対する判断をする際には，法律や国際情勢などに知見を有す
る難民審査参与員の意見を聴くこととなっています。

６ 難民認定手続

日本は，難民条約など（難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定
書）に加入しており，同条約などに基づき，難民と認定すること，難民への各種保
護措置を行っています。
「難民」とは，難民条約第１条又は難民議定書第第１条の規定により難民条約の
適用を受ける難民を意味し，一般的には次のとおりです。

難民とは
人種，宗教，国籍，特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見を理由と
して迫害を受けるおそれがあると十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外
にいる者で，その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者と
されています。
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市町村での手続第２章

２－１ 新規の上陸の許可を受けて日本に入国した場合２－１ 新規の上陸の許可を受けて日本に入国した場合

住民基本台帳は，氏名，生年月日，性別，住所などが記載された住民票を編成し
たもので，住民の方に関する事務処理の基礎となります。
住民票の写しの交付などにより，住民の方の居住状況を証明しています。
外国人の方も住民基本台帳制度の対象となるので，以下の方については，住所の
届出が必要となります。

◎ 住民票の作成の対象となる方
 中長期在留者（在留カードをお持ちの方）
 特別永住者
 一時庇護の許可又は仮滞在の許可を受けている方
 出生又は日本国籍喪失による経過滞在の方

１ 住民基本台帳制度

２ 住所の届出

在留カードが交付された方（後日交付となった方を含む。）は，住所を定めた日か
ら14日以内に，在留カード（後日交付となった方はパスポート）をお持ちになって
お住まいの市町村において転入の届出をする必要があります。

※ 御家族と一緒に日本で暮らす方については，御家族の関係（続柄）を証明する文書（本国の政府
などの公的機関が発行したもので，婚姻証明書，出生証明書など）が必要となります。

２－２ 引越しをする場合２－２ 引越しをする場合

別の市町村へ引越しをするときは，現在お住まいの市町村の窓口であらかじめ転
出の届出をする必要があります。その後，新たにお住まいになる市町村の窓口で，
住所を定めてから14日以内に転入の届出をする必要があります。
同じ市町村の中で住所を変更する場合は，お住まいの市町村の窓口で転居をした
日から14日以内に転居の届出が必要です。
日本を出国して海外で暮らす場合は，原則としてお住まいの市町村の窓口であら
かじめ転出の届出をする必要があります。
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３ マイナンバー（個人番号）制度

３－１ マイナンバー制度とは３－１ マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は，日本国内に住所のあるすべての人に一人一つの番号（「マイナ
ンバー」）が付与され，社会保障，税，災害対策の分野において，複数の役所にある個
人情報の特定や確認が確実・迅速にできるようになり，行政手続の効率化，住民の利便
性の向上，公平・公正な社会を実現する制度です。
マイナンバーは、主に①年金や子育ての手当、医療サービスなどを受けるとき、②海
外へ送金するとき、また海外からの送金を受け取るとき、③銀行口座を開設するときな
どに提供します。
マイナンバーを提供するときは、（A）その番号が本当にあなたの番号なのか、（B）あ
なたがパスポートなど顔写真つき証明書の人と本当に同じ人なのか、の確認が必要です。

３－２ マイナンバーカード３－２ マイナンバーカード

（１）マイナンバーカードとは
「マイナンバーカード」は，プラスチック製のICチップ付きカードで，券
面に氏名，住所，生年月日，性別，本人の顔写真が，裏面にマイナンバーが
表示され，無料で交付されます。

マイナンバーカードは，３－１（A）と（B）の確認ができる公的な身分証明書
で、大変便利です。また，所得税の申告をオンラインで行ったり，様々な行政サ
ービスの電子申請に利用したりすることができます。また，市町村によっては，
図書館利用などのサービスに利用でき，コンビニエンスストアで居住地を示す証
明書などをとることができます。
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（２）マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードの申請は，①パソコン，②スマートフォン，③郵便，④まち
なかの身分証明用写真の撮影機，⑤お住まいの地域の役所（一部除く）からできま
す。あなたがデジタルカメラやスマートフォンで撮った写真を使うこともできま
す。
※ 顔写真は、直近６ヶ月以内に撮影した、正面撮影、帽子なし、背景なしのもの
に限ります。

① パソコンによる申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し，所定のフォームからオンラインで申請

② スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し，所定のフォームからオンラインで申請

③ 郵便による申請
マイナンバーカードの交付申請書にご本人の顔写真を貼り，送付用封筒に入
れて郵便ポストへ
④ まちなかの身分証明用写真の撮影機からの申請

撮影機で写真を撮影し、その画面からオンラインで申請
⑤ お住まいの地域の役所（一部除く）

◎申請方法と申請の流れについて詳しくはこちら
マイナンバーカード総合サイト：マイナンバーカード交付申請（英語ページ）
（中国語（簡体字・繁体字）・韓国語・スペイン語・ポルトガル語でも対応）
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/

（３）マイナンバーカードの受取方法
① 申請から約1か月後に，市町村からのはがきがご自宅に届きます。
② 必要な持ち物をお持ちになり，市町村からのはがきに記載された期限まで
に、必ずご本人がお越しください（本人確認のため）。交付場所は、はがき
に記載されています。
③ 交付窓口でご本人であることを確かめたうえ，暗証番号を設定して頂くこ
とにより，カードが受け取れます。

◎マイナンバーカードの受け取りについて詳しくはこちら
マイナンバーカード総合サイト：マイナンバーカードの受け取り（英語ページ）
（中国語（簡体字・繁体字）・韓国語・スペイン語・ポルトガル語でも対応）

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/
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３－３ マイナンバーカードの取扱いに関する注意点３－３ マイナンバーカードの取扱いに関する注意点

マイナンバーカード（通知カードを含みます。）に記載されている 氏名，住所な
どに変更があった場合は，お住まいの市町村に届け出てください。

マイナンバーカードの有効期間

 20歳以上：交付されてから10回目の誕生日
 20歳未満：交付されてから５回目の誕生日
 在留期間のある方：在留期間の満了日まで

※ 在留期間が更新されたら，マイナンバーカードの有効期間も更新してください。
なお，在留期間の更新手続などの間に当該在留期間の満了日に達してしまう場合には，特

例期間として満了日後も最大２か月間在留することができますが，マイナンバーカードの有
効期間は自動変更されないため，マイナンバーカードの有効期間内にお住まいの市町村の窓
口でマイナンバーカードの有効期間を更新してください。

３－４ その他３－４ その他

マイナンバーについての詳しいことは，以下のホームページをご覧ください。

◎ マイナンバー制度について
マイナンバー制度（社会保障・番号制度）ホームページ
「外国人住民の方へ」

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html

◎ マイナンバーカードについて
マイナンバーカード総合サイト：英語ページ（中国語（簡体字・繁体字）・韓
国語・スペイン語・ポルトガル語でも対応）
https://www.kojinbango-card.go.jp/en/

ワンポイント
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４ 出 生 届

日本で子供が生まれた場合には，生まれた日から14日以内に父又は母が出生の届
出をする必要があります。届出は，子供の出生地又は届出人の所在地にある市町村の
窓口に提出してください。
父母がともに外国籍の場合，出生届が受理されると，子供が生まれた日から60日の
間は，在留資格を有することなく住民票が作成されます。子供が生まれた日から60日
を超えて日本に滞在しようとする場合は，子供が生まれた日から30日以内に最寄の地
方出入国在留管理官署において，在留資格の取得申請をする必要があります。
なお，子供が生まれた日から60日を経過して在留資格を取得していない場合は，住
民票が消除され，国民健康保険や児童手当などの行政サービスを受けることができな
いことがあります。

４－１ 出生の届出に必要なもの４－１ 出生の届出に必要なもの

 出生証明書
 その他必要となるものについては，届出をする市町村にお問合せください。

４－２ その他の手続４－２ その他の手続

父又は母の国籍国への出生届出が必要です。詳しい手続については，父又は母の
国籍国の駐日大使館・（総）領事館にお問合せください。
また，生まれたお子さんのパスポートも，あわせて取得してください。
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５ 婚 姻 届

日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは，市町村の窓口
に婚姻の届出をし，両者に婚姻の要件が備わっていると認められ，届出が受理され
ると，婚姻が成立します（「日本方式の婚姻」といいます。）。

５－１ 婚姻の届出に必要なもの５－１ 婚姻の届出に必要なもの

外国人が，日本方式の婚姻を成立させるためには，その人の本国の法律が定めて
いる婚姻の成立要件（婚姻できる年齢に達していること，独身であることなど）を
満たしていることが必要です。
その証明のため，日本人については戸籍謄本を，外国人については婚姻要件具備
証明書を提出してもらいます。
婚姻要件具備証明書は，婚姻をしようとする外国人の本国の駐日大使館・（総）
領事館で手続をして取得できます。なお，国によっては，これらの証明書を発行し
ていない場合もあります。その場合には，これに代わる書類を提出することになり
ます。
また，婚姻要件具備証明書など外国語で書かれている書類を提出するときは，そ
のすべてに日本語の訳文を付けていただく必要があります。その訳文には，翻訳し
た人の名前を記入してください。翻訳する人について特に制限はないので，翻訳す
るのは，ご本人でもけっこうです。

５－２ その他５－２ その他

日本で成立した婚姻は日本では有効ですが，その婚姻が外国人の方の本国でも有効
な婚姻であるかについては，駐日大使館・（総）領事館にお問合せください。

６ 死 亡 届

外国人の方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，
親族，同居人などが，死亡した人の死亡地，届出人の所在地の市町村の窓口に死亡の
届出をしてください。

６－１ 死亡の届出に必要なもの６－１ 死亡の届出に必要なもの

死亡診断書又は死体検案書
その他必要となるものについては，届出をする市町村にお問合せください。
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６－２ その他６－２ その他

亡くなった外国人の方の在留カードを出入国在留管理庁長官に返納する必要があり
ます。

送付先は，
〒135-0064
東京都江東区青海２－７－11 東京港湾合同庁舎９階
東京出入国在留管理局おだいば分室

７ 印鑑登録

日本では，サインの代わりとして，本人の氏名などが刻まれたハンコ（印鑑）が日
常的に使われています。特に不動産の売買契約など重要な場面においては，市町村に
登録されたハンコ（印鑑）が必要となることがあります。この市町村にハンコ（印
鑑）を登録する手続を印鑑登録といい，印鑑登録されたハンコ（印鑑）は実印と呼ば
れます。

７－１ 印鑑登録の手続７－１ 印鑑登録の手続

印鑑登録の手続は，お住まいの市町村によりますが，必要なものは，およそ次のと
おりです。
 印鑑登録申請書
 登録しようとするハンコ（印鑑）
 印鑑登録申請される方の本人確認書類（マイナンバーカード，在留カード，運転
免証など）

詳しいことは，お住まいの市町村にお問合せください。
印鑑登録の手続が終了すると，印鑑登録証が交付されるので，大切に保管してくだ
さい。

７－２ 印鑑登録証明書７－２ 印鑑登録証明書

実印を使用するとき，その実印が印鑑登録されたものであることを証明するものが，
印鑑登録証明書です。
印鑑登録証明書の交付を受けたいときは，本人又は代理人が印鑑登録証などを市町
村の窓口に提示して申請します。
また，市町村によっては，コンビニエンスストアでマイナンバーカードを用いて申
請し，交付を受けることもできます。
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雇用・労働第３章

１ 在留資格

外国人の方は，許可された在留資格の範囲内において，日本で活動することが認めら
れています。
就労できるかどうかに着目してみると，大きく次の３種類に分けられます。

◎ 在留資格で定められた範囲で就労できる在留資格
外交，公用，教授，芸術，宗教，報道，高度専門職，経営・管理，法律・
会計業務，医療，研究，教育，技術・人文知識・国際業務，企業内転勤，
介護，興行，技能，特定技能，技能実習，特定活動（ワーキングホリデー，
EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士など）

◎ 原則として就労が認められない在留資格
文化活動，短期滞在，留学，研修，家族滞在

◎ 就労活動に制限のない在留資格
永住者，日本人の配偶者等，永住者の配偶者等，定住者
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２ 働く前の基礎知識

２－１ 労働契約２－１ 労働契約

労働者が賃金や労働時間などの労働条件についてよく理解しないまま働き始め，後に
会社とトラブルになるということのないよう，日本の労働基準法（働くことに関する法
律の一つ）では，労働契約を結ぶときには，会社が労働者に対して労働条件にについて
きちんと明示することを義務としています。
特に重要な次の５項目については，会社は労働者に原則として書面を交付することで
明示しなければいけないことになっています（例外的に，労働者本人が希望する場合に
は，FAXや電子メールなど（出力して書面が作成できるものに限る。）による明示も可
能です。）。
① 契約はいつからいつまでか（契約期間に関すること）

※ 労働契約を結ぶときには，契約期間を定める場合と，契約期間を定めない場合があります。
社員，契約社員，パート，アルバイトなどの働き方の名前だけでは，契約期間の定めがあるか
ないかは判断できません。働き方の名前だけではなく，契約期間そのものについてしっかり確
認しましょう。

② 期間の定めがある契約を結ぶ場合，契約の更新についての決まり（更新があるか
ないか，更新する場合の判断の仕方など）

③ どこで，どのような仕事をするのか（仕事をする場所，仕事の内容）
④ 仕事の時間や休みについての決まり（仕事の始まりの時刻と終わりの時刻，残業

があるかないか，休憩時間，休日・休暇，交替制勤務の場合のローテーションな
ど）

⑤ 賃金はいくらで，いつ，どのように支払われるのか（賃金の決定，計算方法，支
払方法，計算期間と支払時期）

これら以外の労働契約の内容についても，労働契約法により，使用者と労働者はでき
る限り書面で確認する必要があると定められています。
なお，「労働者」とは，使用者の指揮命令の下で働き，その報酬として賃金を受ける
方をいい，労働基準法などの一部の労働法の保護を受けることができます。「労働者」
であるか否かは，職種を問わず，正社員だけでなく，派遣社員，契約社員，パートタイ
ム労働者でも，「労働者」に当たります。

労働契約の禁止事項

労働基準法では，使用者が労働契約に盛り込んではいけない事項も定めています。

① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることや，その額をあらか
じめ決めておくこと
※ これは，あらかじめ損害賠償の金額について定めておくことを禁止するものです。そのため，
損害賠償の金額を約束せず，労働者の故意や不注意による現実に生じた損害について，会社が賠
償を請求することは，禁止されていません。

② 労働することを条件として，労働者にお金を前貸しし，毎月の給料から一方的に
天引きする形で返済させること
③ 労働者に強制的に会社にお金を積立てさせること
※ 積立ての理由は関係なく，社員旅行など労働者の福祉のためでも，強制的に積立てさせること
は禁止されています。ただし，労働契約とは関係なく，労働者の意思に基づき賃金の一部を会社
に委託することについては，一定の条件の下で認められています。

ワンポイント
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労働条件が契約した時の約束と違っていたら・・・

実際に働き始めて，労働条件が契約した時の約束と違うことに気付いたら，労働者は
そのことを理由として，すぐに労働契約を解除することができます。
また，労働条件は，会社と労働者との間で交わした労働契約や，会社の就業規則，日
本の法律などによって決まります。実際に働き始めた後で，会社が労働者の同意なく一
方的に，労働者にとって不利益な労働条件に変更することは原則としてできません。

２－２ 各種保険・年金制度２－２ 各種保険・年金制度

（１）雇用保険
雇用保険は，労働者が失業した場合などに，生活の安定と就職の促進のため
の失業等給付を行う保険制度です。勤務先の事業規模にかかわらず，
・ １週間の所定労働時間が20時間以上で
・ 31日以上の雇用の見込みがある人は，派遣社員，契約社員，
パートタイム労働者やアルバイトも含めて

適用対象となります。
雇用保険制度への加入は，会社の責務ですが，保険料は労働者と会社の双方

が負担します。
（２）労災保険

労災保険は，労働者の業務が原因のけが，病気，死亡（業務災害），また，
通勤の途中の事故などの場合（通勤災害）に，国が必要な保険給付を行う公的
な制度です。
基本的に労働者を１人でも雇用する会社は労災保険制度の加入手続をする義
務があり，保険料は全額会社が負担します。
労働災害や通勤災害に対する給付は，パートタイム労働者やアルバイトも含
むすべての労働者が対象です。

ワンポイント
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（３）健康保険・国民健康保険
健康保険・国民健康保険は，労働者やその家族（※）が，けがや病気をした
とき，出産したとき，亡くなったときなどに必要な医療給付や手当金の支給を
することで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院に行く
ときに持って行く保険証は，健康保険・国民健康保険に加入することで受け取
ることができます。これにより，本人が病院の窓口で払う額が原則治療費の３
割となります。
※ 75歳以上の方は，健康保険ではなく後期高齢者医療制度の被保険者として医療を受ける
ことができます。
健康保険は，
・ 国，地方公共団体又は法人の事業所
・ 一定の業種であり，常時５人以上を雇用する個人事業所

では強制適用となっています。
適用事業所で働く労働者は加入者となります（派遣社員，契約社員，パート
タイム労働者，アルバイトでも，１週間の所定労働時間及び１か月の所定労働
日数が，通常の労働者の４分の３以上あれば，その労働者は健康保険に加入す
る必要があります。４分の３未満であっても，

・ 週の所定労働時間が20時間以上であること
・ 月額賃金が８．８万円以上であること
・ 勤務時間が１年以上見込まれること
・ 学生でないこと
・ 従業員501人以上の規模である企業に使用されていること（500人

以下の企業でも労使合意があれば，その労働者は健康保険の加入対
象となります）

の５つの条件を満たす場合にも，健康保険に加入する必要があります。）。ま
た，保険料は，原則として会社と労働者が半々で負担します。
健康保険の加入対象とならない労働者は,日本に住所を有する場合，国民健康
保険の加入対象となり，自ら市町村で加入手続をする必要があります。 国民健
康保険の保険料は，各市町村が定める保険料率に基づき，世帯単位で算定され
ることとなっており，世帯主が全額を負担します。
※詳しくは第６章「医療」をご覧ください。
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（４）国民年金・厚生年金保険
国民年金・厚生年金保険は，労働者が高齢となったり，何らかの病気やけが
によって身体に障害が残ってしまったり，労働者が亡くなりその遺族が困窮す
るといった事態に際し，保険給付を行い，労働者とその遺族の生活の安定と福
祉の向上に寄与することを目的としています。
厚生年金保険適用事業所は，健康保険と同様
・ 国，地方公共団体又は法人の事業所
・ 一定の業種であり常時５人以上を雇用する個人事業所

では強制適用となっており，適用事業所で働く労働者は加入者となります（派
遣社員，契約社員，パートタイム労働者，アルバイトでも，１週間の所定労働
時間及び１か月の所定労働日数が，通常の労働者の４分の３以上あれば，その
労働者は厚生年金保険に加入する必要があります。４分の３未満であっても，

・ 週の所定労働時間が20時間以上であること
・ 月額賃金が８．８万円以上であること
・ 勤務期間が１年以上見込まれること
・ 学生ではないこと
・ 従業員501人以上の規模である企業に使用されていること（500人以

下の企業でも労使合意があれば，その労働者は厚生年金保険加入対象
となります）

の５つの条件を満たす場合にも，厚生年金保険・健康保険に加入する必要があ
ります。）。
厚生年金保険の保険料は定率で，会社と労働者が半々で負担します。国民年
金の保険料は定額で，被保険者が全額を負担します。

３ 働くときのルール

３－１ 賃金３－１ 賃金

最低賃金法によって，会社が支払わなければならない賃金の最低額が定められてい
ます。「最低賃金」は，正社員，派遣社員，契約社員，パートタイム労働者，アルバ
イトなどの働き方の違いにかかわらずすべての労働者に適用されます。たとえ，労働
者が同意したとしても，それよりも低い賃金での契約は認められません。仮に会社に
頼まれて最低賃金より低い賃金で同意してしまったとしても，その約束は法律によっ
て無効となり，最低賃金額と同額の約束をしたものとみなされます。したがって，
［最低賃金との差額］×［働いた時間分］を後から請求することができます。

休業手当

会社の責任で労働者を休ませた場合には，労働者の最低限の生活の保障を図るため，
会社は平均賃金の６割以上の休業手当を支払わなければなりません。したがって，休み
が会社の責任によるものである以上，「働いていないから給料がもらえないのは仕方な
い」ということはなく，一定程度の給料は保障されています。

ワンポイント
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３－２ 賃金の支払われ方３－２ 賃金の支払われ方

賃金が全額確実に労働者に支払われるように，賃金の支払われ方にも決まりがあり，
次の４つの原則が定められています。

① 通貨払いの原則
賃金は現金で支払われなければならず，現物（会社の商品など）で支払われる
ことは認められていません。ただし，労働者が同意した場合は，銀行振込などの
方法によることができます。また，会社と労働組合で約束した場合は，通貨では
なく現物支給をすることができます。

② 直接払いの原則
賃金は，労働者本人に直接支払われなければなりません。例えば，未成年者で
あることを理由に親などに代わりに支払うことはできません。

③ 全額払いの原則
賃金は全額支払わなければなりません。強制的に賃金の一部を控除（天引き）
して支払うことは禁止されています。
ただし，所得税や社会保険料など，法令で定められているものの控除は認めら
れています。それ以外にも，労働者の過半数で組織する労働組合，労働者の過半
数で組織する組合がない場合で，労働者の過半数を代表する者と書面で協定を結
んでいる場合は，一部の賃金の控除が認められます。

④ 毎月１回以上定期払いの原則
賃金は，毎月１回以上，一定の期日を定めて支払われなければなりません。例
えば，２か月分の賃金をまとめて支払うと定めることは認められません。この他，
「毎月20日から25日」というように支払日が特定されないことや，「毎月第４金
曜日」というような月７日の範囲で変動する支払日を設定することは認められて
いません。ただし，臨時の賃金や賞与（ボーナス）は例外です。

３－３ 労働時間，休憩，休日３－３ 労働時間，休憩，休日

働く時間の上限は法律で制限されています。労働基準法では，１日８時間以内，１
週間で40時間以内（法定労働時間）と定めています。会社が労働者に時間外労働をさ
せた場合，割増賃金を支払わなければなりません。
また，会社は，労働者に勤務時間の途中で，１日の労働時間が６時間を超える場合
には少なくとも45分，８時間を超える場合には少なくとも60分の休憩を与えなければ
なりません。
会社は，労働者に毎週少なくとも１回，あるいは４週間を通じて４日以上の休日
（法定休日）を与えなければなりません。
なお，派遣社員の労働時間，休憩，休日などの労働条件の決定については，派遣元
が責任を負っていますが，その決定を守ることについては，派遣先に監督責任があり
ます。
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年次有給休暇

年次有給休暇とは，所定の労働日に仕事を休んでも賃金が支払われる休暇のことで
す。労働者は６か月継続して勤務していて，全労働日の８割以上を出勤していれば，
10日間の年次有給休暇を取ることができます。さらに継続勤続年数が増えていくと，
８割以上の出勤の条件を満たしている限り，１年ごとに取れる休暇日数は増えていき
ます（上限20日）。
また，派遣社員やパートタイム労働者など正社員以外の働き方をしている労働者で
も，
・ ６か月間の継続勤務
・ 全労働日の８割以上の出勤（※）
・ 週５日以上又は年２１７日以上の勤務

という３つの条件を満たせば，有給休暇は正社員と同じ日数が付与されます（週４日
以下又は年２１６日以下の勤務であったとしても，週の所定労働時間が30時間以上で
あれば，正社員と同じだけ有給休暇が与えられます。
週の所定労働時間が４日以下かつ１年間の所定労働日数が２１６日以下で，週の所
定労働時間が30時間未満の場合は，その所定労働日数に応じた日数の有給休暇が付与
されます。

※ 有期契約の社員が契約を更新したときの扱いについては，契約の更新が継続雇用と変らない場
合には，更新前の期間中の勤務も含まれます。

３－４ 時間外労働・休日労働３－４ 時間外労働・休日労働

会社は，労働者に法定労働時間を超えて労働をさせる場合や，法定休日に労働させ
る場合には，労働者の過半数で組織する労働組合，労働者の過半数で組織する組合が
ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面での協定（以下「36協定」といいま
す。）を結ぶ必要があります。
また，36協定によって，法定労働時間を超えて働かせる場合や法定休日に働かせる
場合も，割増賃金を支払わなければなりません。

ワンポイント

21



割増賃金の計算方法

① 法定労働時間を超えて働かせたときは25％以上増し
※ １か月60時間を超える法定時間外の労働については50％以上の割増賃金が支払われなければ
なりません。

② 法定休日に働かせたとき（休日労働）は35％以上増し

③ 午後10時から午前５時までの深夜に働かせたとき（深夜労働）は25％増し
◎ 例えば，法定労働時間外の労働かつ深夜労働であった場合，（①＋③）は，支
給される賃金は50％以上増しとなります。

割増賃金も雇用形態にかかわらず，すべての労働者に適用されます。よって，派遣社
員，契約社員，パートタイム労働者，アルバイトにも支払わなければなりません。

３－５ 安全・快適な職場環境３－５ 安全・快適な職場環境

職場における労働者の安全と健康を確保し，快適な職場環境を形成することを目的
として，労働安全衛生法が定められています。
労働安全衛生法は，会社に，仕事が原因となって労働者が事故に遭ったり，病気に
なったりしないように必要な対策をとらなければならないことを定めています。また，
労働者に対しては，労働災害を防止するために必要な事項を守り，会社が行う対策に
協力するように定めています。
例えば，会社は，労働者を雇い入れる際とその後，年１回の頻度，医師による健康
診断（その他６か月に１回，危険または有害な業務を行ってる労働者への健康診断も
あります。）を行わなければならず，労働者はその健康診断を受けなければなりませ
ん。
また，最近では仕事上のストレスによるメンタルヘルス不調も大きな問題となって
おり，会社は，労働者に対して，ストレスチェックを行い，その結果に基づいて，作
業の転換などの就業上の措置をとる必要があります。
さらに，会社は，健康管理の観点から労働者の労働時間の状況を客観的に把握し，
長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し，医師による面接指導を行い，
その結果に基づいて，作業の転換などの就業上の措置をとる必要があります。

ワンポイント
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健康診断など

労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックは，正社員だけでなく，派遣
社員，契約社員，パートタイム労働者やアルバイトであっても，

・ 期間の定めのない契約により使用されていること（期間の定めのある契約に
より使用される者の場合は，１年以上使用されることが予定されていること又
は更新により１年以上使用されていること）
・ １週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働
者の１週間の所定労働時間数の４分の３以上であること

の２点を満たす場合は，対象になります。

医師の面接指導

労働安全衛生法に基づく長時間労働者に対する医師の面接指導は，正社員だけでな
く，派遣社員，契約社員，パートタイム労働者やアルバイトであっても，月80時間を
超えての時間外・休日労働を行い，疲労の蓄積があると認められる者（申出を行った
者）は，対象になります（※）。

※ １月当たり時間外・休日労働時間が100時間を超える研究開発業務従事者や，１週間当たりの健
康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について，１月当たり100時間を超える
高度プロフェッショナル制度対象者については，申出がなくても，医師による面接指導の対象とな
ります。

ワンポイント
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３－６ 仕事でのけが・病気など３－６ 仕事でのけが・病気など

労働者の方が，仕事が原因でけが・病気をした場合などは，労災保険により補償され
ます。
例えば，労災保険の指定病院にかかれば，治療費は原則として無料になります（指定
病院以外の場合，本人が一旦費用を負担することとなりますが，労働基準監督署に請求
をすることにより負担した費用が支給されます。）。仕事を休まなければいけなくなっ
たときには休業補償（休業３日目までは事業主が平均賃金の６割を支給し，休業４日目
からは労災保険により，平均賃金に相当する額の８割支給）が受けられます。労働者が
亡くなった場合には，ご遺族の方に対し，遺族（補償）給付が支給されます。
なお，業務災害でけがや病気の治療のために仕事を休んでいる間とその後30日間

は，労働者を解雇することはできません。
また，労災保険は，仕事中のけがや病気などの他，通勤中のけがなども対象になりま
す。長時間労働など仕事が原因で発症したうつ病などの精神障害も労災の対象となりま
す。
仕事が原因でけがや病気をした場合には，健康保険は使えないため，労災保険の給付
を請求することになります。仕事中や通勤中のけがなどで困ったことがあるときは，労
働基準監督署に相談してください。

※ 労災保険は，正社員だけでなく，派遣社員，契約社員，パートタイム労働者，
アルバイトでも対象になります。

３－７ 性別による差別の禁止３－７ 性別による差別の禁止

会社は，労働者の募集・採用について性別にかかわりなく均等な機会を与えなけれ
ばならないとされています。
また，会社は，配置，昇進，降格，教育訓練，一定範囲の福利厚生，職種・雇用形
態の変更，退職勧奨，定年，解雇，労働契約の更新において，労働者の性別を理由と
して差別的な取扱いをしてはならないとされています。
労働者が女性であることを理由として，賃金について男性と差別的取扱いをするこ

とも禁止されています。
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３－８ 産前産後休業，育児・介護休業など３－８ 産前産後休業，育児・介護休業など

妊娠中の女性労働者は，請求により産前６週間（多胎妊娠の場合は14週間），休業
することができます。また，会社は，出産後８週間を経過しない女性を，就業させて
はいけません（ただし，産後６週間経過後に，本人が請求し，医師が支障がないと認
めた業務に就かせることは差支えありません。）。
会社は，妊娠中の女性労働者が請求した場合には，他の軽易な業務に転換させなけ
ればなりません。
会社は，妊産婦の女性労働者が請求した場合には，変形労働時間制により労働させ
る場合であっても，その者を，１週又は１日の労働時間が法定時間を超えて労働させ
てはなりません。また，会社は妊産婦の女性労働者が請求した場合においては，時間
外労働，休日労働又は深夜業をさせてはなりません。
会社は，女性労働者が婚姻し，妊娠し，又は出産したことを退職理由として予定す
る定めをしてはなりません。
会社は，女性労働者が婚姻したことを理由として，解雇してはなりません。
会社は，その雇用する女性労働者が妊娠したこと，出産したこと，産前産後休業を
請求したことなどを理由として，当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱い
をしてはなりません（派遣先にも適用されます。）。
妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇
は，無効となります。ただし，会社が当該解雇が妊娠・出産などを理由とする解雇で
ないことを証明したときは，この限りではありません。
会社は，女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要
な時間を確保することができるようにしなければなりません。また，会社は，女性労
働者が妊産婦のための健康診査などを受け，医師又は助産師から指導を受けた場合は，
その女性労働者が，受けた指導事項を守ることができるようにするために，勤務時間
の変更や勤務の軽減などの措置を講じなければなりません（派遣先にも適用されま
す。）。

労働者は，育児・介護休業法によって，原則として子供が１歳 （一定の場合は最長
２歳）になるまで，育児休業を取得することができます。育児休業は，女性だけでな
く男性も取得でき，両親がともに育児休業を取得するなどの条件を満たす場合には子
供が１歳になるまでの間の１年間，育児休業を取得することができます。
また，労働者は育児・介護休業法によって，要介護状態にある対象家族を介護する
ために介護休業を取得することができます。
介護休業は，対象家族１人につき，通算93日を合計３回まで分割して取得できま
す。

会社は，対象となる労働者からの育児休業・介護休業の申出を拒むことはできませ
ん。
育児休業・介護休業などの申出又は取得したことなどを理由として，解雇その他不
利益な取扱いをすることは，法律で禁止されています。（派遣先にも適用されま
す。）
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派遣社員などの産前産後休業など

※ 派遣社員の産前産後休業，育児休業・介護休業の申出については，派遣元に対して
行う必要があります。

※ 育児休業，介護休業については，派遣社員，契約社員，パートタイム労働者，ア
ルバイトなどの有期契約労働者でも，申出時点において，
・ １年以上の継続勤務
・ （育児休業の場合）子が１歳６か月（１歳６か月から２歳までの育児休業の
場合は２歳）に達する日まで
・ （介護休業の場合）介護休業開始予定日から93日経過する日から６か月を
経過する日まで

に，労働契約期間が満了することが明らかでないことの２つの要件を満たせば取得で
きます。

３－９ ハラスメント防止措置３－９ ハラスメント防止措置

会社は，職場におけるセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産などに関するハラス
メント，育児休業などに関するハラスメントにより労働者の就業環境が害されることの
ないよう，労働者からの相談に応じ，適切に対応するために必要な体制の整備などの雇
用管理上必要な措置を講じなければなりません（派遣先にも適用されます。）。

３－10 外国人雇用管理指針３－10 外国人雇用管理指針

現在我が国で就労している専門的・技術的分野等の外国人労働者や、これから日本で
就労することを考えている外国人材にとって、我が国が魅力的な国であるために、公正
な処遇の確保等、多様な人材が安心してその有する能力を有効に発揮できる環境を整備
することが必要です。
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」（外
国人雇用管理指針）は、雇用管理の改善及び再就職支援に関し、事業主が適切に対処す
るために定めたもので、ハローワークが外国人材を雇用する事業所を訪問する際等に、
本指針に基づき、必要な助言・指導を行っています。

外国人雇用管理指針の主な内容については、以下のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-
Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/300529_3.pdf

外国人雇用管理指針については、以下のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-
Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/1015820920.pdf

ワンポイント
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４－２ 契約社員（有期労働契約の社員）４－２ 契約社員（有期労働契約の社員）

労働者と会社の合意によりあらかじめ契約期間が定められている労働契約は，契約
期間の満了によって自動的に終了することとなります（ただし，労働者と会社が合意
して労働契約を更新することにより，契約期間を延長することもできます。）。１回
あたりの契約期間は，一定の場合を除いて最長３年です。

４－３ パートタイム労働者４－３ パートタイム労働者

パートタイム労働者とは，パートタイム労働法で定義されている「短時間労働者」
のことをいい，１週間の所定労働時間が，同一の事業所に雇用されている通常の労働
者（いわゆる「正社員」）と比べて短い労働者のことを指しています。法律上はパー
トタイマーやアルバイトという区別はなく，条件を満たせば呼び名は違ってもすべて
パートタイム労働者となります。
また，パートタイム労働者も労働者であることに変わりないので，各種労働法が適
用されます。したがって，要件を満たしていれば，年次有給休暇も取得できますし，
雇用保険や健康保険，厚生年金保険が適用されます。
労働者を雇い入れる際，会社は，労働条件を明示すること，また，特に重要な条件
５つについては，原則として文書を交付することが義務付けられているところ（２－
１参照） ，パートタイム労働法では，「昇給の有無」「賞与の有無」「退職金の有
無」「雇用管理の改善等に関する事項の相談窓口」についても文書の交付などによる
明示が義務付けられています。

４ 働く形態

４－１ 派遣労働者（派遣社員）４－１ 派遣労働者（派遣社員）

派遣とは，労働者が派遣会社（派遣元）との間で労働契約を結んだ上で，派遣会社が
労働者派遣契約を結んでいる会社（派遣先）に労働者を派遣し，労働者は派遣先の指揮
命令を受けて働くというものです。派遣は，労働者に賃金を支払う会社と指揮命令をす
る会社が異なるという複雑な雇用形態となっていることから，労働者派遣法において派
遣社員のための細かいルールを定めています。
派遣では，法律上の雇い主はあくまで派遣会社になります。よって，事故やトラブル
が起きた際は，まず派遣会社が責任をもって対処しなければなりません。しかし，実際
に指揮命令をしている派遣先が全く責任を負わないというのは妥当ではなく，労働者派
遣法において派遣会社と派遣先が責任を分担するべき事項が定められており，その中に
は労働基準法や安全衛生法に関する事項が含まれています。派遣会社と派遣先に，それ
ぞれ相談を受ける担当者がいますので，働いてトラブルが起こった場合には，担当者に
相談してみましょう。
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５ 退 職・解 雇

５－１ 退職５－１ 退職

一般的に，解雇や雇止め（５－２を参照）以外の方法で労働契約を終了させること
を退職といいます。
労働者が退職を申し出る際には，契約期間の定めがある労働契約を結んでいた場合
と，そうでない場合と，法律上異なるルールが定められています。
契約期間の定めのない労働契約を結んだ場合は，労働者が退職の申出をすれば，原
則として２週間後に労働契約は終了します（会社の就業規則に退職手続が定められて
いる場合は，それに従って退職の申出をする必要があります。）。
契約期間の定めがある労働契約を結んだ場合は，やむを得ない事情がない限り契約
期間の途中で退職することはできず，契約期間の満了とともに労働契約が終了しま
す。また，契約期間の満了後も同じ労働者が続けて働くためには，新たに労働契約を
締結し直す必要があります（このような契約更新には，会社と労働者双方の同意が必
要）。
会社を退職することは労働者の自由ですが，事前に退職の意思を上司に伝える，書
面で届け出る，仕事の引継ぎをするなど，社会人としてのルールを守って辞めること
が大切です。会社が就業規則などにおいて退職の手続を定めている場合もあります。
退職を決意したときには，まず，自分の働く会社では退職手続がどのようになってい
るか調べることも必要です。

４－４ 業務委託（請負）契約を結んで働いている人４－４ 業務委託（請負）契約を結んで働いている人

これまでの「労働者」ではなく，「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合
には，注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるというものなので，注
文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ，基本的には「労働者」としての
保護を受けることはできません。
ただし，「業務委託」や「請負」といった名称で契約をしていても，その実際の働
き方から注文主の指示を受けていて「労働者」であると判断されれば，「労働者」と
しての保護を受けることができます。
この「労働者」であるかどうかの判断について困ったときは，労働基準監督署に相
談してください。
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５－２ 解雇５－２ 解雇

（１）解雇
会社による一方的な労働契約の終了を解雇といいます。
解雇は，会社がどのような理由でも自由に行えるというものではありませ
ん。解雇が客観的な合理的理由を欠き，社会通念上相当と認められない場合に
は，その解雇は無効です。
また，会社は就業規則に解雇事由（解雇の理由となる事情）をあらかじめ記

載しておかなければなりません。
さらに，解雇を行う場合，会社は労働者に対して少なくとも30日前に解雇の
予告をする必要があります。予告を行わない場合には，会社は30日分以上の平
均賃金（解雇予告手当）を支払わなければなりません（予告を行う場合であっ
ても，その日数が30日に満たない場合には，その不足日数分の平均賃金を，解
雇予告手当として支払う必要があります）。

（２）雇止め
雇止めとは，期間の定めのある労働契約について契約期間が満了したとき，
新しい労働契約を締結せずに，従前の労働契約を更新しないことです。期間の
定めのある労働契約においては，契約期間が満了すれば，原則として，自動的
に労働契約が終了することとなります。したがって，雇止めは，契約期間の途
中で会社が一方的に労働契約を終了させる解雇とは異なります。
３回以上契約が更新されている場合や１年を超えて継続勤務している人につ
いては，会社は次の労働契約を更新しない場合，30日前までに予告しなければ
ならないとされています。
何度も契約を更新してきたことなどから，実質的に期間の定めのない労働契
約の場合の解雇と同視できる場合や，労働者が雇用の継続を期待することが合
理的であると考えられる場合など，雇止めをすることに客観的・合理的な理由
がなく，社会通念上相当であると認められないときは，会社は雇止めをするこ
とはできません。その場合，従前と同一の労働条件で，期間の定めのある労働
契約が更新されることになります。

整理解雇

会社が，不況や経営不振などの理由により，人員削減を行う場合の解雇を整理解雇と
いいます。このような整理解雇が有効か無効かは，次の事項に照らして判断されます。
① 人員削減の必要性

人員削減措置の実施が不況，経営不振などによる会社経営上の十分な必要性に基
づいていること
② 解雇回避の努力
配置転換，希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと

③ 人選の合理性
整理解雇の対象者を決める基準が客観的，合理的で，その運用も公正であること

④ 解雇手続の妥当性
労働組合又は労働者に対して，解雇の必要性とその時期，規模方法について，納得
を得るために説明を行うこと

ワンポイント
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退職勧奨

退職勧奨とは，会社が労働者に「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言っ
て，労働者の自主的な退職を勧めることをいいます。これは，会社が一方的に労働契
約の終了を通告する解雇の予告（５－２（１）参照）とは異なります。
退職勧奨に応じるか応じないかは労働者の自由であり，その場ですぐ決断する必要
もありませんし，退職の意思がない場合は，退職勧奨に応じないことを明確に伝える
必要があります。

６ 会社の倒産

会社が倒産して給料を払えなくなったときのために，賃金の支払の確保等に関する
法律により，政府が会社の未払の賃金の立替払をする制度が設けられています。
払ってもらえなかった賃金のうち一部が立替払されるので，労働基準監督署に相談
してください。

７ 基本手当

失業してしまった際には，雇用保険に加入していた場合，基本手当が受けられます。
基本手当を受けるには，会社を辞めた日以前の２年間に11日以上働いた月が12か月以
上あることが条件です。ただし，辞めた理由が倒産や会社の都合による解雇，有期労働
契約が更新されなかったためなどの場合，辞めた日以前の１年間に，11日以上働いた月
が６か月以上あれば，基本手当を受けることができる。
また，失業した理由により，給付の開始時期や給付期間が異なります。
給付が始まるのは，ハローワークに求職申込をして離職票（労働者が会社を辞める
際，会社に発行が義務付けられています。）が受理された日以後，失業の状態にあった
日が通算して７日間経過した後ですが，自己都合の退職や自分の責任による重大な理由
により解雇された場合には，さらに３か月経過しないと支給されません。
したがって，退職の際に，本当は会社都合の解雇や退職勧奨に応じた退職なのに，自
己都合退職などとしてしまうと，基本手当受給の際に不利になってしまいますので，会
社から離職票を受け取ったら，離職理由欄をしっかり確認してください。
また，退職や解雇の理由についての証明書を会社からもらうこともできます。

ワンポイント
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出産・子育て第４章

１ 妊 娠

１－１ 母子健康手帳１－１ 母子健康手帳

妊娠が判明したら，お住まいの市町村の窓口にできるだけ早く妊娠の届出を行って
ください。
市町村の窓口では，母子健康手帳の交付とともに，妊婦検診を公費の補助で受けら
れる受診券や，保健師などによる相談，母親学級・両親学級の紹介など様々な情報提
供を受けることができます。
母子健康手帳は，妊娠期から産後まで，新生児期から乳幼児期まで一貫して健康の
記録を必要に応じて医療関係者が記載・参照し，また保護者自らも記載し管理できる
よう工夫されています。

１－２ 妊婦健康診査１－２ 妊婦健康診査

妊娠中は，普段よりいっそう，健康に気をつける必要があります。妊婦健康診査を
定期的に受診し，医師や助産師などのアドバイスを受けて健康管理に取り組んでくだ
さい。
妊娠初期から妊娠23週までは４週間に１回，妊娠24週から妊娠35週までは２週間
に１回，妊娠36週から出産までは週１回の受診が好ましいです。

１－３ 保健師・助産師による訪問指導１－３ 保健師・助産師による訪問指導

ご家庭に保健師や助産師が訪問し，家庭生活や食事などの指導，妊娠に関する不安
や心配，新生児の育児に関する相談に応じます。この訪問指導は無料です。詳しいこ
とは，お住まいの市町村にお問合せください。

１－４ 母親・父親（両親）教室１－４ 母親・父親（両親）教室

市町村では，妊娠，出産，育児，栄養などに関する教室を開催しています。親同士
の交流の場にもなっています。
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２ 出産後の手続

２－１ 出生届２－１ 出生届

親の国籍に関係なく，日本で子供が生まれたら，生まれた日から14日以内に出生届
を提出しなければなりません。
出生届を提出するのは，子供の出生地又は届出人の所在地の市町村になります（第
２章の４参照）。

２－２ 出生した子の国籍取得２－２ 出生した子の国籍取得

父母がともに外国籍の場合，子が日本で出生しても，日本国籍を取得することはで
きません。
父母の国籍国の在日大使館・（総）領事館において，子の国籍取得手続を行う必要
があります（第２章の４参照）。

３ 出産費用と各種手当

妊娠・出産は病気ではないので，基本的には健康保険は適用されませんが，帝王切開
などの手術費などには，健康保険が適用されます。

３－１ 出産育児一時金３－１ 出産育児一時金

健康保険法などに基づく保険給付として，健康保険や国民健康保険などの被保険者
またはその被扶養者が出産したとき，出産に要する経済的負担を軽減するため，一定
の金額が支給される制度です。
この支給制度には，「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。

 直接支払制度：出産育児一時金の請求と受取りを，妊婦などに代わって医療機関
などが行う制度です。出産育児一時金が医療機関などへ直接支給
されるため，退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくな
ります。

 受取代理制度：妊婦などが加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を
行う際に，出産する医療機関などにその受取りを任せることによ
り，医療機関などへ直接出産育児一時金が支給される制度です。

３－２ 出産手当金３－２ 出産手当金

健康保険の加入者本人が出産のため会社を休み，その間に給与の支払いを受けられ
なかったときは，出産（予定）の日以前42日（多胎妊娠の場合は98日）から出産日
後56日までの範囲内で，会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。出産が予定日より遅れた場合は，その
遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
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３－３ 育児休業給付金３－３ 育児休業給付金

雇用保険の加入者が，１歳（一定の要件に該当した場合は１歳２か月。さらに一定
の要件に該当した場合は１歳６か月又は２歳）に満たない子を養育するための育児休
業を取得し，育児休業中の賃金が休業開始時の賃金と比べて80％未満に低下したなど
一定の要件を満たした場合に，ハローワークへの支給申請により支給されるものです。

３－４ 児童手当３－４ 児童手当

児童手当は，家庭などにおける生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。

（１）支給対象
15歳の誕生日後の最初の３月31日までの児童を養育している方

（２）支給額

児童の年齢 児童手当の額（一人あたり月額）

３歳未満 一律１万5,000円

３歳以上
12歳の誕生日後の
最初の３月31日まで

1万円
（第３子以降は１万5,000円）

12歳の誕生日後の
最初の３月31日を経過後
15歳の誕生日後の
最初の３月31日まで

一律１万円

※ 児童を扶養している方の所得が所得制限限度額以上の場合は，特例給付として，月額一律
5,000円を支給します。
※ 「第３子以降」とは，18歳の誕生日後の最初の３月31日までの養育している児童のうち，
３番目以降の子のことをいいます。
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（３）支給時期
原則として，毎年６月，10月，２月に，それぞれの前月分までが支給されま
す。

児童手当制度の主なルール

 原則として，児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。

 父母が離婚協議中などにより別居している場合は，児童と同居している方に
優先的に支給されます。

 父母が海外に住んでいる場合，その父母が，日本国内で児童を養育している
方を指定すれば，その方に支給されます。

 児童を養育している未成年後見人がいる場合は，その未成年後見人に支給さ
れます。

 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は，原則と
して，その施設の設置者や里親などに支給されます。

※ 詳しいことは，お住まいの市町村（公務員の場合は勤務先）にお問合せください。

４ 育 児

４－１ 乳幼児健康診査４－１ 乳幼児健康診査

市町村は，１歳６か月児，３歳児に対して健康診査を行う義務があります。その他
の乳幼児に対しても，必要に応じ，健康診査を実施し，また，健康診査を受けるよう
勧奨することとされています。
健康診査の内容は，発育・発達の診察，身長・体重の測定，育児相談などです。詳
しいことは，お住まいの市町村にお問合せください。

４－２ 予防接種４－２ 予防接種

予防接種で予防できる病気もあります。
予防接種には，市町村が勧める定期接種と，接種者の希望によって受ける任意接種
があります。定期接種は無料となる市町村が多いですが，任意接種は自己負担となり
ます。
予防接種の順序や日程は，お子さんの体調などをみて，医師などと相談して決めて
ください。

ワンポイント
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４－３ 子供の医療費４－３ 子供の医療費

健康保険に加入している場合，６歳以下の義務教育就学前の児童については，自己
負担の割合が２割となっています。
お住まいの市町村によっては，小学校卒業まで医療費は無料のところもあり，上乗
せの助成をしているところもあります。

４－４ 就学前の子供を対象とする施設４－４ 就学前の子供を対象とする施設

６歳以下の義務教育就学前の子供を対象とした施設には，保育所，幼稚園，認定こ
ども園といった種類の施設があります。お近くにどのような施設があるかは，お住ま
いの市町村にお尋ねください。
なお，２０１９年１０月から，３歳から５歳までの子供たちの保育所，幼稚園，認
定こども園などの利用料が無償化されます。また，０歳から２歳児の子供たちの利用
料については，住民税が非課税となっている世帯を対象として無償化されます。
（１）保育所

保護者が働いているなどの理由により，家庭で保育できない保護者に代わっ
て保育する施設。
一般的な保育時間は，１日８時間ですが，夜間・休日などの時間外保育を実
施している保育所もあります。また，急な用事や短期にパートタイム就労など
により，一時的に子供を預かる一時保育を実施している保育所もあります。

認可外保育施設

乳児や幼児を保育している施設のうち，児童福祉法などによる認可を受けていない
施設を総称したものです。
「無認可保育所」や「託児所」と呼ばれるもの，宿泊保育をする「ベビーホテル」
などがあります。ベビーシッターも認可を受けていない場合，認可外保育施設として
扱われます。また，会社や病院が従業員のお子さんを対象に設置した「企業内保育施
設」やイベントなどで臨時に設置されるもの，デパートなどで来店者のお子さんを対
象としているものもあります。
認可外保育施設は，個人や会社が自由に設置することができますが，認可施設に準
じた基準があります。
認可施設とは主に，「設置基準」，「事業の目的」，「申込方法」，「保育料」，
「運営費」の点において違いがあります。

（２）幼稚園
満３歳から小学校入学前までの幼児が対象となる教育施設。１日４時間が教
育時間の標準となっていますが，働いている保護者などに応じて，時間を延長
して子供を預かっている園もあります。小学校以降の教育とは異なり，子供の
主体的な遊びを大切にしています。また，地域の保護者向けに子育てに関する
相談を受け付けたり，園庭の開放などを行っている園もあります。

ワンポイント
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（３）認定こども園
幼稚園，保育所などのうち

・ 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能
・ 地域における子育て支援を行う機能

を備え，認定基準を満たす施設が「認定こども園」です。
認定こども園は，保護者が働いているか，いないかにかかわらず利用可能で
す。また，すべての子育て家庭を対象に，子育て不安に対応した相談活動や，
親子の集いの場の提供なども行います。

４－５ 放課後児童クラブ（学童保育）４－５ 放課後児童クラブ（学童保育）

保護者が仕事などにより昼間家庭にいない，小学生を対象に，授業の終了後に適切
な遊びや生活の場を提供するもので，放課後児童支援員が配置されています（このほ
か，保護者の就労の有無にかかわらず，小学生を対象に，地域住民などの参画を得て，
学校の余裕教室などを活用して，多様な学習・体験活動を行う「放課後子供教室」を
実施している自治体もあります。）。

４－６ ファミリー・サポート・センター４－６ ファミリー・サポート・センター

乳幼児や小学生などの児童を有する子育て中の主婦などの児童の預かりなどの援助
を受けたい方と援助を行いたい方が会員となり，ファミリー・サポート・センターが
仲介し，会員同士が支え合う組織です。
援助の例としては，保育施設への送り迎え，保育施設の時間外や放課後などに子ど
もを預かる，保護者が買物などの外出の際に子どもを預かるといったものです。
利用者は，お住まいの最寄のファミリー・サポート・センターに会員登録します。
利用の申込をすると，ファミリー・サポート・センターのアドバイザーが，援助を提
供する方を仲介・紹介します。利用が終わると，援助を提供した方に料金を支払いま
す。
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教 育第５章

１ 日本の教育制度

現在の日本の教育制度は，一般に６－３－３－４制と言われ，小学校６年間，中
学校３年間，高等学校３年間，大学４年間の制度となっており，小学校と中学校が
義務教育となっています。なお，幼稚園などにおいて就学前の教育を行っています。
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１－１ 小学校・中学校１－１ 小学校・中学校

日本人の６歳から15歳の子を持つ保護者には子供を小学校及び中学校などに就学さ
せる義務が課されています。

外国人の場合でも，公立の小学校・中学校への編入学をしたい場合は，無償（授業
料，教科書）で受け入れていますので，お住まいの市町村で子供を日本の学校に入学
させる意思を伝えてください。その後，受け取った「外国人児童生徒入学許可書」な
どを持って，指定された学校へ行ってください。

公立の小学校や中学校に編入学（途中入学）したい場合は，お住まいの市町村で子
供を日本の学校に入学させる意思を伝えてください。その後，受け取った「外国人児
童生徒入学許可書」などを持って，指定された学校へ行ってください。

公立の小学校・中学校の授業料，教科書は，無償です。
なお，日本には小学校・中学校以外に９年の義務教育を一貫で行う義務教育学校や

障害を有する子供が通う特別支援学校があります。

◎ 就学手続に関するガイドブック（英語，韓国・朝鮮語，ヴェトナム語，フィリピ
ノ語，中国語，ポルトガル語，スペイン語表記あり）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm

特別支援学校

障害のあるお子さんについては，その能力や可能性を最大限に伸ばし，自立し，社会
参加するために必要な力を培うため，一人一人の教育的ニーズを把握し，特別な配慮の
下に適切な教育を行う必要があります。そのため，障害の状態に応じ，特別支援学校や
小中学校の特別支援学級などにおいて特別の教育課程，少人数の学級編制，特別な配慮
の下に作成された教科書，専門的な知識・経験のある教職員，障害に配慮した施設・設
備などを活用して指導が行われています。

なお，特別支援学校の小学部及び中学部は，義務教育となります。

ワンポイント
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ＰＴＡ

PTAは，子供たちの健やかな成長のために，保護者と教師が協力し，連携を深め，
互いに学びあう団体で，日本のPTAの多くは，学校に在籍する児童・生徒の保護者と
教職員によって学校ごとに組織されています。

なお，PTAは，それぞれのPTAが掲げる活動目的に賛同する人が加入する任意の団
体です。

１－２ 高等学校１－２ 高等学校

高等学校は，中学校に接続して中等教育の後期段階を分担し，大学などに続く学校
で，高等普通教育のみならず，専門教育をあわせ行います。

高等学校は，教育の形態により，全日制，定時制，通信制の課程に分かれます。
高等学校の入学に当たっては，原則として入学者選抜を受ける必要があります。

１－３ 外国人学校１－３ 外国人学校

小学校・中学校・高等学校の他，外国人児童生徒を対象とした教育施設は様々な
形態で存在しており，総称として外国人学校と呼ばれています。いわゆるインター
ナショナルスクールも外国人学校に含まれます。それぞれ異なる文化的・民族的背
景，言語，教育内容，進学・就職実績などを有することから，就学に際しては，そ
の子供に適した学校を選択するとよいでしょう（日本にある外国人学校を卒業した
場合の大学などへの入学資格については「１－７ 高等教育機関（大学など）」を
参照）。

ワンポイント
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１－４ 夜間中学１－４ 夜間中学

日本には様々な事情により義務教育を修了できなかった学齢経過者が通うことがで
きる夜間中学が全国９都府県２７市区に3３校設置されています。

夜間中学には本国又は日本において義務教育を修了していない外国人の方も通うこ
とができます。お近くに夜間中学がある場合は，それを設置する教育委員会にご相談
ください。

１－５ 中学校卒業程度認定試験１－５ 中学校卒業程度認定試験

日本国籍を持っていないなどの理由で日本の中学校を卒業していない人に対して，
中学校卒業と同じ程度以上の学力があるかどうかを認定する試験です。年に１回実施
されており，この試験に合格すると，中学校を卒業した人と同じ程度以上の学力があ
ると認定され，日本の高等学校の入学試験を受ける資格（受験資格）が与えられます。

１－６ 高等学校卒業程度認定試験１－６ 高等学校卒業程度認定試験

１－７ 高等教育機関（大学など）１－７ 高等教育機関（大学など）

日本で高等学校または中等教育学校を卒業した人や，指定された外国人学校
(http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm)を修了
した人などには，大学，専門職大学，短期大学，専門職短期大学，専門学校（専修学
校専門課程）などの入学資格が認められます。

なお，国際的な大学入学資格である国際バカロレア，アビトゥア，バカロレア，
GCEAレベルを保有することとなった場合にも大学などへの入学資格が認められます。
（日本国内における国際バカロレア認定校一覧：
https://ibconsortium.mext.go.jp/ib-japan/authorization/）

また， 外国で教育を受けた人も，国際的な評価団体（WASC, CIS, ACSI）の認定
を受けた教育施設の12年の課程を修了すれば，日本の大学などへの入学資格が認めら
れます。

日本の高等教育機関には，上記の他に，主に大学卒業後に進学する大学院，専門職
大学院や，主に中学校卒業後に進学する高等専門学校があり，それぞれ入学資格が定
められています。

１－８ 高等教育機関への入学試験１－８ 高等教育機関への入学試験

高等教育機関に入学するためには，各高等教育機関が実施する試験や書類審査を受け
る必要がありますが、各機関の判断において，外国人の方向けに特別な入学選考を行っ
ている場合があります。そのうち，留学生に関しては日本学生支援機構が実施する日本
留学試験（EJU）が，多くの大学などで特別選考の参考として活用されています。

日本の高等学校を卒業していない人に対して，高等学校卒業と同じ程度以上の学力
があるかどうかを認定する試験です。年に２回実施されており，この試験に合格する
と，高等学校を卒業した人と同じ程度以上の学力があると認定され，日本の大学，専
門職大学，短期大学，専門職短期大学，専門学校（専修学校専門課程）の受験資格が
与えられます。また，就職や資格試験などに活かすことができます。
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２ 教育費の経済的支援

２－１ 就学援助２－１ 就学援助

小学生・中学生がいる低所得世帯の保護者を対象に，学用品費，給食費など学校で
必要なお金の一部を援助する制度です。

市町村によって，援助の内容や所得制限に違いがあります。

２－２ 高等学校等就学支援金２－２ 高等学校等就学支援金

年収約９１０万円未満世帯の生徒を対象に，高等学校等の授業料に充てるお金を支
給する制度です。

国公立高校に通う生徒には授業料と同じ額が支給されます。私立学校などに通う場
合は，所得に応じて支給上限額が増額されます。

いずれも申請が必要です。通っている学校から案内があるので，確認してください。

２－３ 高校生等奨学給付金２－３ 高校生等奨学給付金

高校生がいる低所得世帯の保護者を対象に、教科書費や学用品費など、授業料以外
の教育費に充てるお金を支給する制度です。

通っている学校の種類などによって，支給額に違いがあります。受け取るには，申
請が必要です。詳しくは，学校又はお住まいの都道府県にお問合せください。

２－４ 高校教育段階における奨学金２－４ 高校教育段階における奨学金

奨学金は，国，地方公共団体，民間団体が設けています。
国の奨学金制度には，「給付型」と「貸与型」があり，高等教育機関に進学される在

留資格「特別永住者」，「永住者」，「日本人の配偶者等」，「永住者の配偶者等」，
「定住者」の外国人の方も対象となります。その他，成績要件等を満たした在留資格
「留学」の方を対象とした給付型奨学金があります。

「給付型」は「返済する必要がない」制度で，「貸与型」は借りるもので「返済する
必要がある」制度です。なお，貸与型の奨学金には，貸付利息がつかないもの（無利
子）と，貸与利息がつくもの（有利子）と２種類あります。
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３ 日本語学習

３－１ 日本語学習の場３－１ 日本語学習の場

一般の日本語学校や大学などの高等教育機関における日本語学習のほかに，地方公
共団体や国際交流協会，ＮＰＯなどの民間団体が開催する日本語教室があります。日
本語を学習しながら生活の情報を得たり，友達を作ったりできます。お住まいの近く
に日本語学校や日本語教室があるかどうか探してみましょう。

また，最近では，ＳＮＳを活用した遠隔教育やeラーニングなどで日本語を学ぶ人も
増えています。自分に合った学習方法を見つけましょう。

（１）日本語学校
進学や就職，試験対策など目的別のコースがあり，入門から上級までレベル

別に日本語を学ぶことができます。クラス形式やグループレッスン，個人レッス
ンなど授業形態を選ぶことができます。授業料がかかることが多いです。

（２）地域の日本語教室
地方自治体や民間団体が開催しており，公民館や学校の空き教室，教会など

を使って行われていることが多いです。ボランティアによる指導が多く，費用
は日本語学校に比べて安いですが，毎日勉強できるところは少なく，週に１，
２回の開催が多いです。
※日本語教室を探すときに確認すること
①教室名 ②主催者 ③場所 ④連絡先 ⑤連絡方法 ⑥対応言語 ⑦期間 ⑧回数 ⑨曜
日・時間帯 ⑩参加資格 ⑪費用 ⑫クラス形式（グループ／１対１など） ⑬人数 ⑭レベ
ル ⑮教えている人 ⑯内容 ⑰駐車場や託児サービスの有無など

（３）通信・遠隔教育
仕事や子育てなどが忙しく日本語教室に通えない場合，通信やeラーニングで

日本語を学ぶこともできます。料金やサービスの形態も様々ですから，続けや
すいものを選択して取り入れてみるのも良いでしょう。

３－２ 「生活者としての外国人」のための日本語３－２ 「生活者としての外国人」のための日本語

日本語が使えるようになると，みなさん自身の行動範囲が広がり，生活がスムーズ
になっていきます。知り合いや友達が増えて，その人達が日本での生活を助けてくれ
ることもあるでしょう。言葉にはみなさんの夢をかなえる力もあります。日本で自分
らしく生活できるよう，日本語の学習を続けていきましょう。

日本で生活する外国人のみなさんが，日常的な生活を営む上で，基本的な生活上の
基盤を形成するために必要であり，安全に関わり緊急性があるものを「生活上の行
為」として２３言語で示しています。この中で日本語で今何ができるか，何ができる
ようになりたいかをチェックしてください。そして，そのことを日本語の先生や日
本語学習を手伝ってくれる方に伝えてください。
※【生活上の行為の事例（２３言語）】
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nihongo_curriculum/index_2.html
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３－３ 日本語学習のための教材３－３ 日本語学習のための教材

テキストを買う前に，一人で勉強するか，誰かと一緒に勉強するか考えてください。
友達や地域のボランティア，職場の方，家族など，日本語を教えてくれる人は多いで
す。クラスで勉強する場合，テキストは決まっている場合が多いですし，「だれか
と」勉強する場合には，その人とよく相談して選んだほうがいいでしょう。

次に，勉強の内容です。日本語の文字（ひらがな・カタカナ・漢字・ローマ字），
会話あるいは総合的に読む・書く・話す・聞くを勉強したいですか。それによって教
材も変わります。

教材は，大きな書店にもありますが，「日本語学習・生活ハンドブック」に例が掲
載されていますので，参考にしてみてください。
http://www.bunka.go.jp/english/policy/japanese_language/education/handbook/
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医 療第６章

１ 医療機関

日本には多くの医療機関があります。
診療所やクリニックは，日常的な病気やけがの治療，中小病院は手術や入院が必要
な場合や救急医療を要する場合，大病院は重症の救急患者や高度な医療を要する患者
への医療というように，役割分担がなされています。
医療機関の受診に制限はありませんが，緊急な医療を必要としない軽度の病気やけ
がであれば，身近な診療所にかかりましょう。
病院や診療所では，健康保険証を提示してください。健康保険証を提示すると，医
療費の自己負担が一部になります。健康保険証を提示しなかったり，医療保険に加入
していない場合，医療費が全額自己負担となります。

１－１ 医療機関の種類１－１ 医療機関の種類

病気やけがの状況によって，受診科目が決まります。受診科目によって，実際に
どのような病気やけがを診てもらえるのか，下記に例として示します。

内 科 消化器，呼吸器，循環器，泌尿器，血液，内分泌，神経など内臓器官の病気
の診断や主に薬剤を使った手術以外の治療を行います。かぜをはじめとした一
般的な病気の診断や治療も行います。

外 科 癌や外傷による内臓の病気を手術を中心に治療を行います。

小児科 小児の病気の治療を行います。

整形外科 骨，関節，筋，腱といった運動に関連する臓器やそれらにかかわる神経の
病気の治療を行います。

眼 科 眼に関連する病気の治療を行います。

歯 科 歯に関連する病気の治療・矯正・加工などを行います。

産 科 妊娠，分娩，新生児など，出産に関連した病気などの治療を行います。
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１－２ 医療機関を探す１－２ 医療機関を探す

医療機関は，住んでいる地域の市町村が発行する広報誌，インターネット，また，
各都道府県がホームページなどで提供している医療情報ネットなどから探すことがで
きます。加えて，住んでいる地域の市町村や，日本全国で380か所以上設置されてい
る医療安全支援センター（※）にも相談可能です。
また，日本語が不自由な方は，通訳が利用できる医療機関がないか，住んでいる地
域の市町村や地域の国際交流協会に相談願います。また，外国語で相談に応じてくれ
るNPO法人もあります。

※ 都道府県，保健所を設置する市及び特別区に設置

２ 医療保険

日本に住む人は国籍に関係なく公的医療保険に加入し，病気やけがをした場合に，
「誰でも」，「どこでも」，「いつでも」保険を使って医療を受けることができます。
社会全体で負担をシェアすることで，患者が支払う医療費の自己負担の額が軽減され，
良質で高度な医療を受ける機会を平等に保障する仕組みとなっています。
医療機関の窓口で保険証を提示することにより，一定割合の自己負担で医療を受ける
ことができます。
なお，日本と医療保険を含む社会保障協定を締結している国の方で，本国政府からの
社会保険加入証明書の交付を受けている方は，日本の医療保険制度に加入する必要がな
い場合があります。

２－１ 健康保険２－１ 健康保険

健康保険への加入が義務付けられている会社（事業所）に勤めていて，次の①から
③のいずれかに該当する方は，加入する必要があります。

① 正社員，法人の代表者，役員の場合
②・ １週間の決まった労働時間が20時間以上
・ 勤務期間が１年以上見込まれること
・ 毎月の賃金が８．８万円以上
・ 学生以外
・ 従業員501人以上の会社に勤務
以上の５つの要件を全て満たす方
③ パートタイマー，アルバイトなどであって，週の労働時間が30時間
未満であっても，同じ会社（事業所）の正社員の１週間の決まった労働
時間の４分の３以上働いている方の場合

（１）保険料
健康保険の保険料は，原則として会社と被保険者（保険加入者）が半分ずつ
負担します。被扶養者の方については，保険料の負担がありません。
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（２）給付内容
ア 医療費の自己負担

保険を利用した医療費の一部負担（自己負担）割合は，
・ ６歳（義務教育就学前）未満：２割
・ 70歳未満：３割
・ 70歳から74歳まで：２割（現役並所得者は３割）

イ 療養費
就職直後で保険証が手元にない，ギプスなどの治療用装具を購入したと
き，医師が必要と認めたあんま・はり・きゅう・マッサージなどを受けた
とき，海外で診療を受けたときなど，当該治療などにかかった費用をいっ
たん全額自己負担し，その後，申請して認められると，一部負担（自己負
担）以外が療養費として支給されます。
ウ 高額療養費
医療機関や薬局の窓口で支払った額（入院時の食事負担や差額ベッド代
などは含みません。）が，１か月で一定額を超えた場合に，その超えた金額
を支給する制度です。最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」
は，加入者が70歳以上かどうかや，加入者の所得水準によってちがいます。
エ 移送費

病気やけがで移動するのが難しい患者が，医師の指示で一時的・緊急的な
必要があり，移送された場合は，次の要件を全て満たしていると，移送費が
現金で支給されます。
・ 移送により適切な診療を受けたこと
・ 移送の原因である疾病又は負傷により移動が困難であること
・ 緊急その他やむを得なかったこと

オ 傷病手当金
被保険者（加入者）が病気やけがなどのために働くことができず，仕事を
連続して３日間休み，４日目以降の休んだ日に対して支給されます。
支給される期間は，支給開始日から数えて最長で１年６か月です。

カ 出産育児一時金
被保険者（加入者）又はその被扶養者が出産したとき，出産に要する経済
的負担を軽減するために支給される制度です。支給額は１児につき原則とし
て42万円です。
キ 出産手当金

健康保険の被保険者が出産のため会社を休んだときは，出産（予定）の日
以前42日（多胎妊娠の場合は，98日）から出産後56日目までの範囲内で，会
社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
ク 家族療養費
被扶養者の病気やけがに対しては，家族療養費が支給されます。その支給
の範囲・受給方法・受給期間などは，被保険者（加入者）に対する療養の給
付と同じです。
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２－２ 国民健康保険２－２ 国民健康保険

住民登録を行っている方で，職場の健康保険の対象でない75歳未満の方は，国民健
康保険に加入することになります。
外国人の方については，次のいずれかに該当する方を除いて，国民健康保険に加入
する必要があります。
① 在留期間が３か月以下の方

※ 在留期間が３か月以下でも，在留資格「興行」，「技能実習」，「家族滞在」，「特定活
動（下記③又は④に該当する場合を除きます。）」の場合で，資料により３か月を超えて在留
すると認められる方は，加入できます。

② 在留資格「短期滞在」の方
③ 在留資格「特定活動」のうち，「医療を受ける活動」又は「その方の日常の世
話をする活動」をする方
④ 在留資格「特定活動」のうち，「観光，保養その他これらに類似する活動」を
する方
⑤ 在留資格「外交」の方
⑥ 不法滞在などで在留資格のない方
⑦ 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で，本国政府からの社
会保険加入証明書（適用証明書）の交付を受けている方

国民健康保険への加入手続は，お住まいの市町村で行います。詳しいことは，お住
まいの市町村にお問合せください。
なお，現在お住まいの市町村から別の市町村に引越しされる方，職場の健康保険に
加入した方などは，国民健康保険を脱退する手続が必要となります。

（１）保険料
国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主は，保険料を納める必要がありま
す。保険料は国民健康保険を支える貴重な財源で，１人１人の保険料が国民健
康保険を支えています。
保険料は，加入している方の所得などによって決定されるので，年度ごと，
また，世帯ごとに保険料が違います。加入者１人ごとに保険料を計算します
が，世帯ごとに合計し，世帯主が保険料を納める義務者となります。世帯主が
職場の健康保険に加入していて，家族だけが国民健康保険に加入している場合
も同様です。
国民健康保険加入者が40歳になった月からは，介護保険料が月割りで加算さ
れます。40歳になった月の翌月に，保険料の変更通知書が市町村から送付され
ます。
国民健康保険の資格取得日（加入日）は，市町村に届け出た日ではなく，加
入の事実が発生した日（退職日の翌日など）になります。
届出が遅れた場合でも，保険料は加入日までさかのぼって負担することにな
ります。
所得や生活状況などにより，保険料の軽減や減免を受けることができる措置
があります。詳しいことは，お住まいの市町村にお問合せください。
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（２）給付内容
ア 療養の給付（病院にかかるとき）

病気やけがにより病院などで治療を受けるとき，窓口で保険証を提示する
ことにより，医療費は一部の負担ですみます。
病院などの窓口で支払う一部負担の割合（自己負担の割合）は，年齢や所
得によって違います。
国民健康保険を利用した医療費の一部負担（自己負担）割合は，
・６歳（義務教育就学前）未満：２割
・70歳未満：３割
・70歳以上から75歳未満
現役並み所得者以外で1944年４月１日以前生まれの方：１割
現役並み所得者以外で1944年４月１日以降生まれの方：２割
現役並み所得者の方：３割
※ 75歳以上の方は，後期高齢者医療制度が適用されます。

イ 療養費
就職直後で保険証が手元にない，ギプスなどの治療用装具を購入したとき，
医師が必要と認めたあんま・はり・きゅう・柔道整復などを受けたとき，海
外で診療を受けたときなど，医療費をいったん全額自己負担した場合，申請
して認められると，自己負担以外が療養費として支給されます。
ウ 高額療養費
医療機関や薬局の窓口で支払った額（入院時の食事負担や差額ベッド代等
は含みません。）が，１か月で一定額を超えた場合に，その超えた金額を支
給する制度です。最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は，加
入者が70歳以上かどうかや，加入者の所得水準によってちがいます。
エ 移送費
病気やけがで移動するのが難しい患者が，医師の指示で一時的・緊急的な
必要があり，移送された場合は，移送費が現金で支給されます。
オ 出産育児一時金
国民健康保険に加入されている方が出産したときは，原則42万円が支給さ
れます。市町村などが直接病院に出産育児一時金を支払うことにより，国民
健康保険の加入者の方は，出産費用から出産育児一時金を差し引いた額を病
院で支払うことができる「直接支払制度」や，市町村などに出産育児一時金
の請求を行う際に，出産する医療機関などにその受取りを任せることによ
り，医療機関などへ直接出産育児一時金が支給される制度を利用することが
できます。
カ 交通事故に遭ったとき

交通事故など第三者の行為によりけがをした場合の治療費は，本来は加害
者が負担すべきものですが，場合によっては，国民健康保険を使って診療を
受けることができます。
国民健康保険を使って治療する場合は，市町村に届出をしてください。
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２－３ 後期高齢者医療制度２－３ 後期高齢者医療制度

住民登録を行っている方で，75歳以上の方（※）は，後期高齢者医療制度に加入す
ることになります。なお，それまで加入していた健康保険（国民健康保険，健康保険
組合，協会けんぽ，共済組合など）は，脱退となります。
※ 65歳から74歳までの方で，一定の障害があると認定を受けた方も含まれます。
外国人の方については，次のいずれかに該当する方を除いて，後期高齢者医療制度
に加入する必要があります。
① 在留期間が３か月以下の方

※ 在留期間が３か月以下でも，在留資格「興行」，「技能実習」，「特定活動（下記③又
は④に該当する場合を除きます。）」の場合で，資料により３か月を超えて在留すると認
められる方は，加入できます。

② 在留資格「短期滞在」の方
③ 在留資格「特定活動」のうち，「医療を受ける活動」又は「その方の日常の世
話をする活動」をする方
④ 在留資格「特定活動」のうち，「観光，保養その他これらに類似する活動」を
する方
⑤ 在留資格「外交」の方
⑥ 不法滞在などで在留資格のない方
⑦ 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で，本国政府からの社
会保険加入証明書（適用証明書）の交付を受けている方

後期高齢者医療制度への加入手続は，お住まいの市町村で行います。詳しいことは，
お住まいの市町村にお問合せください。
なお，現在お住まいの市町村から都道府県をまたぐ別の市町村に引越しされる方な
どは，後期高齢者医療制度を脱退する手続が必要となります。

（１）保険料
保険料は，医療給付などを行うために必要な経費をもとに算定され，被保険
者全員が負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計
となります。
所得の低い方や，会社の健康保険などの被扶養者であった方は，保険料が軽
減されます。

（２）給付内容
ア 療養の給付（病院にかかるとき）

病気やけがにより病院などで治療を受けるとき，窓口で保険証を提示する
ことにより，医療費の一部の負担ですみます。病院などの窓口で支払う一部
負担の割合（自己負担の割合）は，１割負担（現役並み所得者は３割）とな
ります。
イ 療養費
加入直後で保険証が手元にない，ギプスなどの治療用装具を購入したと
き，医師が必要と認めたあんま・はり・きゅう・柔道整復などを受けたと
き，海外で診療を受けたときなど，当該治療などにかかった費用をいったん
全額自己負担した場合，申請して認められると，自己負担以外が治療費とし
て支給されます。
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ウ 高額療養費
医療機関や薬局の窓口で支払った額（入院時の食事代や差額ベッド代などは
含みません）が，１か月の自己負担限度額を超えた場合，その超えた金額を支
給する制度です。自己負担限度額は，所得に応じて異なります。
エ 移送費
病気やけがにより移動するのが難しいが，医師の指示で緊急的にやむを得ず
移送された場合，次の要件を全て満たしていると，移送費が支給されます。
① 移送により適切な診療を受けたこと
② 移送の原因である疾病又は負傷により移動が困難であること
③ 緊急その他やむを得なかったこと

オ 交通事故に遭ったとき
交通事故など第三者の行為によりけがをした場合の治療費は，本来は加害者
が負担すべきものですが，場合によっては，後期高齢者医療制度の保険証を使
って診療を受けることができます。
保険証を使って治療を受ける場合は，お住まいの市町村に届出をしてくださ
い。

３ 薬 局

薬は，薬局やドラッグストアで購入することができます。
病気やけがの治療に薬を使用することがありますが，薬には副作用があるので，使
い方には注意を要します。
薬についてわからないことがあれば，薬局やドラッグストアにいる薬剤師，登録販
売者に相談してください。

３－１ 薬 局３－１ 薬 局

薬局では，医師が発行した処方箋に基づいて調剤を行っており，処方箋医薬品を購
入することができます。また，処方箋を受けずに購入できる薬（OTC医薬品）も購入
することができます。

３－２ ドラッグストア３－２ ドラッグストア

OTC医薬品に関しては，薬局と同様に購入することができます。しかし，ドラッグ
ストアでは基本的に，処方箋を受け付けていません。
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年 金・福 祉第７章

１ 年 金

日本の公的年金制度は，予測できない将来へ備えるため，社会全体で支える仕組
みを基本としたものです。世代を超えて社会全体で支え合うことで給付を実現し，
生涯を通じた保障を実現するために必要です。
働いている世代が支払った保険料を高齢者などの年金給付に充てるという方式で
運営されています。また，基本的には，日本国内に住む20歳から60歳の全ての人が
加入することになっています。

２ 国民年金

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で，厚生年金保険に加入していない
方は，すべて国民年金の第１号又は第３号被保険者となります。

２－１ 加入者及び加入手続２－１ 加入者及び加入手続

（１）第１号被保険者
自営業者，農業，漁業などに従事している方は，国民年金の保険料を自分で
納めることになります。このような方を国民年金の第１号被保険者といいま
す。
加入手続は，本人がお住まいの市町村で行います。

（２）第２号被保険者
会社などに勤め，厚生年金や共済組合に加入している方は，国民年金の保険
料を納めることはありません。このような方を国民年金の第２号被保険者とい
います。
加入手続は，事業主が行います。

（３）第３号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している方によって扶養されている配偶者の方も
国民年金の保険料を納める必要はありません。このような方を国民年金の第３
号被保険者といいます。
第１号被保険者に扶養されている配偶者は，第３号被保険者とはなりません
ので，自分で保険料を納める必要があります。また，厚生年金に加入している
65歳以上の受給権者に扶養されている配偶者も第３号被保険者になることはで
きず，自分で保険料を納める必要があります。
加入手続は，配偶者が勤務している事業所を通じて行います。
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２－２ 保険料２－２ 保険料

保険料は，国民年金第１号被保険者全員一律です。第３号被保険者は保険料を納め
る必要はありません。
保険料は，口座振替，納付書又はクレジットカード払いが可能で，まとめて前払い
をすると，割引が適用されます。
収入の減少や失業などにより保険料を納めることが難しい場合，保険料の免除・猶
予の制度があります。詳しいことは，お住まいの市町村又は年金事務所にお問合せく
ださい。

２－３ 保険給付２－３ 保険給付

（１）老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの期間保険料を納めた方で、受給資格期間（保険料
を納めた期間と保険料を免除された期間など）が10年以上ある方は，65歳から
老齢基礎年金が支給されます。保険料の未納期間は受給資格期間になりません。
20歳から60歳まで40年間保険料を納めた方は、老齢基礎年金の満額が支給さ
れます。保険料を免除された期間がある人は免除の種類と基礎年金の国庫負担に
応じて計算式が異なります。例えば、保険料を全額免除された期間の年金額は２
分の１になります。

（２）障害基礎年金
国民年金に加入している間などに初診日（障害の原因となった病気やけがにつ
いて，初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日）のある病気やけががもとで一
定以上の障害が残り，国民年金の保険料の納付要件を満たしているときは，障害
基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の障害等級は１級，２級があり，年金額は障害の程度によって決
まります。障害基礎年金の額は、障害等級１級の方は老齢基礎年金の満額の1.25
倍、障害等級２級の方は老齢基礎年金の満額（1級，2級ともに，子がいる場合は
子への加算を追加した額）です。

（３）遺族基礎年金
国民年金の被保険者（加入者），又は被保険者（加入者）であった方が亡くな
り，その方が国民年金の保険料の納付要件を満たしていた場合に， その方によっ
て生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。
遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額（子がいる場合は子への加算を追加
した額）です。

「子」とは

 18歳になった年度の３月31日までの間にある子
 20歳未満で，障害等級が１級又は２級の障害状態にある子
 婚姻していないこと

ワンポイント
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（４）死亡一時金
老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給しないまま死亡し，その遺族が
遺族基礎年金を受給できない場合に，支給されます。
第１号被保険者としての保険料納付済期間の月数などが，36か月以上の人が
対象です。死亡一時金の額は，保険料を納めた期間と保険料を免除された期間
によって，異なります。

（５）寡婦年金
寡婦年金は，国民年金の第１号被保険者としての保険料納付済期間と保険料
免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したときに，夫の死亡当時，夫に
よって生計を維持され，かつその婚姻関係が10年以上継続している妻に，60
歳から65歳になるまでの間，支給されます。
寡婦年金の額は，夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の
４分の３です。

３ 厚生年金保険

３－１ 適用事業所３－１ 適用事業所

株式会社などの法人の事業所です。また，従業員が常時５人以上いる個人の事業所
についても，農林漁業，サービス業などの場合を除いて適用事業所の対象となります。
適用事業所で働く労働者は要件を満たせば，厚生年金保険に加入します。なお，適
用事業所でない場合であっても，従業員の半数以上が厚生年金保険に加入することに
同意し，事業主が申請して許可を受けることにより適用事業所となることができます。

３－２ 保険料３－２ 保険料

保険料は，毎月の給与（標準報酬月額）と賞与（標準賞与額）に共通の保険料率を
かけて計算され，事業主と被保険者（加入者）が半分ずつ負担します。
事業主は毎月の給料及び賞与から被保険者（加入者）負担分の保険料を差し引いて，
事業主負担分を合わせて，翌月の末日までに納めることになっています。
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３－３ 保険給付３－３ 保険給付

（１）老齢厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間があって，老齢基礎年金を受けるのに必要な期
間を満たした方が65歳になったときに，老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年
金が支給されます。
ただし，当分の間は，60歳以上で，①老齢基礎年金を受けるのに必要な資格
期間を満たしていること，②厚生年金の被保険者期間が１年以上あることによ
り受給資格を満たしている方には，特例に該当する場合や生年月日に応じて65
歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
老齢厚生年金の年金額は，標準報酬額や加入期間によって異なります。

（２）障害厚生年金
厚生年金保険に加入している間に初診日（障害の原因となった病気やけがに
ついて，初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日）のある病気やけががもと
で一定以上の障害が残り，国民年金の保険料の納付要件を満たしているときは，
障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金の等級は，１級，２級，３級があり，障害の程度によって決ま
ります。障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していなくて
も，一時金として，障害手当金が支給される場合があります。
障害厚生年金の年金額は，障害等級１級の方は老齢厚生年金の満額の1.25
倍，障害等級２級の方は老齢厚生年金の満額に，配偶者がいる場合は配偶者へ
の加算を追加した額です。

（３）遺族厚生年金
①被保険者（加入者）が死亡したとき，②被保険者（加入者）期間中の傷病
がもとで初診の日から５年以内に死亡したとき，③老齢厚生年金の受給資格期
間が25年以上ある者が死亡したとき，④１級・２級の障害厚生年金を受けるこ
とができる者が死亡したときに支給されます（①，②については，国民年金の
保険料納付要件を満たす必要があります）。
支給される方は，死亡した方によって生計が維持されていた下記の方です。
ただし，父母，孫，祖父母については，先順位の人が受給するときは支給対象
となりません。

① 配偶者（夫は55歳以上，60歳から支給。ただし，夫は遺族基礎年金
を受給中の場合に限り，遺族厚生年金も合わせて受給できます。）
② 子（18歳到達年度の年度末を経過していない方又は20歳未満で障害
年金の障害等級１級・２級の方で，かつ婚姻していないこと）
③ 父母（55歳以上，60歳から支給）
④ 孫（子と同じ要件あり）
⑤ 祖父母（55歳以上，60歳から支給）
遺族厚生年金の額は死亡した方の老齢厚生年金の額の４分の３です。
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厚生年金保険又は国民年金に６か月以上加入していた方が，年金の受給に必要な加
入期間（通算で10年間）を満たさずに帰国した場合は，日本に住所を有しなくなった
日から２年以内に脱退一時金を請求することができます。
ただし，脱退一時金を受給すると脱退一時金を請求する以前のすべての加入期間が，
日本の年金制度への加入期間ではなかったものとみなされます。このため，脱退一時
金の請求書の注意書きをよくご覧になり，将来的な年金受給を考慮した上で，脱退一
時金を請求するかどうか慎重に検討してください。
脱退一時金を受給する場合には，日本年金機構が請求書を受理した日に，日本に住
所を有していないことが必要ですので，帰国前にお住まいの市町村に転出届を提出し
てください。帰国前に日本国内から請求書を郵送などにより提出する場合は，請求書
が転出（予定）日以降に日本年金機構に到達するよう送付してください。また，脱退
一時金の支給額は，日本の年金制度に加入していた期間に応じて，36か月（３年）を
上限として計算されます。このため，複数回の在留を繰り返し，日本の年金制度への
加入期間が通算で37か月以上になる予定の方で，加入期間に応じた脱退一時金の受給
を希望される場合には，帰国の都度請求していただくことが必要になる場合がありま
す。

社会保障協定

日本と年金加入期間を通算する社会保障協定を結んでいる国の年金加入期間がある方
については，両国の年金加入期間を通算して日本や相手国の年金を受け取ることができ
る場合があります。
ただし，脱退一時金を受け取ると，脱退一時金を請求する以前のすべての加入期間が，
通算できなくなります。

４ 脱退一時金

ワンポイント
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５ 介護保険

介護保険制度は，介護を社会全体で支えることを目的に創設され，市町村が主体
となって運営しています。

５－１ 加入対象者５－１ 加入対象者

介護保険の被保険者（加入者）は，65歳以上の方（第１号被保険者）と40歳から
64歳までの医療保険加入者（第２号被保険者）となります。
外国人の方については，住民登録があって３か月を超えて適法に在留する場合，介
護保険の加入対象者となります。３か月以下の在留期間を決定された方であっても，
資料などにより３か月を超えて在留すると認められる場合は，介護保険の加入対象に
なる場合があります。

５－２ 保険料５－２ 保険料

（１）65歳以上の方
市民税の課税状況などに応じて段階別に設定されます。

（２）40歳以上65歳未満の方
ア 健康保険加入者
健康保険の保険料に上乗せして徴収されます。介護保険料は，被保険
者（加入者）と事業主で２分の１ずつ負担することになります。
イ 国民健康保険加入者

国民健康保険料に上乗せして徴収されます。

５－３ 介護サービスの利用５－３ 介護サービスの利用

介護サービスを利用するには，市町村で「要介護（要支援）認定」の申請をします。
市町村の職員などが調査・聴取りなどをし，原則として申請から30日以内に認定結果
が通知されます。
認定結果に基づき，在宅で介護サービスを利用する場合は，介護サービス計画を作
成するなどし，計画に基づいたサービスを受けることになります。

６ 児童福祉

６－１ 児童手当６－１ 児童手当

「第４章 ３－４ 児童手当」をご覧ください。
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６－２ 児童扶養手当６－２ 児童扶養手当

ひとり親家庭やこれに準ずる状態にある家庭で養育されている子供のために支給さ
れる手当です。
支給対象は，18歳以下の子供（18歳に達する日以降の最初の３月31日までの子供。
障害をもつ場合は，20歳未満）を監護する母や父，または祖父母などの養育者です。
平成31年度の支給額は，受給者などの前年の所得に応じ，子供１人について月額４
万2,910円から1万120円，２人目の子供は月額１万140円から5,070円の加算，３人
目の子供は月額6,080円から3,040円が加算されます。なお，支給額については，毎年
変動し，前年の所得が一定額以上ある方については，支給されません。詳しいことは，
お住まいの市町村でお問合せください。

６－３ 特別児童扶養手当６－３ 特別児童扶養手当

20歳未満で精神または身体に障害のある子供を家庭で監護・養育している父母など
に支給されます。
平成31年度の支給額は，障害基礎年金１級に相当する障害のある子供１人について
月額５万2,200円，障害基礎年金２級に相当する障害のある子供１人について月額３
万4,770円です。支給額については，受給者などの前年の所得が一定額以上ある方に
ついては，支給されません。なお，支給額については，毎年変動します。詳しいこと
は，お住まいの市町村にお問合せください。

６－４ 障害児福祉手当６－４ 障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害があるため，日常生活において常に介護を必要とする状
態にある20歳未満の方に支給されます。
平成31年度の支給額は，月額１人１万4,790円です。支給額については，受給者な
どの前年の所得が一定額以上ある方については，支給されません。なお，支給額につ
いては，毎年変動します。
詳しいことは，お住まいの市町村にお問合せください。

６－５ 障害児への行政サービス６－５ 障害児への行政サービス

障害のある児童のための各種サービスを利用することができます。サービスの種類
は，障害児の発達支援や,介護などがあります。詳しいことは，お住まいの市町村にお
問合せください。
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７ 障害福祉

７－１ 手帳７－１ 手帳

（１）身体障害者手帳
身体に永続する障害がある方が対象で，障害の程度によって１級（重度）か
ら６級（軽度）までに区分されます。
手帳の交付を受けると，税金の減免や交通料金の割引などの制度を利用でき
ます。

（２）療育手帳
知的な障害のある方が対象で，障害の程度によって「A」（重度）と「B」
（その他）に区分されます。
手帳の交付を受けると，税金の減免や交通料金の割引などの制度を利用でき
ます。

（３）精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため，日常生活または社会生活に制約がある方が対象で，障害の
程度によって１級から３級までに区分されます。
手帳の交付を受けると，税金の減免や交通料金の割引などの制度を利用でき
ます。

７－２ 障害者・障害児への行政サービス７－２ 障害者・障害児への行政サービス

障害のある方の日常生活や社会生活を支援するために各種サービスを利用することが
できます。
サービスの種類は，介護や，訓練への支援などがあります。詳しいことは，お住まい
の市町村にお問合せ願います。

障害児への行政サービスについては，「第７章 ６－５ 障害児への行政サービス」
をご覧ください。
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次のようなことをしていただいた上で，世帯の収入と厚生労働大臣が定める基準で
計算される最低生活費を比較して，収入が最低生活費に満たない場合に，最低生活費
から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
外国人の方については，永住者，日本人の配偶者等，永住者の配偶者等，定住者な
どの活動に制限のない方であれば，以下の要件を満たした上で，生活保護に準じた保
護の対象になる場合があります。詳しいことは，お住まいの市町村にお問合せくださ
い。

８ 生活保護

８－１ 生活保護を受けるに当たっての要件など８－１ 生活保護を受けるに当たっての要件など

（１）資産の活用
預金・貯金，生活に利用されていない土地・家屋などがある場合は，売却す
るなどし生活費に充ててください。

（２）能力の活用
働くことができる方は，その能力に応じて働いてください。

（３）他の給付など
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は，まずはそうし
た給付を活用してください。

（４）扶養義務者による扶養

８－２ 保護の種類と内容８－２ 保護の種類と内容

生活を営む上で必要な費用に対応して支給が決定されます。

生活を営む上で必要な費用 扶助の種類 支給内容
日常生活に必要な費用
（食料，衣料，光熱費等）

生活扶助 ・食費などの個人的費用
・光熱水費などの世帯共通費用
を合わせて 基準額を算出

アパートなどの家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必
要な学用品などの費用

教育扶助 定められた基準額を支給

医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払（本人負
担なし）

介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払（本人
負担なし）

出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
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９ 生活困窮者自立支援制度

生活に困窮する方の自立を支援する相談窓口があります。相談内容に応じて，就労，
家計面などの支援を受けることができます。詳しいことは，お住まいの市町村にお問
合せください。

60



税 金第８章

外国人の方であっても，一定の要件に当てはまる場合には，税金を納める必要があ
ります。例えば，日本国内で働いて得た収入があると，原則として所得税を納めなけ
ればなりません。また，１月１日現在で日本に住所がある方は，前年の所得について
課税される住民税を納めなければなりません。
また，日本に住所のない外国人の方であっても，旅行などでホテルに泊まったり，
食事をしたりすると，消費税を負担することになります。

日本の税金の分類

日本の税金は，次の２つの分類方法があります。
① どこに納めるか
国に納める税金を「国税」といいます。代表的なものに，「所得税」がありま
す。お住まいの都道府県や市町村に納める税金を「地方税」といいます。代表的
なものに，「住民税」があります。
② 誰が納めるか

税金を納める人と負担する人が同じ税金を「直接税」といいます。代表的なも
のに「所得税」や「住民税」があります。
税金を納める人と負担する人が違う税金を「間接税」といいます。代表的なも
のに「消費税」があります。

１ 所得税

所得税は，１月１日から12月31日までの１年間に生じた個人の所得にかかる税金で
す。所得税の金額は，所得の金額（収入から経費などを差し引いたもの）からいろい
ろな控除（１－３参照）を差し引いた額（課税所得金額）に税率をかけて計算します。
税率は，課税所得が多くなるほど段階的に高くなる仕組みとなっています。
（注） 2013年分から2037年分まで，東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確

保するため，復興特別所得税（各年分の所得税額の２．１％）を所得税と併せて申告・納付す
ることとされています。以下では，所得税及び復興特別所得税を「所得税など」といいます。

ワンポイント
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１－１ 納税義務者と課税の対象となる所得の範囲１－１ 納税義務者と課税の対象となる所得の範囲

居住形態の区分に応じて，課税の対象となる所得の範囲が異なります。
（１）居住者

「居住者」とは，日本国内に「住所」がある個人，または，現在まで引き続
き１年以上「居所」がある個人のことをいいます。（２）に掲げる「非永住
者」以外の居住者については，国外源泉所得を含む全ての所得が課税の対象と
なります。
（注）「住所」とは，個人の生活の本拠をいい，生活の本拠であるかどうかは，客観的事

実（日本での職業を有しているかどうか，配偶者その他の生計を一にする親族が日本
に住んでいるかどうかなど）によって判定します。
「居所」とは，人が相当期間継続して居住する場所であるが，生活の本拠という程

度には至らないものをいいます。
（２）非永住者

「居住者」のうち，日本の国籍を有しておらず，かつ，過去10年以内にお
いて国内に住所又は居所を有していた期間の合計が５年以下である方を「非永
住者」といいます。
非永住者については，①国外源泉所得以外の所得と，②国外源泉所得で，国
内において支払われたもの又は国外から送金されたものが課税の対象となりま
す。

（３）非居住者
「居住者」以外の個人を「非居住者」といいます。
非居住者については，日本国内で行う勤務に起因する給与や，日本国内での
人的役務の提供に起因する報酬などの，国内源泉所得のみが課税の対象となり
ます。

１－２ 確定申告１－２ 確定申告

日本の所得税は，その年に生じた所得のうち，居住形態の区分に応じた課税される所得
について，所得の金額とそれに対する所得税などの額を自ら計算して，申告期限までに税
務署に確定申告書を提出し，源泉徴収（１－４参照）された税金などとの過不足を精算す
る手続を採用しています。この手続を確定申告といいます。
（１）確定申告が必要な方

給与の支払を受けている方については，その大部分は，所得税などが源泉徴
収（１－４参照）された後，年末調整（１－５参照）によって精算されるため，
確定申告は不要です。
ただし，次のような方は，確定申告を行う必要があります。
・ 給与の収入金額が2,000万円を超える方
・ 給与の支払を１か所から受けていて，かつ，その給与の全部が源泉徴収の
対象となる場合において，給与所得や退職所得以外の所得の金額の合計額が
20万円を超える方
・ ２か所以上から給与の支払を受けていて，かつ，その給与の全部が源泉徴
収の対象となる場合において，年末調整をされなかった給与の収入金額と，
給与所得や退職所得以外の所得との金額の合計額が20万円を超える方
・ 在日の外国公館に勤務する方や，家事使用人の方などで，給与の支払
を受ける際に所得税などを源泉徴収されないこととなっている方
・ 海外において給与の支払を受けている方 など
また，給与以外の，事業や株取引などにより所得を得ており，所得税の計算の結
果，税金がかかる方も確定申告を行う必要があります。
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（２）確定申告をすれば税金が戻る方
所得税などの計算の結果，所得控除（１－３参照）などの適用によって，源
泉徴収（１－４参照）された税金などが納め過ぎになっている場合には，還付
を受けるための確定申告により税金が還付されます。
なお，源泉徴収などによって納め過ぎた税金がない場合には，還付される税
金はありません。

（３）日本から出国する場合
出国とは，「納税管理人の届出書」（納税者に代わって手続を行う人を選任
するための届出書）を提出しないで，日本に住所及び居所を有しないこととな
ることをいいます。そのような場合，出国前に，その年の給与について年末調
整（１－５参照）を受けることとなります。ただし，（１）のように確定申告
が必要となる場合には，出国前に確定申告及び納税を行う必要があります。
なお，出国した後で，確定申告や納税などの手続を行う必要がある場合には，
日本国内に居住する納税管理人を選任して，「納税管理人の届出書」を所轄税
務署に提出してください。

（４）確定申告及び納税の期限
各年分の所得税などについて，確定申告の相談及び申告書の受付は，翌年の
２月16日から３月15日までです。
ただし，税務署の閉庁日（土・日曜・祝日等）は，原則として，税務署での
相談及び申告書の受付は行っておりません。
また，還付申告書は，２月15日以前でも提出することができます。
なお，所得税等の確定申告分の納期限は，３月15日です。
※ これらの期限が，土・日曜・祝日などに当たる場合は，これらの日の翌日が期限となり
ます。

１－３ 主な控除１－３ 主な控除

所得税には，所得控除の制度があります。
これは，課税所得金額を計算するときに各納税者の個人の事情を考慮するもので
す。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には，各種所得の金額の合計額から各
種所得控除の金額の合計額を差し引きます。
所得税額は，その残りの金額（課税所得金額）を基礎として計算します。
なお，納税者が非居住者（１－１参照）である場合には，適用できる控除の種類が
限定されます。
（１）基礎控除

基礎控除は，一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく，一
律に適用され，その額は38万円です。

（２）扶養控除
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には，一定の金
額の所得控除を受けることができます。
なお，非居住者である親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には，その親
族に係る一定の書類を確定申告書に添付し，又は確定申告書の提出の際に提示
する必要があります。
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（３）配偶者控除又は配偶者特別控除
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には，一定の金額の所得控
除を受けることができます。
控除対象配偶者とは，民法の規定による配偶者であること（内縁関係の人は
該当しません。），配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること，控
除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどの要件に
当てはまる人をいいます。
また，配偶者に38万円を超える合計所得金額がある場合でも，配偶者の合計
所得金額に応じて，一定の金額の所得控除を受けることができる場合がありま
す。
この場合の要件は，民法の規定による配偶者であること（内縁関係の人は該
当しません。），配偶者の年間の合計所得金額が38万円を超えて123万円以下
であること，控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万
円以下であることなどです。
なお，非居住者である配偶者について配偶者控除又は配偶者特別控除の適用
を受ける場合には，一定の書類を確定申告書に添付し，又は確定申告書の提出
の際に提示する必要があります。

（４）社会保険料控除
納税者が，自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担す
べき社会保険料を支払った場合には，その支払った金額について所得控除を受
けることができます。
この控除の対象となる社会保険料は，健康保険・国民年金・厚生年金保険な
どの保険料で被保険者として負担するもの，国民健康保険の保険料，雇用保険
の被保険者として負担する労働保険料などです。

（５）生命保険料控除
納税者が一定の生命保険料，介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った
場合には，一定の金額の所得控除を受けることができます。

（６）医療費控除
納税者が，自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
医療費を支払った場合において，その支払った医療費が一定額を超えるとき
は，その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができま
す。

１－４ 源泉徴収１－４ 源泉徴収

雇用主（給与の支払者）から給与の支払を受ける際には，その給与から所得税など
が差し引かれる（源泉徴収される）ことになります。
また，居住者は毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の扶養
控除等申告書」を給与の支払者に提出しなければなりません。
なお，その年において支払の確定した給与について，給与の支払者から，その支払
金額や源泉徴収された所得税などの金額を記載した「源泉徴収票」が翌年の１月31日
までに給与の支払を受ける人に交付されることとなっています。
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１－５ 年末調整１－５ 年末調整

居住者は，その年最後に給与の支払を受ける際に，給与の支払者により源泉徴収さ
れた所得税などの年間の合計額と，年間の給与の総額について納めなければならない
所得税などの額（年税額）との差額の精算が行われます。この手続を年末調整といい
ます。
この年末調整の際に，配偶者控除や保険料控除などの適用を受けようとする場合に
は，所定の申告書を給与の支払者に提出しなければなりません。
なお，給与の支払を受ける人の大部分は，この年末調整により所得税などの精算が
行われますので，確定申告（１－２参照）をする必要はありません。

１－６ その他１－６ その他

（１）租税条約による特例
出身国と日本との間で租税条約が締結されている場合には，所得税などが軽
減又は免除されることがあります。この所得税などの軽減又は免除を受けよう
とする場合には，所定の届出書などを所得の支払者を経由して税務署に提出す
る必要があります。

（２）国税の納付
確定申告により所得税などの納付が必要になった場合など，国税を納付する
場合には，税務署から納付に関する通知などはなく，期限までに納税者自身で
納付する必要がありますので，ご注意ください。

２ 住民税

２－１ 住民税とは２－１ 住民税とは

住民税は，住んでいる都道府県と市町村に納める税金のことで，１月１日現在で日
本に住所のある方は，住民税の対象となります。
都道府県民税と市町村民税の２つを合わせたものを「住民税」といい，一括して市
町村に納めます。
住民税は，住民に定額の負担を求めるもの（均等割）と前年の所得の額に応じて負
担を求めるもの（所得割）などがあります。所得割の税額の計算は所得税と同様の仕
組みとなっています。

２－２ 住民税の納付２－２ 住民税の納付

（１）普通徴収
市町村が送付する納税通知書によって，年間の税金を４回に分けて納めます。

（２）特別徴収
事業主（給与支払者）が，所得税の源泉徴収と同じように，従業員（納税
者）に代わって，毎月従業員に支払う給与から住民税を差し引いて納めます。
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２－３ 日本から出国する場合２－３ 日本から出国する場合

住民税は，前年の所得に対して，１月１日現在で住所のある市町村で課税されますの
で，年度の途中に日本から海外へ転出しても，その年度の住民税は納める必要がありま
す。日本から出国するまでの間，勤務先が支払う給与から住民税が徴収されていた場合
には，最後の給与から未納分の税金を一括して徴収してもらう方法（一括徴収）があり
ます。
また，日本から出国するまでに住民税を納めることができなかった場合は，出国する
前に日本に住んでいる方を「納税管理人（納税者に代わって税金を納める人）」として
定めてお住まいの市町村に届け出てください。未納分の税金については，納税管理人に
通知されます。

３ その他の税金

３－１ 消費税・地方消費税３－１ 消費税・地方消費税

消費税は，商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金で，商品を購入したり，
サービスの提供を受ける消費者が負担し，事業者が納税します。
消費税（地方消費税を含みます。）の税率は８％です。また，2019年10月より，
税率が10％に引き上げられると同時に軽減税率制度が実施され，お酒・外食を除く飲
食料品の購入と定期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞の購入について
は，８％の軽減税率が適用されます。
なお，日本国内には外国人の旅行者などが免税で商品を購入できる店（消費税免税
店）がありますが，日本に住んでいる外国人の方は，免税で購入することはできませ
ん。

３－２ 国際観光旅客税３－２ 国際観光旅客税

国際観光旅客税は，原則として，船舶又は航空会社が，チケット代金に上乗せする
などの方法で，日本から出国する方（旅客）から徴収し，国に納付する税金です。日
本から出国する目的を問わず，出国１回につき1,000円が課されます。
（注） ここでいう「出国」とは，本邦（領海・領空）から外に出ることをいいます。

３－３ 自動車重量税３－３ 自動車重量税

自動車重量税は，車検などの際に自動車の重量などに応じて課税される税金です。
税額は，自動車の種類や重量によって違います。例えば，新車の自家用乗用（1.5t，
車検３年）の場合，税額は３万6,900円です。
また，環境性能（排ガス性能や燃費性能）に優れた自動車の普及を促す観点から，
一定の環境性能を満たした自動車について，自動車重量税を減免する特例（エコカー
減税）が設けられています。
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３－４ 自動車取得税３－４ 自動車取得税

自動車取得税は、自動車や軽自動車の購入などをした際に、それらの取得価額に応
じて課される税金です。税率は、自動車の種類や用途によって異なり、３％又は２％
です。
また，環境性能（排ガス性能や燃費性能）に優れた自動車の普及を促す観点から，
一定の環境性能を満たした自動車について，自動車取得税を軽減する特例（エコカー
減税）が設けられています。
なお、2019年10月１日以降は、自動車取得税が廃止され、自動車税及び軽自動車
税のそれぞれに環境性能に応じて税率を決定する環境性能割が導入されます。

３－５ 自動車税３－５ 自動車税

自動車を所有している方に課される税金で，４月１日現在で普通自動車などを所有
している方が５月中に都道府県に納めます。
税額は，所有している自動車の排気量によって異なります。
また，環境性能（排ガス性能や燃費性能）に優れた自動車の普及を促す観点から，
一定の環境性能を満たした自動車について，自動車を取得した翌年度の税率を軽減し、
又は、初回新規登録から一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例（グリーン
化特例）が設けられています。

３－６ 軽自動車税３－６ 軽自動車税

軽自動車や原動機付自転車などを所有している方に課される税金で，４月１日現在
で軽自動車などを所有している方が４月中に市町村に対して納めます。
税額は，所有している軽自動車などの排気量によって異なります。
また，環境性能（排ガス性能や燃費性能）に優れた自動車の普及を促す観点から，
一定の環境性能を満たした自動車について，軽自動車を取得した翌年度の税率を軽減
し（グリーン化特例（軽課））、又は、最初の新規検査から一定年数を経過した軽自
動車の税率を重くする特例（経年車重課）が設けられています。

３－７ 固定資産税３－７ 固定資産税

毎年１月１日現在で，土地，家屋，償却資産を所有している方が，これらの資産の
価格を基に算定された税額を資産が所在する市町村に納めます。
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４ 税金に関する問合せ先

４－１ 国税に関する問合せ先４－１ 国税に関する問合せ先

（１）電話相談センター
国税に関する一般的な相談について，次の「電話相談センター」で英語による
相談を集中的に受け付けています。
・ 東京国税局電話相談センター 03-3821-9070
・ 大阪国税局電話相談センター（代表番号から転送） 06-6941-5331
・ 名古屋国税局電話相談センター 052-971-2059

（２）タックスアンサー（よくある質問）
よくある税の質問に対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べることができ
ます。

https://www.nta.go.jp/english/taxes/index.htm

（３）国税庁ホームページのご案内
国税に関する申告・納税などに役立つ情報を提供しています。
https://www.nta.go.jp/english/index.htm

４－２ 地方税に関する問合せ先４－２ 地方税に関する問合せ先

各都道府県、各市町村にお問合せください。
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交 通第９章

１ 交通ルール

１－１ 歩くときに心がけるべきこと１－１ 歩くときに心がけるべきこと

（１）通行するところ
○ 人は右，車は左の対面通行が基本

・ 道路の右端を通行します。
・ 歩道や路側帯があるときは，そこを通ります。

（２）横断の方法
○ 安全な場所を横断
・ 信号機のある場所や横断歩道，横断歩道橋，横断用地下道が近くにあ
るところでは，そこを横断します。
・ 「歩行者横断禁止」の標識があるところは，
絶対に横断してはいけません。

○ 信号機の意味
・ 青色の灯火：進めます。
・ 黄色の灯火・青色の灯火の点滅

横断を始めてはいけません。横断中なら速やかに横断するか，横断を
やめて引き返します。
・ 赤色の灯火：横断してはいけません。
・ 押しボタン式信号機の場合

ボタンを押して，青信号に変わったのを見てから横断します。
○ 信号機のない場所を横断するとき
・ 右・左がよく見渡せるところで，横断します。
・ 渡る前に一度立ち止まり，右・左をよく見て車が来ていないか確かめ
ます。車が近づいてくるときには，車が通り過ぎるまで待ちます。
・ 横断中も車が来ないか確かめながら，まっすぐ進みます。斜めに横断
してはいけません。

○ 踏切の通り方
・ 踏切の手前で必ず立ち止まり，右・左の安全を確かめます。
・ 警報機が鳴っているときや遮断機が下り始めてからは，絶対に踏切に
入ってはいけません。

「歩行者横断禁止」標識

道路は、多くの人や車が通行します。安全、円滑に通行できるように交通規則を守
り、交通マナーを実践することは社会人としての義務です。

69



１－２ 自転車に乗るときに心がけるべきこと１－２ 自転車に乗るときに心がけるべきこと

（１）自転車の通行ルール「自転車安全利用五則」の遵守
○ 第１則：自転車は車道が原則，歩道は例外
・ 自転車は車両であり，原則として車道を通行します。
・ 自転車道があるところでは，自転車道を通行します。
・ 歩道通行可を示す標識などがある歩道は，

自転車で通行することができます。
・ 13歳未満の子供，70歳以上の高齢者，体の不自
由な人は，歩道を自転車で通行することができます。

※ 著しく自動車などの交通量が多く，かつ，車道の幅が狭いなどのために，追越しをし
ようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など，やむを得ないと認められる
ときは，例外として歩道を通行することができます。

○ 第２則：自転車は左側を通行
・ 道路の路側帯を通行することができますが、歩行者の通
行を妨げてはいけません。

○ 第３則：歩道は歩行者優先で，車道寄りを徐行
・ 歩道を通行するときは，車道寄りをすぐに停止できる速度で徐行し
て進行しなければなりません。
・ 歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は，一時停止しなければな
りません。

○ 第４則：安全ルールを守る
・ 飲酒運転は禁止
・ 二人乗りは禁止
・ 並進は禁止
・ 夜間はライトを点灯
・ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

○ 第５則：子供はヘルメットを着用
子供の保護者は，13歳未満の子供が自転車を運転するときや，６歳未満
の幼児を幼児用座席に乗せるときは，子供に乗車用ヘルメットをかぶらせ
るようにしましょう。
○ その他のルール

・ 運転中に傘をさしたり、スマートフォンの通話・操作はやめましょ
う。
・ 対人損害保険等の自転車事故の損害補償のため、保険へ加入しまし
ょう

歩道通行可を示す標識

（３）夜間に道路を歩くとき
○ 明るい色の服装と反射材の着用
夜間に道路を歩くときは、白や黄色の明るい色の服装にするとともに、
反射材用品やLEDライトを体や持ち物につけ、車からよく見えるように
しましょう
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（２）交差点の通り方
○ 右折するとき

・ 信号機があるとき
青信号で，交差点の左側に沿って向こう側の角まで直進し，止まって
向きを変えます。対面する信号が青色になってから，前後左右の安全を
確認して直進します。
・ 信号機がないとき
後ろの安全を確かめ，道路の左端に沿って向こう側まで直進し，安全
を確かめて右に曲がり直進します。

○ 左折するとき
左折した先の道路を横断中の歩行者の通行を妨げないようにしましょう。

○ 一時停止標識がある場所など
「一時停止」標識があるところでは，必ず一時
停止をして，右・左の安全を確かめて進行します。
見通しの悪い交差点を通行したり，広い通りを横断するときも，一時停止
きも，一時停止をして安全を確かめましょう。
○ 自転車横断帯がある場所

交差点やその近くに自転車横断帯がある場合
は，そこを通行します。

「一時停止」標識

「自転車横断帯」標示

１－３ 自動車を運転するとき１－３ 自動車を運転するとき

・ 自動車を運転するには，運転免許を受けなくてはなりません。
また、違反行為や交通事故を起こしたりした際に警察官から提示を求められた場
合には，運転免許証を提示してください。
・ 道路の左側を通行してください。
・ 歩行者や自転車のそばを通るときは，安全な間隔を開けたり，徐行しなければな
りません。
・ お酒を飲んだら，絶対に自動車を運転してはいけません。

また，お酒を飲んだ人に自動車を貸すこと，自動車を運転する人にお酒を勧める
こと，お酒を飲んだ人に運転を頼むこともしてはいけません。
・ 自動車を運転するときは，シートベルトを着用しなければなりません。また，同
乗者もシートベルトを着用してください。
・ ６歳未満の子供は，チャイルドシートを使用しなければなりません。
・ 自動車を運転するときは，携帯電話・スマートフォンでの通話・操作はしない
でください。
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２ 運転免許

日本で自動車（バイクを含む）や原動機付自転車を運転する方法は次の３つです。
・ 日本の運転免許の取得
・ 国際運転免許証による運転
・ 外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付した運転

※ モペットなど，原動機付自転車も，運転免許が必要です。

２－１ 日本の運転免許の取得２－１ 日本の運転免許の取得

日本の運転免許を取得する方法は，
・ 外国の運転免許から日本の運転免許への切替え
・ 通常の運転免許試験による取得

の２つがあります。
（１）外国の運転免許から日本の運転免許への切替

外国の運転免許を持っている方は，その免許で運転することができる自動車
などの日本の免許を，運転免許試験の一部免除により取得することができる場
合があります。
運転についての必要な知識，運転に関する技能等を確認し，運転することに
支障がないと認められた場合には，免許試験の一部（学科試験，技能試験）が
免除されます。ただし，外国の免許を受けてから，その国に３か月以上滞在し
ていたことが条件になりますので，出入国の証印があるパスポートなど滞在期
間を証明する資料が必要となります。
申請に必要な書類などは，都道府県警察により異なる場合があるので，詳し

いことは，申請する都道府県警察の運転免許センターなどにお問合せくださ
い。
なお，国際運転免許証から日本の運転免許証への切替えはできません。

（２）通常の運転免許試験により日本の運転免許を取得する方法
運転免許試験場などで技能試験，学科試験，適性試験を受けて合格する必要
があります。
ただし，自動車学校（指定自動車教習所）で勉強をして，卒業すると，技能
試験が免除されます。直接，運転免許試験場に行って技能試験と学科試験を受
けて運転免許を取得することもできますが，教習所に通ってから運転免許を取
得するのが一般的です。

２－２ 国際運転免許証による運転２－２ 国際運転免許証による運転

日本に上陸後最長１年間，ジュネーブ条約（1949年９月19日に署名された道路交通
に関する条約）に定められた様式に合致した国際運転免許証を所持することで運転で
きます（ジュネーブ条約締約国などについては、次のワンポイントを参照してくださ
い。）。この場合，国際運転免許証を使って日本で自動車などを運転できるのは，日
本に上陸してから１年間又は所持する国際運転免許証の有効期間（発給の日から１年
間）のどちらか短い期間となります。住民基本台帳に登録されている外国人の方につ
いては，次のワンポイントを参照してください。
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ポイント

平成31年３月１日現在

アイスランド コートジボワール ドミニカ共和国 ベルギー

アイルランド コンゴ トリニダード・トバゴ ボツワナ

アメリカ合衆国 コンゴ民主共和国 トルコ ポーランド

アラブ首長国連邦 サンマリノ ナイジェリア ポルトガル

アルジェリア シエラレオネ ナミビア マダガスカル

アルゼンチン ジャマイカ ニジェール マラウイ

アルバニア ジョージア 日本 マリ

イスラエル シリア ニュージーランド マルタ

イタリア シンガポール ノルウェー マレーシア

インド ジンバブエ ハイチ 南アフリカ

ウガンダ スウェーデン バチカン モナコ

英国 スペイン パプアニューギニア モロッコ

エクアドル スリランカ パラグアイ モンテネグロ

エジプト スロバキア バルバドス ヨルダン

オーストラリア スロべニア ハンガリー ラオス人民共和国

オーストリア セネガル バングラデシュ リトアニア

オランダ セルビア フィジー ルクセンブルク

ガーナ タイ フィリピン ルーマニア

カナダ 大韓民国 フィンランド ルワンダ

カンボジア チェコ共和国 フランス レソト

キプロス 中央アフリカ共和国 ブルガリア レバノン

キューバ チュニジア ブルキナファソ ロシア連邦

ギリシャ チリ ベナン

キルギス デンマーク ベネズエラ

グアテマラ トーゴ ペルー

香港 マカオ
フランスの海外領土
（フランス領ポリネシア等）

アルバ

キュラソー島 シント・マールテン ケイマン諸島 マン島

ガーンジー ジャージー ジブラルタル
アメリカ合衆国の海外領土
（グアム、プエルトリコ等）

  ※　締約国等であっても、ジュネーブ条約の様式に合致した国際運転免許証を発給していない国等があります
　　のでご注意ください。

ジ

ュ
ネ
ー

ブ
条
約
締
約
国

ジュネーブ条約締約国等一覧

特
別
行
政
区
等
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国際運転免許証の有効期間

住民基本台帳に登録されている外国人の方は，
① 日本から出国し，外国で３か月以上滞在し，日本に再入国した場合

再入国により上陸した日から１年間又は所持する国際運転免許証の有効期間
（発給の日から１年間）のいずれか短い期間，運転することができます。
② 日本から出国し，外国での滞在が３か月未満で日本に再入国した場合

再入国により上陸した日は，１年間の起算日には当たりません。したがって，
最初に上陸した日から１年間又は所持する国際運転免許証の有効期間（発給の日
から１年間）のいずれか短い期間，運転することができます。

２－３ 外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付した運転２－３ 外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付した運転

エストニア，スイス，ドイツ，フランス，ベルギー，モナコ，台湾の運転免許証を所
持する方は，当該運転免許証に日本語の翻訳文（※）を添付することにより当該運転免
許証で運転することができることとされている自動車を日本で運転することができます。
運転できる期間は，日本に上陸した日から１年間，または外国の運転免許証の有効期
間の末日のいずれか早い日までです。ただし，住民基本台帳に記録されている方が日本
から出国し，外国での滞在が３か月未満のときの運転することができる期間は，「国際
運転免許証」の項のワンポイントで記載した期間となります。
※ 日本語の翻訳文を作成する者として認められるのは，次のとおりです。

・ 運転免許証の発給機関，その国の在日大使館・領事館等
・ 日本の国家公安委員会が認めた外国などの法人・その他の者（台湾の運転免許証に関して
は，台湾日本関係協会）

・ 日本の国家公安委員会が運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することが
できると認めた法人（一般社団法人日本自動車連盟（JAF））

２－４ 日本の運転免許証の更新など２－４ 日本の運転免許証の更新など

（１）運転免許証の更新
運転免許証には有効期間があります。運転免許証の更新が必要な方には，運転
免許証に記載の住所に更新手続に必要な事項が書いてあるはがきが届きます。こ
のはがきに書いてある期間内に運転免許証の更新手続をしてください。更新を受
けず，免許が失効した方は運転をすることができません。

（２）運転免許証の住所などの変更
運転免許証に書かれている氏名，住所などに変更があった場合は，最寄りの警
察署などで変更手続を行ってください。必要な書類など，詳しいことは最寄りの
警察署などにお問合せください。

ワンポイント
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２－５ 運転免許の点数制度２－５ 運転免許の点数制度

交通違反や交通事故を起こした場合，一定の点数が付き，その過去３年間の合計点数
に応じて免許の停止や取消しなどの処分を受けることがあります。

３ 自動車の保有

３－１ 自動車の登録３－１ 自動車の登録

登録を受けていない自動車は，公道を走ることができません。
自動車を使用する際は，登録をする必要があります。
登録を受けている自動車の所有者の氏名，住所などに変更があった場合は，変更登
録が必要になります。
自動車の売買などにより名義を変更する場合は，移転登録の手続が必要になりま
す。
登録を受けている自動車の解体をした場合，または自動車を輸出する場合は，抹消
登録の手続が必要になります。
いずれの手続も，運輸支局などで行いますので，詳しいことは，お近くの運輸支局
などにお問合せください。

３－２ 車庫証明３－２ 車庫証明

自動車を保有するに当たっては，自動車の保有者は自動車の保管場所を確保する必
要があります。
そのため，自動車を購入したときや，引越しなどで住所を変更した場合などに，自
動車の登録をする手続の際に保管場所として確保した場所の位置を管轄する警察署長
から，自動車の保管場所証明書（車庫証明書）の交付を受ける必要があります。
軽自動車については，保管場所の位置を管轄する警察署長への届出の必要がありま
す。
なお，こうした手続が必要となるのは，軽自動車は特別区（東京都の23区のことを
いう。以下同じ。），一部の市です。それ以外の自動車は特別区，市，町，一部の村
です。
詳しい車庫証明書の交付手続は，保管場所（駐車場）の位置を管轄する警察署にお
問合せください。
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３－３ 自動車の検査３－３ 自動車の検査

自動車を検査し登録することにより，自動車の安全確保・公害の防止が図られると
ともに，個々の自動車の識別が可能となり，所有や使用の実態が制度的に把握するこ
とができます。
そこで，個々の自動車が安全や環境の基準に適しているかどうかを，国が一定期間
ごとにチェックするのが自動車の検査（車検）です。この検査に合格し，有効な自動
車検査証（車検証）の交付を受けないと，自動車を運行させることはできません。
この検査は，整備工場に点検整備とともに検査手続を依頼する方法と，ユーザー自
身が検査手続を行う方法があります。
詳しい手続や費用などについては，お近くの運輸支局などにお問合せください。

３－４ 自動車の保険３－４ 自動車の保険

（１）自賠責保険（共済）
自賠責保険（共済）は，交通事故による被害者を救済するため，加害者が負
うべき経済的負担を補てんすることで，基本的な対人賠償を確保することを目
的としており，原動機付自転車（原付）を含むすべての自動車に加入が義務付
けられています。
自賠責保険（共済）に加入していない場合は，自動車などを運転することは
できず，運転した場合は違法となり，もし，人身事故を起こした場合は多額の
損害賠償金を自分で払わなければなりません。
自賠責保険（共済）は，保険会社（組合）の支店などをはじめ，クルマやバ
イクの販売店などで取り扱っています。
また，原付や軽二輪については，郵便局（一部取扱いのない局もあります）
でも手続ができるほか，一部の保険会社（組合）では，インターネットやコン
ビニエンスストアでも手続ができます。

（２）任意保険（共済）
自賠責保険（共済）は，自動車などの運行で人を死傷させた場合の事故によ
る損害について支払われる保険で，物損事故は対象になりません。
また，被害者１人ごとの支払限度額が定められています。そこで，自賠責保
険（共済）の対象とならない物損事故（他人の物を壊すなどの事故），車両損
害（自動車を盗まれるなどの事故），事故の賠償額が自賠責保険（共済）の支
払限度額を超える人への損害などに対して支払われる任意保険（共済）があり
ます。
任意保険（共済）は，民間の保険会社（組合）などで加入しますが，補償範
囲・補償額，加入金額など様々です。
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４ 交通事故が発生した場合の対応

① 車両の運転の停止
直ちに車両の運転をやめてください。
他の交通の妨げにならないように，車両を路肩や空き地などの安全な場所に移動
させます。
② 救急・警察への通報

負傷者がいる場合は，救急車（電話番号：１１９番）を呼びます。救急車が来る
までは，負傷者を不必要に動かさず，オペレーターの指示に従い，止血などできる
範囲の救護措置をしてください。
負傷者がいるかいないかにかかわらず，警察（電話番号：１１０番）に通報する
必要があります。警察官が来るまで，事故現場から立ち去ってはいけません。
警察官が到着したら，事故の状況を報告し，現場の確認をしてもらいます。

③ 医師の診断
事故発生時には，けがをしていない，軽傷などと思っていても，後に重いけがで
あったことがわかる場合があります。速やかに医師の診断を受けておくのがよいで
しょう。
④ 交通事故証明書の交付

交通事故に遭ったことを公に証明する文書として，自動車安全運転センターが発
行する「交通事故証明書」があります。
交通事故直後には必要でなくても，後々，様々な支援を受けるための手続に必要
になることがあるので，この証明書を取得しておくのがよいでしょう。
なお，警察に届出をしていない事故については，証明書が交付されないので，事
故の発生を必ず警察に届けてください。
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緊 急・災 害第10章

１ 緊急のときの電話

１－１ 急病・けが，火事など（１１９番）１－１ 急病・けが，火事など（１１９番）

急病・けが，火事のときは，１１９番に電話をかけてください。
電話をかけると，オペレーターが「火事ですか。救急ですか。」と尋ねます。「火

事」か，急病・けがのために「救急車」を呼びたいのか，はっきりと回答してくださ
い。あわせて，火事の現場，または，救急車に来てもらいたい場所や目印，あなたの
名前と連絡先を伝えてください。また，急病・けがの場合は，具合の悪い方の症状と
年齢を伝えてください。

（訪日外国人のための救急車利用ガイド：
https://www.fdma.go.jp/html/life/gaikokujin_kyukyusya_guide/index.html)

１－２ 交通事故・犯罪被害（１１０番）１－２ 交通事故・犯罪被害（１１０番）

交通事故や犯罪に遭ったときなどは，１１０番に電話をかけて警察に通報してくだ
さい。

電話をかけると，オペレーターが対応するので，いつ，どこで，何が起こったかを
できるだけ正確に伝えるとともに，あなたの名前と連絡先も伝えてください。

自分で電話をかけることができないときは，近くにいる人に助けを求めてください。

２ 台風・集中豪雨

日本では，季節の変わり目には南の暖かい空気と北の冷たい空気の境界線（前線）
が日本の上空に停滞してしばしば大雨を降らせます。

日本では，台風や前線を伴った低気圧が日本付近を通過するときに広い範囲で大雨
となります。さらに，地形の影響などにより，強い上昇気流によって高さが10㎞を超
えるような発達した雲（積乱雲）が同じ場所で次々に発生・発達することで，同じ様
な場所で大雨が降り続くこと（集中豪雨）も起こります。

こうした大雨によって土砂災害や洪水が発生し，大きな被害をもたらすことがある
ので，注意する必要があります。

２－１ 土砂災害２－１ 土砂災害

降雨などによる土砂の移動が原因となる災害（土砂災害）は，建物に壊滅的な被害
を及ぼし，一瞬のうちに尊い命を奪ってしまうことがあります。まずは，地方公共団
体が作成しているハザードマップなどで土砂災害のおそれがある箇所を予め確認して
ください。

雨が降り出したら，大雨に関して地域の気象台から発表される注意報や警報を自主
避難の判断に活用してください。また，お住まいの市町村から避難勧告などの発表が
あったときは，速やかに避難行動をとってください。
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２－２ 河川の氾濫２－２ 河川の氾濫

大雨などにより，河川を流れる水の量が異常に増加して水があふれること（洪水）
によって，河川が氾濫したり，川沿いの建物が浸水したり，人が流されることもあり，
命が奪われることがあります。河川の氾濫で危険が及ぶ範囲については，ハザード
マップなどで予め確認してください。ただし，地形や建物の構造などによっては，建
物の中へ待避していても，危険が及ぶことがあります。

大雨に関して発表される注意報や警報に注意し，お住まいの市町村から避難勧告な
どの発表があったときは，速やかに避難行動をとってください。

２－３ 防災のための気象情報の入手２－３ 防災のための気象情報の入手

日本の気象庁では，防災のための気象情報を地方公共団体などに直ちに伝えています。
また，テレビ，ラジオ，インターネットなどを通じて広く伝えています。

大雨特別警報

大雨特別警報は，台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され
る場合や，数十年に一度の強い台風などにより大雨になると予想される場合に発表され
ます。

大雨特別警報が発表された場合，これまでに経験したことのないような重大な災害が
既に発生していてもおかしくない状況です。

危険度分布

大雨警報や洪水警報の危険度分布は自分がいる場所の浸水害・土砂災害・洪水害の危
険度の高まりを地図上で色分けして10分ごとに更新して示す情報です。お住まいの地域
で警報や注意報が発表されたと見聞きした場合は，携帯端末などで身の回りの危険度が
高まっている場所を確認し，早めの避難などの対応に活かしましょう。

ワンポイント

ワンポイント
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３ 地 震

日本周辺では，海のプレートである太平洋プレート，フィリピン海プレートが陸の
プレート（北米プレートやユーラシアプレート）の下に沈み込んでいます。このため，
日本周辺では，複数のプレートによって複雑な力がかかっており，世界でも有数の地
震多発地帯となっています。

３－１ マグニチュードと地震３－１ マグニチュードと地震

マグニチュードは，地震そのものの大きさ（規模）をあらわします。マグニチュー
ドの値が１大きくなると，エネルギーは約32倍に，マグニチュードの値が２大きくな
ると，エネルギーは約1,000倍になるという関係があります。

震度は，ある場所での地震による揺れの強さを表します。日本では，震度を10段階
で表します。

３－２ 地震への備え３－２ 地震への備え

地震などによる被害を最小限に抑えるには，国や都道府県などの行政機関による救
助・援助だけでは限界があることから，自分の身を自分の努力で守ることや，近隣の
人々が助け合うことが重要です。そこで，次のようなことを普段から心がけ，地震が
発生した際には適切な行動ができるようにしておくことが大切です。
 あわてずに行動できるように，日頃から避難場所などについて家族と話し合って

おくこと
 地域のみなさんが助け合って災害を防ぐことができるよう，防災訓練などに積極

的に参加し，身の守り方，火を出さない方法や消火の仕方，応急手当の仕方など基
本的な防災知識の習得

 救助や支援を受けることができるまでの食料や飲料水，けがの応急手当をするた
めの救急薬品などの準備（最低３日間，推奨１週間）

 家具類が倒れたり移動したりする場合に備えて，家具類などの固定をしてくださ
い。万が一，倒れたり移動してしまったりした場合に備えて，家具類の配置に気を
つけてください。

３－３ 地震が発生したときの行動３－３ 地震が発生したときの行動

地震が発生したら，落ち着いて行動してください。どのように行動するかは，地震
が発生したときにいる場所によって違ってきますので，次のような点について注意し
てください。

（１）落ち着いた行動
・ 家や建物の中にいる場合

揺れによる落下物から頭を守るため，丈夫な机やテーブルなどに身を隠
し，揺れが収まるまで待ってください。

・ 外出している場合
建物の近くにいると，看板や建物の壁や窓ガラスが落ちてくる可能性が

あるので，カバンなどで頭を守り，安全な場所に避難してください。
・ 車に乗っている場合

揺れを感じたら，あわてずに車を道路の左側に停車させてエンジンを止
めた上で，キーをつけたまま歩いて安全な場所へ避難してください。
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（２）火の始末
地震により火災が発生するとさらに被害が大きくなります。
揺れが収まったら，台所やストーブなどの火は消してください。もし出火し

た場合は，消火器具などでできるだけ消火してください。
また，地震の後は，ガス漏れが起きている可能性があるので，火はつけない

ようにしてください。
（３）安全な場所への避難

地震によって家屋が倒れたり，火災の発生による危険が生じることがありま
す。また，山のそばなどでは，がけ崩れが起こる可能性があるので，揺れが収
まったら，速やかにお住まいの市町村が指定している避難場所へ避難してくだ
さい。

（４）近所との協力，助け合い
災害が発生したときは，近所の人たちとの助け合いが大切です。特に，一人

暮らしの老人や体の不自由な人などに声をかけ，協力して助け合いましょう。
（５）正確な情報の取得

大きな地震が発生した後は，いろいろな情報が流れます。テレビ，ラジオ，
携帯端末や防災行政無線の情報などを基に，最新の正確な情報を入手し，冷静
に行動してください。

緊急地震速報（警報）

日本の気象庁は，最大震度が５弱以上と予想されるときに，震度４以上の揺れが
予想される地域を対象に緊急地震速報（警報）を発表します。

緊急地震速報は，対象となった地域に対して，テレビ，ラジオ，携帯端末，防災
行政無線などで流れます。

ワンポイント
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４ 津 波

海底の下で大きな地震が発生すると，海底が盛り上がったり，沈んだりします。こ
れに伴い，海面が変動し，大きな波となって，四方八方に伝播するのが津波です。

「津波の前には必ず潮が引く」という言い伝えがありますが，必ずしもそうではあ
りません。

津波は水深が浅いところでは，速度が遅くなりますが，人が走って逃げ切れるもの
ではありません。津波が海岸にやってくるのを見てから避難を始めたのでは間に合い
ません。海や河口の近くで揺れを感じたら，実際に津波が見えなくても，速やかに避
難してください。

４－１ 津波への備え４－１ 津波への備え

津波から身を守るためには，日頃からの備えが重要です。
そこで，次のようなことを普段から心がけ，津波が発生した際には適切な行動がで

きるようにしておくことが大切です。
避難場所を確認し，自宅などから避難所までの安全な経路を確認しておくことも大

切です。

４－２ 津波への対応４－２ 津波への対応

 強い揺れを感じたとき，弱い揺れでも長い時間ゆっくりした地震を感じたときは，
直ちに海岸や河口から離れ，高台や避難ビルなど安全な場所に避難してください。

 地震を感じなくても，津波警報が発表されたときは，直ちに海岸や河口から離
れ，高台や避難ビルなど安全な場所に避難してください。

 正しい情報をテレビ，ラジオ，携帯端末，防災行政無線などで入手してくださ
い。

 津波は繰り返しおそってくるので，警報・注意報が解除されるまで海岸や河口に
近づかないにようにしてください。

５ 避 難

５－１ 避難場所５－１ 避難場所

災害が発生した場合，もしくは発生する恐れがある場合，自宅などにいると危険
な場合があります。そのようなときには，速やかに安全な場所に避難する必要があ
ります。お住まいの市町村が決めている避難場所を確認しておくことが大切です。

避難場所は，災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする施設または場所
です。
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５－２ 避難情報５－２ 避難情報

災害の発生が差し迫り，避難が必要になった場合には，お住まいの市町村から避難
勧告などが発令されます。避難勧告などが発令された場合には，避難を始めてくださ
い。

なお，発令される避難情報には，以下のようなものがあります。

・ 避難準備・高齢者等避難開始
避難に時間を要する人（高齢者の方，障害のある方，小さな子供など）は，避

難を開始してください。
その他の人は，いつでも避難できるよう準備してください。身の危険を感じる

人は避難を開始してください。

・ 避難勧告
災害による被害が予想され，人に対する被害が発生する可能性が高まった場合

に発令されます。
避難勧告が発令されたときは，避難場所へ避難してください。避難場所への避

難がかえって命に危険が及ぶような状況では，近隣の安全な場所等に移動してくだ
さい。

・ 避難指示（緊急）
災害が発生するなどの状況がさらに悪化し，人に対する被害の危険性が非常に

高まっている状況で緊急的又は重ねて避難を促す場合などに発令されます。必ず
発令されるものではないことに留意してください。

まだ避難していない場合は，直ちにその場から避難してください。避難場所へ
の避難がかえって命に危険が及ぶような状況では，近隣の安全な場所等に移動して
ください。

水害（津波を除く）、土砂災害における警戒レベルを用いた
避難情報について

ワンポイント

平成31年の梅雨や台風の時期から、災害発生のおそれの高まりに応じて住民がと
るべき行動を5段階に分け，防災情報からとるべき行動を直感的に理解しやすいもの
とするため，水害（津波を除く），土砂災害において，警戒レベルを用いた避難情報
等の提供が始まります。

警戒レベル５ 命を守るための最善の行動をとる【災害発生情報】 ※１

警戒レベル４ 全員避難【避難勧告】※１、【避難指示（緊急）】 ※１

警戒レベル３ 高齢者等は避難【避難準備・高齢者等避難開始】 ※２

警戒レベル２ 避難に備え自らの避難行動を確認（注意報 ） ※２

警戒レベル１ 災害への心構えを高める（警報級の可能性）※２

※１ 市町村から発表される情報
※２ 気象庁から発表される情報
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５－３ 避難方法５－３ 避難方法

避難の前には必ず火を消してください。また，避難するときは，持ち物をできる
だけ少なくし背中に背負うなどして，両手が自由に使えるようにしておきましょう。

災害用伝言ダイヤル

大きな地震が発生するなどした場合，安否の確認，見舞い，問合せなどで電話がつ
ながりにくい状況が起こることがあります。

このような場合に，災害用伝言ダイヤルサービスが行われます。NTTの場合は，
「１７１」をダイヤルし，利用ガイダンスにしたがって簡単な方法で伝言の録音や再
生を行うことができます。また，各携帯電話会社において，災害用伝言板サービスが
提供されます。

ワンポイント

日本では，観光庁が監修した外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ「Safety 
tips」を提供されています。日本国内における緊急地震速報，津波警報，気象特別警
報，噴火警報などがプッシュ型で通知されます。また，周囲の状況に応じた避難行動
を示した避難フローチャートや周りの人からの情報を得るためのコミュニケーション
カード，災害時に必要な情報を収集できるリンク集なども提供されています。

災害時情報提供アプリ「Safety tips」
ワンポイント
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住 居第11章

１ 日本の住宅について

１－１ 持ち家１－１ 持ち家

所有権のある住宅のことを日本では一般的に「持ち家」といいます。「持ち家」に
は，一戸建て住宅やマンションといった形態がありますが，住宅を建てたり，購入す
るに当たっては，様々な手続や契約が必要になります。

１－２ 公営住宅１－２ 公営住宅

住宅に困っている所得の低い方を対象に，地方公共団体が安価な家賃で提供してい
る賃貸住宅で，地方公共団体ごとに収入基準などの入居要件が定められています。

１－３ UR賃貸住宅１－３ UR賃貸住宅

UR都市機構が管理する住宅で，入居にはURが定める基準月収額を超える収入があ
ることなどが要件となっていますが，一定の在留資格を有していれば入居が可能であ
るなど，外国人の方でも入居しやすい住宅です。

１－４ 民間住宅１－４ 民間住宅

一般的な賃貸住宅です。賃貸借契約に基づき，賃料などを支払うことにより，誰で
も住宅を借りて住むことができます。なお，契約内容は物件によって様々ですので，
十分な確認が必要です。

２ 入居について

２－１ 公営住宅２－１ 公営住宅

公営住宅は，住宅に困っている所得の低い方を対象としていることから，管理者で
ある地方公共団体ごとに収入基準などの入居要件が定められています。外国人の方に
ついては，通常の入居要件のほかに，例えば，１年以上の在留資格や在留実績がある
ことなどの要件がある場合があります。
公営住宅への入居を希望する場合は，住宅を管理している地方公共団体に申込みを
行っていただくことになります。
入居要件や申込方法など，詳細については，入居を希望する住宅を管理している地
方公共団体にお問合せください。
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２－２ UR賃貸住宅２－２ UR賃貸住宅

UR都市機構が定める基準月収額を超える収入があることなどが要件となります。外
国人の方の場合には，在留資格が外交，公用の方，特別永住者の方，中長期在留者
（永住者を含む。）の方が入居していただくことができます。入居の申込方法や募集
状況の確認など，詳細はUR営業センターなどにお問合せください。

２－３ 民間賃貸住宅２－３ 民間賃貸住宅

日本で民間賃貸住宅を探す外国人の方のために，「部屋探しのガイドブック」を作
成しています。
・ 日本での賃貸住宅の探し方・契約の流れ
・ 必要な書類と費用
・ 入居の手続
・ 日本の住居の住まいのルール
・ 退去の手続
・ 部屋を借りるときに知っておきたい不動産用語
など，部屋探しに役立つ情報が掲載されていますので，参考にしてください。
参照：国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html
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日常生活第12章

１ ごみ

１－１ ごみ出しの基本１－１ ごみ出しの基本

日本では，ごみ出しについて，住んでいる地域ごとに決まりごとがあります。
一般的には，ごみの種類ごとに，ごみを出す場所と日（曜日）が決まっています。
決められた日（曜日）に，決まった場所にごみを出してください。
また，一般的には，ごみは，ごみが収集される日の朝に出すことになっています。
いつ，どこに，どの種類のごみを出すのかは，お住まいの市町村にお問合せくださ
い。

１－２ ごみの分別１－２ ごみの分別

ごみを出すときには，ごみの種類ごとに分別のルールがあります。お住まいの地域
によってごみの分別の仕方は違いますが，基本的には，
・ 資源ごみ：ガラス瓶、ペットボトル，アルミ缶・スチール缶，新聞紙，雑誌，

段ボール、古布、白色発泡スチロールトレイや豆腐やたまごのパッ
クなどのプラスチック容器包装など

・ 燃やすごみ：家から出る野菜くずなどの生ごみ、資源ごみ以外の紙ごみ・プラ
スチックごみなど

・ 燃やさないごみ：資源ごみ以外の 金属、ガラス類，陶器など
・ 粗大ごみ：家庭で使用されていた大型の電化製品，家具，ふとん，自転車など
に大きく分けられ，決められた日にそれぞれのごみを出すことになります。ごみの分
別や処理方法は，お住まいの市町村ごとに決められています。また，有料の指定の袋
を使ってごみを出さないといけない場合があります。ごみは，お住まいの市町村の
ルールに従って出すようにしてください。

ワンポイント

粗大ごみ

通常のごみを出す方法とは違い，お住まいの市町村に事前に連絡し，申し込みを行っ
てください（市町村が自宅前で回収する場合や，排出者が粗大ごみの処理場に直接運ぶ
場合があります）。
また，前述のとおり，粗大ごみのうち，家電リサイクル法の対象となっているエアコ
ン，テレビ，冷蔵庫・冷凍庫，洗濯機・衣類乾燥機などは，粗大ごみとして受け付けら
れません。
なお、家庭から出るごみを市町村の許可がない業者が運搬することは原則違法です。
無許可の不用品回収業者にごみの運搬を頼まないでください（高額請求などのトラブル
も発生しています）。
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家電ごみ

家庭から出されるごみは，基本的に各市町村が回収し処理していますが，家電の中に
は大型で重く，非常に固い部品が含まれていることなどから，粗大ごみとして処理する
ことが難しいものがあります。また，家電製品に使われている部品の中には，部品や原
料として再び使用できるものが含まれています。
そこで，特定の家電製品については，まだ使える部品や材料をリサイクルすることに
し，ごみを減らし，資源を有効に利用することとしました。
そのため，
・ エアコン
・ テレビ（ブラウン管，液晶・プラズマ）
・ 冷蔵庫・冷凍庫
・ 洗濯機・衣類乾燥機
を廃棄する際は，リサイクル料金を払った上で処分する必要があります。

① 新しい製品に買い替える場合
新しい製品を買ったお店に廃棄する家電製品を引き取ってもらいます。お店ごとに
引取り方法が違いますので，詳しいことはお店にお問合せください。
② 買替えではなく，廃棄処分だけの場合

処分する製品を買ったお店に引取りをお願いしてください。買ったお店がどのお店
だったかわからない場合などは，お住まいの市町村が案内する方法によって廃棄する
ことになります。市町村ごとで引取りなどの方法が違いますので，お住まいの市町村
にお尋ねください。

１－３ 不法投棄など１－３ 不法投棄など

日本では、どのような場所であっても定められた場所以外にみだりにごみを捨てる
ことは禁止されており、刑事罰を科せられることがあります。お住いの市町村におけ
るルールを守って、ごみを捨てるようにしてください。
また，ごみの回収日であっても，定められた種類以外のごみを出し，又は，定めら
れた場所以外にごみを出すと回収されません。
なお，多くの市町村で，空き缶やたばこの吸い殻などを道ばたなどに捨てる「ポイ
捨て」を禁止する条例を定めています。罰金が科せられることもありますので，ポイ
捨てはしないでください。

ワンポイント
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２ コミュニティ団体（自治会・町内会）

日本では，地域に住む人たちが安全で安心して暮らせる，住みやすいまちづくりを
目指し，地域の人たちが自主的に団体を結成し，運営しています。団体の運営に必要
な費用は，会員の住民が自主的に負担しています。
コミュニティ団体は，さまざまな活動を通じて，話合いや協力しあいながら，親睦
や交流を深めており，子どもや高齢者などの安心・安全を確保することなどにも期待
されています。
活動の例として，防災訓練などの防災活動，登下校時の子どもの見守り，高齢者・
障害者への福祉活動，地域での文化活動・運動会などの活動，市役所などからのお知
らせの回覧をするなどの活動を行っています。

３ 日常生活を送るのに必要なサービス

３－１ 電気３－１ 電気

（１）電気の使用開始
日本に来て新しい住居で住み始めたり，別の住居へ引っ越したときは，あら
かじめ，電力会社に電気の使用を申し込む必要があります。電気の使用を開始
する日が決まったら，できるだけ早く電力会社に申し込んでください。
電気を使い始める日に，ブレーカーのスイッチを入れれば，使用できますが，
契約内容や住居の設備によっては，電力会社の人に来てもらう必要があります。
その場合は，電力会社から案内がありますので，注意してください。

（２）電気料金
電気料金は，電力会社により，使用する側のライフスタイルに合わせて様々
なメニューが用意されています。ご自分のライフスタイルに合った契約を選択
することができます。電気料金は，基本的には，電気を使った量に応じて金額
が決まりますが，電気の使用が多い少ないにかかわらず，毎月一定の金額を支
払うことになっています。これを「基本料金」といいます。
電気を使った量は，毎月１回，電力会社の職員が各住居に設置されている電
気メーターを点検した上で確認しています。その上で，「電気ご使用量のお知
らせ」により，毎月，使用している人にお知らせしています。
電気料金の支払方法は，銀行口座からの自動引落し，コンビニエンスストア
や銀行での支払，クレジットカード払いなどの方法があります。

（３）電気の使用終了
引越しなどにより電気の使用を終了する場合は，その日にちが決まったら，
できるだけ早く電力会社に連絡してください。
電気の使用を終了する日に，基本的には，使っていた人が立ち会う必要はあ
りませんが，電気メーターを住居の外から確認ができない場合などには立ち
会ってもらうこともあります。その場合は，電力会社から案内がありますの
で，注意してください。
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３－２ ガス３－２ ガス

（１）ガスの種類
一般家庭で利用できるガスは，13Ａの都市ガスやＬＰガスなど，成分や燃焼
特性に応じていくつかの種類があります。
自宅で使うガス機器は，ガスの種類に対応したものを選んでください。ガス
の種類に対応していないガス機器を使うと，火災や不完全燃焼が起こることが
あり，危険です。

（２）ガスの使用開始
ガスの使用開始日が決まったら，あらかじめ，居住地のガス小売業者又はLP
ガス販売事業者にガスの使用を申し込んでください。
ガス会社の職員が使用開始日に来訪し，設備点検の上，ガスの供給を開始し，
ガス機器の使い方を教えてくれます。

（３）ガス料金
居住地のガス小売事業者が，ライフスタイルに合わせたガス料金メニューを
用意しています。
ガス料金は基本的に，固定値の基本料金と，ガスの使用量に応じて増減する
従量料金の合計として毎月算定，請求されます。
ガス料金の支払方法は，銀行口座からの自動引落し，コンビニエンスストア
や銀行での支払，クレジットカード払いなどの方法があります。
ガスの契約内容は，契約前後に事業者から渡される書類で確認できます。

（４）ガスの使用終了
引越しなどによりガスの使用を終了する場合は，あらかじめガス会社へ連絡
してください。
ガスの解約申込みは，インターネットや電話でできます。その際には，毎月
届く検針票を手元に用意し，「お客様番号」をガス会社へ伝えると手続がスム
ーズです。
ガスの使用終了日には，作業員がガスメーターを停止させます。作業員がガ
スメーターのあるところまで立ち入れない場合は，ガスの使用者か代理人の立
会いが必要です。

３－３ 水道３－３ 水道

（１）水道の使用
引越しなどにより水道の使用を始めるときは，お住まいの市町村の水道局や
水道を担当する部署にあらかじめ申込みをする必要があります。

（２）水道料金
水道料金については，お住まいの市町村の定めにより，使用した水道の量を
メーターで確認した上で，市町村から請求があります。
水道料金は，基本料金と使った量に応じた料金の２つを合わせたものが請求
されます。基本料金は，使った量に関係なく，水道メーターの口径に応じて決
まります。また，使った水の量に応じても料金が請求されるので，使った水の
量が多いほど料金は高くなります。
水道料金の支払方法は，市町村によって違いますが，基本的には口座振替，
クレジットカードによる支払い，銀行やコンビニエンスストアなどでの支払方
法の中から選ぶことができます。
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３－４ 銀行口座の開設３－４ 銀行口座の開設

３－５ 携帯電話３－５ 携帯電話

（１）携帯電話の契約
携帯電話の契約時には，本人であることを確認するために，氏名，生年月日，
現住所の記載された書類の提示若しくは郵送・ウェブサイトでの写しの送付が
必要ですが，在留カードをはじめ，運転免許証，マイナンバーカードなどが使
用可能です。
※ パスポート，運転免許証は住居の記載があるものに限ります。
未成年者が契約する場合，未成年者本人の確認書類，親権者の同意書，親権
者本人の確認書類が必要です。
料金支払手続のため，クレジットカードや日本国内の銀行口座のキャッシュ
カード・預金通帳などが必要です。
携帯電話会社によっては，ホームページ，電話や店舗などで外国語対応を行
っていますので，契約に必要な書類の事前確認やサービスに関する質問がある
場合には，ご利用ください。

（２）契約や利用の際に注意すること
「携帯電話を代わりに契約してあげる」と言って近づき，あなたの本人確認
書類を勝手に使って契約し，犯罪に利用する悪質なブローカーがいますので，
契約を他人に依頼する際は自分でも内容を確認してください。
また，契約した携帯電話を，携帯電話会社の承諾を得ずに他人に譲り渡すこ
とは法律違反として処罰されます。

銀行口座を開設する手続は，銀行の店舗に赴いて手続することもできますが，郵送
や，スマートフォンのアプリやパソコンを使って行うことができる場合もあります。
銀行口座の開設時に通訳を利用する場合は，その通訳があなたの所属する職場や学
校などの関係者であるなど，通訳として継続的なサポートが可能であることが求めら
れることがあります。
銀行口座の開設の手続では，公的機関から発行された，氏名・住居・生年月日の全
てが確認できる顔写真付きの本人確認書類（在留カード，マイナンバーカード，パス
ポート，運転免許証などのうち、いずれか一種類）の原本や，印鑑が必要になります。
※ パスポート，運転免許証は住居の記載があるものに限ります。
※ 印鑑については，サインによる代替が可能な銀行もあります。
銀行口座の開設の手続をする際に，キャッシュカードの発行手続もできますが，通
常，キャッシュカードは後日自宅に郵送されます。
なお，銀行口座（キャッシュカード・通帳）の売買、譲渡は犯罪であり，１年以下
の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。帰国などにより銀行口座を利用しなく
なる場合は、事前に取引銀行で口座解約手続を行ってください。
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３－６ 郵便局３－６ 郵便局

日本の郵便局と郵便ポストのマークは「〒」で，赤色を基調としています。
郵便局では，国内郵便や海外郵便だけでなく，銀行業務や保険業務も行っているの
で，公共料金などの振込，送金，生命保険などへの加入もできます。

４ 公共交通

４－１ 鉄道４－１ 鉄道

日本には，新幹線をはじめ，JR，私鉄，地下鉄，路面電車による鉄道網が張り巡
らされています。そのため，鉄道を利用することにより，比較的速く，安全に目的
地に着くことができます。列車に乗る際は，路線図で行き先を確かめ，目的地まで
の切符を買ってから改札を通ります。交通系のICカードがある場合は，切符を買わ
ずに，改札でICカードを所定の位置にかざすことによって通過することができます。
乗る列車によっては，普通運賃に加えて，特急料金，指定席料金，グリーン料金
などを別に支払う必要があります。

乗車券（切符）の種類

普通乗車券：列車に乗るときに必要な切符。券売機で買うことができる切符は，基
本的に距離が１００㎞までのもの。距離が１０１㎞を以上の場合は，
駅員がいる窓口で購入します。
運賃は，乗る距離に応じて決まります。

往復乗車券：行きと帰りの乗車券をセットで買うことができます。
６０１㎞以上の距離の往復乗車券は，１割引きで買うことができます。

指定席券：指定席券を買うと，あらかじめ決められた座席に確実に座ることができ
ます。普通乗車券とは別に料金を支払って買います。指定席券には，乗車
日，乗車する列車名，座席の番号が書かれています。指定された列車以
外では効力はありません。

特急券・急行券：乗車券とは別に料金を払って購入し，乗車券と一緒に使用しま
す。特急列車，急行列車に乗るときに必要です。

グリーン券：列車のグリーン席に乗る場合に購入する必要があります。普通乗車券，
特急券，急行券と一緒に使うのが通常です。

定期券：通勤，または通学で一定の区間を特定の期間繰り返し乗る場合に使います。
普通乗車券で同じ区間を乗車した場合より，割安に設定されています。
新しく定期券を購入するときは，利用開始の14日前から買うことができま
す。自動券売機で買うことができる場合もあります。

ワンポイント
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４－２ バス４－２ バス

日本で走っているバスは，基本的に長距離を移動するもの（長距離バス）と，お住
まいの地域の決まったルートを移動するもの（路線バス）の２種類です。
長距離バスに乗るときは，基本的には乗車の前に乗車券を買うなど支払をすませて
おく必要があります。
路線バスの運賃は，どこまで乗っても同じ運賃の場合と，乗車する距離によって料
金が変わる場合があります。どこまで乗っても同じ運賃の場合は，バスに乗るときに
運賃箱にお金を入れるか，交通系ICカードなどで支払う場合は，運賃箱にカードをか
ざすなどして支払を先に済ませます。
距離によって運賃が変わる場合は，乗車するときに，番号が書かれた整理券を受け
取ります。運賃は，バスを降りるときに，整理券に書かれた番号を運転手の上のボー
ドで確かめ，番号の下に表示されている運賃を支払います。

５ 日常生活におけるマナー・習慣

日常生活や仕事などの場面において，母国でのルールや習慣・マナーなどが，日本
とは違うことがあります。これは，国や地域ごとの文化や伝統などを背景としている
ことが多いですが，同じ仕草や行為でも違うことを意味していることもあります。
このような違いを理解していないことにより，人間関係やコミュニケーションに支
障を来すこともあります。お互いの文化的背景や習慣などを理解することは，外国で
生活するに当たって重要なことです。

５－１ 言葉５－１ 言葉

日本語を学ぶ皆さんにとって，日本の文字はとても興味深いものの一つかもしれませ
ん。日本語の文字は４種類あります。ひらがな・カタカナ・漢字・ローマ字です。まず，
ひらがなとカタカナはそれぞれ５０の音を書き表すことができ，これが日本語の文字学
習の基本となっています。
漢字は，難しい字もありますが，覚えると便利ですから，身近にあるものから少しず
つ楽しみながら学んでいきましょう。このほか，ローマ字はメールなどパソコンで文書
を打つ際に用いることが多いので，身に付けると良いでしょう。
日本で生活するとき，自分が暮らしている地域にある場所や道などの名前（発音や漢
字）を知ることはとても大切です。また，日本にはその地域で使う言葉「方言」もたく
さんあり，地域での生活にはとても大切です。そのような言葉は，地域の日本語教室や
地域の方との交流を通じて身に付けていくと良いでしょう。
このほか，日本語には敬語があります。尊敬語，謙譲語，丁寧語などの違いを知り，
使えると，上手な言葉のやり取りができるようになります。
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５－２ 近所付合い５－２ 近所付合い

最近では，核家族化，アパートやマンションで生活する方が多くなってきたことや，
プライバシーの重視などにより，近所の住人との関係が希薄になってきているとも言
われています。
しかしながら，近所の住人と日頃からあいさつを交わすなどの付合いをしておくこ

とにより，近所の住人同士でのトラブルが起きにくく，その地域で注意しておくこと
などの情報交換もできます。また，災害などが起こった際に，お互いに助け合うこと
もできます。
普段から，近所の住人とコミュニケーションを図ることは大切ですので，お住まい

の地域での行事などに積極的に参加しましょう。

５－３ お風呂５－３ お風呂

日本の一般的な家庭では，お風呂場には，バスタブ（湯船）と洗い場があり，バス
タブにお湯をためて，お湯につかります。
バスタブにためたお湯は，家族全員がお風呂に入り終わるまでためたままにしてお
くのが一般的です。次にお風呂に入る人がいる場合は，自分のお風呂が終わっても，
バスタブのお湯を排水しないようにしてください。
不特定多数の人が利用する公衆浴場などを利用する場合は，体を洗ってから，湯船
につかります。湯船の中にはタオルを入れてはいけません。また，湯船の中で石鹸や
シャンプーを使って体や髪を洗ってはいけません。

５－４ トイレ５－４ トイレ

日本の水洗トイレでは，使用済の紙は必ずトイレで流します。
使用済の紙をトイレ内に設置してあるごみ箱に捨てる習慣のある国がありますが，
日本の水洗トイレで使用済の紙がつまることはめったにありません。トイレで使った
使用済の紙は，ごみ箱に捨てずにトイレに流してください。ただし，使用する紙は，
トイレに備付けられている紙を必ず使ってください。

５－５ 携帯電話・スマートフォンの使用５－５ 携帯電話・スマートフォンの使用

携帯電話やスマートフォンの操作を歩きながら，または，自転車に乗りながらして
はいけません。他の通行人にぶつかってけがを負わせることもありますし，自分自身
がけがをすることもあります。
列車内やバスの車内で，携帯電話で通話することは，日本ではマナー違反となりま
す。

５－６ 騒音５－６ 騒音

日本人は，大きな音や声を出すことは，他人に対して迷惑だという意識があります。
大きな話し声，パーティ，テレビや音楽の音などについては，近所の人に迷惑になら
ないように気をつけてください。
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５－７ 防犯５－７ 防犯

日常生活において，盗難などの犯罪被害に遭わないように気をつけてください。外
出するときは，窓や玄関ドアには必ず鍵をかけてください。自動車，オートバイ，自
転車などを停めておくときも，必ず鍵をかけるようにしましょう。
防犯についてわからないことや不安なことがある場合は，最寄りの警察署などに相
談してください。
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