
外国人のための生活便利帳新旧対照表（中国語版）
截止2021年9月
令和3年９月現在

页
ページ

项目
項目

新
新

旧
旧

云端视频口译服务
应对语言：英语，中文，韩语，西班牙语，葡萄牙语，越南语，菲律宾语，尼泊尔语，泰语，印地语，法语，俄语，印度尼西亚语，高
棉语，缅甸语。

【追加】

クラウド型ビデオ通訳サービス
対応言語：英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、タイ語、ヒンディ語、フランス
語、ロシア語、インドネシア語、クメール語、ミャンマー語

【追加】

外国人咨询窗口

咨询时间：
　英语：每月第1、3 个星期四
　　　　上午10 时～中午12 时
　　　　（受理截至上午11 时30 分）
　中文：每月第1、2、3 个星期四
　　　　上午10 时～中午12 时
　　　　（受理截至上午11 时30 分）
　韩语：每月第1、3 个星期四
　　　　下午2 时～下午4 时
　　　　（受理截至下午3 时30 分）

英语：每月第1、3 个星期四
　　　　上午10 时～中午12 时
　　　　（受理截至上午11 时30 分）
　中文：每月第1、2、3 个星期四
　　　　上午10 时～中午12 时
　　　　（受理截至上午11 时30 分）
　韩语：每月第1、3 个星期四
　　　　下午2 时～下午4 时
　　　　（受理截至下午3 时30 分）

外国人相談窓口

開催日時：
英　語　毎月第１・３ 木曜日
          午前１０ 時～正午
        （最終受付午前１１ 時３０ 分）
中国語　毎月第１・２・３ 木曜日　
           午前１０ 時～正午
        （最終受付午前１１ 時３０ 分）
韓国語　毎月第１・３ 木曜日　
           午後２ 時～午後４ 時
         （最終受付午後３ 時３０ 分）

開催日時：
英　語　毎月第１・３ 木曜日
          午前１０ 時～正午
        （最終受付午前１１ 時３０ 分）
中国語　毎月第１・２・３ 木曜日　
           午前１０ 時～正午
        （最終受付午前１１ 時３０ 分）
韓国語　毎月第１・３ 木曜日　
           午後２ 時～午後４ 時
         （最終受付午後３ 時３０ 分）

“外国人用生活方便手册 新旧对照表”（中文版）

封面
表紙

URL httpｓ://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/foreigner/seikatubennricyou.html
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/fore
igner/seikatubennricyou.html
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会话例
　急病时

Q∶消防厅，是火灾，火灾还是急救？(Shobocho, kajidesu ka, kyu-kyu desu ka?)

A∶是急救。 (Kyu-kyu desu.)

Q:请告诉我需要救护车前往的地址。（kyu-kyu-sha ga mukau jusho wo oshiete kudasai.）

A：台东区○○××丁目×番×号前。（Taito-ku, ○○-x-chome, x-ban x-go no mae desu.）

Q：发生什么事了？(Do shimashita ka?)

A:是交通事故。(Kotsu jiko desu.) （请尽可能地详尽说明内容（如被夹住了等々）。）

Q：请告诉我您的名字。（Namae wo oshiete kudasai）（视情况而异，可能询问电话号码。）

A：○○○○○（通报者姓名）。（○○○○○ desu.）

Q：明白了。急救队马上赶往。（Hai,Wakarimashita. Kyu-kyu-tai ga mukaimasu.）

Q∶消防厅，是火灾，是紧救服务吗？(Shobocho, kaji
desu ka, kyu-kyu desu ka?)
A∶是急救。 (Kyu-kyu desu.)
Q∶发生什么事了？ (Do shimashita ka?)
A∶是交通事故。 (Kotsu jiko desu.)（ 请尽量具体说明
“被夹了” (Hasamarete iru.) 等内容。）
Q∶请告诉我们那一个区（市）、町、丁目、番、号。请告诉我
详细地址(Nani-ku (shi), nani-machi,nan-
chome, nanban, nango desu ka?)
A∶台东区东上野×丁目×番×号的×××××的前面。
(Taito-ku, Higashi-Ueno x-chome, x-ban x-
go, xxxxx no mae desu.)
Q∶请告诉我电话号码。 (Denwa bango wo oshiete
kudasai.)
A∶×××-××××。 (xxxx-xxxx desu.)
Q∶好，明白了。 (Hai, wakarimashita.)

会話例
　急病の場合

Q：消防庁。火事ですか、救急ですか？
A：救急です。
Q:救急車が向かう住所を教えてください。
A：台東区○○××丁目×番×号の前です。
Q：どうしましたか？
A：交通事故です。（「はさまれている」等、できるだけ具体的な内容を言ってください。）
Q：名前を教えてください。（場合により電話番号を聞きます。）
A：○○○○〇（通報者の名前）です。
Q：はいわかりました。救急隊が向かいます。

Q：消防庁、火事ですか、救急ですか。
A：救急です。
Q：どうしましたか。
A：交通事故です。（「はさまれている」等、できるだけ内容
を具体的に言ってください。）
Q： 何区（市）、何町、何丁目、何番、何号ですか。
A：台東区東上野 x 丁目x 番x 号のxxxxxの前です。
Q：電話番号を教えてください。
A： xxxx-xxxx です。
Q：はい、分かりました。

台东区内的警察署
　■下谷警察署

下谷3-15-9　电话∶０３-３８７２-０１１０ 北上野2-24-14 电话∶０３-５８０６-０１１０

台東区内の警察署
　■下谷警察署

下谷３－１５－９　☎０３－３８７２－０１１０ 北上野２－２４－１４　☎０３－５８０６－０１１０

避难之处
 防灾应用程序

・可以查看“帰宅困难者支援候补设施”和“回家困难者用防灾指南”。 面向帰宅困难者的防灾指南

避難する場所
   防災アプリ

・「帰宅困難者支援候補施設」や「帰宅困難者防災ガイド」を確認できます。 帰宅困難者向け防災ガイド

避难之处
 防灾应用程序

咨询：危机・灾害对策课（电话：０３-５２４６-１０９３） 电话：０３-５２４６-１０９４

避難する場所
   防災アプリ

問合せ：危機・災害対策課（☎ ０３－５２４６－１０９３） ☎ ０３－５２４６－１０９４

避难之处
 防灾应用程序

避難する場所
   防災アプリ
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P4

P8

P8

P8

Google play
https://play.google.com/store/apps/details?
id=jp.co.dawncorp.DisasterMapTaito＆hl=ja

App Store
https://apps.apple.com/us/app/tai-dong-qu-
fang-zaiapuri/id1060484666?l=ja&ls=1

Google play
http://play..google.com/store/apps/details?id
=jp.co.dawncorp.DisasterMapTaito＆hl=ja

App Store
http://apps.apple.com/us/app/tai-dong-qu-
fang-zaiapuri/id1060484666?l=ja&ls=1
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大雨が振り出したら
洪水時の避難方法

水害への備えについて
台東区で発生する恐れのある水害は、大雨による内水氾濫（下水処理能力の不足により雨水が溢れること）と荒川・神田川の外水氾濫（大雨などで河川が
溢れること）、土砂災害（土砂災害警戒区域に指定されている一部地域）の４種類があり、それぞれ避難方法が異なります。普段からハザードマップを確認
し、水害時の避難方法を確認しておきましょう。なお、２階以上にお住まいの方は、荒川の氾濫の場合を除き、在宅での避難が安全です。また、感染症対策
の観点から安全な親戚・知人宅に避難することも考えておきましょう。

避難に関する注意点
災害ごとに避難場所や避難行動は異なります。
▷大雨による内水氾濫・神田川の氾濫・高潮（関連：台東区水害ハザードマップ・台東区神田川水害ハザードマップ・台東区高潮水害ハザードマップ）
　最も深い浸水は３ｍ程度で、水は数時間で引くことが想定されています。神田川の氾濫における河岸浸食地域を除き、頑強な建物の２階以上にお住まい
の方は、緊急避難場所への避難が必要ありませんので、在宅避難をしてください。１階にお住まいの方は、緊急避難場所に避難してください。
▷荒川の氾濫（関連：台東区荒川水害ハザードマップ）
　最も深い浸水は５ｍ程度で、水が引くまで２週間以上かかる可能性があります。高層階にお住まいでも孤立の危険性があるため、台東区から自主広域
避難情報が発令された場合、早期に浸水域外へ避難をしてください。
▷土砂災害（関連：台東区土砂災害ハザードマップ）
　台東区の一部地域では、台風や大雨による地盤の緩みや地震の影響により、がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）が発生する恐れがあります。土砂災害警戒区
域にお住まいの方は、緊急避難場所へ避難してください。

避難する場所
▷自主避難場所
避難情報の発令がされていない場合に、自主的な避難を希望する方に、区が場所を解放するものです。
※自主避難場所への避難は、感染症のリスクを伴いますので、できる限り自宅に待機してください。
▷緊急避難場所
避難情報の発令や、風水害の状況により、命を守るために、一時的に避難する場所として開設します。土砂災害により自宅が被害を受ける場合は、緊急避
難場所への避難を原則とします。

自主避難場所・緊急避難場所共に、生命の確保を最優先とするため、生活の拠点となる避難所とは異なりますので、食事や生活に必要な物資等は、ご自
身でお持ちください。

大雨が降り出したら
大雨が降り続いたら、注意報、警報などの気象情報や、避難情報
に注意しましょう。地下室などは、浸水に十分注意する必要があ
ります。普段から垂直避難（３ 階などの上層階）の方法や水害用
の避難場所などを確認しておきましょう。自宅近辺の排水口など
に、ごみや落ち葉等が詰まっていると浸水の原因となります。ま
た、ベランダの排水口なども点検や清掃をしておきましょう。

洪水時の避難方法
水位による避難の限界
歩ける深さは、股下までが限界です。水深が腰まであるようなら
危険を伴いますので、無理をしないでください。

足下に注意を
裸足は禁物です。濁流で排水路やマンホールが分からず、流され
ることがありますので、長い棒を杖がわりにして安全を確認しな
がら避難してください。

二人以上での避難を
一人ひとりで避難するのではなく、隣近所が声をかけあってロー
プなどを活用して避難しましょう。特に子どもからは目を離さない
よう細心の注意をはらってください。
※洪水対策等を記載した「水害ハザードマップ」を作成していま
す。ぜひご活用ください。区役所１０ 階 危機・災害対策課でお渡
ししています。

P9

大雨险情避难提示
洪水避难常识

关于水灾防备

　　在台东区可能发生如下4种水灾：大雨引发的内涝（因下水处理能力不足，雨水倒灌）、荒川洪水泛滥·神田川洪水泛滥（因大雨等因素导致河水泛

滥）、泥石流灾害（被指定为泥石流警戒区的部分地区）。上述4种水灾的避难方法各异。请定期查看防灾地图，确认发生水灾时的避难方法。除荒川泛滥

的情况外，居住2层以上的住户住宅未浸水时，在家中避难反而更安全。此外，出于传染病的预防，可考虑到安全的亲戚、熟人家中避难。

相关避难注意事项

各灾害的避难场所及避难行动有所不同。

▷大雨引发的内涝、神田川泛滥·高潮（相关内容：台东区水灾防灾地图、台东区神田川水灾防灾地图、台东区高潮水灾防灾地图）

　　最深处积水达3米左右，预计洪水将于几小时后退去。神田川泛滥时，除河岸侵蚀地区外，居住于坚固建筑2层以上的住户，无需撤离至紧急避难场

所，请在家中避难。居住于1层的住户，请前往紧急避难场所避难。

▷荒川泛滥（相关内容：台东区荒川水灾防灾地图）

　　最深处积水达5米左右，洪水退去时间可能超过两周。洪水期间，居住于高层的住户可能陷入孤立危险状态。因此，在台东区发布自主广域避难信息

时，请及早前往浸水区域以外避难。

▷泥石流灾害（相关内容：台东区泥石流防灾地图）

　　台东区部分地区可能因台风、大雨造成的土壤松弛，或地震影响发生悬崖塌陷灾害（陡峭斜坡崩塌）。居住于泥石流警戒区域的住户，请前往紧急避

难场所避难。

避难场所

▷自主避难场所

尚未发布避难信息时，为了有自主避难意愿者，区政府开放的避难场所。

※前往自主避难场所避难，伴有感染传染病的风险。因此，请尽量在家中等待。

▷紧急避难场所

发布避难信息或发生风灾、水灾时，为保障生命安全，区政府将设立临时避难场所。住宅因泥石流损毁时，原则上需前往紧急避难场所避难。

自主避难场所、紧急避难场所均以确保生命安全作为最优先事项，故不同于可作为生活据点使用的避难所。请自行携带饮食及生活相关必需物资。

大雨险情避难提示
　　长时间下大雨时，请获取注意报、警报等气象或
避难相关信息。
　　请注意，地下室等处具有淹没可能性。另外，平
时应掌握好垂直避难方法（3 层等上部空间）和防水
灾地点。
　　垃圾或落叶堵塞了自家附近的排水口时，有可能
受淹。另外，请检查或清扫集体住宅阳台上的排水口
等部位。

洪水避难常识
步行时注意水位
　　步行时的水位应低于下裆。水深达到腰部时有可
能发生危险，此时应放弃步行。
当心脚下
　　避难时禁止光脚。另外，由于浊流而不知道排水沟、
井盖的位置时，具有被冲走的危险，因此用长棍当手
杖确认安全。
两个人以上一起避难
　　避免单独避难，应向左邻右舍打招呼，利用绳索
之类确保安全。另外，特别当心孩子走失。
※区政府制作了记载洪水对策的“水灾避难地图”。
请多加利用。在区政府10 楼危机・灾害对策课发放。
咨询：危机・灾害对策课（电话：03-5246-1094）
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为外国人举办日语学习班 费用：免费　教材费：2400日元 约2000日元左右

外国人のための日本語教室 費用：受講料・無料　教材費・２，４００円 ２，０００円程度

为外国人举办日语学习班

晋级：按各学期升级，学完3级后毕业。
※毕业生原则上不可再参加上课。
详情请浏览区主页
https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/foreigner/jigyoannai/japanese_class.html
咨询：区民课（电话：０３-５２４６-１１２６）

【追加】

外国人のための日本語教室

進級：学期ごとに進級し、レベル３ を修了すると卒業です。
※卒業した方の再受講は原則としてできません。
詳しくは区ホームページ
https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/foreigner/jigyoannai/japanese_class.html
をご覧ください。
問合せ：区民課（☎０３－５２４６－１１２６）

【追加】

日语学习支援同好会
台东区内有日语学习支援同好会。详情请查看台东区网站。

http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi /foreigner/jigyoannai/Volunteer_J.html

日本語学習支援サークル
区内で活動している日本語学習支援サークルがあります。詳しくは区ホームページ
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/foreigner/jigyoannai/Volunteer_J.html をご覧ください。

垃圾和再生利用
　收集日∶资源每周1次、可燃垃圾每周2次、不可燃垃圾每月2次、根据地区确定日期。可回收资源和垃圾请在规定星期的早上

8时之前置于指定的地点。
可回收垃圾和其它垃圾

ごみとリサイクル
収集日は資源が週１ 回、燃やすごみが週２ 回、燃やさないごみが月２ 回で、収集曜日は地域によって決められています。資源・
ごみは指定の曜日の朝８ 時までに、定められた場所へ出してください。

資源ごみは指定の曜日の朝８ 時までに、定められた場所へ
出してください。

上门回收垃圾

ごみの戸別収集について

大件垃圾提前预约后回收

粗大ごみは事前に予約して収集

台东再生利用广场
　再生利用商店

【删除】

再生利用商店（３ 楼）：

　　将家里不用的日用杂货和衣物等寄放在店面中3 星

期，予以代销。（需预约、收费）

电话∶０３-３８６６-８３６１

環境ふれあい館ひまわり
　リサイクルショップ

【削除】

リサイクルショップ（３ 階）：
　家庭で使われなくなった日用雑貨品や衣料などをお預か
りして、３ 週間店頭に展示し販売します。（要予約・有料）
☎ ０３－３８６６－８３６１

P10
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台东区内急救指定医疗机构
　■浅草医院

内科、外科、骨外科、眼科、泌尿科、心血管内科、康复科、麻醉科、急诊科、消化内科、消化外科、内窥镜外科、呼吸内科、神经
内科、内科分泌内科、耳鼻喉科、妇科、皮肤科、脑神经外科

内科、外科、骨外科、眼科、泌尿科、心血管内科、康复科、
麻醉科、急诊科、消化内科、消化外科、内窥镜外科、呼吸内
科、神经内科、内科分泌内科、耳鼻咽喉科、妇科、皮肤科

台東区内の救急指定医療機関
　■浅草病院

内科、外科、整形外科、眼科、泌尿器科、循環器内科、リハビリテーション科、麻酔科、救急科、消化器内科外科、内視鏡外科、呼
吸器内科、神経内科、内分泌内科、耳鼻科、婦人科、皮膚科、脳神経外科

内科、外科、整形外科、眼科、泌尿器科、循環器内科、リハ
ビリテーション科、麻酔科、救急科、消化器内科外科、内視
鏡外科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、耳鼻咽喉科、
婦人科、皮膚科

台东区内急救指定医疗机构
　■永寿总合医院

、脑卒中科 【追加】

台東区内の救急指定医療機関
　■永寿総合病院

、脳卒中科 【追加】

台东区内急救指定医疗机构
　■浅草寺医院

、儿科、肛门外科 【追加】

台東区内の救急指定医療機関
　■浅草寺病院

、小児科、肛門外科 【追加】

台东区内急救指定医疗机构
　■泷口外科胃肠科骨科

骨外科、外科、胃肠病学、心血管科、 消化内科 骨外科、外科、胃肠病学、心血管科

台東区内の救急指定医療機関
　■滝口外科胃腸科整形外科

整形外科、外科、消化器科、循環器科、消化器内科 整形外科、外科、消化器科、循環器科

假日、急救诊疗
 紧急时

休日・救急診療
 緊急を要する場合

自行车的对策

主要采取ー
　①自行车等停车场的开办· 管理、
　②自行车存放点的开办· 管理、
　③自行车出租、
　④乱停乱放自行车的撤走· 收缴。
ー我正在执行。

③自行车出租、
④乱停乱放自行车的撤走· 收缴。

自転車対策

主にー
①自転車等駐車場の整備・運営
②自転車置場の整備・運営
③レンタサイクル
④放置自転車の移送・撤去
ーを実施しています。

③レンタサイクル
④放置自転車の移送・撤去

自行车存放点的开办·管理
　区立自行车存放点一览

①日暮里站西口（谷中7-15/16/21前） 谷中7-15前

自転車置場の整備・運営
　区立自転車置場一覧

①日暮里駅西口（谷中７－１５・１６・２１先） 谷中７－１５先
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自行车出租 【删除】

　自行车出租
以下4个自行车停车场开办有自行车出租业务。
如您要去购物等，请租用这类自行车。
　　如您要申请利用这一服务，请携带身份证明文
件到停车场办理相关手续。费用是4个小时从200日
元起。另外，区内的部分宾馆、饭店、旅馆也提供
自行车出租服务。
　　并且，各处供出租的自行车辆数有限，这点请
您予以理解。
有自行车供出租的自行车停车场一览表
　①隅田公园（花川户1-1前）
　②新御徒町站（小岛2-21前）
　③仲御徒町站（东上野1-14前）
　④筑波快线浅草站南（浅草1-25前）

レンタサイクル 【削除】

レンタサイクル
次の４ か所の自転車駐車場において、レンタサイクルの貸
し出しを行っています。買い物やその他の用途で、ぜひお
使いください。利用ご希望の方は、身分を証明できるもの
を持参の上、駐輪場で手続きを行ってください。料金は、４
時間２００ 円からです。また、区内のホテル・旅館の一部で
も、レンタサイクルを取り扱っています。なお、各場所とも、
設置している台数には限りがありますのでご了承ください。
レンタサイクル設置自転車駐車場一覧
①隅田公園（花川戸１－１ 先）
②新御徒町駅（小島２－２１ 先）
③仲御徒町駅（東上野１－１４ 先）
④つくばエクスプレス浅草駅南（浅草１－２５先）

台东区政府

台東区役所

台东区政府
东京Metro日比谷线上野站下车步行5分
东京Metro银座线稻荷町站下车步行5分

地铁日比谷线上野站下车步行5分
地铁银座线稻荷町站下车步行5分

台東区役所
東京メトロ日比谷線上野駅下車徒歩５ 分
東京メトロ銀座線稲荷町駅下車徒歩５ 分

地下鉄日比谷線上野駅下車徒歩５ 分
地下鉄銀座線稲荷町駅下車徒歩５ 分

台东区政府

南环线巴士 20/34号停车站“台东区政府”

东西环线巴士 1/25号停车站“台东区政府”

一周环线巴士 31号停车站“台东区政府”

南环线 27号停车站“台东区政府”

东西环线 1・22号停车站“台东区政府”

台東区役所
南めぐりん　２０・３４番停留所「台東区役所」
東西めぐりん　１・２５番停留所「台東区役所」
ぐるーりめぐりん　３１番停留所「台東区役所」

南めぐりん　２７番停留所「台東区役所」
東西めぐりん　１・２２番停留所「台東区役所」

区民办事处
　●地区中心

入谷地区中心　根岸3-1-19  YS大厦6层 入谷1-15-6

区民事務所
　●地区センター

入谷地区センター　根岸３－１－１９　YSビル６階 入谷１－１５－６
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区民办事处
  ■区民事务所·分室、地区中心的业务
内容

区民事務所
　●区民事務所・分室、地区センターの業
務内容

居民登记
  ●住址的登记、变更

（2）区内地址变更时
○必要资料：在留卡或特别永住者证明，　持有个人编号卡的人为个人编号卡,参加了国民健康保险、后期高龄者医疗制度、看
护保险的人士则出具其保险证。

记载了个人编号的通知卡

住民登録
　●住所の登録・変更

（２）区内で住所が変わったとき
○ 必要なもの：在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカードを持っている方はマイナンバーカード、国民健康保
険、後期高齢者医療制度、介護保険に加入している方は、その保険証

マイナンバーが記載された通知カード

居民登记
  ●住址的登记、变更

（3）从区外迁入台东区时
○ 必要资料：迁出证明书（以前住的地址地的市区町村开具的证明书）、持有个人编号卡的人为个人编号卡、在留证或特别永
住者证明

通知卡

住民登録
　●住所の登録・変更

（３）区外から台東区に転入したとき
○ 必要なもの：転出証明書（前住所の市区町村で発行されたもの）、マイナンバーカードを持っている方はマイナンバーカード、
在留カードまたは特別永住者証明書

通知カード

居民登记
  ●住址的登记、变更

（5）迁出至日本国外时
居住地维持现状时
○ 属于在留证交付对象超过1年的人士、属于特永住者超过2年的人士需要在东京出入境在留管理局 办理“再入境许可”的
申请

入境管理局

住民登録
　●住所の登録・変更

（５）国外に転出するとき
住居は現在のままであるとき
○在留カード交付対象者で１ 年を超える方、特別永住者で２ 年を超える方は、出入国在留管理庁で「再入国許可」の申請が必
要です。

入国管理局

居民登记
　个人编号卡

个人编号卡是内装IC芯片且贴有照片的卡，除了可作为身份证明文件使用之外，在台东区，可享受使用个人编号卡内装的电

子证明书在便利店交付“居民证复印件”和“印鉴登记证明书”的服务。
“印鉴登记证明”

住民登録
　マイナンバーカード

マイナンバーカードは、ＩＣチップが搭載された写真付きのカードで、身分証明書として使用できるほか、台東区ではマイナンバー
カードに搭載された電子証明書を用いて、コンビニエンスストアで「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」が交付できるサービスを
実施しています。

「印鑑登録証明」

居民登记
　在留卡记载内容的变更、再交付、更新

在留卡证面的记载内容发生改变时、遗失后再交付时、更新效期时，请至东京出入境在留管理局（电话： ０３-５７９６-７１１１）进

行变更申请。
东京入境管理局

住民登録
　在留カードの記載内容の変更、再交付、
更新

在留カード券面の記載内容に変更が生じた場合や、紛失し再交付する場合、有効期限を更新する場合などは、東京出入国在留
管理局（☎０３－５７９６－７１１１）に変更等の申請をしてください。

東京入国管理局

P22～
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申报
　出生申报

在日本国内生子时，自出生之日起14天以内（含），由父亲或母亲向现住所或者出生地的政府机关提交出生申报单（本书附页
的出生证明书上医生签名的文件）。
　　此时，应携带申报者的在留卡（或者特别永住者证明）、护照、结婚证、母子健康手册。提交了出生申报单后，还需要办理以
下手续。
① 出生后 30 天以内至东京出入境在留管理局（电话：０３-５７９６-７１１１）申请在留资格等
②本国关系的手续（护照的申请等）
　　若父母任意一方是日本人，出生婴儿可获得日本国籍；若父母双方是外国人，根据父母本国的法律决定婴儿的国籍。

在日本国内生子时，自出生之日起14天以内
（含），由父亲或母亲向现住所或者出生地的政府
机关提交出生申报单（本书附页的出生证明书上医
生签名的文件）。
　　此时，应携带申报者的在留卡（或者特别永住
者证明）、护照、结婚证、母子手册。
提交了出生申报单后，还需要办理以下手续。
① 出生后3 0天以内至东京入境管理局（电话：
０３-５７９６-７１１１）申请在留资格等
②本国关系的手续（护照的申请等）
　　若父母任意一方是日本人，出生婴儿可获得日
本国籍；若父母双方是外国人，根据双亲本国的法
律决定婴儿的国籍。

届出
　出生届

日本国内でお子さんが生まれた時は、生まれた日から１４ 日以内に、父または母が出生届書（同書に添付されている出生証明書
欄に医師の証明があるもの）を、現住所または出生地の役所に提出してください。
　その際は、届出に来る人の在留カードまたは特別永住者証明書とパスポート、父母の婚姻証明書、母子健康手帳を持参してく
ださい。また、出生届の提出後は、下記の手続きも必要です。
①出生日から３０ 日以内に東京出入国在留管理局（☎ ０３－５７９６－７１１１）に在留資格取得等の申請
②本国関係の手続き（パスポートの申請など）
　なお、父母のどちらかが日本人であれば、生まれたお子さんも日本国籍を取得できますが、父母の双方が外国人である場合
は、父母の本国の法律によって、お子さんの国籍が決まります。

日本国内でお子さんが生まれた時は、生まれてから１４ 日以
内 に、父または母が出生届書（同書に添付されている出生
証明書欄に医師の証明があるもの）を、現住所または出生
地の役所に提出してください。その際は、届出に来る人の在
留カードまたは特別永住者証明書とパスポート、父母の結
婚証明書、母子手帳を持参してください。また、出生届の提
出後は、下記の手続きも必要です。
①出生日から３０ 日以内に東京入国管理局（☎ ０３－５７９
６－７１１１）に在留取得等の申請
②本国関係の手続き（パスポートの申請など）
　なお、両親のどちらかが日本人であれば、生まれたお子さ
んも日本国籍を取得できますが、父母の双方が外国人であ
る場合は、両親の本国の法律によって、お子さんの国籍が決
まります。

申报
　死亡申报

提交死亡申报时同时提交死亡者及提交者的在留卡或特别永住者证明以及护照。 【追加】

届出
　死亡届

死亡届を提出する際には、死亡した方及び届出人の在留カードまたは特別永住者証明書およびパスポートを持参してください。 【追加】

印鉴登记证明
印鉴登记证明书

　　请向区政府1楼户籍居民服务课或区民事务所·分室出示印鉴登记证（不必持印鉴）进行申请。可领取证明印鉴登记的印鉴
登记证明书。交付手续费1份300日元。

印鉴登记证明

印鑑登録証明
印鑑登録証明書
区役所１ 階の戸籍住民サービス課または区民事務所・分室の窓口に印鑑登録証（印鑑を持ってくる必要はありません）を提示し
て申請してください。印鑑が登録済みであることを証する印鑑登録証明書を交付します。交付手数料は１ 通３００ 円です。

印鑑登録証明

国民健康保险
 加入国民健康保险

国民健康保険
 国民健康保険への加入

国民健康保险
　加入国民健康保险

咨询：国民健康保险课（电话：０３-５２４６-１２５２） 【追加】

国民健康保険
　国民健康保険保険料

問合せ：国民健康保険課（☎ ０３－５２４６－１２５２） 【追加】

国民健康保险
　保险费的缴纳方法

使用区政府寄来的缴费单或通过账户转账进行缴纳。
此外，也可用智能手机的摄像头读取印在缴费单上的条形码，无现金缴纳结算。

【追加】

国民健康保険
　保険料の納め方

区役所から送付されてくる納付書や口座振替により納めていただきます。
また、納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、キャッシュレス決済での納付もできます。

【追加】
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国民健康保险
　保险费的缴纳方法

咨询：国民健康保险课（电话：０３-５２４６-１２５６） 电话：０３-５２４６-１２５２

国民健康保険
　保険料の納め方

問合せ：国民健康保険課（☎ ０３－５２４６－１２５６） ☎ ０３－５２４６－１２５２

后期高龄者医疗制度
 加入后期高龄者医疗制度

後期高齢者医療制度
 後期高齢者医療制度への加入

后期高龄者医疗制度
　后期高龄者医疗保险费 ・保险费额由均等比例额和所得比例额合计构成，每年限额64万日元。 62万日元

後期高齢者医療制度
　後期高齢者医療保険料

・保険料額は、年額６４ 万円を限度として均等割額と所得割額を合計したものとなります。 ６２万円

国民健康保险
　保险费的缴纳方法

使用区政府寄来的缴费单或通过账户转账进行缴纳。
此外，也可用智能手机的摄像头读取印在缴费单上的条形码，无现金缴纳结算。

【追加】

国民健康保険
　保険料の納め方

区役所から送付されてくる納付書や口座振替により納めていただきます。
また、納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、キャッシュレス決済での納付もできます。

【追加】

看护保险
　可利用看护保险服务者

根据要看护认定，认定日常生活需要看护和支援者。须有医师诊断。 【追加】

介護保険
　介護保険のサービスを利用できる方

要介護認定により日常生活で介護や支援が必要であると認定された方です。医師の診断が必要です。 【追加】

看护保险
　可利用看护保险服务者

②40～64 岁的人... 长患有16 种疾病之一而需要护理时（须有医师诊断）。 （须有医师诊断）

介護保険
　介護保険のサービスを利用できる方

②４０ ～６４ 歳の方…特定の１６ 種類の病気が原因で、介護が必要になった場合に利用できます（医師の診断が必要です）。 （医師の診断が必要です）

看护保险
　看护保险服务的种类

③地域紧密型服务
　有夜间对应型访问看护、认知症对应型上门服务看护、认知症对应型共同生活看护（团体之家）

夜间对应型访问看护、

介護保険
　介護保険サービスの種類

③地域密着型サービス
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）等があります。

夜間対応型訪問介護、

看护保险
　看护保险的保险费

・其他的人以区里寄送的缴纳单个别支付（可利用转帐·智能手机的APP等结算方式）。 【追加】

介護保険
　介護保険の保険料

・その他の方は、区が送付する納付書で個別にお支払いください（口座振替・スマートフォンなどのアプリ決済を利用できます）。 【追加】

国民年金
　退出补助金制度

咨询：上野年金事务所（电话∶０３-３８２４-２５１１）
日本年金机构web网址∶https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

国民年金
　脱退一時金制度

問合せ：上野年金事務所（☎ ０３－３８２４－２５１１）
日本年金機構web サイト：https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

健康咨询
咨询：台东保健所保健服务课（电话∶０３-３８４７-９４９７）

　　　浅草保健咨询中心（电话∶０３-３８４４-８１７２）
电话∶０３-３８４４-８１７１

健康相談
問合せ：台東保健所保健サービス課（☎ ０３－３８４７－９４９７）
　　        浅草保健相談センター（☎ ０３－３８４４－８１７２）

☎ ０３－３８４４－８１７１

妊娠时 咨询：浅草保健咨询中心（电话∶０３-３８４４-８１７１） 台东保健所保健服务课（电话∶０３-３８４７-９４４７）

妊娠したら 問合せ：浅草保健相談センター（☎ ０３－３８４４－８１７１） 台東保健所 保健サービス課（☎ ０３－３８４７－９４４７）
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妊娠时
　摇篮・台东面谈

对面谈的人发放一份育
儿包（1 万日元份儿童商品券）。
咨询：浅草保健咨询中心（电话： ０３-３８４４-８１７７）
       台东保健所保健服务课（电话：０３-３８４７-９４９７）

对面谈的人发放一份育
儿包（2018 年度：1 万日元份儿童商品券）。
咨询：台东保健所保健服务课（电话：０３-３８４７-９４９７）
　　　　浅草保健咨询中心（电话：０３-３８４４-８１７１）

妊娠したら
　ゆりかご・たいとう面接

面接をした人には育児パッケージ（こども商品券１ 万円分）を渡します。
問合せ： 浅草保健相談センター（☎ ０３－３８４４－８１７７）
　　　    台東保健所 保健サービス課（☎ ０３－３８４７－９４９７）

面接をした人には育児パッケージ（３０ 年度：こども商品券１ 
万円分）を渡します。
問合せ：
台東保健所 保健サービス課（☎ ０３－３８４７－９４９７）
浅草保健相談センター(☎ ０３－３８４４－８１７１)

妊娠时
　育儿助手（温暖帮手）

产前产后助手（温暖帮手）

　　在家庭没人护理产前1 个月到产后1年以内（多胎妊娠则是从获得母子手册时到产后3年以内）的孕产妇、婴幼儿时，本区
派遣育儿助手做家务和看护婴儿。* 需要事先申请。
咨询：浅草保健咨询中心（电话：０３-３８４４-８１７１）

育儿助手（温暖帮手）
　　在家庭没人护理产前 1 个月到产后 6 个月（多胎
妊娠则是产前 2 个月到产后 10 个月）的孕产妇、婴儿时，
本区派遣育儿助手做家务和看护婴儿。* 需要事先申请。
咨询：日本堤儿童家庭支援中心（电话：０３－５８２４－２５７
１）

妊娠したら
　育児支援ヘルパー（あったかハンド）

産前産後支援ヘルパー（あったかハンド）
産前１ カ月から生後１ 年未満（多胎妊娠の場合は母子手帳取得時から生後３ 年未満）の妊産婦や乳幼児を介助する人がいな
い家庭に、ヘルパーを派遣し、家事や育児のお手伝いをします。※事前申請が必要です。
問合せ：浅草保健相談センター（☎ ０３－３８４４－８１７１）

育児支援ヘルパー（あったかハンド）
産前１ カ月から産後６ カ月未満（多胎妊娠の場合は産前２ 
カ月から産後１０ カ月未満）の妊産婦や乳児を介助する人
がいない家庭に、ヘルパーを派遣し、家事や育児のお手伝
いをします。
※事前申請が必要です。
問合せ：日本堤子ども家庭支援センター
     　　　（☎ ０３－５８２４－２５７１)

妊娠时

　产后关怀
咨询：浅草保健咨询中心（电话：０３-３８４４-８１７７）

咨询：
台东保健所保健服务课（电话：０３-３８４７-９４９７）
浅草保健咨询中心（电话：０３－３８４４－８１７１）

妊娠したら
　産後ケア

問合せ：浅草保健相談センター（☎ ０３－３８４４－８１７７)
問合せ：
台東保健所 保健サービス課（☎ ０３－３８４７－９４９７）
浅草保健相談センター(☎ ０３－３８４４－８１７１)

育儿
　预防接种

需要接种小儿麻痹、白喉、百日咳、破伤风、麻疹、风疹、BCG、日本脑炎、HIB、小儿肺炎球菌疫苗、水痘、乙型肝炎等疫苗时、
轮状病毒感染症等会进行通知。

【追加】

育児
　予防接種

ポリオ、ジフテリア、百日咳、破傷風、麻しん、風しん、BCG、日本脳炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、水痘、B型肝炎、ロ
タウイルス感染症等について、該当する方にはご案内いたします。

【追加】

育儿
　访问所有婴幼儿家庭

咨询：浅草保健咨询中心（电话：０３-３８４４-８１７２）
        台东保健所保健服务课（电话：０３-３８４７-９４９７）

咨询：
台东保健所保健服务课（电话：０３-３８４７-９４９７）
浅草保健咨询中心（电话：０３-３８４４-８１７１）

育児
　乳幼児家庭全戸訪問

問合せ：浅草保健相談センター（☎ ０３－３８４４－８１７２)
　　　　   台東保健所 保健サービス課（☎ ０３－３８４７－９４９７）

問合せ：
台東保健所 保健サービス課（☎ ０３－３８４７－９４９７）
浅草保健相談センター(☎ ０３－３８４４－８１７１)

育儿

　婴幼儿健康检查
咨询：浅草保健咨询中心（电话：０３-３８４４-８１７１）
        台东保健所保健服务课（电话：０３-３８４７-９４４７）

咨询：
台东保健所保健服务课（电话：０３-３８４７-９４４７）
浅草保健咨询中心（电话：０３-３８４４-８１７１）

育児
　乳幼児健康診査

問合せ：浅草保健相談センター（☎ ０３－３８４４－８１７１)
　　　　   台東保健所 保健サービス課（☎ ０３－３８４７－９４４７）

問合せ：
台東保健所 保健サービス課（☎ ０３－３８４７－９４４７）
浅草保健相談センター(☎ ０３－３８４４－８１７１)
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育儿
　临时保育

当保护人想散心等情况下，可向蓬莱育儿支援中心或日本堤儿童家庭支援中心谷中分室按小时托管孩子，适用对象是区内居
住的1 岁至小学入学前的健康儿童，服务时间是上午9 时到下午5 时。

【追加】

育児
　いっとき保育

保護者がリフレッシュしたいときなどに、ほうらい子育てサポートセンターまたは日本堤子ども家庭支援センター谷中分室で時間
単位でお子さんを預かります。対象は区内に居住する１ 歳から小学校就学前の健康な児童。利用時間は午前９ 時～午後５ 時。

【追加】

育儿
　临时保育

咨询：蓬莱育儿支援中心（电话：０３-５８２４-５６２４））。

　　　 日本堤儿童家庭支援中心谷中分室（电话：０３－３８２４－５５３１）
【追加】

育児
　いっとき保育

問合せ：ほうらい子育てサポートセンター（☎０３－５８２４－５６２４）
　　　　  日本堤子ども家庭支援センター谷中分室（☎ ０３－３８２４－５５３１）

【追加】

育儿
　育儿短期支援（短期居留、暮光居留）

咨询：日本堤儿童家庭支援中心（电话：０３－５８２４－２５７１）

　　　 台东儿童家庭支援中心（电话：０３－３８３４－４４９７）
【追加】

育児
　子育て短期支援（ショートステイ・トワイ
ライトステイ）

問合せ：日本堤子ども家庭支援センター（☎ ０３－５８２４－２５７１）
　　　　　 台東子ども家庭支援センター（☎ ０３－３８３４－４４９７）

【追加】

育儿
　育儿短期支援（婴幼儿短期居留）

咨询：日本堤儿童家庭支援中心（电话：０３－５８２４－２５７１）

　　　 台东儿童家庭支援中心（电话：０３－３８３４－４４９７）
【追加】

育児
　子育て短期支援（乳幼児ショートステイ）

問合せ：日本堤子ども家庭支援センター（☎ ０３－５８２４－２５７１）
　　　  　台東子ども家庭支援センター（☎ ０３－３８３４－４４９７）

【追加】

育儿
　育儿咨询

咨询：浅草保健咨询中心（电话：０３-３８４４-８１７２）
        台东保健所保健服务课（电话：０３-３８４７-９４９７）

咨询：
台东保健所保健服务课（电话：０３-３８４７-９４９７）
浅草保健咨询中心（电话：０３-３８４４-８１７１）

育児
　育児相談

問合せ：浅草保健相談センター（☎ ０３－３８４４－８１７２)
　　　　   台東保健所 保健サービス課（☎ ０３－３８４７－９４９７）

問合せ：
台東保健所 保健サービス課（☎ ０３－３８４７－９４９７）
浅草保健相談センター(☎ ０３－３８４４－８１７１)

育儿
　育儿咨询

育児
　育児相談

保育园 现在区内有区立的保育园11个、儿童园3个、私立的保育园３１ 个、儿童园2 个。 20 个

保育園 現在区内には、区立の保育園が１１園、こども園が３園、私立の保育園が３１園、こども園が２園あります。 ２０園

儿童馆

児童館

儿童俱乐部

こどもクラブ

儿童家庭支援中心
■日本堤儿童家庭支援中心

■台东儿童家庭支援中心

■日本堤儿童家庭支援中心（微笑广场）

电话∶０３-５８２４-２５７１

■台东儿童家庭支援中心（欢欣雀跃广场）

电话∶０３-３８３４-４４９７

■日本堤儿童家庭支援中心（微笑广场）

电话∶０３-５８２４-２５３５

■台东儿童家庭支援中心（欢欣雀跃广场）

电话∶０３-３８３４-４５７７

子ども家庭支援センター
■日本堤子ども家庭支援センター
■台東子ども家庭支援センター

■日本堤子ども家庭支援センター（にこにこひろば）
☎ ０３－５８２４－２５７１
■台東子ども家庭支援センター（わくわくひろば）
☎ ０３－３８３４－４４９７

■日本堤子ども家庭支援センター（にこにこひろば）
☎ ０３－５８２４－２５３５
■台東子ども家庭支援センター（わくわくひろば）
☎ ０３－３８３４－４５７７

居民税 其中，向台东区缴纳的居民税（特别区民税、都民税），当年的1 月1 日在台东区有住处，前一年有一定的收入者为对象。 是以在台东区居住1 年（或预定1 年）、

住民税とは
このうち、台東区に納める住民税（特別区民税・都民税）は、その年の１月１日現在、台東区に住所があり、前年中に所得のあった
方が対象になります。

台東区に１年以上在留しているか、在留の予定がある方
で、当該年度
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汽车等所有者的税金

①轻汽车税（分类征收标准※）＝对附原动机的自行车（125cc 以下）、轻型汽车（660cc 以下）、小型特殊汽车、二轮小型汽

车（125cc 以上）等课征的税金。

※原“轻汽车税”更名为“轻汽车税（分类征收标准）”。

【追加】

自動車などの所有者にかかる税金
①軽自動車税（種別割※）＝原動機付自転車（１２５CC 以下）・軽自動車（６６０CC 以下）・小型特殊自動車・二輪の小型自動車
（１２５CC 超）等にかかる税金です。
※これまでの「軽自動車税」が「軽自動車税（種別割）」へ名前が変わりました。

【追加】

汽车等所有者的税金
　汽车的废车和登记

轻型汽车税（分类征收标准）等是对每年4 月1 日时拥有汽车者的课税，请必需进行车辆的登记和废车手续。 【追加】

自動車などの所有者にかかる税金
　自動車の廃車と登録

軽自動車税（種別割）などは当該年度の４月１日現在の所有者に課税されますので、車両の登録と廃車の手続きを確実に行って
ください。

【追加】

汽车等所有者的税金
　附原动机自行车的登记

可确认本人身份的证件（在留卡、特别永住者证明、驾驶证等）和－
请持在留证或特别永住者证明等可确认本人身份的证件
和

自動車などの所有者にかかる税金
　原動機付自転車の登録

本人確認ができる書類（在留カード・特別永住者証明書・運転免許証等）と－
在留カードまたは特別永住者証明書などの本人確認がで
きる書類と

高龄者福利
　●地区总括支援中心一览表

浅草
浅草4-26-2
※截止到2022年9月末前后，临时搬迁至千束3-28-13.

【追加】

高齢者福祉
　●地域包括支援センター一覧

あさくさ
浅草４－２６－２
※令和４年９月末頃まで千束３－２８－１３に仮移転

【追加】

入学手续
　幼儿园

【删除】 区立幼儿园的保育费根据家庭收入而异。

入学手続き
　幼稚園

【削除】
区立幼稚園の保育料は、家庭の収入の状況によって異なり
ます。

入学手续
　幼儿园

私立幼儿园
　  区内有7个私立幼儿园。关于入园资格等请直接向幼儿园咨询。
咨询：幼儿园或总务课（6 楼 电话：03-5246-1236）

另外，也向私立幼儿园园儿的保护人支付各种补助。
咨询：幼儿园或总务课（6 楼 电话∶０３-５２４６-１４０２）

入学手続き
　幼稚園

私立幼稚園
　区内には私立の幼稚園が７園あります。入園資格等については直接幼稚園にお問い合わせください。
問合せ：幼稚園または庶務課（６階　☎ ０３－５２４６－１２３６）

また、私立幼稚園に就園している園児の保護者に、各種の
補助金を交付しています。
問合せ：幼稚園または庶務課（６階　☎ ０３－５２４６－１４０
２）

体育设施
 清岛温水游泳池

スポーツ施設
■清島温水プール

体育设施
　■柳北运动广场

スポーツ施設
　■柳北スポーツプラザ

图书馆
　■中央图书馆

藏书数（截至2018 年3 月现在）∶约366,000 册图书、37 种报纸、322 种杂志、约14,300 张CD、约5,300个录像带或
DVD

藏书数（截至2017 年3 月现在）∶约366,000 册图书、37 
种报纸、322 种杂志、约14,000 张CD、约5,000个录像
带或DVD

図書館
　■中央図書館

蔵書数（蔵書データ平成３０年３月現在）：
図書約３６６，０００冊、新聞３７紙、雑誌３２２誌、ＣＤ約１４，３００点、ビデオ・ＤＶＤ約５，３００点

蔵書数（蔵書データ平成２９年３月現在）：
図書訳３６６，０００冊、新聞３７紙、雑誌３２２誌、ＣＤ約１４，０
００点、ビデオ・ＤＶＤ約５，０００点
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图书馆
　■中央图书馆

図書館
　■中央図書館

图书馆
　■中央图书馆谷中分室

开馆时间∶上午9时30分～下午７时 下午9时

図書館
　■中央図書館谷中分室

開館時間：午前９時３０分～午後７時 午後９時

图书馆
　■根岸图书馆

开馆时间∶上午9时30分～下午７时 下午８时

図書館
　■根岸図書館

開館時間：午前９時３０分～午後７時 午後８時

图书馆
　利用图书馆之际

図書館
　図書館の利用にあたって

图书馆
　利用图书馆之际

⑤在各图书馆均可还书。请归还至设置在图书馆前台或图书馆入口处的书箱内。
⑤在各图书馆均可还书。图书馆关闭时，请放入图书馆入
口处的还书箱

図書館
　図書館の利用にあたって

⑤本はどの図書館へも返せます。図書館カウンター又は、図書館の入口に備えてあるブックポストへお返しください。
⑤本はどの図書館へも返せます。図書館が閉まっている時
には図書館の入口に備えてあるブックポストに入れてくださ
い。

东京都外国人咨询窗口 东京都政府大楼3楼   南侧 【追加】

東京都外国人相談窓口 都庁第一本庁舎３ 階　南側 【追加】

东京都保健医疗信息中心
“向日葵”（医疗制度·医疗机构介绍）

東京都保健医療情報センター
「ひまわり」（医療制度・医療機関案内）

外国人在留综合咨询中心
（入国、在留的有关手续）

东京出入国在留管理局　电话：０５７０-０１-３９０４ 东京入国管理局

外国人在留総合インフォメーションセンター
（入国・在留に関する手続き）

東京出入国在留管理局　☎ ０５７０－０１－３９０４ 東京入国管理局

外国人人权咨询所
（人权侵犯咨询） 英语，中文，韩语，菲律宾语，葡萄牙语，越南语，尼泊尔语，西班牙语，印尼语，泰语 英语，中文，韩语，菲律宾语，葡萄牙语和越南语

外国人のための人権相談所
（人権侵害相談）

英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語
英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語及び、ベ
トナム語

P52 https://www.city.taito.lg.jp/library/index.html
http://www.city.taito.lg.jp/index/li-
brary/index.html
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东京外国人雇用服务中心
（职业咨询和就业安置）

电话∶０３-５３６１-８７２２
需要口译（英语、中文）时，请事先询问。
星期一～五：上午9 时00 分～下午5 时00 分（星期六、星期日、节假日及年末年初休息）
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

电话∶０３-５３３９-８６２５
需要口译（英语、中文）时，请事先询问。
星期一～五：上午10 时00 分～下午5 时00 分（节假日
及年末年初休息）
http://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

東京外国人雇用サービスセンター
（職業相談・職業紹介）

☎ ０３－５３６１－８７２２
通訳( 英語・中国語) が必要な場合は事前に問い合わせてください。
月～金曜日：午前９ 時００ 分～午後５ 時００ 分（土・日・祝日及び年末年始は休み）
httpｓ://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

☎ ０３－５３３９－８６２５
通訳( 英語・中国語) が必要な場合は事前に問い合わせて
ください。
月～金曜日：午前１０ 時００ 分～午後６ 時００ 分（祝日及び
年末年始は休み）
http://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

新宿外国人雇佣支援、指导中心
（职业咨询和就业安置）

星期一～五：上午8 时30 分～下午5 时15 分（星期六、星期日、节假日及年末年初休息）
httpｓ://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shinjuku/madoguchi_goannai/
gaisen.html

星期一～五：上午8 时30 分～下午5 时15 分（节假日及
年末年初休息）
http://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
foreigner/gaikokujin_center_goannai.html

新宿外国人雇用支援・指導センター
（職業相談・職業紹介）

月～金曜日：午前８ 時３０ 分～午後５ 時１５ 分（土・日・祝日及び年末年始は休み）
httpｓ://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shinjuku/madoguchi_goannai/gaisen.html

月～金曜日：午前８ 時３０ 分～午後５ 時１５ 分（祝日及び
年末年始は休み）
http://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
foreigner/gaikokujin_center_goannai.html

东京都劳动咨询信息中心
（劳动咨询）

東京都労働相談情報センター
(労働相談)

东京国税局（国税、所得税）

東京国税局（国税・所得税）

邮递介绍服务（邮递介绍）
星期一～星期五∶上午8 时～下午9时
星期六、星期日、节假日：上午9 时～下午9时
https://www.post.japanpost.jp/english

星期一～星期五∶上午8 时～下午10 时
星期六、星期日、节假日：上午9 时～下午10 时

郵便案内サービス（郵便案内）
月～金曜日：午前８ 時～午後９ 時
土・日・祝：午前９ 時～午後９ 時
https://www.post.japanpost.jp/english

月～金曜日：午前８ 時～午後１０ 時
土・日・祝：午前９ 時～午後１０ 時
http://www.post.japanpost.jp/english

生活信息
生活信息
东京都“TSUNAGARI”创生财团

生活信息
东京都国际交流委员会

リビング・インフォメーション
リビング・インフォメーション
一般財団法人　東京都つながり創生財団

リビング・インフォメーション
東京都国際交流委員会

在东京生活
在东京生活
东京都“TSUNAGARI”创生财团

在东京生活
东京都国际交流委员会

Life in Tokyo
Life in Tokyo
一般財団法人　東京都つながり創生財団

Life in Tokyo
東京都国際交流委員会

P56 https://www.nta.go.jp/english/ http://www.nta.go.jp/english/
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■区民事务所·分室、地区中心的业务内容
区民事务所 区民事务所分室 地区中心

三处 两处 六处

居民证复印件 ○ ○ △*注2

印鉴登记证明 ○ ○ △*注2
户籍全部事项证明 ○ ○ ×
户籍个人事项证明 ○ ○ ×
户口本副本 ○ × ×
身份证明 ○ × ×
课税、纳税证明书（区民税·
都民税）

○ ○ △*注2

特别区民税·都民税 ○ ○ ×

轻型汽车税 ○ ○ ×
国民健康保险费 ○ ○ ×
看护保险费 ○ ○ ×
后期高龄者医疗保险 ○ ○ ×

迁入·迁出·变更地址申报 ○ ○ ×

印鉴登记 ○ ○ ×
国民健康保险加入·丧失 ○ ○ ×
国民年金加入·丧失 ○ ○ ×
母子健康手册 ○ ○ ×
窗口夜间延长业务 ○*注1 × ×
退还从图书馆借的书 ○*注2 × ×
区民馆的登记 ○ ○ ○
各町会、团体等相联系和协
调

○ ○ ○

灾害应急对策 ○ ○ ○
汽车临时驾驶证（临时牌
号）的受理和交付

○ × ×

个人编号的交付和申请 ○ ○ ×

主要业务

证
明
书
的
发
行

缴
纳

申
报

其
他

区民事务所 区民事务所分室
三处 两处

居民证复印件 ○ ○

印鉴登记证明 ○ ○
户籍全部事项证明 ○ ○
户籍个人事项证明 ○ ○
户口本副本 ○ ×
身份证明 ○ ×
课税、纳税证明书（区民税·
都民税）

○ ○

特别区民税·都民税 ○ ○

轻型汽车税 ○ ○
国民健康保险费 ○ ○
看护保险费 ○ ○
后期高龄者医疗保险 ○ ○

迁入·迁出·变更地址申报 ○ ○

印鉴登记 ○ ○
国民健康保险加入·丧失 ○ ○
国民年金加入·丧失 ○ ○
母子健康手册 ○ ○
窗口夜间延长业务 ○*注1 ×
退还从图书馆借的书 ○*注2 ×
区民馆的登记 ○ ○
各町会、团体等相联系和协
调

○ ○

灾害应急对策 ○ ○
汽车临时驾驶证（临时牌
号）的受理和交付

○ ×

个人编号的交付和申请 ○ ○

主要业务
地区中心

六处

证
明
书
的
发
行

△* 注3

△* 注3
×
×
×
×

△* 注3

缴
纳

×

×
×
×
×

申
报

×

×
×
×
×

其
他

×
×
○

○

○

×

×

*注1　每周星期三延长到晩上７点。但是，延长业务期间有些业务不能办理，比如需 *注1　每周星期三延长到晩上７点。但是，延长业务期间有些业务不能办理，比如需
　　　　       or related institutions (Example: Moving Notification) may not be possible to complete, please ask in advance.  　要其他市区町村与相关机构进行确认的业务（例：迁入申报等），详情请咨询相关单位。 　　　　       or related institutions (Example: Moving Notification) may not be possible to complete, please ask in advance.  　要其他市区町村与相关机构进行确认的业务（例：迁入申报等），详情请咨询相关单位。
*注2　不能还CD、DVD、录象带。 *注2　不能还CD、DVD、录象带。
*注2　转交交付（东上野地区中心除外）时,窗口处將无法于即日交付。如您需要我们转交交付，请事先向 *注3　转交交付（东上野地区中心除外）时,窗口处將无法于即日交付。如您需要我们转交交付，请事先向
　　　　　　　counter. If you would like something issued via mediation, please apply with the city office(Family Registration　区政府（户籍居民服务课、税务课）提出申请，并于下一个开放日到相应的地区中心领取居民证与 　　　　　　　counter. If you would like something issued via mediation, please apply with the city office(Family Registration　区政府（户籍居民服务课、税务课）提出申请，并于下一个开放日到相应的地区中心领取居民证与
               Residents’ Service Section or Tax Administration Section) in advance, and then pick up the Copy of Residence　课税证明书等。                Residents’ Service Section or Tax Administration Section) in advance, and then pick up the Copy of Residence　课税证明书等。

育儿咨询
会场/ 地址 举办日 受理时间

日本堤儿童家庭支援中心
日本堤2-25-8

第1星期四 上午10时～ 11时

金杉区民馆
下谷3-1-30

第3星期四
下午1时30分～ 2时

30分

日本堤儿童家庭支援中心
谷中分室
谷中2-9-21

第1星期二 上午10时～ 11时

寿儿童家庭支援中心
寿1-10-10

第2星期五 上午10时～ 11时

今户儿童馆
今户1-3-6

第3星期五 上午10时～ 11时

台东儿童家庭支援中心
台东1-25-5

第2星期三 上午10时～ 11时

Habataki21　（振翅）
终生学习中心4 楼
西浅草3-25-16

第1星期四
下午1时30分～ 2时

30分

会场/ 地址 举办日 受理时间

浅草保健咨询中心
花川户２－１１－１０

第3星期三

上午10 时～ 11 时
30 分

（受理截至上午10时
15分）

台东保健所
东上野4-22-8

第4星期二

上午10 时～ 11 时
30 分

（受理截至上午10时
15分）

会场/ 地址 举办日 受理时间
金杉区民馆
下谷3-1-30

第3星期四
下午1时30分～ 2时30

分
谷中区民馆（谷中防
灾社区中心）
谷中5-6-5

第1星期二 上午10时～ 11时

寿儿童家庭支援中心
寿1-10-10

第2星期五 上午10时～ 11时

今户儿童馆
今户1-3-6

第3星期五 上午10时～ 11时

台东儿童家庭支援中心
台东1-25-5

第2星期三 上午10时～ 11时

Habataki21　（振翅）
终生学习中心4 楼
西浅草3-25-16

第1星期四
下午1时30分～ 2时30

分

会场/ 地址 举办日 受理时间

台东保健所
东上野4-22-8

第4星期二

上午10 时～ 11 时30 
分

（受理截至上午10时15
分）

浅草保健咨询中心
花川户1-14-16

第3星期三

上午10 时～ 11 时30 
分

（受理截至上午10时15
分）



 

     

 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

儿童馆
千束儿童馆 千束3-20-6 电话:03-3874-1714

玉姬儿童馆 ※１ 清川2-22-13 电话:03-3874-6571

台东儿童馆 台东1-11-5 电话:03-3832-8493
池之端儿童馆 池之端2-3-3 电话:03-3823-6644
松谷儿童馆※2 松谷4-15-11 电话:03-3841-6734
今户儿童馆 今户1-3-6 电话:03-3876-1656
寿儿童馆 寿1-4-5 电话:03-3844-8602
谷中儿童馆 谷中5-6-5 电话:03-3824-4043
※１　截至2019年3月为临时设施　※２　2018年度大规模的改造

千束儿童馆 千束3-20-6 电话:03-3874-1714

玉姬儿童馆 ※１ 清川2-24-9 电话:03-3874-6571

台东儿童馆 台东1-11-5 电话:03-3832-8493
池之端儿童馆 池之端2-3-3 电话:03-3823-6644
松谷儿童馆※2 松谷4-15-11 电话:03-3841-6734
今户儿童馆 今户1-3-6 电话:03-3876-1656
寿儿童馆 寿1-4-5 电话:03-3844-8602
谷中儿童馆 谷中5-6-5 电话:03-3824-4043
※１　截至2019年3月为临时设施　※２　2018年度大规模的改造

儿童俱乐部
（ 公办民営）
千束儿童俱乐部 千束3-20-6 电话: 03-3876-0380
东泉儿童俱乐部 三轮1-23-9 电话: 03-3876-4214

玉姬儿童俱乐部 ※ 1 清川2-22-13 电话: 03-3876-0358

东浅草儿童俱乐部 东浅草2-27-19 电话: 03-3874-4979
竹町儿童俱乐部 台东3-25-4 电话: 03-3839-1755
池之端儿童俱乐部 池之端2-3-3 电话: 03-3827-7939
谷中儿童俱乐部 谷中5-6-5 电话: 03-3827-7936
松谷儿童俱乐部  ※ 2 松谷4-15-11 电话: 03-3841-6738
下谷儿童俱乐部 下谷3-1-14 电话: 03-3871-0841
松叶儿童俱乐部 松谷1-13-16 电话: 03-3845-0209
浅草儿童俱乐部 花川户1-14-21 电话: 03-3844-8565
寿儿童俱乐部 寿1-4-5 电话: 03-3844-8629
寿第2 儿童俱乐部 寿1-4-5 电话: 03-3844-8606
浅草桥儿童俱乐部 浅草桥5-1-8 电话: 03-3863-0736
龙泉儿童俱乐部 龙泉2-10-6 电 电话: 03-3871-6285
千东小学儿童俱乐部 浅草4-24-11 电话: 03-3873-5821
富士童俱乐部 浅草4-48-9 电话: 03-3875-5159
北上野儿童俱乐部 北上野2-15-6 电话: 03-3843-9525
田原儿童俱乐部 雷门1-4-4 电话: 03-5828-3552
金龙儿童俱乐部 千束1-9-14 电话: 03-3871-5311
今户儿童俱乐部 今户1-3-6 电话: 03-5603-0151
石滨儿童俱乐部 清川 1-14-21 电话: 03-3875-0551
藏前儿童俱乐部 藏前4-19-6 电话 :03-3851-1611
根岸儿童俱乐部 根岸3-9-2 电话 :03-3872-1120

( 民办民营)

台东入谷儿童俱乐部 入谷1-13-9 电话: 03-6802-2830

※ 1 截至2019年3月为临时设施　※ 2 2018年度休止

（ 公办民営）
千束儿童俱乐部 千束3-20-6 电话: 03-3876-0380
东泉儿童俱乐部 三轮1-23-9 电话: 03-3876-4214

玉姬儿童俱乐部 ※ 1 清川2-24-9 电话: 03-3876-0358

东浅草儿童俱乐部 东浅草2-27-19 电话: 03-3874-4979
竹町儿童俱乐部 台东3-25-4 电话: 03-3839-1755
池之端儿童俱乐部 池之端2-3-3 电话: 03-3827-7939
谷中儿童俱乐部 谷中5-6-5 电话: 03-3827-7936
松谷儿童俱乐部  ※ 2 松谷4-15-11 电话: 03-3841-6738
下谷儿童俱乐部 下谷3-1-14 电话: 03-3871-0841
松叶儿童俱乐部 松谷1-13-16 电话: 03-3845-0209
浅草儿童俱乐部 花川户1-14-21 电话: 03-3844-8565
寿儿童俱乐部 寿1-4-5 电话: 03-3844-8629
寿第2 儿童俱乐部 寿1-4-5 电话: 03-3844-8606
浅草桥儿童俱乐部 浅草桥5-1-8 电话: 03-3863-0736
龙泉儿童俱乐部 龙泉2-10-6 电话: 03-3871-6285
千东小学儿童俱乐部 浅草4-24-11 电话: 03-3873-5821
富士童俱乐部 浅草4-48-9 电话: 03-3875-5159
北上野儿童俱乐部 北上野2-15-6 电话: 03-3843-9525
田原儿童俱乐部 雷门1-4-4 电话: 03-5828-3552
金龙儿童俱乐部 千束1-9-14 电话: 03-3871-5311
今户儿童俱乐部 今户1-3-6 电话: 03-5603-0151
石滨儿童俱乐部 清川 1-14-21 电话: 03-3875-0551
( 民办民营)
台东入谷儿童俱乐部 入谷1-13-9 电话: 03-6802-2830
※ 1 截至2019年3月为临时设施　※ 2 2018年度休止

柳北运动广场

关于游泳池的使用

年龄/用途
亲子时段（水深60～

80厘米）
普通用途（水深120厘米）

满3 岁～学龄前儿童 〇※１ ×

小学1～3年级 〇※２ 〇※１

小学4～6年级 〇 〇※３

初中生以上 × 〇

※1・・・1位监护人最多可带2人进入。
※2・・・1位监护人最多可带4人（包括2名满3岁～学龄前儿童在内）进入。
※3・・・18:00以后，在监护人的陪同或接送下，最多可2人进入。

使用水深

年龄

满3 岁～学龄前儿童 不可进入 1 位家长最多可带2 人进入

小学1 年级～小学3 年级 1 位家长最多可带2 人进入
1 位家长最多可带4 人（包含
上述2 人）进入

小学4 年级～小学6 年级 可以进入 可以进入

1 位家长最多可带2 人进入

允许监护人入场照料或接送。

＜一般利用＞
下午7 时以后

120cm

＜亲子时间＞
上午9 时～ 12 时

星期六　60cm
星期日 节假日　80cm

＜一般利用＞
上午9 时～下午7 时

120cm

不可进入

③借出册数、借出期间
借出册数 借出期间 延长※

图书、杂志 1 人15 册 2 周 2 周
CD 1 人3 盘 2 周 2 周
DVD、录象带 1 人2 盘 1 周 1 周
※延长仅限无预约的情况，可延长1 次。可从办理延长手续之日起再续借两周。

借出册数 借出期间
图书、杂志 1 人15 册 2 周
CD 1 人3 盘 2 周
DVD、录象带 1 人2 盘 1 周
※延长仅限无预约的情况，可延长1 次。可从办理延长手续之日起再续借两周。

延长※
2 周


