
遠本 《草カロ市指南》用各国悟言,力悠介幻了

有美日悟、日本的生活コ慣以及各神規定等内容。

此事按内容分章,悠可根据惣的需要来逸拝同演。

在市役所 (市民深、国際同洵角)可拿到此小珊子。

男外,惣也可以向各公共投施的服努省日索要。

我イ|]哀心祝原此小冊子能計助大家在草加安居

示並,愉快生活。

ガイ ドブ ック葦茄は 日本語や 日米 での暮 らし勢や藻ま り

などを、各国語で説明したものです。テーマごとに 1シー

トとなっています。必要なシー トを選んで使つてくださ

い。ギ筏所 (市民課、菌譲霜譲コーナー)、 答サービスセ

ンターにおいてあります。また、なパ巽泥頴葱首に頼ん

で取り寄せることもできます。贅茄が讐さんにとつて荏み

よいまちとなるよう役立てて下さい。
「国際相談コーナー」由志思者力悠提供信息和各洵。

国際相談コーナー

ボランティアスタッフが情 報 を提 供 した り、相談

にのります。

電話.:922-2970(直 通)

ファックス :927¨ 4955

E¨mall:soka― kokusaicjlmO.Ocn,nejp

月・水・金 午前 9時～午後 5時

市役所西棟 2階エ レベーター前

市役所 2楼 屯梯前

(国際相談コーナーは草力口市の事業補助により、市民の立場で

「NPO Livingin Japan」 力`運営しています。)
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A‐ 1入国吋的手象

入国吋的手象
A‐ 1

入国時の手続き

*こ のシリーズはやさしい日本語で書かれています。

*雪茄+にお荏いの方のT案です。



A‐ 1.入国吋的手銭

外国人想避八日本在日本暫居 (除現光等短期逗留外)吋,需要事先荻得

自国政府友行的夕照和日本大使竹、飯事信等釜友的釜証。

在日本可居住的期同力 “在留期同"。 在留期日是在入境吋被定下来的。

1。 在留十

(1)在留十是什仏

有中K期 (3今月以上)在留資格的外国人選入日本吋在机場等海美会友放

在留十 (帯有 IC芯片)。

*要享受公共服各 (国民健康保隆、児童手当、上学、養老金等)需要用在

留十到市役所亦理住民登録手紋。

(2)在留十上的信息 (照片以外 *16夕以下的不要照片)

①名字、生日、性別、国籍和地区

②地址

③在留資格、在留期間以及在留満了日期

④釜IIE神英以及笠証笠友日期

⑤在留十号、友行年月日以及期限

⑥有元工作的制限

⑦在留資格外的杵可

*IC芯片里有同梓信息。

A‐ 1.ス:薗蒔の革緩き

冒末に笑
う
菌し、絆程(観晃筆の建鰯稀程は際く)する諄は、事前にど秀の

昔の設濤が実洋した保弊 (パスポート)を とることと、L:球の差躯 鯖
(矢准第、嶺撃鯖)でき艶(ビザ)を隻けることが態曇そす。旨

:球

に籍在で
きる財簡を「程轡錨簡」とぃぃ、程轡鏡簡は実歯群に奥められます。

1.程
り
暫ヵ_ド

(1)在 暫カードとは

栓
り
暫ど落を得って、澪師 簡(3か宵践工)冒末に程

り
暫する丼首災には、

入 国時に空港などで在留カー ド (ICチ ップ入り)

が交付されます。

*為
う
妻サービス(旨賞撻震離 、先讐享雪、該

う
書、自罠準きなど)を豊け

るには、き
り
暫ヵ_ドを得つてキ覆チで程鴛重際の革続きが態曇です。

(2)程
り
暫ヵ_ドに語畿される捨

う
報 (軍賞ダ昇 *16譲茉稿は撃賞ポ曇)

①氏名、■年角
つ
ぎ、穫::ぉょび首婚の昔。通義

②樫首適                   ‐

③た
り
暫ど碁、詮

り
暫朝簡ぉょび程

り
暫覇商の務

リ
デの昌

④許可の経結笈び許峙鞘ず

⑤程
り
暫ヵ_ドの馨喜、菱符帯 Tぉょび署易期間鴨

リ
ギの首

⑥説
う
夕訂段の者蕪

⑦資格外活動許可を受けている時はそのこと

おな  じょうほう

*ICチ ップには同じ情報が入つています。



2.在出入国在留管理庁亦理的手鋲

除了住址登予和交更手数要在市役所亦理

以下的情況要持夕照、在留十、照片 (墜 4c■ ×横 3 cm、 16夕以下不要)

到出入国在留管理庁亦理。

(1)在留期間的更新

若在 日本居留的目的不交想要延長在留期同吋

可在在留期同満期的 2今月前起升始申清

頒在在留期同満前申情延期

(2)在留資格的変更

若在 日本居留的目的友生変化,有新的居留目的 ,｀ 要到入国管理局去亦理

在留資格変更手数。

(例如 :留学生、就学生単立后欲在 日本就立等 )

(3)在留十的再友行

在留十遺失、被盗、晋重破損、肛汚吋可申情再友行。

*再友行免費 (如果只是自己想要新十的情況的活要収費)

*遺失、被盗吋需要警察友行的証明ギ井在 14国 内か理

(4)資格外的活功4可
・若要牙女台現所持有的資格以外的有僕工作吋,需事先到出入国在留管理庁

申清。

(例如 :就学、留学資格→打零工、家族滞在→倣翻澤等 )

(5)荻得在留資格 (在 日本出生的核子的在留資格 )

在 日本出生者若想在日本逗留 60天以上吋,需要在出生日起 30天以内

到出入国在留管理庁亦理在留資格申清。

2.苗ウぽ薗詮
り
暫讐鐘好での享緩き

程
う
すの豊募や赤貢メ球の第誇や篇け凸は、燦弊、私

り
暫ヵ_ド、撃貴

(羅 4 cnl× 緩3cm、 16篤未満は不要)な どを得って:■
つ
買
う
ぎき

り
暫瞥鐘斧

で 行 います。

(1)程
り
暫覇筒の登薪

今までと同じ活動をするために、在 暫期商を延t質 したいとき。

撃語は、程讐錨簡7プの2か宵話から蔓け存けてぃます。
笹「ず栓

り
暫動様がられる前に革続きしてくださぃ。

(2)程
り
暫餐繕の赤量

境程の程讐
う
昌
く
蒟とは雀ぅTしぃ百言うができたために、左讐答籍を萎責し

たいとき。

(樹 :讐寧ど、続寧どが翠葉後、冒茉で
1営

こぅとするときなど)

(3)を
り
響ヵ_ドの等養符

然翼、量難、新しぃ汚れ、蕩などにより髯節 を豊けるツ答。
*髯養符は繋再です。保ズの需量による髯養符の場答は特鶴
*然て、然難の場答は響藁で実洋される証萌

｀
書が懲曇で、その事奨を茄つ

ひ        か 0ヽ ない  しんせい

た日から 14日 以内に申請しなければなりません。

(4)饗留界誓釘桑苛
琴蒔つているを讐費総のままで、昇されている程場綱 メ界の、蹟

列
ズを

伴 う事業を運営する活動又は難節 を得る活動をしようとするときには、

訴もつて1つズ
う
ぎた

り
暫讐鐘浮で詐笥を得なければいけません。

(笏 :疑
う
寧・讐

う
寧→ァルバイト、家族滞在→種訣など)

(5)窪讐答糠最樽 (Ъ

l味
で生まれた早どもの程讐答料)

冒黎で生まれた丼縦 が60旨を通えて籍程する場答、生まれた論か
ら30旨ダ間に響繊 得の第語を■

つ
買
う
ぎ程

り
暫讐鐘浮でしてください。



(6)名 字、生日、性別、国籍和地区有変更吋

(7)所属机杓或婚姻配偶有変更吋

①所属机杓 (公司、学校)変更吋

*限千由所属机杓取得技術、留学等在留資格的人

②高婚以及死別等

*在留資格是日本人配偶、家族滞在等人高婚或対方死亡吋

(6)(7)要在 14日 以内向出入国在留管理庁 申告

3.再入国4可

想在在留期国内出境 1年以上吋,要事先亦理好 “再入国Й二可
″
的手箋。

回来吋就不用亦理 “入国釜IIE"的 申清,可免与出国前相同的在留資格入

境。

(1)祝同力再入国

有有効的夕照、在留十的人出境 日本后在 1年内回日本 (伊照和笠証有

効期間内)吋不需亦理再入国杵可。

*不収費

.*出 国吋在海美提示在留十,在外国人再入国十的「みなし笑
う
箇許苛によ

る出目を希望 します」欄里打鈎注明。

*在留資格的有効期同不能在海外延長。超這 1年的活要重新申請。清留

意。

*有些情況不能利用祝同力再入国。

(2)有効期間

再入国杵可的有効期限最大力 5年

(6)氏名、日磐。通機、笙竿角
つ
ぎ、程前に養貢があつた場合

(7)誹負雇黄、流種署にについての篇[
①誹鷲届茜(だ角魂ゃ教

う
晉潔出)に萎貢があつた場合

*最需」「讐
う
寧」など誹篇届由の移程が程

り
暫ど語の基になっている場合

②配偶者との離婚などの場合

*社
り
暫ぎ総が爆 人の言誦署辱」ゃ蟻 絆在」などの天が離諸または先ち]

した場合

(6)、 (7)の外 は、養貢がぁった首から14占 頻んに、

『

ス
う
ぎを

り
暫

管理洋に届ける必要があります。

3.再入国許可

た
り
暫が籠められている期満笛に冒末から1準以工1つぎする場客には、箭

もつて「再入国許可」を豊けておきます。再入国許可を受けておくと、日米

に買つたときに、「哭盲審議」を豊ける態曇がなく、1箇話と筒じ左讐答総
で、在暫できます。

(1)み なし再入 国

有効な旅券 と在 響 カー ドがぁる人はそれ らの有効期間内であれば、

■
つ
自の首から1準メ高に着

|ズ
箇する場答は髯

|ズ
箇詐笥は未曇です。

*みなし青笑
う
箇詐苛に革毅再はかかりません。

*出 箇する前に在 暫 カー ドを見せて、再 ズ 菌用EDカ ー ドの「みな し再

ヌ
う
音詐苛による出首を希望します」のところにチェックを入れます。

*詮
り
暫ど落の署易期簡を簿算で筵Tすることはできません。1牢を通え

た場合はまた、滞程饗籍を取る必要がありますので気をつけて下さい。

*一部、みなし青
|ズ
箇詐笥詐苛キi髪の特1家 にならない場合もあります。

(2)有効期間

吉
|プ

箇詐苛の若邦財憔の上
う
置は5挙です。



<問洵>

出入国在留管理庁

○東京出入国在留管理局 信息中心

可以用英文、琳文、中文、西班牙文来坊或屯活同洵     :
屯活  03-5796-7111   東京都港区港南 5-5-30

。 JR品川靖木口,在第 8号乗車点,坐牙往 “品川碍共循不"的都菅公共汽

車,在 “東京入国管理局前"靖下牟。

0 東京高架鉄路lh海銭 (可与埼京銭違接)在 “天王洲アイル1靖下車,走
15分神。

○東京出入国在留管理局 埼玉亦事処  屯活  o48-851-9671

埼玉具さいたま市中央下落合 5-1を 1

さいたま第 2法務総合庁舎 1楼

JR埼京銭「与野本町駅」下牟走 10分神。

○外国人在留支援中心

免費及匿名相談 事前予約

11種語言対応  (英語、中国語、韓語、越南語、尼泊爾語、印尼語、

非律賓語、泰語、葡萄牙語、西班牙語)

地址 東京都新宿区四谷 1-6-1四谷大楼 13F
屯活 03‐5363‐ 3025 E‐ ma■:info‐iescoi.mo.gO.jp

http:〃wwπmは go.jpノ contenザ001324084.pdf (中 文網址)

《商ぃ各ゎせ莞》

r災盲程
り
暫讐鐘洋

o 策iボ 饉F天 国在
り
暫雛 篇 ィシフォメーションセンター

電話や事簡による商い各わせは実諄、馨色奢、7百ぎ、スペィン藷
でもできます。

TEL 03‐ 5796‐7111 賃兼新簿量選需5‐ 5‐30

・ JR詰;1頷業
じ
ざから蔀バス③審集り場「F;I撃競猪T」 で「策Fポ

笑
う
音讐鐘篇箭」

生
i:::::

。 黙景モノレールかりんかい瞭咲窒豹ァィ;レ豪」から荏表15雰

。策TrF箇程
り
ぽ讐鍾嵩 さぃたまF損徘 TЁ L 048‐ 851‐9671

尊壁買さいたまキ軍英釜雫簿為‐
12‐ 1

さいたま第2脇撚番斧嘗i階

。」RttT殷「卑弊呆辞銀」提歩10雰

。採島事r災lョ程
り
暫瞥鍾篇さぃたま1つ損芋 TEL 048‐ 851‐9671

鍔宝買さいたまキ∵英釜雫落為‐
12‐ 1

さいたま第2膨愁春誇 1階

・J RttT瞭「阜身栄辞豪」荏表10雰

o(ス
う
箇讐鍾篇)外首災程

り
暫隻磯センター

暴斜 撃前にギ鴇  饉琺
｀
で霜談できます:

11言語で丼態します。(巽諄、軍百藷、鮮箇筆、ベトナム藷、ネパール藷、

インドネシア語、フィリピノ語、タイ語、ポル トガル語、スペイン語)

策兼爺薪潜釜茜蓉1-6‐1 茜蓉タヮー13F
TEL 03‐ 5363‐3025 E‐ mail:info‐fresei.moJ.g01p



鶏釧踊 習暫讐担嵩埼玉派出所
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競 嵌 首だ営管理局

埼玉縣埼玉市下落合 5… 12‐ 1

埼玉第 2法務綜合辮事虎 lF

電記『 : 048‐ 851‐ 9671

接待時間 :9詰～ 12粘 13粘～ 16紬

(週六 日等休息日除外)

※此几 請注意部分派出所不受理在留資格申請。

業務内容 : 一般在留審査
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