
第4章

社会福祉と外国人に関する資料



データで見る外国人の状況

外国人住民数の推移
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入管法改正
日系外国人の就労を認める「定住者」の在留資格を新設。

新しい在留管理制度
外国人登録制度が廃止され、外国人住民にも日本人
と同じように住民票が作られるようになりました。

リーマンショック
景気不況のため失業者などが帰国。

※ 2012年以降の統計は中長期在留者および特別永住者の外国人。また、2015年末在留外国人統計から、「韓国・朝鮮」に係る表記が、「韓国」、
「朝鮮」と区別し表記されることとなりましたが、国籍別の推移がわかりやすいよう、このグラフでは「韓国・朝鮮」（同統計「韓国」および「朝鮮」の
合計）として記載しています。

出典：2005年まで法務大臣官房司法法制調査部編「出入国管理統計年報」、2006年から法務省「登録外国人統計」、2012年から法務省 「在
留外国人統計」（各年末現在、2017年のみ6月末現在）

東日本大震災
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2008（平成20）年の世界的金融危機により、失業した人など、多くの外国人が帰国しました。ブラジルやペ
ルーの外国人住民が一時的に減少しましたが、ここ数年はまた少しずつ増えています。

また、近年はベトナムやネパールなど、アジアからの外国人が増加しています。
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2017（平成29）年6月末現在、愛知県には156の国や地域の外国人が234,330人暮らしています。その数は愛

知県の総人口の3.1%です。国籍別には、ブラジル、中国、フィリピンおよび韓国が上位を占めており、全国統計と

比較すると、ブラジルやペルーが多いという特徴があります。

※ 中長期在留者および特別永住者の外国人（外交、公用、短期滞在および在留期間が3か月以下の外国人を含みません。）

出典： 法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2017年6月末）
愛知県社会活動推進課多文化共生推進室ホームページ 「愛知県内の市町村における外国人住民数の状況（平成29年6月末現在）」

愛知県の中で、外国人住民数が最も多いのは、名古屋市です。また、総人口に対する外国人住民の割合が

高いのは、高浜市、知立市、碧南市などです。

市町村別外国人住民数（上位）

名古屋市 77,668人

豊田市 16,579人

豊橋市 15,725人

岡崎市 10,670人

小牧市 8,674人

西尾市 8,268人

中区 8,882人

港区 8,198人

中川区 6,250人

千種区 6,128人

中村区 5,954人

市町村総人口に対する外国人住民割合（上位）

高浜市 6.88% （3,260人）

知立市 6.73% （4,783人）

碧南市 5.86% （4,218人）

小牧市 5.82% （8,674人）

飛島村 5.66% （ 251人）

岩倉市 5.13% （2,461人）

愛知県（234,330人） 全 国（ 2,471,458人）
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52,919 人
（22.6%）

46,861 人
（20.0%）

34,514 人
（14.7%）

30,704 人
（13.1%）

21,105 人
（9.0%）

7,598 人
（3.2%）
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（2.9%）
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（2.6%）
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（1.3%）
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711,486 人
(28.8%)
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(18.3%)

251,934 人
(10.2%)
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185,967 人
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愛知県内市町村別外国人住民数
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永住者
62.4%

定住者
28.8%
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その他
3.6%

日本に住む外国人は、日本での活動内容や身分に基づいた在留資格を持っています（→P.13）。永住者や定
住者など、活動内容に制限がない、身分に基づく在留資格の外国人が多くなっています。

在留資格別の外国人住民数は、国籍ごとに特徴があります。
愛知県の外国人住民数が多い上位4か国を例に挙げると、ブラジルやフィリピンでは永住者が最も多く、次に

定住者が続きます。また、韓国は特別永住者が約8割を占めており、中国では1位の永住者に続き、2位が技能
実習、3位が家族滞在となっています。

ブ
ラ
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韓
国

中
国

※ 中長期在留者および特別永住者の外国人（外交、公用、短期滞在および在留期間が3か月以下の外国人を含みません。）
出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2017年6月末）

愛知県の国籍別在留資格別外国人住民数

永住者・定住者などの割合の増加

全国 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

帰化許可者数 10,622人 8,646人 9,277人 9,469人 9,554人

ワンポイント

フ
ィ
リ
ピ
ン

出典：法務省ホームページ 「帰化許可申請者数の推移」

日本に帰化（→P.10）する外国人も多くいます。

■ 身分に基づく在留資格 ■ 活動に基づく在留資格
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出典：2005年まで法務大臣官房司法法制調査部編「出入国管理統計年報」、2006年から法務省「登録外国人統計」、2012年から法
務省 「在留外国人統計」（各年末現在、2017年のみ6月末現在）
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2011（平成23）年の東日本大震災の影響により、外国人労働者は一時減少傾向にありましたが、2014（平成

26）年から再び増加傾向にあります。 2016（平成28）年10月末現在、愛知県には110,765人の外国人労働者が

働いています。（特別永住者、外交、公用の在留資格の外国人は除きます。）

出典：厚生労働省ホームページ「外国人雇用状況の届出状況について（報道発表）」（各年10月末現在）
※ 外国人雇用状況の届出状況の統計には特別永住者、外交、公用の在留資格の人は含まれません。

2010年に技能実習の在留資格が創設されました。それ以前は技能実習生は特定活動の在留資格で就労していました。

愛知県の外国人労働者の状況
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※ 赤の数値は派遣・請負の外国人労働者数

年

千人

0

愛知県の外国人労働者数の推移

その他の関連する指標

全国の難民申請者数・認定者数

出典：法務省ホームページ
「平成２８年における難民認定者数等について」
「難民認定申請者数の推移」

全国の65歳以上の外国人数
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外国人の社会福祉に関する
調査について

本マニュアルの作成にあたり、愛知県内の各相談窓口の状況や具体的

な相談事例、特に困っている事項等について調査を行いました。その結果

の一部を紹介します。

各機関・窓口を対象とした調査結果

調査の概要

◆ 調査方法：郵送

◆ 調査期間：2017（平成29）年8月8日～8月21日の13日間

◆ 調査対象者：

・ 愛知県内の社会福祉関係機関・窓口および外国人相談窓口 計１，３５１件

・ 各機関・窓口の相談員

● 100 ●

市町村福祉

窓口

199

高齢者関係

機関

104

障害者関係

機関

39

児童･子育て･

教育関係機関

199

病院・保健

関係機関

76

その他福祉関係

機関（社協等）

77

外国人相談

機関

59

回答件数
７５３件
回収率
57.3％

◆ 多言語での相談対応状況

◆ 2016（平成28）年度の外国人福祉相談件数
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◆ 2016（平成28）年度の外国人福祉相談件数
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◆ 外国人の福祉相談で必要と感じること

◆ 外国人の福祉相談で困っていること

★ 具体的な悩みの例
・ こちらの説明がどれだけ伝わっているかわかりにくい。
・ 宗教上の禁忌が制度利用のさまたげになる場合がある。
・ 誤解があってもお互いに気付けない。
・ 専門用語や制度についての理解が外国人には難しい。
・ 外国人を受け入れることのできる事業所が少ない。
・ 使える制度がない場合がある。
・ 家族関係が複雑で介入や把握しづらいことがある。
・ 婚姻やビザに関する知識がなく対応に戸惑うことがある。
・ 外国の法制度については情報もなく説明できない。
・ 在留資格関係の事がよくわからない。
・ 何でも通訳が解決してくれると勘違いされる。
・ 通訳者の制度に関する知識が足りない。
・ 国特有の文化や生活習慣があり、こちらの保健指導を納得してもらうことが難しい。
・ 本人が教育を十分にうけていなく、母語の読み書きもできない。
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市町村福祉
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241

高齢者関係

機関

60

障害者関係

機関

79

児童子育て教育

関係機関

239

病院・保健

関係機関

183

その他福祉関係

機関（社協等）

90

外国人相談機関

75
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7

回答件数
974人

相談員を対象とした調査結果

◆ 外国人福祉相談の内容別相談者数（延べ人数）
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外国人が利用できる制度の一覧

相談員の外国の制度についての知識

外国人の相談員の配置

外国語のできる相談員の配置

通訳

※回答のあった全ての機関で受け
た福祉相談の相談者数の合計
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◆ 市町村・市町村国際交流協会

ここでは、多言語対応している団体を掲載しています。対応日時につい

ては、変わることがありますので、直接各団体へお問い合わせください。

また、日本語のみで対応している外国人対応窓口もあります。それらの

情報につきましては、愛知生活便利帳（→P.129）に掲載しています。

多言語相談窓口

相談窓口・電話番号
言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語/ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

（公財）愛知県国際交流協会

052-961-7902
（2018（平成30）年4月1日～）

月〜土 月・水・金 月～土 月 水

10:00-18:00 13:00-18:00 13:00-18:00 13:00-18:00 13:00-18:00

（公財）名古屋国際センター

052-581-0100

火〜日 火〜日 火〜日 火〜金 木土日

10:00-12:00
13:00-17:00

10:00-12:00
13:00-17:00

9:00-19:00 13:00-17:00 13:00-17:00

土日

10:00-12:00

13:00-17:00

※ハングル（木土日）、ベトナム語（日曜日のみ）13:00-17:00あり

豊橋市

0532-51-2067

火〜金 月〜金 月火

13:00-16:00 9:00-17:00 9:00-15:00

（公財）豊橋市国際交流協会

0532-55-3671

火〜木

第1・3・5土と翌日の

日、第2・4土の前日

の金と翌週の月

毎日（ドイツ語、イ

タリア語もあり）

10:00-17:00 9:00-17:00

岡崎市

0564-23-6480

月〜金 月〜金 月〜木

8:30-17:15 8:30-17:15 8:30-16:15

岡崎市りぶら国際交流センター

0564-23-3148

木土日 月火金〜日 月火木〜日 火木土

9:15-17:00 9:15-17:00 9:15-17:00 9:15-17:00

瀬戸市国際センター

0561-83-7719

第1・3水

（市役所市民課）

火（第2・4・5火は

市役所市民課）

月〜金

（要予約）

10:00-12:00
13:00-17:00

10:00-12:00
13:00-17:00

8:30-17:15

半田国際交流協会

0569-26-1929

月〜金

（第3月火を除く）

月〜金

（第3月火を除く）

10:00-16:00 10:00-16:00

日 日

10:00-12:00 10:00-12:00

春日井市

0568-85-6620

第2・4水 第3水 第1水 第1水

9:00-12:00
13:00-16:00

9:00-12:00
13:00-16:00

9:00-12:00
13:00-16:00

9:00-12:00
13:00-16:00

豊川市

0533-89-2158

月〜金 月〜金

8:30-17:15 8:30-17:15

（公財）豊川市国際交流協会

0533-83-1571

月〜金 月〜金 月〜金

8:30-17:15 8:30-17:15 8:30-17:15

碧南市

0566-41-3311

月金 月金

9:00-12:00 9:00-12:00

刈谷市

0566-62-1058

月〜金 月〜金 火〜金 月火木金

8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00

豊田市

0565-34-6626

月〜金 月〜金 月〜金

8:30-17:15 8:30-17:15 8:30-17:15

（公財）豊田市国際交流協会

0565-33-5931

土日 火〜金 火

10:00-16:00 9:00-19:00 13:00-16:00

土日 水〜金日

9:00-17:00 10:00-16:00

土

9:00-12:00
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相談窓口・電話番号
言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語/ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

安城市

0566-71-2266

月〜金 月〜金 月〜金

9:00-17:00 8:30-15:30 10:00-17:00

西尾市

0563-65-2178

第1・3金 第1・3金 第1・3金

13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00

蒲郡市

0533-66-1110

月〜金 月〜金 月〜金

9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00

犬山市

0568-44-0398

金 金 第1火 第1火 第1火

13:00-16:30 13:00-16:30 13:00-16:30 13:00-16:30 13:00-16:30

江南市国際交流協会

ふくらの家

0587-56-7390

月〜金 月〜金 月〜金 月〜金 月〜金

10:00-12:00
13:00-15:00

10:00-12:00
13:00-15:00

10:00-12:00
13:00-15:00

10:00-12:00
13:00-15:00

10:00-12:00
13:00-15:00

小牧市

0568-76-1120

月〜金 月火木 月火木

9:00-12:00
13:00-17:00

9:00-12:00
13:00-17:00

9:00-12:00
13:00-17:00

稲沢市

0587-32-1125

第1・3金

9:30-12:30

新城市

0536-23-7696

火

13:00-15:00

東海市国際交流協会

0562-32-5339

第2火 第2火

13:00-15:00 13:00-15:00

大府市

0562-45-6219

大府市国際交流協会

080-4525-5931

水（第2・4水19:00

まで）
第4水 月〜金 第2水

13:00-17:00 13:00-17:00 13:00-17:00 13:00-17:00

知多市

0562-33-3151

月 火

9:00-12:00
13:00-16:00

9:00-12:00
13:00-16:00

木金

9:00-12:00

知立市

0566-83-1111

月〜土

9:30-12:00

13:00-16:00

高浜市

0566-52-1111

月〜金

8:30-17:00

土日

8:30-12:15

日進市

（日進市国際交流協会）

0561-73-1131

月〜金 月〜金 月〜金 月〜金

9:00-12:00
13:00-16:00

9:00-12:00
13:00-16:00

9:00-12:00
13:00-16:00

9:00-12:00
13:00-16:00

※韓国・朝鮮語あり

みよし市(一般相談)

0561-32-2111

火金

13:00-16:00

みよし市(保育・子育て相談)

0561-32-2111

金

9:00-12:00

あま市国際交流協会

090-3932-5931

月〜金

9:00-17:00

扶桑町多文化共生センター

0587-93-1111

木 木

19:00-20:30 19:00-20:30

日 日

13:30-15:00 13:30-15:00

東浦町（役場）

0562-83-3111

月金 月〜金 月〜金

8:30-17:00 13:00-16:00 13:00-16:00

水

10:30-19:00

木

13:00-17:00

東浦町（東浦住宅集会所）

0562-83-0318

木

8:30-12:00

● 103 ●



◆ 民間団体

◆ 専門相談窓口

相談窓口・電話番号
言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語/ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

名古屋カトリック難民移住移

動者委員会（共の会）

052-953-9480

月〜金 月〜金

10:00-16:00 10:00-16:00

※他の言語も対応可（要事前連絡）

（特活）在日ブラジル人を支援

する会（サビジャ）

03-3401-3893

月〜金

10:00-16:00

（一社）社会的包括サポートセ

ンターよりそいホットライン

0120-279-338

毎月のスケジュールはfacebookに掲載（ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝

鮮語、ベトナム語、タイ語、ネパール語あり）

https://www.facebook.com/yorisoi2foreigners

外国人ヘルプライン東海

090-3968-5971
※上記5言語の他、ネパール語、ベトナム語の対応については、要相談。通訳事業は有料。

相談窓口・電話番号
言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語/ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

在
留
・
ビ
ザ

外国人在留総合

インフォメーションセンター

（全国共通：電話案内）

0570-013904

月〜金 月〜金 月〜金 月〜金 月〜金

8:30-17:15 8:30-17:15 8:30-17:15 8:30-17:15 8:30-17:15

※祝日、年末年始は除く ※PHS、IP電話、海外電話からは03-5796-7112

外国人総合相談支援センター

03-3202-5535

03-5155-4039

火木 月木 月〜金 月〜金

9:00-12:00
13:00-16:00

9:00-12:00
13:00-16:00

9:00-12:00
13:00-16:00

9:00-12:00
13:00-16:00

※ベトナム語（水金）インドネシア語・ベンガル語（火のみ）9:00-16:00

※祝日、年末年始および毎月第2・4水曜日を除く

リバーサイドコンサルティング

052-731-7707

月水木

（祝日除く）

月水木

（祝日除く）

13:00-17:00 13:00-17:00

労
働

厚生労働省

外国人労働者向け

相談ダイヤル

月〜金 火木金 月〜金 月〜金 火水

10:00-12:00
13:00-15:00

10:00-12:00
13:00-15:00

10:00-12:00
13:00-15:00

10:00-12:00
13:00-15:00

10:00-12:00
13:00-15:00

TEL: 0570-

001703

TEL: 0570-

001704

TEL: 0570-

001701

TEL: 0570-

001702

TEL: 0570-

001705

名古屋外国人雇用サービス

センター

052-264-1901

月〜金 月〜金 月〜金 月〜金 月木金

10:00-12:00
13:00-18:00

10:00-12:00
13:00-18:00

10:00-12:00
13:00-18:00

10:00-12:00
13:00-18:00

10:00-12:00
13:00-18:00

※祝日、年末年始を除く

※タガログ語は曜日変更する場合あり。

技
能
実
習

（公財）国際研修協力機構

(JITCO)技能実習生・研修生向け

母国語相談ホットライン

0120-022332・03-4306-1111

木 火木土 木

11:00-19:00 11:00-19:00 11:00-19:00

※ベトナム語（火木土）インドネシア語（火土）11:00-19:00

OTIT 外国人技能実習機構

母国語相談

0120-250-147（英語）

0120-250-169（中国語）

0120-250-197（タガログ語）

火土 月水金 火土

11:00-19:00 11:00-19:00 11:00-19:00

※ベトナム語、インドネシア語、タイ語の相談も有り
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相談窓口

電話番号

言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語/ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

人
権

名古屋法務局

外国語人権相談ダイヤル

0570-090911

月〜金 月〜金 月〜金 月〜金

9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00

※韓国語・ベトナム語 月～金９：００-17：00

※祝日を除く

外国語インターネット人権相談受付

窓口

英語 https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html

中国語 https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_zh.html

法
律

（公財）愛知県国際交流協会

外国人のための

無料弁護士相談

052-961-7902

第２・4金 第２・4金 第２・4金 第２・4金 第２・4金

13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00

※祝日を除く ※予約制・先着順

（公財）名古屋国際センター

外国人法律相談（無料）

052-581-6111

土 土 土 土

10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30

※予約制

法
テ
ラ
ス無

料
外
国
人
法
律
相
談

050-3383-5460（名古屋）
第1・3木 第1・3木 第1・3木 第1・3木 第1・3木

10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30

050-3383-5465（岡崎）
第1・3木 第1・3木 第1・3木 第1・3木 第1・3木

13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00

※韓国・朝鮮語・その他の言語あり

※予約制 外国語による予約（ポス英中韓）0570-078377

※在留資格を有し、低所得外国人を対象、相談回数に制限あり

ブラジル総領事館

ブラジル法法律相談（無料）

052-222-1077

毎月3回

9:30-12:00

※予約不要（先着順）相談スケジュールは総領事館サイトに掲載

http://nagoia.itamaraty.gov.br/

※2018年は、毎月ブラジル人弁護士による相談を2回、日本人弁護士（通訳付き）による相

談を1回を予定。

留
学
生

（公財）名古屋国際センター

国際留学生会館

052-654-3511

月水金

9:00-20:00

火木土

9:00-17:00

医
療

（特活）AMDA国際医療情報センター
※電話医療通訳のほか、言葉の通じる医療機関や医療福祉制度の案内。

http://amda-imic.com/

（特活）HIVと人権・情報センター電話

相談 東京

03-5259-0256

第1土

12:00-15:00

（公財）名古屋国際センター

外国人こころの相談

052-581-0100

随時予約制 随時予約制 随時予約制 随時予約制

（特活）外国人医療センター（MICA）

052-588-7040

土

13:00-17:00

※祝日を除く 通訳は常駐していないため問合せはmica@r6.dion.ne.jp
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相談窓口

電話番号

言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語/ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

医
療

（特活）在日ブラジル人を

支援する会（サビジャ）健康相談

03-3401-3893

月〜金

20:00-22:00

日
系
人

（公財）海外日系人協会

日系人相談センター

045-211-1788

月〜金 月〜金

14:00-17:30 14:00-17:30

※祝日を除く

海外日系交流センター

03-5256-5301

月〜金 月〜金 月〜金

14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00

※フランス語、ロシア語（月〜金）14:00-17:00

帰
国
者

東海・北陸中国帰国者

支援・交流センター

052-954-4070

火〜日

9:00-17:00

※年末年始、祝日を除く

難
民

（公財）アジア福祉教育財団

難民事業本部

0120-090091・0120-925375

月〜金

9:30-17:00

※フランス語、ベトナム語、ミャンマー語（月〜金）9:30-17:00

面接相談（名古屋国際センター）

木（要予約）

10:00-12:00
13:00-16:00
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愛知県内の子どもの母語教室

言語 団体名 所在地 電話番号

ポルトガル語

（公財）豊田市国際交流協会 豊田市 0565-33-5931

希望の光（ルース ダ エスペランサ） 豊田市 090-6644-5869

PECLA（公財）豊川市国際交流協会
ラテンアメリカ部会

豊川市 0533-83-1571

（特活）ABT豊橋ブラジル協会 豊橋市 0532-39-3437

多文化ルームKIBOU子どもの母語保持クラス 西尾市 0563-65-3601

小牧市大城児童館ポルトガル語教室 小牧市 0568-78-0046

小牧市味岡児童館ポルトガル語教室 小牧市 0568-75-4999

PINブラジリアンファミリー支援の会 小牧市 090-9902-7617

スペイン語
（特活）シェイクハンズ 犬山市 0568-61-0971

PECLA（公財）豊川市国際交流協会
ラテンアメリカ部会

豊川市 0533-83-1571

中国語
（公財）豊田市国際交流協会 豊田市 0565-33-5931

多文化ルームKIBOU子どもの母語保持クラス 西尾市 0563-65-3601
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外国語が通じる発達障害児向け機関

団体名 所在地 電話番号

こどもサポート教室「きらり」安城校 安城市 050-3533-0309

こどもサポート教室「きらり」豊橋校 豊橋市 0532-35-6030

こどもサポート教室「きらり」新豊橋校 豊橋市 0532-39-7147

こどもサポート教室「きらり」北山校 豊橋市 050-3533-0248

こどもサポート教室「きらり」豊田校 豊田市 050-3533-0247

こどもサポート教室「きらり」桃花台校 小牧市 0568-78-4976

こどもサポート教室「きらり」港第一校 名古屋市港区 052-387-8625

NAK-NÚCLEO DE APOIO「KIRARI」 安城市 0566-91-7117

児童デイほほえみ 豊田市 0565-43-3006

児童発達支援・放課後等デイサービスPoco a poco 豊橋市 0532-69-2333



社会福祉に役立つ
多言語資料

外国人対応の際に活用できる多言語資料を掲載しています。内容は変わる

ことがありますので、最新の情報は発行元に確認してください。

また、情報を使用する際は、発行元へ連絡してください。

○ ママとあかちゃんのサポートシリーズ 発行：多文化医療サービス研究会 RASC（ラスク）／2006年

対応言語：ポルトガル語、英語、中国語、タガログ語、韓国語、ベトナム語、タイ語、フランス語、ドイツ語

http://www.rasc.jp/momandbaby/

○ 「新生児訪問及び赤ちゃん訪問」訪問員用コミュニケーションツール

発行：（公財）かながわ国際交流財団／2016年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語

http://www.kifjp.org/child/supporters

○ ６か国語版母子健康手帳 （有料） 発行：一般社団法人日本家族計画協会

対応言語：ポルトガル語、英語、中国語、タガログ語、韓国語、日本語（６か国語を併記）

http://www.jfpa.or.jp/

○ 外国語の母子健康手帳 （有料） 発行：株式会社母子保健事業団／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語（各言語に

日本語を併記） https://www.mcfh.co.jp/material/search/category:6

○ 在日外国人向け母子保健ガイド -DVDとテキスト （有料） 発行：（特活）AMDA国際医療情報センター

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語

http://amda-imic.com/modules/activity/index.php?content_id=5

○ 日系ブラジル人母子サポートマニュアル 発行：（公財）滋賀県国際協会／２００９年

対応言語：ポルトガル語、日本語

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/docs/shiga_boshihoken.pdf

○ 外国語版「予防接種と子どもの健康 2017年度版」 発行：（公財）予防接種リサーチセンター／2017年

【本文と予診票】対応言語：ポルトガル語、英語、中国語、タガログ語、韓国語

【予診票のみ】対応言語：スペイン語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、イタリア語、ドイツ語、

フランス語、モンゴル語、ロシア語

http://www.yoboseshu-rc.com/publics/index/8/

母子に関する資料

◆ 母子保健

○ 外国人住民のための子育てチャート～妊娠・出産から小学校入学まで～

発行：（公財）かながわ国際交流財団／2016年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語

http://www.kifjp.org/child/supporters

○ 児童手当に関する多言語での説明 発行：一般財団法人自治体国際化協会／2010年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、タイ語、ベトナム語、

インドネシア語、フランス語、ドイツ語、ロシア語

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tagengo/child.html

○ 幼稚園・保育園ガイドブック 発行：愛知教育大学／２０13年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、日本語

http://www.resource-room.aichi-edu.ac.jp/kyozai_sonota_gaidobook.html

◆ 子育て
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◆ 住居
○ NPO法人かながわ外国人すまいサポートセンター TEL: 045-228-1752

住宅用語の解説や賃貸契約をするときの契約書、住宅に住むときの基本的なルール、マナーなど各種住宅マニュアルの

多言語版を提供しています。希望する場合は、直接センターへご連絡ください。

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ラオス語、ベトナム語、カンボジア語、タイ語、

ネパール語、やさしい日本語

http://sumasen.com/

◆ 年金
○ 国民年金制度の仕組み（外国語パンフレット） 発行：日本年金機構／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国語、インドネシア語、ロシア語、日本語

http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

○ 短期在留外国人の脱退一時金請求書

発行：日本年金機構／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、フィリピノ語、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、

ミャンマー語、カンボジア語

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

◆ マイナンバー
○ マイナンバーについて（外国人の方へ） 発行：内閣府／2016年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、

フランス語、ドイツ語、ロシア語、アラビア語、ウズベク語、ウルドゥー語、カンボジア語、チベット語、トルコ語、

ネパール語、ビルマ語、ヒンディー語、ペルシア語、ベンガル語、マレーシア語、モンゴル語、ラオス語

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

○ マイナンバー総合フリーダイヤル 運営：内閣府、地方公共団体情報システム機構

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国語

・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること TEL：０１２０-０１７８-26 

・通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 TEL：0120-0178-２７

◆ 在留資格

○ 在留資格の変更，在留期間の更新許可のガイドライン 発行：法務省入国管理局／2016年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00058.html

○ 永住許可に関するガイドライン 発行：法務省入国管理局／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、タガログ語、韓国語

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

生活に関する資料

○ 愛知生活便利帳 発行：（公財）愛知県国際交流協会／２０17年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、日本語

http://www2.aia.pref.aichi.jp

○ 多言語生活情報 発行：一般財団法人自治体国際化協会

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、タイ語、ベトナム語、

インドネシア語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、ミャンマー語、日本語、やさしいにほんご

http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html

◆ 生活一般
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◆ 雇用保険

○ 日本で働こうとする外国人向けパンフレット

発行：厚生労働省／2014（平成26）年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国・朝鮮語

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055578.html



○ 名古屋市国民健康保険のてびき 発行：名古屋市／2017年

ポルトガル語：http://www.city.nagoya.jp/pt/cmsfiles/contents/0000014/14313/portuguese2017.pdf

スペイン語：http://www.city.nagoya.jp/es/cmsfiles/contents/0000014/14360/spanish2017.pdf

英語：http://www.city.nagoya.jp/en/cmsfiles/contents/0000013/14894/English2017.pdf

中国語：http://www.city.nagoya.jp/zh/cmsfiles/contents/0000013/13964/chinese2017.pdf

フィリピノ語：http://www.city.nagoya.jp/tl/cmsfiles/contents/0000014/14353/philipino2017.pdf

ハングル：http://www.city.nagoya.jp/ko/cmsfiles/contents/0000014/14040/korean2017.pdf

ベトナム語：http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000099/99773/

17vnm-City_of_Nagoya_National_Health_Insurance_Program_Guide.pdf

ネパール語：http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000099/99773/

17npl-City_of_Nagoya_National_Health_Insurance_Program_Guide.pdf

○ 健康保険証の使い方 発行：協会けんぽ栃木支部／2014年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tochigi/cat080/2014070709/2014070708

○ 傷病手当金リーフレット 発行：協会けんぽ三重支部／2016年

対応言語：ポルトガル語、英語 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/mie/cat080/seidoannai

医療に関する資料

◆ 健康保険

労働に関する資料

○ 日本で働く外国人向け労災保険請求のためのガイドブック

発行：厚生労働省 労働基準局 労災補償部補償課／2014年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ペル

シャ語、日本語

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

○ 外国人労働者向けモデル労働条件通知書 発行：厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、インドネシア語

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

○ 労働条件に関するトラブルで困っていませんか？ 発行：厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、タイ語、日本語

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

◆ 法律相談

○ 法テラス 多言語情報サービス （日本の法制度、相談機関を7か国語で情報提供）

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、ベトナム語

http://www.houterasu.or.jp/multilingual/

TEL：0570-078377
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○ 配偶者からの暴力の被害者へ（外国人の方へ） 発行：内閣府男女共同参画局／２０08年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国語、タイ語、ロシア語、日本語

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/book/index.html

◆ ＤＶ

○ UR都市機構 住まいのしおり 発行：独立行政法人都市再生機構／2017年

対応言語：英語、中国語、ポルトガル語

http://www.ur-net.go.jp/sumainoshiori/

○ UR賃貸住宅申込み案内（東海エリア・愛知県） 発行：独立行政法人都市再生機構／2017年

対応言語：ポルトガル語 https://www.ur-net.go.jp/chintai/tokai/aichi/counter/nagoya/portuguese/index.html



○ あいち医療情報ネット 発行：愛知県

英語で医療機関、助産所、薬局を探すことができます。

http://iryojoho.pref.aichi.jp/

○ あいち救急医療ガイド 発行：愛知県

外国語で対応できる県内の救急医療機関を検索できます。

http://www.qq.pref.aichi.jp/

○ 医療機関等外国人対応マニュアル（日本語併記） 発行：あいち医療通訳システム

① 診療対応マニュアル 外国人患者の医療機関受診上の注意点、患者様への説明資料

（各種説明・同意書／子ども用お知らせ／精神用お知らせ／妊産婦用お知らせ）

②医療制度マニュアル

③保健所・保健センターマニュアル

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国語

http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/manual/index.html

○ 多言語医療問診票 発行：（特活）国際交流ハーティ港南台・（公財）かながわ国際交流財団／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、

フランス語、ドイツ語、ロシア語、アラビア語、カンボジア語、ネパール語、ペルシア語、ラオス語、クロアチア語

http://www.kifjp.org/medical/

○ 暮らしの医学用語辞典

・ポルトガル語・日本語／中萩エルザ編／発行：アイピーシーワールド／2011年

・スペイン語・日本語／中萩エルザ編・ニバルド・アグレダ・カネド訳／発行：アイピーシーワールド 2006年

・タガログ語（英語）・日本語／中萩エルザ編・ヨランダ アルファロ津田訳／発行：アイピーシーワールド／2006年

○ 新版 病院で困らないための中国語と英語 松本洋子 編著 ／エンタイトル出版／2010年

◆ 医療

○ 介護保険制度 発行：名古屋市

ポルトガル語：http://www.city.nagoya.jp/pt/cmsfiles/contents/0000014/14459/Portugues.pdf

スペイン語：http://www.city.nagoya.jp/es/cmsfiles/contents/0000014/14473/Espanol.pdf

英語：http://www.city.nagoya.jp/en/cmsfiles/contents/0000032/32724/English.pdf

中国語：http://www.city.nagoya.jp/zh/cmsfiles/contents/0000014/14156/Chinese.pdf

韓国語：http://www.city.nagoya.jp/ko/cmsfiles/contents/0000014/14102/Korean.pdf

○ 「介護の仕事」ハンドブック 発行：（公財）かながわ国際交流財団／2014年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語

http://www.kifjp.org/shuppan/multi

○ 多言語情報翻訳システム 発行：（公財）愛知県国際交流協会／２０16年

防災情報や生活情報のうち、よく使われる文例（テンプレート）について、ウェブ上で多言語に瞬時に翻訳することができ

るシステムです。

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語

http://tagengo.asia/tagengo/tagengo.html

○ 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム 対応言語：英語

http://www.japaneselawtranslation.go.jp

介護に関する資料

その他の資料
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指差し対訳一覧

日本語 ポルトガル語 スペイン語

い 育児 criação dos filhos crianza

遺児 órfão huérfano

一時保護 proteção temporária protección temporal

移動支援 ajuda de locomoção ayuda para movilidad

医療保険 seguro de tratamento médico seguro medico

え 永住者 Residente Permanente Residente Permanente

か 介護保険 Seguro de Assistência à Terceira Idade Seguro de Asistencia a la Dependencia

貸付 empréstimo préstamo

家族 família familia

家族滞在 Familiar de Residente Familiar de Residente

患者 paciente paciente

き 給付 subsídio subsidio

行政 administração pública administración pública

く 訓練 treinamento entrenamiento

け ケアプラン planejamento de cuidados plan de cuidados

健康 saúde salud

研修生 estagiário aprendiz

減免 redução da taxa reducción de pago

こ 公営住宅 habitação pública vivienda publica

高額療養費 Despesas Médicas Elevadas Gastos Médicos Elevados

厚生年金 Aposentadoria Corporativa Pensión Social

高齢者 pessoa à terceira idade anciano

国籍 nacionalidade nacionalidad

国民健康保険 Seguro Nacional de Saúde Seguro Nacional de Salud

国民年金 Aposentadoria Nacional Pensión Nacional

こころの相談 consulta psicológica consulta psicológica

雇用保険 Seguro de Emprego Seguro de Empleo

さ
在留資格 qualificação de permanência permiso de residencia

里親
pessoa ou família de acolhimento
temporário, pais adotivos

persona o familia de acogida temporal, padres 
adoptivos

シェルター abrigo temporário refugio temporal

児童虐待 maus-tratos contra crianças maltrato infantil
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● 制度の違いなどにより、単語を指差しただけで正しい意味
が伝わらない場合もあるので、丁寧に説明しましょう。

● 制度の名前などについては、そのまま日本語で覚えても
らった方がいいでしょう。



英語 中国語 フィリピノ語/タガログ語

childcare 育儿 pangangalaga sa bata

orphan 遗孤（孤儿） ulila

temporary protection 临时保护措施 pansamantalang proteksyon

transfer support 移动支援
guide helper / suporta sa transportasyon
kapag aalis ng bahay ang may kapansanan

Medical Insurance 医疗保险 segurong medikal

Permanent Resident 永住者 Permanenteng Residente

Long-term Care Insurance 介护保险 Insurance sa Pangangalaga sa Pag-aalaga

loan 贷款 utang

family 家庭 pamilya

Dependent (family resident) 家属滞在 Dependent (residenteng pamilya)

patient 患者 pasyente

benefits 支付 benepisyo

administration 行政 administrasyon / pangangasiwa

training 训练 pagsasanay

nursing-care plan 介护计划 plano ng pangangalaga sa pag-aalaga

health 健康 kalusugan

trainee 研修生 trainee

reduction on payments 减免 pagbabawas ng halaga ng bayarin

public housing 公营住宅 pampublikong pabahay

High-cost Medical Expenses 高额疗养费 Mataas na Gastusin as Pagpapagamot

Employees' Pension 厚生年金 Pensyon ng mga Empleyado

elderly 老年人 matatanda

nationality 国籍 nasyonalidad

National Health Insurance 国民健康保险 Pambansang Seguro na Pangkalusugan

National Pension 国民年金 Pambansang Pensyon

psychological counseling 心理咨询 sikolohikal na pagpapayo

Employment Insurance 雇用保险 Insurance sa Pagtatrabaho

status of residence 在留资格
uri ng visa na hawak, status ng 
paninirahan

foster parent 寄养家庭、养父母 foster parent

shelter 避难所 pansamantalang bahay silungan

child abuse 虐待儿童 pang-aabuso sa mga bata
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

児童相談所 Centro de Consultas aos Menores Centro de Consultas del Niño

児童手当 Auxílio Infantil Subsidio Infantil

児童扶養手当 Auxílio de Amparo Familiar Subsidio de Manutención Infantil

児童養護施設 Instituição de Proteção de Menores Centro de Protección de Menores

死亡 óbito muerte

社会福祉協議会 Conselho de Assistência Social Consejo de Asistencia Social

社会保険 Seguro Social Seguro Social

社会保障協定 Acordo de Previdência Social Convenio de Seguridad Social

市役所 prefeitura municipalidad

宗教 religião religión

出産育児一時金 Subsídio de Parto Subsidio por Parto y Crianza

障害者手帳 carteira de deficiente libreta de discapacidad

障害特性 característica de deficiência características de la discapacidad

助産制度 sistema de ajuda do parto sistema de ayuda al parto

助成 ajuda / subsídio ayuda / subsidio

女性相談センター Centro de Consultas para Mulheres Centro de Consultas de la Mujer

所得 renda renta

自立支援 ajuda para auto-suficiência ayuda para la autosuficiencia

身体障害者手帳 Carteira de Deficiente Físico Libreta de Discapacidad Física

せ 生活困窮 pobreza extrema na vida situación de necesidad

生活保護 Auxílio de Subsistência Ayuda para la Subsistencia

精神疾患 doença mental enfermedad mental

精神障害 deficiência mental discapacidad mental

精神障害者保健福祉手帳
Carteira de Bem-estar e Saúde para 
Deficiente Mental

Libreta de Bienestar y Salud para 
Discapacitado Mental

精神保健福祉センター Centro de Bem-estar e Saúde Mental
Centro de Salud y Bienestar para 
Discapacitados Mentales

成年後見 interdição tutela de mayores de edad

そ 相談窓口 balcão de consulta ventanilla de consulta

ソーシャルワーカー assistente social asistente social, trabajador social

た 大使館 embaixada embajada

短期滞在 Curta Estadia Visitante Temporal

ち 地域包括支援センター Centro de Apoio Geral da Comunidade Centro Local de Ayuda Inclusiva

て デイサービス assistência no dia-a-dia servicio de asistencia de día

定住者 Residente de Longa Permanência Residente Fijo
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英語 中国語 フィリピノ語/タガログ語

Consultation Center for Children 儿童咨询中心 Consultation Center para sa mg Bata

Children's Allowance 儿童补贴 Allowance ng mga Bata

Child Rearing Allowance 儿童抚养补助
Suportang Pinansiyal para sa Pagpapalaki ng
Bata

Children's Home 儿童之家 Pasilidad ng Pangangalaga ng Bata

death 死亡 namatay

Social Welfare Council 社会福利协议会 Lupon ng Kapakanang Panlipunan

Social Insurance 社会保险 Insurance sa Lipunan

Social Security Agreement 社会保障协定 Kasunduan sa Seguridad sa Lipunan

municipal office / city hall 市役所（市政府） tanggapan ng munisipyo

religion 宗教 relihiyon

Lump Sum Birth Allowance 一次性生育补贴 Kabuuang Allowance ng Kapanganakan

booklet for the disabled 残疾人手册 buklet para sa may kapansanan

characteristics of disability 残疾特征 mga katangian ng kapansanan

childbirth assistance system 助产制度 systemang tulong para sa panganganak

aid / subsidy 援助（补助）
tulong / tulong pinansiyal mula sa
pamahalaan / sabsidiya

Consultation Center for Women 女性咨询中心 Sanggunian Center para sa Kababaihan

income 收入 kinikita

self-reliance support 自立支援 suporta sa tiwala sa sariling kakayahan

Booklet for the Physically Disabled 身体残疾人手册 Buklet para sa Pisikal na Kapansanan

financially troubled / poverty 生活贫困 may problema sa pananalapi/kahirapan

Public Assistance 生活保护 Suportang Pampubliko

mental illness 精神疾病 sakit sa pag-iisip

mental disability 精神障碍 kapansanan sa pag-iisip

Health and Welfare Booklet for the 
Mentally Disabled 精神障碍者保健福利手册

(Kalusugan at Kapakanan)Buklet para sa may 
Kapansanan sa Pag-iisip

Health and Welfare Center for the 
Mentally Disabled 精神保健福利中心

Kalusugan at Kapakanan Center para sa may 
Kapansanan sa Pag-iisip

adult guardian 成年人监护 adulto na tagapag-alaga

consultation counter 咨询窗口 konsultasyon seksyon

social worker 社会工作师 manggagawang panlipunan/social worker

embassy 大使馆 embahada

Temporary Visitor 短期滞在 Maikling Pamamalagi/Temporary Visitor

Regional Comprehensive Support 
Center 地域包括支援中心

Malawak na Saklaw na Pagtulong ng 
Rehiyon Center

day services 日间照料服务 serbisyo sa pangangalaga

Long-term Resident 定居者 Long-term Resident
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

手続き procedimento trámite

と 特定活動 Atividades Especiais Actividades Especificas

特別永住者 Residente Permanente Especial Residente Permanente Especial

な 難病 doença de difícil tratamento enfermedad incurable

難民 refugiado refugiado

に 日系人 descendente japonês, nikkei descenciente japonés, nikkei

日本人の配偶者等 Cônjuge ou Filho de Japonês  Cónyuge o Hijo de Japonés

乳児院 Instituição de Proteção Infantil Centro de Protección Infantil

認知症 esclerose, caduquice demencia

認定 reconhecimento reconocimiento

は 発達障害 problemas no desenvolvimento trastorno del desarrollo

ハローワーク Agência Pública de Emprego Oficina Púbica de Empleo

ひ
引きこもり isolar-se em casa hikikomori, aislamiento social

非行 delinquência conducta antisocial

ビザ visto visa

ふ ファミリー・サポート・

センター
Centro de Apoio Familiar Centro de Apoyo Familiar

福祉相談センター
Centro de Consultas de Assistente 
Social

Centro de Consultas de Bienestar Social

福祉用具 tecnologia de apoio de bem-estar equipamiento de bienestar social

父子家庭 família de pai com filhos familia de padre con hijos

不法滞在 residente ilegal residencia illegal

ほ 保育園 creche guardería

放課後等デイサービス
Assistência no Dia-a-dia após a 
Aula de Escola

Servicio de Día Extraescolar

法テラス Centro de Apoio Legal do Japão Centro de Apoyo Legal de Japón

訪問介護 assistência domiciliar por helper asistencia domiciliar mediante cuidador

訪問看護
assistência domiciliar por 
enfermeiro

asistencia domiciliar mediante efermero

保健師 enfermeiro no posto de saúde enfermero de salud pública

母語 língua materna lengua materna

保護者 responsável tutor (persona responsable de otra)

保護命令 Ordem de Proteção Orden de Protección
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英語 中国語 フィリピノ語/タガログ語

procedure 手续 proseso

Designated Activities 特定活动 Designated Activities

Special Permanent Resident 特别永住者 Espesyal na Permanenteng Residente

intractable disease 难治之症 walang lunas na sakit

refugee 难民 refugee

Japanese descended 日裔 may lahing hapon

Spouse or Child of Japanese 
National

日本人配偶者等 Asawa o Anak ng Hapon

Infants' Home 婴幼儿福利院 Institusyon para sa mga Sanggol 

dementia 失智症 demensiya / pag-uulyanin

recognition 认定评定 pagsang-ayon

developmental disability 发育障碍 mga taong may kapansanan sa intelektuwal

Public Employment Security 
Office

职业介绍所 Public Employment Security Office

social withdrawal 家里蹲
kondisyon na ayaw makipag-ugnayan sa ibang
tao

delinquency 不正行为 paglabag sa batas

visa 签证 bisa

Family Support Center 家庭支援中心 Family Support Center

Welfare Consultation Center 福利咨询中心 Sanggunian para sa Kapakanan Center

assistive equipment 生活辅助用具 gamit pangsuporta sa mga may kapansanan

motherless family 单亲父子家庭 pamilya na walang ina

illegal stay 非法滞在 iligal na pamamalagi

nursery school 托儿所 paaralan ng nursery

Day Care after School 课外日间照料服务俱乐部 Day Care Pagkatapos ng Eskuwela

Japan Legal Support Center 日本司法支援中心 Japan Legal Support Center

home-visit long-term care 上门介护
pagbisita sa bahay para mapangalagaan ang 
pag-aalaga sa matanda

home-visit nursing care 上门看护 pagbisita sa bahay pangangalaga sa pag-aalaga

public health nurse 保健师 pampublikong kalusugan na nars

mother tongue 母语 sariling wika

guardian 监护人 tagapag-alaga

Protection Order 强制保护命令 Utos para Mapangalagaan
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

母子家庭 família de mãe com filhos familia de madre con hijos

母子健康手帳 Carteira da Mãe e da Criança Libreta de Salud Materno-infantil

保証人 fiador garante

み 未熟児 bebê prematuro bebé prematuro

民生委員 membro da comissão do bairro delegado de bienestar social local

よ 養育費 despesas de criação dos filhos gastos de crianza

要介護 necessidade de cuidados necesidad de cuidados

要支援 necessidade de ajuda necesidad de ayuda

予防接種 vacina preventiva vacunación preventiva

り リハビリ reabilitação / fisioterapia rehabilitación / fisioterapia

留学生 estudante internacional estudiante internacional

療育手帳
Carteira para Deficiente 
Intelectual

Libreta de Discapacidad en Desarrollo 
Intelectual

領事館 consulado consulado

老人ホーム casa de repouso para idosos residencia de ancianos
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英語 中国語 フィリピノ語/タガログ語

fatherless family 单亲母子家庭 pamilya na walang Ama

Mother and Child Health 
Handbook 母子健康手册 Talaan ng Kalusugan ng Mag-ina

guarantor 保证人 tagapanagot

premature baby 早产婴儿 sanggol na kulang sa buwan

commissioned welfare volunteer 民生委员 inatasang welfare volunteer

childcare expenses 抚养费 gastos sa pangangalaga ng bata

requiring long-term care （需）要介护
nangangailangan ng pangangalaga sa pag-
aalaga

requiring support （需）要支援 nangangailangan ng tulong

vaccination 疫苗接种 pagbabakuna

rehabilitation 康复训练 rehabilitasyon

international student 留学生 internasyonal na mag-aaral

Booklet for people with 
Intellectual Disabilities 疗育手册 Buklet para sa mga Batang May Kapansanan

consulate 领事馆 tanggapan ng Konsulado

nursing home for the ederly 养老院 nursing home para sa matatanda
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