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１．チェックリスト  

【転入・入国】これから住民登録を行う場合  

届 出 必要なもの等 担当課 連絡先 

住民登録 

中長期在留者の資格を持った人が入国した

時、他の市町村から周南市に引っ越した時、

または周南市に住んでいる人が新規に中長

期在留者の資格を得た時は、住民登録をしな

ければいけません。 

市民課 
0834 

22-8292 

印鑑登録 契約等の際、必要となる場合があります。 市民課 
0834 

22-8293 

国民健康保険 

後期高齢者 

医療制度 

他の医療保険に加入していない場合は、在留

カードを持参して、加入手続きを行ってくだ

さい。 

保険年金課 
0834 

22-8312 

介護保険 

転入の手続きにより資格を取得した６５歳

以上の人には、後日、介護保険被保険者証を

送付します。 

高齢者支援課 
0834 

22-8467 

国民年金 
在留カードを持参して、加入等の手続きを行

ってください。 
保険年金課 

0834 

22-8316 

水道・下水道 
届出が必要です。詳しいことは、問い合わせ

てください。 

上下水道局 

料金センター 

0834 

22-8617 

保育所 

幼稚園 

手続きが必要です。詳しいことは、問い合わ

せてください。 
こども支援課 

0834 

22-8455 

小・中学校 入学する学校で、手続きを行ってください。 学校教育課 
0834 

22-8543 

原動機付 

自転車 

ナンバープレートが付いていない車両は、公

道を走ることができません。市役所で手続き

を行ってください。詳しいことは、お問い合

わせください。軽自動車税は、１年に１回支

払うことになります。運転する時には、運転

免許証が必要です。 

課税課 
0834 

22-8271 

自転車 
自転車販売店で購入してください。市役所で

の手続きは必要ありません。 

自転車 

販売店 
－ 

電 気 
手続きが必要です。詳しいことは、問い合わ

せてください。 

中国電力 

周南営業所 

0120 

611-907 

ガ ス 
手続きが必要です。詳しいことは、問い合わ

せてください。 
ガス会社 － 

電 話 
手続きが必要です。詳しいことは、問い合わ

せてください。 

ＮＴＴ 

携帯電話会社 
－ 

 



2 
 

【滞在中】既に住民登録を行っている場合 

届 出 必要なもの等 担当課 連絡先 

住民登録 

周南市内で引っ越した時は、新しい住所に住

み始めてから１４日以内に手続きを行って

ください。詳しいことは、問い合わせてくだ

さい。 

市民課 
0834 

22-8292 

婚 姻 

（結 婚） 

 

外国人が日本国内で婚姻する時は、市役所と

母国の在日大使館又は領事館の両方に届出

を行ってください。外国人同士の婚姻の場

合、外国人と日本人の婚姻の場合では、提出

するものが異なります。届出に必要なもの

は、７ページを参照のうえ、問い合わせてく

ださい。 

※外国人と日本人の婚姻後、外国人配偶者の

母国名を変更した場合は、証明する書類を添

えて、日本人配偶者から申し出を行ってくだ

さい。 

市民課 

 

 

在日大使館 

又は 

領事館 

0834 

22-8295 

 

 

－ 

 

離 婚 

外国人同士の離婚の場合は、母国の在日大使

館又は領事館にお問い合わせください。外国

人と日本人の離婚の場合は、市役所と在日大

使館又は領事館の両方に届出を行ってくだ

さい。外国人同士の離婚の場合、外国人と日

本人の離婚の場合では、提出するものが異な

ります。届出に必要なものは、７ページを参

照のうえ、問い合わせてください。 

市民課 

 

 

在日大使館 

又は 

領事館 

 

0834 

22-8295 

 

 

－ 

 

 

出 生 

生まれた日を含めて１４日以内に出生届を

提出してください。届出に必要なものは、８

ページを参照してください。 

市民課 
0834 

22-8295 

死 亡 

死亡の事実を知った日から７日以内に医師

の死亡診断書を持って、親族又は同居してい

た人が届出を行ってください。届出に必要な

ものは、８ページを参照してください。母国

の在日大使館又は領事館にも届出を行って

ください。 

市民課 

 

 

在日大使館 

又は 

領事館 

0834 

22-8295 

 

 

－ 

 

住民票 
氏名や住所、国籍等を証明する書類です。証

明書の発行手数料は、１通２００円です。 
市民課 

0834 

22-8293 
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パスポートの 

紛失 

パスポートを失くしたり、盗まれたりした時

は、近くの警察署に届け出て「紛失（盗難）

届出証明書」を発行してもらいます。この証

明書を母国の在日大使館又は領事館に持参

して、パスポートを再発行してもらいます。

あらかじめ大使館等に電話して、必要なもの

を問い合わせてください。 

在日大使館 

又は 

領事館 

－ 

在留カード 

（外国人登録

証明書）の紛

失 

在留カード（外国人登録証明書）を失くした

り、盗まれたりした時は、出入国在留管理局

で再発行してもらいます。あらかじめ出入国

在留管理局に電話して、必要なものを問い合

わせてください。 

広島出入国在留

管理局 

周南出張所 

0834 

21-1329 

通知カード 

またはマイナ

ンバーカード

の紛失 

通知カードまたはマイナンバーカードを失

くしたり、盗まれたりした時は、近くの警察

署に届け出て「紛失（盗難）届出証明書」を

発行してもらいます。通知カードまたはマイ

ナンバーカードの再発行については、問い合

わせてください。 

市民課 
0834 

22-8339 
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【転出・出国】これから住民登録を取り消す場合 

届 出 必要なもの等 担当課 連絡先 

住民登録 

他の市町村に転出する時は、周南市で転出の

届出を行ってください。周南市が発行した転

出証明書を持って引っ越し先で転入の手続

きを行ってください。日本から帰国などで出

国する場合も事前に手続きを行ってくださ

い。 

市民課 
0834 

22-8292 

印鑑登録 
印鑑登録証（カード）をお持ちの人は返却し

てください。 
市民課 

0834 

22-8293 

国民健康保険 

後期高齢者 

医療制度 

保険証を返却してください。保険料の精算を

行いますので、手続きを行ってください。 
保険年金課 

0834 

22-8312 

介護保険 介護保険被保険者証を返却してください。 高齢者支援課 
0834 

22-8467 

国民年金 
転出する時は、手続きは不要です。引っ越し

先で手続きを行ってください。 
保険年金課 

0834 

22-8316 

水道・下水道 
届出が必要です。詳しいことは、問い合わせ

てください。 

上下水道局 

料金センター 

0834 

22-8617 

保育所 

幼稚園 

保育所に退所届を提出してください。 
こども支援課 

0834 

22-8455 
幼稚園に退園届を提出してください。 

小・中学校 それぞれの学校に問い合わせてください。 学校教育課 
0834 

22-8543 

原動機付 

自転車 

転出又は出国の前に、ナンバープレートを市

役所へ返却してください。その際には、印鑑

を持参してください。 

他の人に譲る場合も、手続きが必要です。 

詳しいことは、問い合わせてください。 

課税課 
0834 

22-8271 

自転車 市役所での手続きは必要ありません。 － － 

電 気 
手続きが必要です。詳しいことは、問い合わ

せてください。 

中国電力 

周南営業所 

0120 

611-907 

ガ ス 
手続きは必要です。詳しいことは、問い合わ

せてください。 
ガス会社 — 

電 話 
手続きは必要です。詳しいことは、問い合わ

せてください。 

ＮＴＴ 

携帯電話会社 
— 
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２．周南市の紹介 
   周南市は、山口県東南部に位置しており、中国山地を背に、南に瀬戸内海を臨むなど、自然に恵

まれているほか、臨海部には、国内有数の石油化学 

  コンビナートのある「自然と産業が調和したまち」です。 

人口は約１４万人であり、面積は東京２３区やシンガポールと

同規模の約６５６平方キロメートルです。 

 市内には、日本有数の工場夜景、街中にある動物園、良質な

温泉、大津島にある回天記念館や訓練基地跡など、観て楽しん

だり、学んだりできる場所や施設がたくさんあります。 

 また、温暖な気候、優れた交通アクセス、災害が少ないこと

も周南市の特徴の一つです。 

 

 ≪周南市に関するデータ≫  

２０２０年２月末現在 

 

★ 人  口  142,222 人、68,023 世帯（男性：69,115 人 、女性：73,107 人）   

 

★ 面  積  656.29 平方キロメートル 

 

★ 学 校 数  公立小学校 28 校、 公立中学校 15 校 

 

★ 姉妹都市  サンベルナルド・ド・カンポ市（ブラジル）1974 年 4 月 23 日締結 

デルフザイル市（オランダ）       1990 年 5 月 22 日締結 

              タウンズビル市（オーストラリア）    1990 年 9 月 30 日締結 

                            

★ 市の木、花 （木）クスノキ （花）サルビア 

 

 

 

 

 

 

 

         わたくしたちは 自然と産業が調和した周南市を愛し ともに 

輝きながら 心豊かに暮らせるまちをめざし 次のことを誓います 

 

１ 自然を大切にし 水と緑の美しいまちをつくります 

１ みんなで助け合い 安心して暮らせるまちをつくります 

１ 元気に働き 豊かで活力のあるまちをつくります 

１ スポーツに親しみ 健康で明るいまちをつくります 

１ 教養を深め 自らが輝き 世界に誇れるまちをつくります 

－ 市民憲章 － 

周南市 
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３．暮らしに必要な情報 
 

（１）市役所等での手続き 

 

    ① 住民登録（市役所市民課 ＴＥＬ：0834-22-8292） 

     ■ 転入・入国 

       日本国籍ではない人で、中長期在留者の資格（日本人の配偶者等や定住者、永住者な

ど）を持っている人が周南市に住み始めた時や、新たに中長期在留者の資格を得た時に

は、市役所市民課において住民登録を行ってください。住民登録は、住み始めた日から

１４日以内に手続きを行ってください。  

 

手続きが必要なケースの例 手続きに必要なもの 

・入国した 

・他の市町村から引っ越してきた 

・中長期在留者の資格を得た   

・パスポート 

・在留カード（又は外国人登録証明書） 

・転出証明書（※転入の場合のみ） 

・通知カードまたはマイナンバーカード 

（※転入の場合のみ） 

        ※入国した人は、住み始める住所地の世帯主との続柄を確認するため、母国の 

         身分証明書が必要な場合があります。 

 

     ■ 転居 

       周南市内で引っ越した場合には、転居の届け出が必要です。転居の届出は、住み始め

た日から１４日以内に手続きを行ってください。 

 

手続きが必要なケースの例 手続きに必要なもの 

・周南市内で引っ越した 

・在留カード（又は外国人登録証明書） 

・国民健康保険証や医療受給者証など 

古い住所が記載してあるもの 

・通知カードまたはマイナンバーカード 

 

     ■ 転出・出国 

       国外に出国する時や他の市町村に引っ越す場合には、転出の届出が必要です。 

また、他の市町村に転出される場合には、市役所から転出証明書を受け取ってくださ

い。なお、この転出証明書は、新たに住み始める市町村での住民登録の際に必要になりま

す。 

手続きが必要なケースの例 手続きに必要なもの 

・出国する 

・他の市町村に引っ越す 

・在留カード（又は外国人登録証明書） 

・国民健康保険証や医療受給者証など 

  古い住所が記載してあるもの 

・通知カードまたはマイナンバーカード 

（※出国の場合のみ） 
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    ② 婚姻・離婚（市役所市民課 ＴＥＬ：0834-22-8295） 

     ■ 婚姻 

       結婚を日本の法律により成立させるためには、市役所に婚姻届を提出しなければなり

ません。届出に必要な書類は次のとおりですが、追加資料を求められることがあります。 

       記入の方法や必要な書類の詳細は、市役所市民課に問い合わせてください。 

 

外国人同士の結婚の場合 外国人と日本人の結婚の場合 

・婚姻届 

・国籍証明書（パスポート等） 

・婚姻要件具備証明書 

・婚姻届  ・出生証明書 

・国籍証明書（パスポート等） 

・婚姻要件具備証明書 

・戸籍全部事項証明書（謄本）  

※本籍地以外で届出をする場合のみ 

       国籍証明書、婚姻要件具備証明書など、日本語以外の言語で書かれた書類には、翻訳

者を明記した日本語訳文を添付することが必要です。婚姻届には、成人２人以上の証人

を必要とします。印鑑を所有している場合は届出時に持参してください。 

      また、外国人は母国において結婚を登録するためには、在日公館への届出が必要です。 

      ※外国人と日本人の婚姻後、外国人配偶者の氏名を変更した場合は、日本人配偶者の戸

籍に記載されている外国人配偶者の氏名を変更するため、申し出が必要です。氏名が

変更したことを証明する書類に訳文を添えて、日本人配偶者から申し出をしてくださ

い。詳しくは市役所市民課に問い合わせてください。 

 

     ■ 離婚 

       離婚を日本の法律により、成立させるためには、市役所に離婚届を提出しなければな

りません。届出に必要な書類は次のとおりですが、追加資料を求められることがありま

す。日本語以外の言語で書かれた書類には、翻訳者を明記した日本語訳文を添付するこ

とが必要です。 

       記入の方法や必要な書類の詳細は、市役所市民課に問い合わせてください。 

外国人同士の離婚の場合 外国人と日本人の離婚の場合 

①夫婦の国籍が同じ場合 

協議により離婚する場合、「母国の法律

により日本の方式で協議離婚をするこ

とができる旨の証明書」等の書類の提出

が必要になります。この証明書について

は母国の在日公館にお問い合わせくだ

さい。母国の法律が裁判離婚しか認めな

い場合は、家庭裁判所（山口家庭裁判所

周南支部 ＴＥＬ：0834-21-2610）

にお問い合わせください。 

 

②夫婦の国籍が異なる場合 

日本国内に、常に住所を有することが夫

婦ともに認められる場合は、協議離婚を

することができます。 

日本国内に、常に住所を有することが

認められる場合は、協議離婚が可能で

す。 

 

（必要な書類） 

・協議離婚届 

・戸籍全部事項証明書（謄本） 

 ※本籍地以外で届出をする場合のみ 

・住民票 

 ※住所地以外で届出をする場合のみ 

・その他 

 

日本で協議離婚が成立した場合は、母

国で離婚の登録をするためには在日公

館に届出が必要です。 
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③ 出生・死亡（市役所市民課 ＴＥＬ：0834-22-8295） 

     ■ 出生 

       子供が生まれた時は、生まれた日を含めて１４日以内に出生の届出を行ってください。

なお、出生届の用紙は、出産した病院で出生証明書とともに受け取れます。 

 

手続きが必要なケースの例 手続きに必要なもの 

・子供が生まれた 

・出生届書 

・出生証明書 

・母子健康手帳 

       ※生まれた子供が、引き続き、国内に住み続けるためには、在留許可を受ける必要 

があります。生まれた日から３０日以内に出入国在留管理庁（広島出入国在留管理

局周南出張所 TEL：0834-21-1329）において在留許可申請を行ってください。 

    

     ■ 死亡 

       家族や同居している人が死亡した時は、国籍に関わらず、死亡した事実を知った日か

ら 7 日以内に死亡の届出を行ってください。なお、死亡届の用紙は、死亡した病院又は

死亡を確認した医師が作成した死亡診断書とともに受け取れます。 

 

手続きが必要なケースの例 手続きに必要なもの 

・家族や同居している人が死亡した 
・死亡届書 

・死亡診断書 

       ※在留カードや特別永住者証明書は、死亡の日から１４日以内に、出入国在留管理庁

（広島出入国在留管理局周南出張所 TEL：0834-21-1329）に返納してください。  

 

④ 印鑑登録（市役所市民課 ＴＥＬ：0834-22-8293） 

      印鑑は署名と同じ役割を果たす大切なものです。 

家や自動車を買う契約等には、実印と印鑑登録証明書が必要となること

があります。実印とは、市役所に登録した印鑑のことです。一人につき、１

つのみ登録できます。複数の人が同じ印鑑を実印にすることはできません。なお、登録でき

る印鑑は住民票に登録された氏名（併記名、通称名）の印鑑ですので、注意してください。 

      登録できる人は周南市に住民登録のある１５歳以上の人です。登録する時は、登録した

い印鑑と在留カード（外国人登録証明書）または顔写真付きの公的な身分証明書を持参し

てください。 

      登録が終わると、印鑑登録証（カード）を受け取ります。その後、印鑑登録証明書が必要

な時は、必ず印鑑登録証（カード）を持ってきてください。 

 

   （印鑑登録の手続き） 

手続きを行う人 必要なもの 注意点 

本 人 

・登録する印鑑 

・在留カード、運転免許証やパ

スポートなど、官公署が発行

した写真付きの身分証明書 

印鑑登録をするため新しく印鑑

を作るときは、登録できる印鑑

であるか事前に市役所へ問い合

わせてください。 
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代理人 

・登録する印鑑 

・代理人の印鑑 

・委任状（周南市の様式のもの） 

・代理人の本人確認書類 

（運転免許証、在留カード、健

康保険証等） 

本人が申請することができない

時は、代理人申請ができます。 

なお、即日登録はできません。 

 

 

    ⑤ 国民健康保険（市役所保険年金課 ＴＥＬ：0834-22-8312） 

      国民健康保険は、病気やけがをした時に、安心して医療を受けることができるための社

会保障制度です。 

      勤め先の健康保険に加入している人やその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入してい

る人以外（在留期間 3 ヶ月以下の短期滞在者や生活保護を受けている人等を除く）     

は、国民健康保険に加入する必要があります。 

      国民健康保険に加入する時や脱退する時は、市役所に届出をしてください。 

      加入の届け出が遅れると、その期間は保険の利用ができませんので、突然の病気やケガ

の時に医療費を全額支払わなければならない場合があります。 

      国民健康保険に加入した人には、保険証を交付します。病院等で診察を受ける際には、

必ず保険証を持参してください。保険証の提示により、年齢に応じた負担割合で医療を受

けることができます。このほかに、出産した時や死亡した時、また医療費の支払いが高額

になった場合には、市役所への届出により給付が受けられる場合があります。 

      国民健康保険に加入している３０歳以上の人は生活習慣病の早期発見と重症化予防を目

的とした特定健診を受けることができます。 

      この制度を支えるため、加入された方には保険料を納めていただく必要があります。お

知らせした保険料は必ず期限内に納めてください。 

手続きや制度の内容などの詳しいことは、市役所保険年金課に問い合わせてください。 

 

    ⑥ 後期高齢者医療制度（市役所保険年金課 ＴＥＬ：0834-22-8312） 

      後期高齢者医療制度は、高齢者が安心して医療を受けるための医療制度です。 

市内に住所がある７５歳以上の人（在留期間 3 ヶ月以下の短期滞在者や生活保護を受けて

いる人等を除く）は、全て被保険者になります。 

      また、６５歳から７４歳までの人でも、障害（身体障害者手帳１級～３

級など）がある場合には、申請により加入することができます。 

      保険料は、被保険者全員にお支払いいただきます。 

      手続きや制度の内容など詳しいことは、市役所保険年金課に問い合わせ

てください。 

 

    ⑦ 介護保険（市役所高齢者支援課 ＴＥＬ：0834-22-8467） 

      介護保険制度は、高齢者等の介護を家族だけではなく、社会全体で支えるための制度で

す。寝たきりや認知症などで介護が必要になった時や日常生活で支援が必要な状態になっ

た時には、介護認定の申請をし、認定されれば介護サービスを受けることができます。 

      手続きや制度の内容など詳しいことは、市役所高齢者支援課に問い合わせてください。 
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    ⑧ 障害者福祉（市役所障害者支援課 ＴＥＬ：0834-22-8387） 

      心身に障害のある人に対しての相談・手当・医療・障害福祉サービス・福祉施設の利用

等、各種の支援を行っています。身体が不自由な人は、「身体障害者手帳」、知的障害のある

人は、「療育手帳」、精神疾患のため、日常や社会生活に制約のある人は、「精神障害者保健

福祉手帳」の交付を受けることができます。これらの手帳を持っていると、いろいろな福

祉サービスや制度を利用することができます。 

      手帳交付の手続きや各種制度の内容など詳しいことは、市役所障害者支援課に問い合わ

せてください。 

 

    ⑨ 児童福祉（市役所こども支援課 ＴＥＬ：0834-22-8460） 

      中学生までの子供を育てている家庭は、児童手当を受け取ることができます。 

     児童手当を受け取るためには、手続きが必要です。 

      手続きや制度の内容など詳しいことは、市役所こども支援課に問い合わせてください。 

 

⑩ 妊娠・育児（市役所あんしん子育て室 ＴＥＬ：0834-22-8550） 

      妊娠により、医療機関から、「妊娠届（母子健康手帳交付申請書）」の発行を受けた場合

は、市役所（徳山保健センター、新南陽総合支所、コアプラザかの、熊毛総合支所のいずれ

か）で手続きを行い、母子健康手帳を受け取ってください。 

      母子健康手帳は、妊娠の経過・出産状況やお子さんの発育、発達、健康

診査、予防接種など就学までの記録をするものです。 

手続きに必要なものや育児教室等については、市役所あんしん子育て室

に問い合わせてください。 

 

⑪ 国民年金（市役所保険年金課 ＴＥＬ：0834-22-8316） 

      国民年金は、国が運営する公的年金です。国内に住所がある２０歳 

以上６０歳未満の人は、国民年金、厚生年金のいずれかに加入することになっています。 

      公的年金には、老齢年金のほか、万が一の場合に支給される障害年金や遺族年金もあり

ます。 

      国民年金の保険料は 1 ヶ月１７，０００円程度です。出国した場合、保険料納付済期間

が６ヶ月以上あると、３年を上限として脱退一時金が請求できます。また、所得が少なく

保険料の納付が困難な人については、申請して認められると保険料が免除や納付猶予にな

る制度があります。 

      手続きや制度の内容など詳しいことは、市役所保険年金課に問い合わせてください。 

 

⑫ 水道・下水道（上下水道局料金センター ＴＥＬ：0834-22-8617） 

      水道を新しく利用する場合や利用を止める場合には、あらかじめ上下水道

局料金センターに電話で連絡をしてください。 

      水道の利用を開始した場合、２ヶ月に１回、水道料金を支払うことになり

ます。検針員が水道メーターを検針し、「水道・下水道使用水量等のお知ら

せ」を投函しますので、使用水量を確認してください。 

      下水道を利用している場合も、使った水の量に応じて、２ヶ月に１回、下水道使用料を

支払うことになります。 

      料金などの詳しいことは、上下水道局料金センターに問い合わせてください。 
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   ⑬ 税金 

      税金には、国に納めるものと県や市に納めるものがあります。 

      所得に対しては、所得税（国）と住民税（県・市）を納め、不動産を持っている場合は固

定資産税（市）や都市計画税（市）を納めることになります。また、自動車を所有している

場合は、排気量に応じて県の自動車税（種別割）や市の軽自動車税（種別割）を納めること

になります。 

      全ての税金について、納める期限が決まっており、この期限に遅れると税金に加えて延

滞金を納めることになります。また、催促されても税金を支払わない時には、強制的に財産

を処分されることがあります。 

 

    ■ 所得税（徳山税務署 ＴＥＬ：0834-21-1010） 

      毎年１月１日から１２月３１日までの１年間の所得について、税務署に申告し、所得税

（国）を納める必要があります。 

      給与の年間収入金額が２，０００万円を超える人、毎月の勤め先の給与から税金を引か

れていない人、２ヶ所以上の勤め先から給与を受け取っている人、給与の他に所得がある

人（給与以外の所得が２０万円以下の場合を除く）等は、翌年の２月１６日から３月１５

日の間に確定申告を行わなければなりません。 

      確定申告を行う際の必要書類等については、徳山税務署に問い合わせてください。 

 

    ■ 住民税（市民税、県民税）（市役所課税課 ＴＥＬ：0834-22-8273） 

      １月１日に住所があった市に対して、前の年の所得に応じた税額を、住民税として納め

ることになります。 

      勤め先の給与から税金を引かれていない人には、毎年６月に、市役所から納税通知書が

送られてきますので、この納税通知書を使って納めてください。 

 

■ 自動車税（種別割）（山口県周南県税事務所 ＴＥＬ：0834-33-6411） 

      ４月１日に自動車を所有している人は、自動車税（種別割）を納めることになります。毎

年５月に県税事務所から納税通知書が送られてきますので、この納税通知書を使って納め

てください。 

      自動車の継続検査（車検）を受ける際には、領収書（納税証明書）が必要になりますので

大切に保管してください。  

 

■ 軽自動車税（種別割）（市役所課税課 ＴＥＬ：0834-22-8271） 

      ４月１日にバイク（原動機付自転車や大型のバイク）や軽自動車（※）を所有している人

は、軽自動車税（種別割）を納めることになります。毎年５月に市役所から納税通知書が送

られてきますので、この納税通知書を使って納めてください。 

      税金を納めた際に受け取った軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用）は、軽自動

車の継続検査（車検）を受ける際に必要になりますので大切に保管してください。  

       ※軽自動車… 車両の大きさが、長さ３．４メートル以下、幅１．４８メートル以下、

高さ２メートル以下であり、総排気量が６６０ｃｃ以下の車両を指し

ます。 

 



12 
 

 （２）民間での手続き 

    ① 電気 

      電気を利用したい場合には、不動産会社又は家主に確認してください。 

直接、自分で申し込む場合は、中国電力周南営業所（TEL：0120-611-907）に問い

合わせてください。料金は、１ヶ月ごとに請求されます。 

 

    ② ガス 

      ガスを利用したい場合には、不動産会社又は家主に確認してください。 

直接、自分で申し込む場合は、ガス会社又は販売店に問い合わせてください。料金や支払方

法ついても、ガス会社又は販売店に問い合わせてください。 

 

    ③ 電話 

     ■ 固定電話 

新しく電話を設置する場合は、ＮＴＴ西日本（TEL： １１６）に連絡してください。 

料金は、１ヶ月ごとに請求されます。 

ＮＴＴには、外国人向けの通訳アシスタントサービスもあります。 

     （ＮＴＴ外国語受付相談センター） 

      Ｔ Ｅ Ｌ ： 0120-064-337（通話無料） 

相談受付 ： 月曜日～金曜日、午前９時～午後５時 

      対応言語 ： 英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語 

 

  ■ 携帯電話 

      携帯電話を利用したい時は、携帯電話販売店等で購入してください。 

支払い方法などは、販売店等に問い合わせてください。 

 

④ ＮＨＫ受信料 

      ＮＨＫは公共放送です。テレビを所有している人は、受信料を支払わなければ 

     なりません。 

契約手続きや支払方法などは、ＮＨＫに問い合わせてください。 

・契約手続きのこと  TEL：0120-151515 

・受信料のこと    TEL：0570-077-077 

 

（３）その他必要な情報  

    ① 健康管理 

      心身ともに健康であり続けるためには、次のことに注意しましょう。 

       ・春の花粉症、夏の食中毒、冬のインフルエンザの流行などに注意しましょう。 

       ・マムシ等の毒蛇、毒性のある虫などが多数存在しますので注意しましょう。 

       ・バランスの良い食事と十分な睡眠をとりましょう。 

       ・スポーツに親しむなど、定期的に運動を行いましょう。 

       ・不衛生による病気を防ぐため、清潔な環境を心がけましょう。 

       ・何でも話せる友人をつくりましょう。 



13 
 

 

   ② 医療 

      医療機関での診察は、随時受け付けています。あらかじめ、住居の近くで「かかりつけの

病院」を決めておきましょう。 

      休日・夜間の緊急診療は、休日夜間急病診療所（TEL：0834-32-2299）が便利です。 

       （診療の流れ） 

受  付 受付の人に、初診か再診かを伝えます。初診の場合は、問診票を

記入し、国民健康保険証等を提出します。再診の場合は、診察カ

ードを提出するか受付簿に氏名を記入します。 

診  察 名前を呼ばれたら診察室に入り、診療を受けます。 

会計、処方箋 

の受け取り 

診療後に会計窓口で費用を支払います。薬が渡される場合もあり

ますが、多くの場合、処方箋を渡されます。この処方箋を持って 

薬局に行き、薬を受け取ります。治療が継続する場合は、次回の

診察日を確認しておきましょう。 

        ※宗教上の理由や持病などで治療に制限がある場合は、治療が始まる前に医師 

         に相談してください。 

③ 交通 

    ■ バス  

      乗車時に、車内に設置してある機械から整理券を取ります。 

降車時には、その整理券の番号の料金（車両前方に表示してあり

ます）を運転手席横の料金箱に入れます。お釣りは出ませんので、

車内の両替機により小銭を用意しましょう。回数券で支払う場合

も同様です。回数券は運転手から購入することができます。 

      車内では、次の停車場所のアナウンス（次は○○です）がありますので、降りたい場合は

乗車席付近の降車ボタンを押し、運転手に知らせてください。 

      バスの路線や料金等については、防長交通株式会社（TEL：0834-22-7824）または

高速バス予約センター（TEL：0834-32-7733）に問い合わせてください。 

 

    ■ 電車 

ＪＲ西日本を利用する場合、徳山駅では新幹線、山陽本線、岩徳線を利用することができ

ます。乗車前に料金表で料金を調べ、駅内の自動販売機で切

符を購入します。切符は、降車する駅の改札にて駅員に渡す

か、回収箱に入れてください。 

料金や時刻表など、詳しいことはＪＲ西日本（TEL：

0570-00-2486）に問い合わせてください。 

 

    ■ タクシー 

      タクシーを利用する場合には、ＪＲ徳山駅前のタクシー乗り場で乗

るか、手をあげて直接タクシーを呼び止めるか、それぞれのタクシー

会社に連絡してタクシーを呼ぶ方法があります。乗車時に、行先（○

○までお願いします）を運転手に伝えてください。 
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    ■ 交通ルール 

      交通事情やルールは、それぞれの国で異なります。交通事故から自分自身を守るために

も、次の交通ルールを守りましょう。 

    （歩行者の交通ルール） 

      ・歩行者は道路の右側を歩きましょう。 

      ・歩道と車道の区別のある道路では、歩道を歩きましょう。 

・車道を横断する時は、横断歩道や横断陸橋を利用しましょう。 

      ・横断禁止標識のある場所では、横断しないようにしましょう。 

      ・信号機のある交差点では、自分の通行する方向にある信号機 

が青信号になったことを確認して横断しましょう。歩行者用の

青信号が点滅した場合は、横断を始めないようにしましょう。 

      ・踏切で警報機が鳴っている時や遮断機が降りている時は必ず止まって待ちましょう。 

    

  （自転車に乗る時の交通ルール） 

      ・必ず信号機に従い、赤信号では通行しないようにしましょう。 

・自転車は道路の左端を通行しましょう。歩道に「自転車通行可」の標識がある場合は、

歩道を通行しましょう。 

・歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行しましょう。 

      ・自転車のブレーキやライトの整備や点検は十分に行いましょう。 

・並進、二人乗り、雨の日の傘さし、携帯電話を使用しながらの運転はしないように 

しましょう。 

・夜間は必ずライトを点灯しましょう。 

      ・お酒を飲んだ時には、自転車に乗らないようにしましょう。 

・他の交通を妨害する場所に駐輪しないようにしましょう。 

・子供はヘルメットを着用しましょう。 

 

    （自動車やバイクを運転する時の交通ルール） 

      ・自動車やバイクは道路の左側を通行しましょう。 

      ・運転する時は必ず運転免許証を携帯しましょう。 

      ・運転者だけではなく、同乗者もシートベルトを必ず着用しましょう。 

      ・バイクに乗る時は、必ずヘルメットを着用しましょう。 

      ・無車検や無保険の自動車やバイクは運転しないようにしましょう。 

      ・お酒を飲んだ時は、絶対に運転しないようにしましょう。 

・駐車禁止の場所には、駐車しないようにしましょう。 

・スピードを出しすぎないように注意しましょう。 

・携帯電話を使用しながらの運転はしないようにしましょう。。 

・あおり運転はしないようにしましょう。 

      ・交通事故が発生した場合は、必ず警察（TEL：0834-21-0110）に届けましょう。 

 

   ④ 自治会（市役所地域づくり推進課 ＴＥＬ：0834-22-8412） 

自治会は、住んでいる地域を安心・安全でより良いものにするため、地域住民により自主

的に組織された団体です。住んでいる地区ごとで、住民が加入しています。 

      自治会の活動は、住民が役割分担を行い、地域活動、福祉活動、防災対策、ごみステーシ

ョンの管理などのほか、祭りやスポーツ大会などの親睦行事を行っています。 
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      行政からのお知らせを記載した広報紙や回覧文書などは、自治会を通じて提供されるこ

とがほとんどですから、是非、お住まいの区域の自治会にご加入ください。 

      自治会に加入した場合は、会費の納入など自治会ごとに決められたルールを守らなけ 

ればなりません。地域の皆さんと一緒に活動することで、ご近所同士が仲良くなれたり、交

流を深めることができます。 

      自治会加入の手続き、会費などは、それぞれの地区の自治会長などに確認してください。

自治会長が分からない場合は、ご近所の方に尋ねてみるか、市役所地域づくり推進課に問

い合わせてください。 

     

⑤ 仕事探し 

      外国人が日本で働く場合は、就労が許可されている在留資格を取得するか、出入国在留

管理庁（広島出入国在留管理局周南出張所 TEL：0834-21-1329）で資格外活動許可

を得ることが必要です。まず、自分の在留資格で働くことができるかどうか確認してくだ

さい。 

仕事を探す際には、「ハローワーク（徳山公共職業安定所）TEL：0834-31-1950）」

等に問い合わせてください。 

 

⑥ ごみの出し方（市役所リサイクル推進課 ＴＥＬ：0834-22-8303） 

    （ごみ収集場所に出せるごみ） 

 ごみ収集場所に出せるごみの種類、収集回数、出し方は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみを出せる日は、住んでいる地区によって違います。地区ごとの「ごみ収集カレンダ

ー」で確認してください。 

ごみは、収集日の日の出頃から 8 時までの間に収集場所に出してください。 

ごみの種類ごとの内容は、「ごみの分別方法（冊子）」、「周南市版ごみの分別につかえるア

プリ」などを確認してください。 

ごみの種類 収集回数（原

則） 

出し方 

燃やせるごみ 週２回 指定ごみ袋（緑色）に入れる 

容器包装プラスチック 週１回 指定ごみ袋（黄色）に入れる 

その他プラスチック 月１回 指定ごみ袋（黄色）に入れる 

燃やせないごみ 月１回 指定ごみ袋（青色）に入れる 

古紙・衣類 月２回 ひもで束ねる 

びん・缶類 月２回 透明または半透明袋に入れる 

ペットボトル 月２回 透明または半透明袋に入れる 

処理困難物 月１回 透明または半透明袋に入れる 
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（ごみ収集場所に出せないごみ） 

家具や自転車など、指定ごみ袋に入らない大きさのごみは、粗大ごみです。粗大ごみ

は、市に戸別の収集を依頼（TEL：0834-61-0310）するか、指定の施設に自己搬入

してください。原則として、いずれの場合も有料で

す。 

一度に多量に排出するごみは、指定の施設に自己搬

入するか、市の許可業者に収集を依頼してください。

原則として、いずれの場合も有料です。 

      家電リサイクル対象品（エアコン、テレビ、冷蔵庫、

冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）は、家電小売店か市の許

可業者に収集を依頼してください。または、郵便局でリ

サイクル券を購入したうえで、指定の施設に自己搬入す

るか、市に戸別の収集を依頼してください。いずれの場合も有料です。 

パソコンは、原則として、製造業者に回収を依頼してください。

ただし、市役所などに設置している小型家電回収ボックスの投入

口（４０㎝×２０㎝）に入るものは、ボックスに投入することも

できます。なお、市町村以外にも、環境大臣から認定を受けて、

パソコンなどの小型家電を回収している事業者があります。 

      自動車部品、タイヤ、バイク、充電式電池、消火器などは、市が収集しないごみです。販

売店、専門店などに処理を依頼してください。 

 

   ⑦ 日本語学習（山口県国際交流協会 ＴＥＬ：083-925-7353） 

      日本語を学びたい外国人を対象とした日本語教室を、前期（４月～７月、１２回程度）と

後期（９月～１２月、１２回程度）の年２回開催しています。この日本語教室では 

参加者の日本語のレベルに合せて楽しく日本語を学ぶことができます。 

      開催日や内容など詳しいことは、山口県国際交流協会に問い合わせてください。 

 

 

 

 

 

 

 

「ごみの分別方法（冊子）」 「周南市版ごみの分別につかえるアプリ」 

ダウンロードはこちらから 

iPhone 

 App store 

Android 

 Play ｽﾄｱ 



17 
 

 （４）困ったとき 

① 外国人のための相談窓口 

（やまぐち外国人総合相談センター ＴＥＬ：083-995-2100） 

生活の中で困っていること、知りたいこと（在留手続、行政手続き、労働、教育、子育て、 

ＤＶ、医療、結婚、離婚など）を相談できます。相談は無料です。 

外国人の家族や日本人の知り合いの方等も相談できます。 

秘密は厳守します。 

相談できる日と対応言語は、次のとおりです。 

 

対応言語 相談できる日 時間 

やさしい日本語 火曜日～土曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

中国語、 

タガログ語 
火曜日、木曜日 午前 10 時～午後４時 

英語、 

ベトナム語 
水曜日、金曜日 午前 10 時～午後４時 

※その他の言語は、通訳を準備できる場合があります。相談してください。 

 

（弁護士・行政書士による専門相談） 

弁護士または行政書士による専門相談を、１人１回まで無料で受け付けています。 

・離婚や契約トラブルなど、法律に関する無料相談を弁護士が行います。 

相談日の３日前までに予約をしてください。 

・在留資格やビザなど、専門的な無料相談を行政書士が行います。 

相談日の７日前までに予約をしてください。 

 

相談できる日時：毎月第３金曜日 午後１時～２時、午後２時～３時 

場所：やまぐち外国人総合相談センター（住所：山口市水の上町１-７ ３Ｆ） 

   ＴＥＬ：０８３-９９５－２１００ 

 

② 多言語コールセンター（やまぐちコールセンター ＴＥＬ：083-902-6370） 

山口県内の交通アクセスを知りたいときや、観光地・宿泊施設等へ連絡を取りたい 

ときなどに、電話での観光案内や通訳サービスを利用できます。 

 

・利用時間 ： 24 時間 365 日 

・対応言語 ： 英語、中国語、韓国語、タイ語、 

ベトナム語、インドネシア語、 

ポルトガル語、スペイン語、フランス語、 

ロシア語、ドイツ語、イタリア語、 

タガログ語、ネパール語、マレー語、 

クメール語、ミャンマー語、モンゴル語 
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４．緊急時の対応  

 

①  病気、ケガ 

        急な病気や大きなケガをした時には、知人や隣人に助けを求めるか、電

話により、救急車（ＴＥＬ：１１９）を呼んでください。救急車を呼ぶ

際には、自分の氏名、住所などを伝えるとともに、保険証等を用意して

ください。 

 

    ② 火災 

      日本は木造の家が多く、火事が発生すると直ぐに燃え広がり、近隣にまで火災が及ぶこ

とがあります。 

日頃から、次のことに気をつけましょう。 

・寝る前や外出する時には、必ず火元を確認する習慣を身につけましょう。 

・寝たばこ、たばこの投げ捨てはしないようにしましょう。 

・不審火による火災を防ぐため、家の周りに燃えやすい物を置かないようにしましょう。 

・子供の火遊びや天ぷら油を使用中の火災も多くなっていますので注意しましょう。 

・冬は空気が乾燥するため、火災が多く発生します。暖房には十分に気をつけましょう。 

       

火災が発生し、自分で火を消すことが難しい場合には、大

きな声で「火事だ！」 と叫んで周囲に知らせるとともに、

消防署（ＴＥＬ：１１９）に電話をしてください。 

火災による煙が大量に発生している時には、濡れタオル

を口や鼻にあて、姿勢を低くし、有毒ガスを避けて、直ぐに

安全な場所に避難してください。 

 

    ③ 地震 

      日本は地震の多い国です。日頃から、家の中で一番安全な場所、家族との連絡方法 

     避難場所、自国の大使館の電話番号などを確認しておいてください。 

      また、地震に備え、次の物品を準備しておきましょう。 

・懐中電灯、タオル、手袋、非常用飲料水・食料（３日分が目安）、緊急用薬品、携帯用ラ

ジオ、靴などをリュックサック等に入れ、ひとまとめにしておきましょう。 

     ・窓や棚のガラスは、割れた際のケガを防ぐためにテープ等を貼っておきましょう。 

     ・本棚やタンス等の家具が倒れてケガをしないように、家具は壁に固定しておきましょう。 

・消火器を常備しておく。風呂の湯は、消火用水として利用できるため、直ぐに捨てないよ

うにしましょう。 

 

地震が発生した時には、屋内ではクッションや座布団等を使って落下物から頭を守ると

ともにテーブルの下などに避難し、屋外にいるときは、落下物等に注意し、広い場所で姿

勢を低くするなど、揺れが収まるまでは動かず、身体の安全を守ってください。 

ドアや窓を開けて避難する際には、割れたガラスでケガをしないよう、靴やスリッパ等

を履くことを忘れないようにしましょう。避難する場合には、パスポート等の重要書類は

常に携帯しておきましょう。また、大きな揺れの後、しばらく余震が続くことがあります

ので気をつけましょう。 



19 
 

    ④ 台風 

      日本では、毎年秋に最も台風が接近・上陸しやすくなり、土砂崩れや洪水、暴風などによ

る大きな被害をもたらすことがあります。 

台風に備え、次のことに気をつけましょう。 

       ・屋外にあるごみ箱や鉢植えなど、風で飛びそうなものは、あらかじめ固定するか、室

内に入れておきましょう。 

       ・窓ガラス等は、ガムテープやビニールテープを貼って補強し、雨戸やシャッターが

あれば閉めておきましょう。 

       ・停電することがありますので、懐中電灯や携帯ラジオなどを家族で決めた場所に置

いておきましょう。 

      台風の接近時には、外出しないようにしましょう。気象情報に十分に注意し、市から避

難勧告や避難指示が発令されたら、直ぐに決められた場所に避難してください。また、避

難勧告等が発表される前でも、危ないと感じた場合は、早めに自主避難することを心掛け

ましょう。避難する際には、火事の原因になるガスの元栓を閉め、戸締りを確認してから

家を離れてください。 

 

      災害等に関する問い合わせ：市役所防災危機管理課 ＴＥＬ：0834-22-8208 

      災害等発生時の問い合わせ：市役所観光交流課   ＴＥＬ：0834-22-8372 

 

災害発生時には、周南市指定避難所・緊急避難場所を利用してください。５-（1）で紹

介する市内の公共施設（21 ページ～２３ページ）のなかにも、避難所・緊急避難所があり

ます。ただし、全ての避難所があらゆる災害に対して避難に適した場所とは限らないため、

事前にハザードマップなどで、自宅付近の避難所・緊急避難場所の状況を確認しましょう。 

詳しいことは、市役所防災危機管理課（TEL：0834-22-8208）へ問い合わせてくだ

さい。 

      

 

 

 

 

         

※２１ページ～２３ページで紹介する公共施設には、避難所は●、緊急避難場所は▲で 

表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所（●） 
災害発生時、被災者が一定期間滞在することができる施設 

（例：市民センター、学校の体育館など） 

緊急避難場所（▲） 
災害が差し迫った状況や発災時において、緊急的に避難し、身の

安全を確保する場所（例：公園、グラウンドなど） 
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⑤ 犯罪被害 

日本でも、殺人事件や強盗事件、窃盗事件が発生していますので、犯罪被害に遭わないた

めの注意が必要です。 

日頃から、次のことに気をつけましょう。 

・外出する際の戸締まり（鍵かけ）や、家にいるときでも鍵を掛けるようにしましょう。 

・自転車を使用し駐輪場にとめる場合は、必ず鍵を掛けましょう。 

・自転車から離れる場合には、前かご等に荷物を置いたままにせず、必ず持って行くよう

にしましょう。 

 

    （盗まれた、殴られた、だまされた場合） 

  物を盗まれた、人に殴られたなどの被害に遭った場合は、すぐに警察（ＴＥＬ：１１０）

に電話するか、近くの警察署または、交番に届け出てください。犯罪の現場を目撃した場合

も同様です。 

      また、犯罪の現場には犯人の指紋や足跡等色々な証拠資料が残されているので、現場に

立ち入ったり、そこにある物に触れないようにしましょう。 

 

    （物を落とした、拾った場合） 

  物を落とした（なくした）場合には、警察署に届出をすることで、拾った人が警察署に届

けてきた場合に自分へ返還されます。 

      また、物を拾った場合は、持ち主に戻すため、すぐに近くの警察署または、交番に拾った

物を届けましょう。 
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５．市内の公共施設等の紹介  
（１）公共施設 

区 分 施 設 名 所 在 地 連絡先 避難所 

市役所 

教育委員会 

市役所 岐山通 1-1 0834-22-8211  

市役所新南陽総合支所 
古市 1-4-1（イオン

タウン周南内） 
0834-61-4103  

市役所熊毛総合支所 熊毛中央町 1-1 0833-92-0008  

市役所鹿野総合支所 鹿野上 3277 0834-68-2331 ● 

市教育委員会 岐山通 1-1 0834-22-8532  

図書館 

中央図書館 岐山通 2-7 0834-22-8682  

新南陽図書館 中央町 4-10 0834-62-1150  

福川図書館 福川南 2-1 0834-63-5000  

熊毛図書館 熊毛中央町 1-1 0833-92-0179  

鹿野図書館 鹿野下 1276-1 0834-68-4141  

徳山駅前図書館 御幸通 2-28-2 0834-34-0834  

生涯学習施設 学び・交流プラザ 中央町 4-10 0834-63-1188 ● 

文化施設 

文化会館 大字徳山 5854-41 0834-22-8787 ● 

美術博物館 花畠 4-16 0834-22-8880  

郷土美術資料館 富田 永源山公園内 0834-62-3119  

回天記念館 大津島 1960 0834-85-2310 ▲ 

スポーツ 

施設 

キリンビバレッジ 

周南総合スポーツセンター 
大字徳山 427 0834-28-8311 ● 

陸上競技場 大字徳山 405-1 0834-28-6715  

野球場 大字徳山 405-1 0834-28-0031  

新南陽球場 福川南 2-1 0834-63-1783  

キリンビバレッジ 

周南庭球場 
大字徳山 405-1 0834-28-0656  

新南陽体育センター 港町 5-44 0834-64-0990  

熊毛体育センター 呼坂 9-71 0833-92-0026 ● 

熊毛武道館 安田 1837-1 0833-91-2511 ● 

鹿野総合体育館 鹿野上 3028-1 0834-68-3424 ● 

体験施設 大津島海の郷 大津島 217-1 0834-85-2560 ● 

 

 

 

市民 

センター等 

 

 

 

桜木市民センター 城ヶ丘 2-4-21 0834-28-5973 ● 

周陽市民センター 周陽 2-8-2 0834-28-6515 ● 

秋月市民センター 楠木 2-1-25 0834-28-5317 ● 

遠石市民センター 徳山 591-3 0834-22-0442 ● 

岐山市民センター 徳山 5649 0834-22-8876 ● 

中央地区市民センター 飯島町 1-13 0834-22-8875 ● 

今宿市民センター 原宿町 6-12 0834-22-8877 ● 

櫛浜市民センター 櫛ケ浜 458 0834-25-0555 ● 
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市民 

センター等 

 

粭島市民センター 粭島 227 0834-84-0312 ● 

大島市民センター 大島 1601 0834-84-0310 ● 

久米市民センター 久米 2812-1 0834-29-0451 ● 

菊川市民センター 下上 2146 0834-62-2801 ● 

四熊市民センター 四熊 1417 0834-63-0108 ● 

小畑市民センター 小畑 190 0834-63-9280 ● 

夜市市民センター 夜市 660-1 0834-62-2707 ● 

戸田市民センター 戸田 2845-2 0834-83-2001 ● 

湯野市民センター 湯野 4230-1 0834-83-2002 ● 

大向市民センター 大向 1653-1 0834-88-0312 ● 

大道理市民センター 大道理 1332 0834-22-1830 ● 

長穂市民センター 長穂 885 0834-88-0401 ● 

須々万市民センター 須々万本郷 478-2 0834-88-0001 ● 

中須市民センター 中須南 2557-1 0834-89-0301 ● 

須金市民センター 須万 2427-2 0834-86-2201 ● 

大津島市民センター 大津島 1361-4 0834-85-2001 ● 

和田市民センター 垰 166 0834-67-2069 ● 

高水市民センター 樋口 491 0833-92-0173 ● 

勝間市民センター 呼坂 1193-1 0833-92-0043 ● 

大河内市民センター 大河内 1638-23 0833-92-0175 ● 

三丘市民センター 安田 562-2 0833-92-0177 ● 

新南陽ふれあいセンター 福川南 2-1 0834-63-5000 ● 

コアプラザかの 鹿野上 910 0834-68-0030 ● 

ゆめプラザ熊毛 熊毛中央町 1-1 0833-92-0002 ● 

鶴いこいの里交流センター 八代 826-8 0833-92-0003 ● 

観光施設 

国民宿舎湯野荘 大字湯野 4346-2 0834-83-2151  

東善寺やすらぎの里 小松原 1706-1 0833-92-0058 ● 

長野山緑地公園 鹿野上 433-3 0834-68-3481  

せせらぎパーク 

鹿野オートキャンプ場 
鹿野上 3516 0834-68-1234  

徳山動物園 大字徳山 5846 0834-22-8640  

育児支援 

施設 

ファミリーサポートセンター 築港町 13-15 0834-32-8191  

子育て交流センター 

ぞうさんの家 
築港町 13-15 0834-32-8181  

にこにこセンター 川崎 2-14-1 0834-64-2525  

わかやますくすくセンター 上迫 15-7 0834-63-7070  

のびのびセンター 平野 2-2-3 0834-64-3500  

熊毛子育て支援センター 

たんぽぽ 
熊毛中央町 1-1 0833-92-1515  

鹿野子育て支援センター 

すくすく 
鹿野上 910 

0834-68-3344 

080-1924-9739 
 

病院 新南陽市民病院 宮の前 2-3-15 0834-61-2500  
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病院 

介護保険老人施設 

ゆめ風車 
宮の前 2-6-27 0834-61-3151  

国民健康保険鹿野診療所 鹿野上 910 0834-68-2192  

休日夜間急病診療所 慶万 10-9 0834-32-2299  

道の駅 ソレーネ周南 大字戸田 2713 0834-83-3303 ▲ 

競艇場 ボートレース徳山 栗屋 1033 0834-25-0540 ▲ 

消防署 

中央消防署 新宿通 5-1-3 
119 

0834-22-8776 
 

東消防署 周陽 2-8-20 
119 

0834-28-3786 
 

西消防署 富田 1-1-2 
119 

0834-61-3130 
 

北消防署 鹿野上 2822-4 
119 

0834-68-3699 
 

北消防署北部出張所 須々万奥 724-11 0834-88-0119  

光地区消防組合北消防署 呼坂 9-2 0833-91-0001  

警察署 周南警察署 大字徳山 5632-4 0834-21-0110  

税務署等 
徳山税務署 今宿町 2-35 0834-21-1010  

山口県周南県税事務所 毛利町 2-38 0834-33-6411  

入国管理 
広島出入国在留管理局 

周南出張所 
徳山港町 6-35 0834-21-1329  

就職相談 
ハローワーク 

（徳山公共職業安定所） 
大字徳山 7510-8 0834-31-1950  

 

（２）その他 

区 分 施 設 名 所 在 地 連絡先 

観光案内 まちのポート みなみ銀座 1-8 0834-33-8424 

国際交流 山口県国際交流協会 
山口市水の上町 1-7 

水の上庁舎３階 
０83-925-7353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

  



25 
 

 

 

 

 

2016 年 11 月 15 日（初版） 

2020 年 3 月 31 日（改訂版） 

（発行） 

周南市（観光交流課） 

ＴＥＬ：0834-22-8372 


