沖縄 の 交 通機関

沖縄 の 治 安・防災

進むインフラ整備で成長と利便性に期待
県内はもとより、県外・国外のアクセスも良好

安心・安全な地域づくりと
防災への備えにも全力で取り組む

よりよい環境整備で快適な暮らしを

ことが期待されています。

県内の移動もスムーズ

航路では、県の玄関口である那覇空港のほか、新石

沖縄に住むすべての人に
安全・安心に暮らしてもらう

県内の移動は車が中心で、高速バスや路線バスが充

垣空港など12の離島空港があります。現在、国内線で

日本は治安のよい国といわれています。世界平和度

実しているほか、レンタカーの利用者数も増えていま

は那覇と県外の24都市と結ばれ、国際線では、アジア

指数から算出された平和な国ランキング（イギリスの

す。タクシーの初乗り料金は550円（普通車・2017年2

を中心とした10都市と結ばれています。那覇空港では

エコノミスト紙が調整・発表した「Global peace index

月現在）と、利用しやすい設定となっています。

2020年の供用開始

2015」）によれば、日本は世界８位にランクされてい

2003年に開通した沖縄都市モノレール「ゆいレー

を目指して滑走路

て、アジアで唯一トップ10入りを果たしています。

ル」は、県民や観光客の足として定着しています。

の増設事業も進ん

沖縄は台風の来襲地ですが、2011〜2016年のデー

2015年度の乗客数は開業当時の２倍を超える1600万

でおり、今後ます

タを見ると、年間21〜31件発生していて、多くが7月

人を突破。また現在、浦添市までの延長整備が行なわ

ます利便性が高ま

〜10月に発生しています。すべてが沖縄に接近するわ

れており、2019年の開業後は、さらに利便性が高まる

ります。

けではありませんが、台風接近中は不要不急の外出を
避け、情報収集のためのラジオや、停電に備えて懐中

沖縄都市モノレール「ゆいレール」

電灯を用意するなどの対策が必要となります。

COLUMN

バス専用レーンで渋滞緩和
路線バスが縦横に走っている沖縄。沖縄本島の路線バ
ス総合案内システム「バスなび沖縄」では、英語版・簡
体字版、繁体字版、韓国語版が用意されているので安心
です。また、主要な道路ではバス専用レーンが設けられ
ており、渋滞の影響をあまり受けずに目的地に行くこと

災害時に市民が避難できる那覇市津波避難ビル

地震発生回数
沖縄本島に置いては近代的地震観測が開始されて以来、
震度5強以上は観測されておらず、また日本本土と離
れており同時被災の可能性も少ないため、災害リスク
分散拠点としても期待できます。
北海道11回

沖縄本島

災害発生時に役立つサイト
県では台風や地震などの災害発生時に、在住外国人が

0回

対応できるよう市町村等において、多言語による地域防
災ガイドマップや避難所マップなどを作成しています。
「沖縄防災情報ポータル

ハイサイ !

防災で〜びる

（http://www.bousai.okinawa.jp）
」では、
台風、
地震、
津波、

が可能です。路線バス、ゆいレールとも、

注意報・警報などの情報が、英語、中国語
（簡

読み取り機にタッチするだけで精算できる

体字、繁体字）
、韓国語で表示されています。

中国・四国12回

九州11回

近畿8回

東北48回
関東44回
中部38回

交通 ICカード「OKICA」が利用できます。
COLUMN

緊急の場合
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初乗り230円。始発駅の那覇
空港駅から終点の首里駅まで
は330円。1日乗車券もあり
ます。

沖縄都市モノレール
株式会社

火事・ケガ・急病

電話

119

直接119をダイヤルすると、消防車や救急車を
呼ぶことができます。

事故・犯罪

電話

110

直接110をダイヤルすると、警察官を呼ぶことが
できます。
※日本語の話せる人や日本人に協力してもらうことが
必要です。
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気象データを確認できるサイト
沖縄気象台では、様々な気象データを分かりやす
い情報にして提供しています。県内各地の気候や、
潮位（満潮・干潮）、週間天気予報や台風情報などが網
羅されているので、沖縄滞在中だけでなく、沖縄へ
の旅行計画を立てる際にも役立ちます。
また、県では津波浸水予測図を作成し
ており、海抜の低い地域の確認がすぐに
できます。

沖縄のビジネス・生活環境ガイドブック
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住 居・ 就 労・ 手 続 き

各種相談窓口

生活を始めるためには、色々な手続きが必要です。
ビジネスコンシェルジュ沖縄で日常生活に関する情報提供も行っています。

住居の探し方
沖縄の住居には3つの種類があります。

1. 沖縄県営住宅

沖縄県が管理している住宅です。

沖縄県住宅供給公社
那覇市旭町114-7

2. 市町村営住宅

各市町村が管理している住宅です。入居を希望
する場合は、市町村役場の住宅課等へお問い合
わせください。

3. 民間住宅

住宅所有者と居住者が契約を結んで居住する住
宅です。入居を希望する場合は不動産業者を利用
するのが一般的です。不動産情報を集めた情報誌
やWEBサイトを利用するのもおすすめです。

沖縄県宅地建物取引業協会
那覇市泉崎1-12-7
TEL/098-861-3402

入国管理局での手続き
那覇入国管理局では相談員を配置し、電話や訪問
によるお問い合わせに対応しています。
那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
TEL/098-832-4185
9:00〜16:00（平日のみ）
対応言語：英語
「外国人在留総合インフォメーションセンター」で
は、外国語（英語、韓国語、中国語、スペイン語等）で
対応します。

住民票
日本では、外国人住民にも日本人と同じく住民基
本台帳法が適応され、住民票の作成が必要です。住
民票とは、住民の氏名や住所など記録した帳票の
ことです。詳しくは、市町村役場にお問い合わせく
ださい。

就労について
日本で仕事に就くには、次のいずれかに該当する
必要があります。

新しく入居するときは、主に以下のような費用が
かかります。

1. 家賃

通常、1ヵ月ごとの支払いです。

2. 礼金（礼金が必要ない物件もあります）

民間住宅を借りるときの権利取得のために家主
に払うお金です。通常は家賃の1〜2ヵ月分を支
払います。返却はされません。

3. 敷金

家賃滞納や部屋の修理代のためのお金です。
通常は家賃の2〜3ヵ月分を支払います。退去す
るときに、家賃滞納分や部屋の修理代などが差
し引かれて、残りがあれば返却されます。

4. 共益費

階段や通路など、共有部分の管理費です。

5. 仲介手数料

不動産業者を通して契約した際、不動産業者に
支払う手数料です。
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1.
2.
3.
4.

日本人の配偶者
定住者（日系3世まで）
永住者
永住者の配偶者

在留資格外活動とアルバイト

留学生などがアルバイトをする場合、入国管理
局で在留資格外活動の許可をもらう必要があり
ます。

申請に必要な書類
1.
2.
3.
4.
5.

資格外活動許可申請書
理由書（目的と内容を記載）
在学証明書
パスポート
外国人登録証明書

地域・通訳ガイド

駐沖外国公館等
在沖米国総領事館

浦添市当山2-1-1
TEL/098-876-4211

一般社団法人 日本沖縄華僑華人総会

沖縄通訳案内士会

TEL/090-1942-7762
http://www.oiga.jpn.com

那覇市首里末吉町4-1-22 仲村ビル102
TEL/098-894-7648

台北駐日経済文化代表処那覇分処

那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階
TEL/098-862-7008

TEL/0570-013904 ・ 03-5796-7112
8:30〜17:15（平日のみ）

不動産・賃貸情報 うちなーらいふ

入居費用

沖縄県には外国人の方が安心して暮らせるよう、
さまざまな窓口が設置されています。

在留資格関連
福岡入国管理局那覇支局

那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
TEL/098-832-4185

福岡入国管理局宮古島出張所

宮古島市平良字西里7-21平良港湾合同庁舎
TEL/0980-72-3440

福岡入国管理局石垣港出張所

石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎
TEL/0980-82-2333

沖縄県行政書士協会
浦添市伊祖4-6-2
TEL/098-870-1488

多言語コンタクトセンター

沖縄県が提供する外国人観光客専用の公共サービ
スです。観光案内や通訳サービス、災害時の対応な
どを行っています。
（ 営業時間は9:00〜21:00 年中
無休）
※サービスは無料。電話代のみかかります。

沖縄県海外事務所
北京事務所

北京市朝阳区東三環北路3号幸福大厦B座619室
TEL/010-86-10-6466-8679

上海事務所

上海市黄浦区漢口路398号 華盛大厦1603B室
TEL/010-86-21-6351-0231

台北事務所

台湾台北市中山区松江路148号4階E室
TEL/010-886-2-2521-0376

香港事務所

Unit 1211 , 12/F , Prosperity Millennia Plaza ,
663 King's Road , North Point ,Hong Kong
TEL/010-852-2968-1006

シンガポール事務所

1 North Bridge Road #22-06 High Street Centre,
Singapore
TEL/010-65-6694-6408

福州駐在所

福州市華林路97号 福建・沖縄友好会館5層501室
TEL/010-86-10-591-8785-1134

雇用関連
ハローワーク那覇

TEL/0570-077201
TEL/098-851-7286

那覇市おもろまち1-3-25
沖縄職業総合庁舎
TEL/098-866-8609

中国語

グッジョブセンターおきなわ

英語

TEL/0570-077202
TEL/098-851-9356

那覇市泉崎1-15-10 1F
TEL/098-865-5006

韓国語

TEL/0570-077203
TEL/098-851-9554

タイ語（2017年2月1日スタート）
TEL/0570-077207
TEL/098-851-3133
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