
  

神奈川県機構及び病院の診療科目一覧 

 

(６言語対訳版)     

 

 
（英語） Organization of Kanagawa Prefectural Government 

and Hospital Departments & Sections 
 
（中国語）      神奈川县政府组织及医疗机构诊疗科目名录 
 
（韓国・朝鮮語）   가나가와현 기구 및 병원 진료과목 일람 
 
（スペイン語）     Organizaciones del Gobierno Prefectural de 

Kanagawa y Departamentos y Secciones de 
Hospitales 

 
（ポルトガル語）   Organização do Governo Provincial de Kanagawa e 

Departamentos e Seções Hospitalares 
 
（ベトナム語）  Cơ cấu tổ chức chính phủ Tỉnh Kanagawa và    

danh sách chuên khoa của bệnh viện 

 
 

英語    English 

中国語    中 文  

韓国・朝鮮語   한  글  

スペイン語   Español 

ポルトガル語   Português 

          ベトナム語        Tiếng Việt 
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政策局  

（英語）       Policy Bureau  

（中国語）      政策局  

（韓国・朝鮮語）   정책국  

（スペイン語）   Buró de Política 

（ポルトガル語）   Secretaria de Política 

（ベトナム語）      Cục chính sách  

 

総務局  

（英語）      General Administration Bureau 

（中国語）     总务局  

（韓国・朝鮮語）   총무국  

（スペイン語）   Buró de Administración General 

（ポルトガル語）   Secretaria de Administração Geral 

（ベトナム語）          Cục tổng vụ 

 

くらし安全防災局  

（英語）      Secure Community and Disaster Management Bureau 

（中国語）      生活安全防灾局  

（韓国・朝鮮語）   생활안전방재국  

（スペイン語）   Oficina de Seguridad Cotidiana y Gestión de Desastres 

（ポルトガル語）   Secretaria de Comunidade Segura e Gestão de Desastre 

（ベトナム語）          Cục Phòng chống thiên tai và an toàn cuộc sống 

 

国際文化観光局  

（英語）    International Affairs, Culture and Tourism Bureau 

（中国語）    国际文化观光局  

（韓国・朝鮮語）   국제문화관광국  

（スペイン語）   Oficina de Asuntos Internacionales, Cultura y Turismo 

（ポルトガル語）   Secretaria de Assuntos Internacionais, Cultura e Turismo 

（ベトナム語）          Cục Quốc tế, Văn hóa và Du lịch 

 

スポーツ局  

（英語）    Sports Bureau 

（中国語）    体育局   

（韓国・朝鮮語）   스포츠국  

（スペイン語）   Buró de Deportes 

（ポルトガル語）   Secretaria dos Esportes  

（ベトナム語）          Cục Thể thao 
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環境農政局  

（英語）    Environment and Agriculture Bureau 

（中国語）    环境农政局   

（韓国・朝鮮語）   환경농정국  

（スペイン語）   Buró del Medio Ambiente y Agricultura 

（ポルトガル語）   Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura 

（ベトナム語）          Cục chính sách về Môi trường và Nông nghiệp 

 

福祉子どもみらい局  

（英語）    Welfare and Children’s Future Bureau 

（中国語）    福祉与少儿未来局  

（韓国・朝鮮語）   복지어린이미래국  

（スペイン語）   Oficina de Bienestar y Futuro Infantil  

（ポルトガル語）   Secretaria de Bem Estar e Futuro das Crianças 

（ベトナム語）          Cục Phúc lợi và Tương lai trẻ em 

 

健康医療局  

（英語）    Health and Medical Services Bureau 

（中国語）    健康医疗局  

（韓国・朝鮮語）   건강의료국  

（スペイン語）   Oficina de Sanidad y Servicios Médicos 

（ポルトガル語）   Secretaria da Saúde e Serviços Médicos 

（ベトナム語）          Cục Y tế và Sức khỏe 

 

産業労働局  

（英語）    Industry and Labor Bureau 

（中国語）    产业劳动局 

（韓国・朝鮮語）   산업노동국 

（スペイン語）   Buró de Industria y Trabajo 

（ポルトガル語）   Secretaria de Indústria e Trabalho 

（ベトナム語）          Cục Lao động và Công nghiệp 

 

県土整備局  

（英語）    Prefectural Land Development Bureau 

（中国語）    县土整备局  

（韓国・朝鮮語）   현토지정비국  

（スペイン語）   Buró de Desarrollo del Suelo de la Prefectura 

（ポルトガル語）   Secretaria de Desenvolvimento do Território Provincial 

（ベトナム語）          Cục phát triển đất đai của tỉnh 
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地域県政総合センター等  

（英語）    Regional Prefectural Administration Center, etc. 

（中国語）      地域县政综合中心等  

（韓国・朝鮮語）   지역현정  종합센터  등  

（スペイン語）   Centro de Administración de la Prefectura Regional, etc.  

（ポルトガル語）   Centro de Administração Provincial Regional, etc.  

（ベトナム語）          Trung tâm quản lý hành chính t ỉnh và khu vực v.v… 

 

会計局  

（英語）    Accounting Bureau 

（中国語）    会计局  

（韓国・朝鮮語）   회계국  

（スペイン語）   Buró de Contaduría 

（ポルトガル語）   Secretaria de Contas 

（ベトナム語）          Cục Kế toán 

 

企業庁  

（英語）    Public Enterprises Agency 

（中国語）    企业厅  

（韓国・朝鮮語）   기업청  

（スペイン語）   Agencia de Empresas Públicas 

（ポルトガル語）   Agência de Empresas Públicas 

（ベトナム語）          Tổng cục doanh nghiệp 

 

県議会  

（英語）    Prefectural Assembly 

（中国語）    县议会  

（韓国・朝鮮語）   현의회  

（スペイン語）   Asamblea de la Prefectura 

（ポルトガル語）   Assembléia Provincial 

（ベトナム語）          Hội đồng tỉnh 

 

教育委員会  

（英語）    Board of Education 

（中国語）    教育委员会  

（韓国・朝鮮語）   교육위원회  

（スペイン語）   Junta de Educación 

（ポルトガル語）   Conselho Educativo 

（ベトナム語）          Ủy ban Giáo dục 
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各種委員会（人事委員会、等）  

（英語）    Commissions (Personnel Commissions, etc.)  

（中国語）    各种委员会（人事委员会等）  

（韓国・朝鮮語）   각종  위원회 (인사위원회 , 등) 

（スペイン語）   Comisiones (Junta de Recursos Humanos, etc.) 

（ポルトガル語）   Comissões (Comissão de Recursos Humanos, etc) 

（ベトナム語）          Ủy ban các loại (ủy ban dân sự v.v…) 

   

★使用の手引★  

この組織図は、2022 年４月 1 日現在の本県の部局、出先機関、委員会等の名称を６言語対訳

により表記したものです｡ 

 県税事務所など、同種類の機関等が多数ある場合には、その全部を羅列することは避け、  

｢横浜県税事務所｣のように表示しました｡アンダーライン部分を入れ替えれば、そのまま他の

県税事務所の対訳として使用できることを示しています｡ 
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組織  

 

政策局   

（英語）    POLICY BUREAU 

（中国語）    政策局  

（韓国・朝鮮語）   정책국  

（スペイン語）   BURÓ DE POLÍTICA 

（ポルトガル語）   SECRETARIA DE POLÍTICA 

（ベトナム語）          Cục Chính sách 

   

知事室  

（英語）    Office of the Governor 

（中国語）    知事室  

（韓国・朝鮮語）   지사실  

（スペイン語）    Oficina del Gobernador 

（ポルトガル語）   Gabinete do Governador 

（ベトナム語）        Văn phòng T ỉnh trưởng  

 

いのち・未来戦略本部室  

（英語）    Inochi and Future Strategy Headquarters Office 

（中国語）   生命未来战略本部室  

（韓国・朝鮮語）  생명·미래전략본부실  

（スペイン語）   Oficina Central de Inochi y Estrategia Futura 

（ポルトガル語）  Sede do Gabinete de Inochi e Futuras Estratégias  

（ベトナム語）        Văn phòng Trụ sở chiến lược Sinh mạng và Tương lai 

 

総務室  

（英語）      Office of General Affairs 

（中国語）   总务室 

（韓国・朝鮮語）  총무실  

（スペイン語）    Oficina del Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Gabinete do Assuntos Gerais 

（ベトナム語）        Phòng tổng vụ 

 

東京事務所  

（英語）   Tokyo Office 

（中国語）   东京事务所  

（韓国・朝鮮語）  도쿄  사무소  

（スペイン語）  Oficina de Tokyo 

（ポルトガル語）  Escritório de Tokyo 

   （ベトナム語）    Văn phòng Tokyo 
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統計センター   

（英語）   Statistics Center 

（中国語）   统计中心  

（韓国・朝鮮語）  통계센터  

（スペイン語）  Centro de Estadística 

（ポルトガル語）  Centro de Estatísticas 

   （ベトナム語）    Trung tâm thống kê 

 

政策部   

（英語）    Policy Department 

（中国語）   政策部  

（韓国・朝鮮語）  정책부  

（スペイン語）   Departamento de Política 

（ポルトガル語）  Departamento de Política 

（ベトナム語）        Bộ phận Chính sách 

 

総合政策課  

（英語）   Comprehensive Policy Division 

（中国語）   综合政策课  

（韓国・朝鮮語）  종합정책과  

（スペイン語）  División de Política Integral 

（ポルトガル語） Divisão de Política Abrangente 

（ベトナム語）      Ban Chính sách tổng hợp 

 

土地水資源対策課  

（英語）   Land and Water Resources Division 

（中国語）   土地水资源对策课  

（韓国・朝鮮語）  토지수자원대책과  

（スペイン語）  División de Recursos del Suelo y del Agua 

（ポルトガル語）  Divisão de Recursos de Terra e Água 

（ベトナム語）      Ban giải pháp tài nguyên đất và nước 

 

水政室         

（英語）     Water Policy Unit  

（中国語）   水政室  

（韓国・朝鮮語）  물 정책실 

（スペイン語）  Unidad de Política de Agua 

（ポルトガル語）  Gabinete de Política da Água 

（ベトナム語）    Phòng Chính sách về nước 
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情報公開広聴課   

（英語）   Public Information Access and Public Hearing Division  

（中国語）   信息公开公众听证课 

（韓国・朝鮮語）  정보공개흥보과 

（スペイン語）  División de Acceso a la Información Pública y Audiencia Pública 

（ポルトガル語）  Divisão de Audição Pública e Acesso à Informação Pública 

（ベトナム語）      Ban thu thập thông tin công khai 

 

公文書館  

（英語）   Kanagawa Prefectural Archives 

（中国語）   公文书馆  

（韓国・朝鮮語）  공문서관  

（スペイン語）  Archivos de la Prefectura de Kanagawa 

（ポルトガル語）  Arquivos da Província de Kanagawa 

（ベトナム語）    Kho lưu trữ tỉnh Kanagawa 

 

NPO 協働推進課  

（英語）   NPO Partnership Promotion Division 

（中国語）   NPO 协调工作推进课  

（韓国・朝鮮語）  NPO 협력추진과  

（スペイン語）  División de Promoción de la Cooperación con NPO 

（ポルトガル語）  Divisão de Promoção à Parceria com NPO 

（ベトナム語）      Ban xúc tiến quan hệ đối tác NPO 

 

かながわ県民活動サポートセンター  

（英語）   Kanagawa Volunteer Support Center 

（中国語）   神奈川县民活动支持中心  

（韓国・朝鮮語）  가나가와현민  활동지원센터  

（スペイン語）  Centro de Apoyo de Voluntarios de Kanagawa 

（ポルトガル語）  Centro de Suporte aos Voluntários de Kanagawa 

（ベトナム語）    Trung tâm hỗ trợ hoạt động tình nguyện Kanagawa 

 

政策法務課  

 （英語）   Legal Affairs Division 

 （中国語）   政策法务课  

 （韓国・朝鮮語）  정책법무과  

 （スペイン語）  División de Asuntos Legales 

 （ポルトガル語）  Divisão de Assuntos Legais 

   （ベトナム語）    Ban chính sách pháp lý 
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自治振興部   

（英語）    Local Autonomy Promotion Department 

（中国語）   自治振兴部 

（韓国・朝鮮語）  자치진흥부 

（スペイン語）   Departamento de Promoción de la Autonomía Local 

（ポルトガル語）  Departamento de Promoção da Autonomia Local 

（ベトナム語）        Bộ phận xúc tiến chính quyền địa phương 

 

市町村課  

（英語）   Municipalities Division 

（中国語）   市町村课 

（韓国・朝鮮語）  시정촌과 

（スペイン語）  División de Municipalidades 

（ポルトガル語） Divisão Municipal 

  （ベトナム語）      Ban Thành phố thị trấn làng 

 

広域連携課  

（英語）   Broader Local Cooperation Division 

（中国語）   广域合作课 

（韓国・朝鮮語）  광역연휴과 

（スペイン語）  División de Cooperación Local más Amplia 

（ポルトガル語）  Divisão de Cooperação Local mais Ampla 

（ベトナム語）      Ban hợp tác nhiều địa phương 

 

   地域政策課  

（英語）   Regional Policy Division 

（中国語）   地域政策课 

（韓国・朝鮮語）  지역정책과  

（スペイン語）  División de Política Regional 

（ポルトガル語）  Divisão de Política Regional 

（ベトナム語）      Ban chính sách địa phương 

 

基地対策部   

（英語）    U.S.Military Facilities Relations Department 

（中国語）   基地对策部  

（韓国・朝鮮語）  기지대책부  

（スペイン語）        Departamento de Relaciones con Instalaciones Militares 

Estadounidenses 

（ポルトガル語）  Departamento de Relações com Instalações Militares dos EUA 

（ベトナム語）        Bộ phận quan hệ căn cứ quân sự 
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基地対策課  

（英語）   U.S. Military Facilities Relations Division 

（中国語）   基地对策课 

（韓国・朝鮮語）  기지대책과  

（スペイン語）  División de Relaciones con Instalaciones Militares Estadounidenses 

（ポルトガル語）  Divisão de Relações com Instalações Militares dos EUA 

（ベトナム語）      Ban quan hệ căn cứ quân sự 
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総務局   

（英語）    GENERAL ADMINISTRATION BUREAU  

（中国語）    总务局  

（韓国・朝鮮語）   총무국  

（スペイン語）   BURÓ DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

（ポルトガル語）   SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

（ベトナム語）          Cục tổng vụ 

 

総務室  

（英語）      Office of General Affairs 

（中国語）   总务室 

（韓国・朝鮮語）  총무실  

（スペイン語）    Oficina del Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Gabinete do Assuntos Gerais 

（ベトナム語）        Phòng tổng vụ 

 

    横浜県税事務所  (12) 

（英語）   Yokohama Taxation Office (12) 

（中国語）   横滨县税事务所(12) 

（韓国・朝鮮語）  요코하마  현세사무소 (12) 

（スペイン語）  Oficina de Impuestos de Yokohama (12) 

（ポルトガル語）  Escritório do Imposto de Yokohama (12) 

（ベトナム語）    Văn phòng thuế tỉnh Yokohama (12) 

 

自動車税管理事務所  

（英語）     Automobile Tax Administration Office 

（中国語）   汽车税管理事务所 

（韓国・朝鮮語）  자동차세  관리사무소  

（スペイン語）  Oficina de Administración de Impuesto de Automotrices 

（ポルトガル語）  Escritório de Gestão Tributária de Automóveis 

（ベトナム語）    Văn phòng quản lý thuế ô tô 

 

 デジタル戦略本部室  

（英語）      Digital Strategy Headquarters Office 

（中国語）   数字战略总部办公室  

（韓国・朝鮮語）  디지털  전략  본부  실  

（スペイン語）    Oficina de la Sede de Estrategia Digital 

（ポルトガル語）  Escritório central de estratégia digital  

（ベトナム語）     Văn phòng Trụ sở chiến lược Kỹ thuật số  
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組織人材部   

（英語）    Organization and Personnel Department 

（中国語）   组织人材部 

（韓国・朝鮮語）  조직인재부  

（スペイン語）   Departamento de Organización y Personal 

（ポルトガル語）  Departamento de Organização e Pessoal 

（ベトナム語）        Bộ phận tổ chức nhân sự 

 

人事課              

（英語）     Personnel Division  

（中国語）   人事课  

（韓国・朝鮮語）  인사과 

（スペイン語）  División de Personal 

（ポルトガル語）  Divisão do Pessoal 

（ベトナム語）      Ban nhân sự 

 

給与事務センター   

（英語）   Remuneration Center 

（中国語）   工资事务中心 

（韓国・朝鮮語）  급여사무센터  

（スペイン語）  Centro de Remuneración 

（ポルトガル語） Centro de Remuneração 

（ベトナム語）    Trung tâm hành chính tiền lương 

 

行政管理課       

（英語）     Administrative Management Division   

（中国語）   行政管理课  

（韓国・朝鮮語）  행정 관리과 

（スペイン語）  División de Gestión Administrativa 

（ポルトガル語）  Divisão de Gestão Administrativa 

（ベトナム語）      Ban quản lý hành chính 

 

職員厚生課   

（英語）   Personnel Welfare Division 

（中国語）   职员厚生课 

（韓国・朝鮮語）  직원후생과  

（スペイン語）  División de Bienestar Social del Personal 

（ポルトガル語）  Divisão de Bem-Estar do Pessoal 

（ベトナム語）      Ban phúc lợi nhân viên 
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文書課   

（英語）   Documents Division 

（中国語）   文书课 

（韓国・朝鮮語）  문서과 

（スペイン語）  División de Documentos 

（ポルトガル語）   Divisão de Documentação 

（ベトナム語）      Ban văn bản 

 

財政部   

（英語）       Finance Department 

（中国語）       财政部  

（韓国・朝鮮語）    재정부  

（スペイン語）     Departamento de Finanzas 

（ポルトガル語）    Departamento de Financeiro 

（ベトナム語）        Bộ phận tài vụ 

 

財政課   

（英語）   Finance Division 

（中国語）   财政课  

（韓国・朝鮮語）  재정과  

（スペイン語）  División de Finanzas 

（ポルトガル語）     Diivisão de Financeiro 

（ベトナム語）      Ban Tài vụ 

 

税制企画課   

（英語）   Tax System Planning Division 

（中国語）   税制企划课  

（韓国・朝鮮語）  세제기획과  

（スペイン語）  División de Planificación del Sistema Impositivo 

（ポルトガル語）  Divisão de Planejamento do Sistema Tributário  

（ベトナム語）      Ban kế hoạch hệ thống thuế 

 

税務指導課   

（英語）   Taxation Guidance Division 

（中国語）   税务指导课  

（韓国・朝鮮語）  세무지도과  

（スペイン語）  División de Orientación Tributaria 

（ポルトガル語）    Divisão de Direção de Impostos 

（ベトナム語）      Ban hướng dẫn nghĩa vụ thuế 
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財産経営部   

（英語）    Property Administration Department 

（中国語）   财产经营部  

（韓国・朝鮮語）  시설재산부  

（スペイン語）   Departamento de Gestión de Bienes 

（ポルトガル語）  Departamento de Gestão de Bens  

（ベトナム語）        Bộ phận Quản lý tài sản  

 

財産経営課   

（英語）   Property Administration Division 

（中国語）   财产经营课  

（韓国・朝鮮語）  재산경영과  

（スペイン語）  División de Gestión de Bienes 

（ポルトガル語）   Divisão de Gestão de Bens 

（ベトナム語）      Ban Quản lý tài sản 

 

庁舎管理課  

（英語）     Office Buildings Management Division 

（中国語）   市政厅管理课 

（韓国・朝鮮語）  청사관리과  

（スペイン語）  División de Gestión de Edificios Oficiales  

（ポルトガル語）  Divisão de Gerenciamento de Edifícios Oficiais 

（ベトナム語）      Ban Quản lý tòa nhà văn phòng 
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くらし安全防災局  

（英語）    SECURE COMMUNITY AND DISASTER MANAGEMENT BUREAU 

（中国語）      生活安全防灾局  

（韓国・朝鮮語）   생활안전방재국  

（スペイン語）   Oficina de Seguridad Cotidiana y Gestión de Desastres 

（ポルトガル語）   Secretaria de Comunidade Segura e Gestão de Desastre 

（ベトナム語）          Cục Phòng chống thiên tai và an toàn cuộc sống  

 

総務室  

（英語）      Office of General Affairs 

（中国語）   总务室  

（韓国・朝鮮語）  총무실  

（スペイン語）    Oficina del Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Gabinete do Assuntos Gerais 

（ベトナム語）        Phòng Tổng vụ 

   

防災部  

（英語）    Disaster Management Department 

（中国語）   防灾部  

（韓国・朝鮮語）  방재부  

（スペイン語）   Departamento de Gestión de Desastres 

（ポルトガル語）  Departamento de Gestão de Desastre 

（ベトナム語）        Bộ phận chống thiên tai 

  

危機管理防災課   

（英語）   Crisis Control and Disaster Management Division 

（中国語）   危机管理防灾课  

（韓国・朝鮮語）  위기관리방재과  

（スペイン語）  División de Control de Crisis y Gestión de Desastres 

（ポルトガル語）  Divisão de Controle de Crises e Gestão de Desastres 

（ベトナム語）      Ban quản lý nguy cơ và phòng chống thiên tai 

 

温泉地学研究所  

（英語）   Geo-thermal Research Institute 

（中国語）   温泉地学研究所  

（韓国・朝鮮語）  온천지학  연구소  

（スペイン語）  Instituto de Investigación Geotérmica 

（ポルトガル語）  Instituto de Pesquisa Geotermal 

（ベトナム語）    Viện nghiên cứu địa nhiệt 
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総合防災センター  

（英語）   Disaster Management Center 

（中国語）   综合防灾中心  

（韓国・朝鮮語）  종합방재센터  

（スペイン語）  Centro de Administración de Desastres 

（ポルトガル語）  Centro de Gestão de Desastres 

 （ベトナム語）    Trung tâm phòng chống thiên tai 

 

消防保安課   

（英語）   Fire Prevention and Industrial Safety Division 

（中国語）   消防保安课  

（韓国・朝鮮語）  소방보안과  

（スペイン語）  División de Protección contra Incendios y Seguridad Industrial 

（ポルトガル語）  Divisão de Prevenção de Incêndio e Segurança Industrial  

（ベトナム語）      Ban Phòng cháy chữa cháy và Đảm bảo an ninh 

 

消防学校  

（英語）   Fire Fighter Training School 

（中国語）   消防学校  

（韓国・朝鮮語）  소방학교  

（スペイン語）  Escuela de Entrenamiento de Bomberos 

（ポルトガル語）  Escola de Treinamento de Bombeiros 

 （ベトナム語）    Trường đào tạo nhân viên cứu hỏa 

 

くらし安全部  

（英語）    Secure Community Department 

（中国語）   生活安全部  

（韓国・朝鮮語）  생활안전부  

（スペイン語）   Departamento de Seguridad Cotidiana 

（ポルトガル語）  Departamento de Comunidade Segura 

（ベトナム語）        Bộ phận An toàn cuộc sống 

 

くらし安全交通課   

（英語）   Secure Community and Traffic Safety Division 

（中国語）   生活安全交通课  

（韓国・朝鮮語）  생활안전교통과  

（スペイン語）  Divis ión para la Seguridad del Tránsito y de la  

Comunidad 

（ポルトガル語）  Divisão de Segurança do Trânsito e da Comunidade  

（ベトナム語）      Ban Giao thông và an toàn cuộc sống 
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消費生活課  

（英語）   Consumer Division 

（中国語）   消费生活课  

（韓国・朝鮮語）  소비생활과  

（スペイン語）  División de Consumidores 

（ポルトガル語）  Divisão do Consumidor 

（ベトナム語）      Ban Cuộc sống và tiêu dùng 
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国際文化観光局  

（英語）    INTERNATIONAL AFFAIRS,CULTURE AND TOURISM BUREAU 

（中国語）    国际文化观光局  

（韓国・朝鮮語）   국제문화관광국  

（スペイン語）   Oficina de Asuntos Internacionales, Cultura y Turismo 

（ポルトガル語）   Secretaria de Assuntos Internacionais, Cultura e Turismo 

（ベトナム語）          Cục Quốc tế, Văn hóa và Du lịch 

 

総務室  

（英語）      Office of General Affairs 

（中国語）   总务室  

（韓国・朝鮮語）  총무실  

（スペイン語）    Oficina del Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Gabinete do Assuntos Gerais 

（ベトナム語）        Phòng Tổng vụ 

 

国際課  

（英語）   International Division 

（中国語）   国际课  

（韓国・朝鮮語）  국제과  

（スペイン語）  División Internacional 

（ポルトガル語）  Divisão Internacional 

（ベトナム語）      Ban Quốc tế 

 

パスポートセンター  

（英語）   Passport Center 

（中国語）   护照中心  

（韓国・朝鮮語）  여권센터  

（スペイン語）  Centro de Pasaportes 

（ポルトガル語）  Centro de Passaportes 

（ベトナム語）    Trung tâm Hộ chiếu 

 

文化課  

（英語）   Cultural Affairs Division 

（中国語）   文化课  

（韓国・朝鮮語）  문화과  

（スペイン語）  División de Asuntos Culturales 

（ポルトガル語）  Divisão de Assuntos Culturais 

（ベトナム語）      Ban Văn hóa 
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観光課       

（英語）     Tourism Division  

（中国語）   观光课  

（韓国・朝鮮語）  관광과 

（スペイン語）  División de Turismo 

（ポルトガル語）  Divisão de Turismo 

（ベトナム語）      Ban du lịch 
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スポーツ局   

（英語）    SPORTS BUREAU 

（中国語）    体育局  

（韓国・朝鮮語）     스포츠국  

（スペイン語）   BURÓ DE DEPORTES 

（ポルトガル語）   SECRETARIA DOS ESPORTES  

（ベトナム語）          Cục Thể thao 

 

総務室  

（英語）    Office of General Affairs 

（中国語）   总务室  

（韓国・朝鮮語）  총무실  

（スペイン語）   Oficina del Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Gabinete do Assuntos Gerais 

（ベトナム語）        Phòng Tổng vụ 

 

スポーツ課  

（英語）   Sports Division 

（中国語）   体育局  

（韓国・朝鮮語）  스포츠국  

（スペイン語）  Buró de Deportes  

（ポルトガル語）  Secretaria dos Esportes 

（ベトナム語）      Ban Thể thao 

 

     スポーツセンター  

 （英語）   Sports Center 

（中国語）   体育中心  

（韓国・朝鮮語）  스포츠 센터  

（スペイン語）  Centro Deportivo  

（ポルトガル語）  Grupo de Apoyo para Residentes Extranjeros 

（ベトナム語）   Trung tâm Thể thao 

 

ねんりんピック課  

（英語）   Nenrinpic Division 

（中国語）   高龄者健康福祉节课  

（韓国・朝鮮語）  실버올림픽과  

（スペイン語）  División para las Olimpíadas de la Tercera Edad 

（ポルトガル語）  Divisão de Nenrinpíadas 

（ベトナム語）      Ban thể thao dành cho người cao tuổi 
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環境農政局   

（英語）    ENVIRONMENT AND AGRICULTURE BUREAU 

（中国語）    环境农政局  

（韓国・朝鮮語）   환경농정국  

（スペイン語）   BURÓ DE MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA 

（ポルトガル語）   SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 

（ベトナム語）          Cục Chính sách nông nghiệp và Môi trường 

 

総務室  

（英語）    Office of General Affairs 

（中国語）   总务室  

（韓国・朝鮮語）  총무실  

（スペイン語）   Oficina del Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Gabinete do Assuntos Gerais 

（ベトナム語）        Phòng Tổng vụ 

 

環境部   

（英語）    Environment Department 

（中国語）   环境部 

（韓国・朝鮮語）  환경부 

（スペイン語）   Departamento de Medio Ambiente 

（ポルトガル語）    Departamento do Meio Ambiente 

（ベトナム語）        Bộ phận Môi trường 

 

環境計画課  

（英語）   Environmental Planning Division 

（中国語）   环境计划课  

（韓国・朝鮮語）  환경계획과  

（スペイン語）  División de Planificación Ambiental 

（ポルトガル語）  Divisão de Planejamento Ambiental 

（ベトナム語）      Ban Kế hoạch môi trường 

 

大気水質課  

（英語）   Air and Water Quality Division 

（中国語）   大气水质课  

（韓国・朝鮮語）  대기수질과  

（スペイン語）  División de Calidad del Aire y del Agua 

（ポルトガル語）  Divisão de Qualidade do Ar e Água 

（ベトナム語）      Ban chất lượng nước và không khí 
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環境科学センター  

（英語）   Kanagawa Environmental Research Center 

（中国語）   环境科学中心  

（韓国・朝鮮語）  환경과학센터  

（スペイン語）  Centro de Investigación Ambiental de Kanagawa 

（ポルトガル語）  Centro de Pesquisas Ambientais de Kanagawa 

（ベトナム語）    Trung tâm Khoa học Môi trường 

 

資源循環推進課     

（英語）     Resource Recycling Promotion Division  

（中国語）   资源循环推进课  

（韓国・朝鮮語）  자원재활추진과 

（スペイン語）  División de Promoción de Reciclaje de Recursos 

（ポルトガル語）  Divisão da Promoção de Reciclagem de Recursos 

（ベトナム語）      Ban xúc tiến tái chế tài nguyên 

 

緑政部      

（英語）      Greenery Policy Department 

（中国語）   绿政部 

（韓国・朝鮮語）  녹색정책부  

（スペイン語）   Departamento de Política de Vegetación 

（ポルトガル語）    Departamento de Política Verde 

（ベトナム語）        Bộ phận Chính sách xanh 

 

自然環境保全課   

（英語）   Natural Environment Conservation Division 

（中国語）   自然环境保护课  

（韓国・朝鮮語）  자연환경  보전과  

（スペイン語）  División de Conservación Ambiental 

（ポルトガル語）   Divisão de Preservação do Meio Ambiente Natural 

（ベトナム語）      Ban Bảo vệ môi trường tự nhiên 

 

自然環境保全センター  

（英語）   Natural Environment Conservation Center 

（中国語）   自然环境保全中心  

（韓国・朝鮮語  자연환경  보전센터  

（スペイン語）  Centro de Conservación del Medio Ambiente Natural 

（ポルトガル語）  Centro de Preservação do Ambiente Natural 

（ベトナム語）    Trung tâm Bảo vệ môi trường tự nhiên 
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水源環境保全課   

（英語）   Water Source Environment Conservation Division 

（中国語）   水源环境保护课  

（韓国・朝鮮語）  수원환경  보전과  

（スペイン語）  División de Conservación de las Fuentes de Agua Naturales 

（ポルトガル語）   Divisão de Preservação das Fontes de Água Naturais 

（ベトナム語）      Ban Bảo vệ môi trường nguồn nước 

 

森林再生課   

（英語）   Reforestation Division 

（中国語）   森林再生课  

（韓国・朝鮮語）  삼림재생과  

（スペイン語）  División de Reforestación 

（ポルトガル語）  Divisão de Reflorestamento 

（ベトナム語）      Ban tái sinh rừng 

 

農水産部   

（英語）    Agriculture and Fisheries Department 

（中国語）   农水产部  

（韓国・朝鮮語）  농수산부 

（スペイン語）   Departamento de Agricultura y Pesca 

（ポルトガル語）  Departamento de Agricultura e Pesca 

（ベトナム語）        Bõ Nông nghiệp và ngư nghiệp 

 

農政課   

（英語）   Agricultural Policy Division 

（中国語）   农政课  

（韓国・朝鮮語）  농정과  

（スペイン語）  División de Políticas Agrícolas 

（ポルトガル語）   Divisão de Políticas Agrícolas 

（ベトナム語）      Ban Chính sách nông nghiệp 

 

横浜川崎地区農政事務所  

 （英語）   Yokohama-Kawasaki Region Agricultural Office 

 （中国語）   横滨川崎地区农政事务所  

 （韓国・朝鮮語）  요코하마  가와사키지구  농정사무소  

 （スペイン語）  Oficina de Agricultura de la Región de Yokohama  

    y Kawasaki 

 （ポルトガル語）  Escritório de Agricultura da Região de  

    Yokohama-Kawasaki 

（ベトナム語）    Văn phòng Chính sách nông nghiệp khu vực Yokohama Kawasaki 
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農業技術センター  

 （英語）   Kanagawa Agricultural Technology Center 

 （中国語）   农业技术中心  

 （韓国・朝鮮語）  농업기술센터  

 （スペイン語）  Centro de Tecnología Agrícola de Kanagawa 

 （ポルトガル語）  Centro de Tecnologia Agrária de Kanagawa 

（ベトナム語）    Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp 

 

農業振興課  

（英語）   Agriculture Promotion Division  

（中国語）   农业振兴课  

（韓国・朝鮮語）   농업진흥과  

（スペイン語）   División de Promoción Agrícola  

（ポルトガル語）  Divisão de Promoção Agrária 

（ベトナム語）      Ban xúc tiến nông nghiệp 

 

   かながわ農業アカデミー  

（英語）   Kanagawa Agriculture Academy 

（中国語）  神奈川农业学院 

（韓国・朝鮮語） 가나가와  농업  아카데미 

（スペイン語） Academia de Agricultura de Kanagawa 

（ポルトガル語） Academia de Agricultura de Kanagawa 

（ベトナム語）    Học viện Nông nghiệp Kanagawa 

  

  農地課   

（英語）   Farmland Division 

（中国語）   农地课   

（韓国・朝鮮語）  농지과  

（スペイン語）  División de Granjas 

（ポルトガル語）   Divisão de Terra Agrícola 

（ベトナム語）      Ban đất nông nghiệp 

 

畜産課  

（英語）   Livestock Industry Division 

（中国語）   畜产课  

（韓国・朝鮮語）  축산과  

（スペイン語）  División de Industria Ganadera 

（ポルトガル語）  Divisão de Indústria Pecuária 

（ベトナム語）      Ban Chăn nuôi 
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畜産技術センター  

  （英語）   Livestock Industry Technology Center 

 （中国語）  畜产技术中心 

（韓国・朝鮮語） 축산기술센터 

（スペイン語） Centro de Tecnología de Industria Ganadera 

（ポルトガル語） Centro de Tecnologia de Indústria Pecuária 

（ベトナム語）    Trung tâm Kỹ thuật chăn nuôi 

 

県央家畜保健衛生所 (2) 

（英語）   Ken-o Livestock Hygiene Station(2) 

（中国語）   县央家畜保健卫生所 (2) 

（韓国・朝鮮語）  켄오  가축보건위생소 (2) 

（スペイン語）  Estación Sanitaria del Ganado de Ken-o(2) 

（ポルトガル語）  Estação Sanitária de Gado de Ken-o(2) 

（ベトナム語）    Trung tâm vệ sinh sức khỏe vật nuôi Ken-o (2) 

 

水産課  

（英語）   Fisheries Division 

（中国語）   水产课  

（韓国・朝鮮語）  수산과  

（スペイン語）  División de Pesquería 

（ポルトガル語）  Divisão de Aqüicultura 

（ベトナム語）      Ban Thủy sản 

 

水産技術センター  

（英語）   Fisheries Technology Center 

（中国語）   水产技术中心  

（韓国・朝鮮語）  수산기술센터  

（スペイン語）  Centro de Tecnología Pesquera 

（ポルトガル語）  Centro Tecnológico de Aqüicultura 

（ベトナム語）    Trung tâm Kỹ thuật thủy sản 

 

東部漁港事務所 (2) 

（英語）   Eastern Region Fishing Ports Management Office (2) 

（中国語）   东部渔港事务所(2) 

（韓国・朝鮮語）  동부  어항사무소 (2) 

（スペイン語）  Oficina de Administración de los Puertos Pesqueros de  

    la Región Este (2) 

（ポルトガル語）  Escritório de Gestão dos Portos Pesqueiros da Região Leste (2) 

（ベトナム語）    Văn phòng cảng cá miền Đông (2) 
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福祉子どもみらい局  

（英語）    WELFARE AND CHILDREN’S FUTURE BUREAU 

（中国語）    福祉与少儿未来局  

（韓国・朝鮮語）   복지어린이미래국  

（スペイン語）   Oficina de Bienestar y Futuro Infantil  

（ポルトガル語）   Secretaria de Bem Estar e Futuro das Crianças 

（ベトナム語）          Cục Phúc lợi và tương lai trẻ em 

 

総務室  

（英語）    Office of General Affairs 

（中国語）   总务室  

（韓国・朝鮮語）  총무실  

（スペイン語）   Oficina del Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Gabinete do Assuntos Gerais 

（ベトナム語）        Phòng Tổng vụ 

 

共生推進本部室  

（英語）      Inclusive Society Promotion Headquarters Office 

（中国語）   共生推进本部室  

（韓国・朝鮮語）  공생추진본부실  

（スペイン語）  Oficina Central para la Promoción de una Sociedad Inclusiva 

（ポルトガル語） Sede do Gabinete de Promoção da Sociedade Inclusiva 

（ベトナム語）       Trụ sở chính của chương trình xúc tiến cộng sinh 

 

かながわ男女共同参画センター   

（英語）     Kanagawa Gender Equality Center  

（中国語）   神奈川男女共同参画中心  

（韓国・朝鮮語）  가나가와 남녀공동참여센터 

（スペイン語）  Centro de Igualdad de Género de Kanagawa 

（ポルトガル語）  Centro para a Igualdade de Gêneros de Kanagawa 

（ベトナム語）    Trung tâm bình đẳng giới Kanagawa 

 

女性相談所  

（英語）   Women’s Counseling Office 

（中国語）   女性咨询处  

（韓国・朝鮮語）  여성상담소  

（スペイン語）  Oficina de Consultas para Mujeres 

（ポルトガル語）  Escritório de Consulta para Mulheres 

（ベトナム語）    Phòng tư vấn dành cho nữ giới 
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子どもみらい部  

（英語）    Children’s Future Department 

（中国語）   少儿未来部  

（韓国・朝鮮語）  어린이미래부  

（スペイン語）    Departamento de Futuro Infantil 

（ポルトガル語）   Departamento de Futuro das Crianças 

（ベトナム語）        Bộ phận Tương lai trẻ em 

 

次世代育成課   

（英語）   Future Generation Development Division 

（中国語）   下一代育成课  

（韓国・朝鮮語）  차세대  육성과  

（スペイン語）  División de Desarrollo de Generaciones Futuras 

（ポルトガル語）   Divisão de Desenviolvimento de Gerações Futuras 

（ベトナム語）      Ban nuôi dưỡng thế hệ sau 

 

子ども家庭課  

（英語）   Welfare Division for Children and Families  

（中国語）   儿童家庭课  

（韓国・朝鮮語）  어린이 •가정과  

（スペイン語）  División de Bienestar Social para Niños y Familias 

（ポルトガル語）  Divisão do Bem-Estar das Crianças e Familiares 

（ベトナム語）      Ban Trẻ em và Gia đình 

 

中央（地域）児童相談所  (6)  

（英語）   Chuo (Region) Children's Counseling Office(6)  

（中国語）   中央（地域）儿童咨询处 (6) 

（韓国・朝鮮語）  주오 (지역 ) 아동상담소  (6) 

（スペイン語）  Oficina de Consulta para Niños de Chuo (la Región) (6) 

（ポルトガル語）  Escritório de Consultas para Crianças de  

    Chuo (Região) (6) 

（ベトナム語）    Phòng tư vấn dành cho trẻ em Chuo (khu vực) (6) 

 

 

子ども自立生活支援センター  

（英語）     Children’s Self-reliant Living Assistance Center 

（中国語）   儿童自立生活支援中心  

（韓国・朝鮮語）  어린이자립생활지원센터  

（スペイン語）  Centro de Apoyo a la Autonomía Infantil  

（ポルトガル語）  Centro de Assistência à Vida Autossuficiente das Crianças 

（ベトナム語）    Trung tâm Hỗ trợ cuộc sống tự lập cho trẻ em 
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 おおいそ学園  

（英語）   Oiso Juvenile Training School 

（中国語）   大矶学园  

（韓国・朝鮮語）  오이소  학원  

（スペイン語）  Escuela de Entrenamiento Juvenil de Oiso Gakuen 

（ポルトガル語）  Escola de Treinamento Juvenil Ōiso  

（ベトナム語）    Trường đào tạo trẻ vị thành niên Oiso 

 

青少年課  

（英語）   Youth Affairs Division 

（中国語）   青少年课  

（韓国・朝鮮語）  청소년과  

（スペイン語）  División de Asuntos Juveniles 

（ポルトガル語）  Divisão de Assuntos Juvenis 

（ベトナム語）      Ban Thanh thiếu niên 

 

青少年センター  

（英語）   Youth Center 

（中国語）   青少年中心  

（韓国・朝鮮語）  청소년센터  

（スペイン語）  Centro de Jóvenes 

（ポルトガル語）  Centro da Juventude 

（ベトナム語）    Trung tâm Thanh thiếu niên 

 

私学振興課  

（英語）   Private School Affairs Division 

（中国語）   私立学校振兴课 

（韓国・朝鮮語）  사학진흥과 

（スペイン語）  División de Asuntos de las Escuelas Privadas 

（ポルトガル語）  Dvisão de Promoção das Escolas Privadas 

（ベトナム語）      Ban phát triển trường tư thục 

   

福祉部   

（英語）    Welfare Department 

（中国語）   福利部 

（韓国・朝鮮語）  복지부 

 （スペイン語）  Departamento de Bienestar 

（ポルトガル語） Departamento de Bem-Estar 

（ベトナム語）        Bộ phận Phúc lợi 
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地域福祉課  

（英語）   Community Welfare Division 

（中国語）   地域福利课 

（韓国・朝鮮語）  지역복지과 

（スペイン語）  División de Bienestar de la Comunidad 

（ポルトガル語）  Divisão de Bem-Estar Comunitário 

（ベトナム語）      Ban Phúc lợi địa phương 

 

高齢福祉課  

（英語）   Senior Citizens' Welfare Division 

（中国語）   老龄福利课  

（韓国・朝鮮語）  고령복지과  

（スペイン語）  División de Bienestar de los Ciudadanos de la Tercera Edad 

（ポルトガル語）  Divisão do Bem Estar dos Cidadãos Senior 

（ベトナム語）      Ban Phúc lợi người cao tuổi 

 

障害福祉課  

（英語）   Welfare Division for Persons with Disabilities 

（中国語）   残疾人福利科  

（韓国・朝鮮語）  장애복지과  

（スペイン語）  División Bienestar Social para Minusválidos 

（ポルトガル語）  Divisão do Bem-Estar para Pessoas  

    Portadoras de Deficiências 

（ベトナム語）      Ban Phúc lợi người khuyết tật 

 

総合療育相談センター  

（英語）   Medical Care and Counseling Center for Persons 

    with Disabilities 

（中国語）   综合疗育咨询中心  

（韓国・朝鮮語）  종합요육  상담센터  

（スペイン語）  Centro para el Cuidado y Consejería Médica para 

       Minusválidos 

（ポルトガル語）  Centro de Cuidados Médicos e Consultas para  

（ベトナム語）    Trung tâm tư vấn phục hồi chức năng tổng hợp 

 

障害サービス課  

（英語）   Welfare Services Division for Persons with Disabilities  

（中国語）   残疾人服务课  

（韓国・朝鮮語）  장애서비스과  

（スペイン語）  División de Servicios Sociales para Personas con Discapacidad 

（ポルトガル語）  Divisão de Serviços de Bem-estar para Portadores de Deficiência 

（ベトナム語）      Ban Dịch vụ cho người khuyết tật 



 29 

さがみ緑風園  

（英語）   Sagami Ryokufu-en (home for physically challenged adults)  

（中国語）   相模绿风园  

（韓国・朝鮮語）  사가미  로쿠후원  

（スペイン語）  Sagami Ryokufu-en (hogar para adultos con desafío físicos) 

（ポルトガル語）  Sagami Ryokufu-en (casa para adultos com distúrbios físicos) 

（ベトナム語）    Sagami Ryokufu-en (nhà dành cho người khuyết tật thể chất) 

 

中井やまゆり園   

（英語）   Nakai Yamayuri-en (home for mentally challenged 

    adults) 

（中国語）   中井山百合园  

（韓国・朝鮮語）  나카이  야마유리원  

（スペイン語）  Nakai Yamayuri-en (hogar para adultos con desafío 

    mentales) 

（ポルトガル語）  Nakai Yamayuri-en (casa para adultos com distúrbios 

    mentais) 

（ベトナム語）    Nakai Yamayuri-en (nhà dành cho người khuyết tật tinh thần) 

 

生活援護課   

（英語）   Public Assistance and Veterans Affairs Division 

（中国語）   生活援护课  

（韓国・朝鮮語）  생활원호과  

（スペイン語）  División de Asistencia Pública y Asuntos de los  

    Veteranos 

（ポルトガル語）  Divisão de Assistência Pública e Assuntos de 

    Veteranos 

（ベトナム語）      Ban Hỗ trợ cuộc sống 
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健康医療局  

（英語）    HEALTH AND MEDICAL SERVICES BUREAU 

（中国語）    健康医疗局  

（韓国・朝鮮語）   건강의료국  

（スペイン語）   Oficina de Sanidad y Servicios Médicos 

（ポルトガル語）   Secretaria da Saúde e Serviços Médicos 

（ベトナム語）          Cục Y tế và Sức khỏe 

 

総務室  

（英語）    Office of General Affairs 

（中国語）   总务室  

（韓国・朝鮮語）  총무실  

（スペイン語）   Oficina del Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Gabinete do Assuntos Gerais 

（ベトナム語）        Phòng Tổng vụ 

 

衛生研究所  

（英語）   Institute of Public Health 

（中国語）   卫生研究所  

（韓国・朝鮮語）  위생연구소  

（スペイン語）  Instituto de Salud Pública 

（ポルトガル語）  Instituto de Saúde Pública 

（ベトナム語）    Viện nghiên cứu vệ sinh công cộng 

   

平塚保健福祉事務所  (4) 

（英語）   Hiratsuka Public Health and Welfare Center (4) 

（中国語）   平塚保健福利事务所  (4) 

（韓国・朝鮮語）  히라쓰카  보건복지사무소  (4) 

（スペイン語）  Centro de Salud Pública y Bienestar Social de 

    Hiratsuka (4) 

（ポルトガル語）  Centro de Saúde Pública e Bem-Estar de Hiratsuka (4) 

（ベトナム語）    Văn phòng Phúc lợi và Y tế công cộng Hiratsuka (4) 

 

医療危機対策本部室  

（英語）             Medical Crisis Measures Headquqrters Office 

（中国語）           医疗危机对策本部室  

（韓国・朝鮮語）      의료위기 대책본부실 

（スペイン語）        Oficina Central de Operaciones ante la Crisis Sanitaria 

（ポルトガル語）      Escritório do Quartel-General de Medidas contra Crise Médica 

（ベトナム語）        Văn phòng Trụ sở đối phó hủng hoảng y tế 
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県立病院課   

（英語）   Prefectural Hospital Administration Division 

（中国語）   县立医院管理课  

（韓国・朝鮮語）  현립병원과 

（スペイン語）  División de Administración del Hospital de la Prefectura 

（ポルトガル語）   Divisão de Administração dos Hospitais Provinciais  

（ベトナム語）      Ban Bệnh viện tỉnh 

 

煤ヶ谷診療所  

（英語）   Susugaya Clinic 

（中国語）   煤谷诊疗所  

（韓国・朝鮮語）  스스가야  진료소  

（スペイン語）  Clínica de Susugaya 

（ポルトガル語）  Clínica Susugaya 

（ベトナム語）    Phòng khám Susugaya 

 

保健医療部   

（英語）    Health Care and Medical Services Department 

（中国語）   保健医疗部  

（韓国・朝鮮語）  보건의료부  

（スペイン語）    Departamento de Asistencia a la Salud y Servicios Médicos 

（ポルトガル語）   Departamento de Assistência à Saúde e Serviços Médicos  

（ベトナム語）        Bộ phận Y tế và Sức khỏe 

 

医療課  

（英語）    Medical Services Division 

（中国語）      医疗课  

（韓国・朝鮮語）   의료과  

（スペイン語）    División de Asistencia Médica 

（ポルトガル語）   Divisão de Serviços Médicos 

（ベトナム語）      Ban Y tế 

 

衛生看護専門学校  

 （英語）   School of Nursing and Midwifery 

 （中国語）   卫生看护专门学校  

 （韓国・朝鮮語）  위생간호전문학교  

 （スペイン語）  Escuela de Enfermería y Partería 

 （ポルトガル語）  Escola de Enfermagem e Enfermagem Obstétrica 

   （ベトナム語）    Cao đẳng điều dưỡng vệ sinh 

 

 

 



 32 

よこはま看護専門学校   

（英語）   Yokohama School of Nursing  

（中国語）   横滨看护专门学校  

（韓国・朝鮮語）  요코하마  간호전문학교  

（スペイン語）  Escuela de Enfermería de Yokohama  

（ポルトガル語）  Escola de Enfermagem de Yokohama  

（ベトナム語）    Trường đào tạo điều dưỡng Yokohama  

 

平塚看護大学校   

（英語）   Hiratsuka College of Nursing 

（中国語）   平塚护理大学  

（韓国・朝鮮語）  히라쓰카간호대학교  

（スペイン語）  Escuela Superior de Geriatría de Hiratsuka 

（ポルトガル語）  Faculdade de Enfermagem de Hiratsuka 

（ベトナム語）    Trường Đại học đào tạo điều dưỡng Hiratsuka 

 

医療保険課   

（英語）   Medical Insurance Division 

（中国語）   医疗保险课  

（韓国・朝鮮語）  의료보험과  

（スペイン語）  División de Cobertura Médica 

（ポルトガル語）   Divisão de Seguro de Saúde 

（ベトナム語）      Ban Bảo hiểm y tế 

 

健康増進課  

（英語）   Health Promotion Division 

（中国語）   健康增进课  

（韓国・朝鮮語）  건강증진과  

（スペイン語）  División de Promoción de Salud 

（ポルトガル語）  Divisão de Promoção da Saúde 

（ベトナム語）      Ban xúc tiến sức khỏe 

 

がん・疾病対策課   

（英語）   Cancer and Disease Control Division 

（中国語）   癌症/疾病对策课   

（韓国・朝鮮語）  암질병대책과  

（スペイン語） División de Medidas contra el Cáncer/Enfermedad 

（ポルトガル語） Divisão de Cancer e Controle de Doenças 

（ベトナム語）      Ban kiểm soát ung thư và dịch bệnh 
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精神保健福祉センター  

（英語）   Mental Health and Welfare Center 

（中国語）   精神保健福利中心  

（韓国・朝鮮語）  정신보건  복지센터  

（スペイン語）  Centro de Salud Mental y Bienestar Social 

（ポルトガル語）  Centro de Saúde Mental e Bem-Estar 

（ベトナム語）    Trung tâm Phúc lợi và sức khỏe tinh thần 

 

生活衛生部   

（英語）    Environmental Health Department 

（中国語）   生活卫生部  

（韓国・朝鮮語）  생활위생부  

（スペイン語）   Departamento de Salud Ambiental 

（ポルトガル語）    Departamento de Saúde Ambiental 

（ベトナム語）        Bộ phận vệ sinh cuộc sống 

 

生活衛生課   

（英語）   Environmental Health Division 

（中国語）   生活卫生课  

（韓国・朝鮮語）  생활위생과  

（スペイン語）  División de Salud Ambiental 

（ポルトガル語）  Divisão de Saúde Ambiental  

（ベトナム語）      Ban Vệ sinh cuộc sống 

 

食肉衛生検査所  

（英語）   Meat Inspection Station 

（中国語）   食肉卫生检查所  

（韓国・朝鮮語）  식육위생  검사소  

（スペイン語）  Estación de Inspección de Carne 

（ポルトガル語）  Posto de Inspeção da Carne 

（ベトナム語）    Phòng xét nghiệm vệ sinh thịt 

 

動物愛護センター  

（英語）   Animal Welfare Center 

（中国語）   动物爱护中心  

（韓国・朝鮮語）  동물애호센터  

（スペイン語）  Centro para el Bienestar de los Animales 

（ポルトガル語）  Centro de Proteção de Animais 

（ベトナム語）    Trung tâm bảo vệ động vật 
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薬務課  

（英語）   Pharmaceutical Division 

（中国語）      药务课  

（韓国・朝鮮語）   약무과  

（スペイン語）    División Farmaceutica 

（ポルトガル語）   Divisão Farmacêutica 

（ベトナム語）      Ban Dược 

 



 35 

産業労働局   

（英語）    INDUSTRY AND LABOR BUREAU 

（中国語）    产业劳动局 

（韓国・朝鮮語）   산업노동국 

（スペイン語）   Buró de Industria y Trabajo 

（ポルトガル語）   Secretaria de Indústria e Trabalho 

（ベトナム語）          Cục Công nghiệp và lao động 

 

総務室   

（英語）      Office of General Affairs 

（中国語）   总务室  

（韓国・朝鮮語）  총무실  

（スペイン語）     Oficina del Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Gabinete do Assuntos Gerais 

（ベトナム語）        Phòng Tổng vụ 

 

計量検定所  

（英語）   Weights and Measures Inspection Office 

（中国語）   计量鉴定所  

（韓国・朝鮮語）  계량검정소  

（スペイン語）  Oficina de Inspección de Pesos y Medidas 

（ポルトガル語）  Escritório de Inspeção de Pesos e Medidas 

（ベトナム語）    Phòng xác minh đo lường 

  

産業部          

（英語）        Industry Department  

（中国語）   产业部  

（韓国・朝鮮語）  산업부 

（スペイン語）     Departamento de Industria 

（ポルトガル語）  Departamento da Indústria 

（ベトナム語）        Bộ phận Công nghiệp 

 

産業振興課  

（英語）   Industry Promotion Division 

（中国語）   产业振兴课 

（韓国・朝鮮語）  산업진흥과 

（スペイン語）      División de Promoción de Industrias 

（ポルトガル語）  Divisão de Promoção da Indústria 

（ベトナム語）      Ban xúc tiến công nghiệp 
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企業誘致・国際ビジネス課   

（英語）   Investment Promotion and International Business Division 

（中国語）   招商引资/国际商务课  

（韓国・朝鮮語）  기업유치국제비즈니스과  

（スペイン語）   División de Atracción de Empresas Públicas y Negocios  

Internacionales 

（ポルトガル語）  Divisão de Promoção do Investimento e Negócio Internacional 

（ベトナム語）      Ban kêu gọi doanh nghiệp, kinh doanh quốc tế 

 

エネルギー課    

（英語）   Energy Division 

（中国語）   能源课  

（韓国・朝鮮語）  에너지과  

（スペイン語）  División de Energía 

（ポルトガル語）   Divisão de Energia 

（ベトナム語）      Ban Năng lượng 

 

中小企業部          

（英語）        Small and Medium Enterprise Department  

（中国語）   中小企业部   

（韓国・朝鮮語）  중소기업부  

（スペイン語）     Departamento de Pequeñas y Medianas Empresas 

（ポルトガル語）  Departamento de Pequenas e Médias Empresas 

（ベトナム語）        Bộ phận Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 

中小企業支援課  

   （英語）      Small and Medium Enterprise Support Division 

   （中国語）     中小企业支援课 

（韓国・朝鮮語）   중소기업지원과 

   （スペイン語）     División de Apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa 

   （ポルトガル語）   Divisão de Apoio para as Pequenas e Médias Empresas 

（ベトナム語）     Ban Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 

商業流通課    

（英語）   Commerce and Distribution Division 

（中国語）   商业流通课  

（韓国・朝鮮語）  상업유통과  

（スペイン語）  División de Comercio y Distribución 

（ポルトガル語）   Divisão de Comércio e Distribuição 

（ベトナム語）      Ban Phân phối Thương mại 
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金融課  

（英語）   Financing Division 

 （中国語）   金融课  

 （韓国・朝鮮語）  금융과  

 （スペイン語）  División Financiera 

 （ポルトガル語）  Divisão Financeira 

（ベトナム語）    Ban Tài chính 

 

労働部   

（英語）    Labor Department 

（中国語）   劳动部  

（韓国・朝鮮語）  노동부  

（スペイン語）   Departamento de Trabajo 

（ポルトガル語）  Departamento de Trabalho 

（ベトナム語）        Bộ phận Lao động 

 

雇用労政課   

（英語）   Employment and Labor Affairs Division 

（中国語）   雇佣劳政课  

（韓国・朝鮮語）  고용노정과  

（スペイン語）  División de Asuntos Ocupacionales y Laborales 

（ポルトガル語）  Divisão de Empregos e Assuntos Trabalhistas 

（ベトナム語）      Ban Chính sách Lao động và tuyển dụng 

 

かながわ労働センター   

（英語）   Kanagawa Labor Affairs Center  

（中国語）   神奈川劳动中心  

（韓国・朝鮮語）  카나가와  노동센터  

（スペイン語）  Centro de Asuntos Labores de Kanagawa  

（ポルトガル語）  Centro para Assuntos de Trabalho de Kanagawa  

（ベトナム語）    Trung tâm lao động Kanagawa 

 

障害者雇用促進センター   

（英語）   Employment Promotion Center for Persons with Disabilities  

（中国語）   残障人士就业促进中心  

（韓国・朝鮮語）  장애인고용촉진센터  

（スペイン語）  Centro de Promoción del Empleo para Personas con Discapacidades 

（ポルトガル語）  Centro de Promoção de Emprego para Pessoas com Deficiência 

（ベトナム語）    Trung tâm xúc tiến tuyển dụng người khuyết tật 
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産業人材課  

（英語）   Human Resources Development Division 

（中国語）   产业人材课  

（韓国・朝鮮語）  산업  인재과  

（スペイン語）  División de Desarrollo de Recursos Humanos 

（ポルトガル語）  Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

（ベトナム語）      Ban Nguồn nhân lực công nghiệp 

 

産業技術短期大学校  

 （英語）   Kanagawa Prefectural Junior College for Industrial Technology 

 （中国語）   产业技术短期大学  

 （韓国・朝鮮語）  산업기술  단기대학교  

 （スペイン語）  Primer Ciclo Universitario de Tecnología Industrial de  

    la Prefectura de Kanagawa 

 （ポルトガル語）  Instituto Superior de Tecnologia Industrial da  

    Província de Kanagawa  

（ベトナム語）    Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp 

 

東部総合職業技術校  (2) 

（英語）   Eastern Region Vocational Technical School (2) 

（中国語）   东部综合职业技术校  (2) 

（韓国・朝鮮語）  동부  종합직업기술학교 (2) 

（スペイン語）  Escuela Técnica Vocacional de la Región Este (2) 

（ポルトガル語）  Escola Técnica e Vocacional Geral da Região Leste (2) 

（ベトナム語）    Trường kỹ năng nghề nghiệp tổng hợp miền Đông (2) 

  

神奈川障害者職業能力開発校  

（英語）   Kanagawa Vocational Training School for Persons 

    with Disabilities 

（中国語）   神奈川残疾人职业能力开发学校  

（韓国・朝鮮語）  가나가와  장애자  직업능력개발학교  

（スペイン語）  Escuela de Entrenamiento Vocacional para  

    Minusválidos de la Prefectura de Kanagawa 

 （ポルトガル語）  Escola de Treinamento Vocacional para Pessoas 

    Portadoras de Deficiências de Kanagawa 

（ベトナム語）   Trường phát triển năng lực nghề nghiệp cho người khuyết tật 

Kanagawa 
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県土整備局   

（英語）    PREFECTURAL LAND DEVELOPMENT BUREAU 

（中国語）    县土整备局  

（韓国・朝鮮語）   현토정비국  

（スペイン語）   BURÓ DE DESARROLLO DEL SUELO DE LA  

    PREFECTURA 

（ポルトガル語）  SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO DO TERRITÓRIO 

PROVINCIAL 

（ベトナム語）          Cục phát triển đất của tỉnh 

 

総務室   

（英語）    Office of General Affairs 

（中国語）   总务室  

（韓国・朝鮮語）  총무실  

（スペイン語）     Oficina del Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Gabinete do Assuntos Gerais 

（ベトナム語）        Phòng Tổng vụ 

 

横須賀土木事務所  (5) 

（英語）   Yokosuka Public Works Office (5) 

（中国語）   横须贺土木事务所 (5) 

（韓国・朝鮮語）  요코스카  토목사무소 (5) 

（スペイン語）  Oficina de Obras Públicas de Yokosuka (5) 

（ポルトガル語）  Escritório de Obras Públicas de Yokosuka (5) 

（ベトナム語）    Văn phòng công trình công cộng Yokosuka (5)  

 

 横浜川崎治水事務所   

（英語）   Yokohama-Kawasaki River-Improvement Office  

（中国語）   横滨川崎治水事务所  

（韓国・朝鮮語）  요코하마  카와사키  치수사무소  

（スペイン語）  Oficina de Mejoras Fluviales de Yokohama y  

    Kawasaki 

（ポルトガル語）  Escritório de Melhoramentos Fluviais de  

     Yokohama e Kawasaki  

（ベトナム語）    Văn phòng trị thủy Yokohama Kawasaki 
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リニア中央新幹線推進事務所  

 （英語）   Linear Chuo Shinkansen Establishment Promotion Office 

 （中国語）   磁悬浮中央新干线促进事务所  

 （韓国・朝鮮語）  리니어주오신칸센추진사무소  

 （スペイン語）  Oficina de Promoción de Chuo Shinkansen Lineal 

（ポルトガル語）  Escritório de Promoção para o Estabelecimento do 

Trem Bala Chuo Linear 

（ベトナム語）    Văn phòng xúc tiến phát triển tàu cao tốc Chuo đệm từ 

 

流域下水道整備事務所  

（英語）   River-Basin Sewerage Management Office 

（中国語）   流域下水道整修事务所  

（韓国・朝鮮語）  유역  하수도  정비사무소  

（スペイン語）  Oficina de Mantenimiento del Alcantarillado de la  

    Cuenca 

（ポルトガル語）  Escritório de Manutenção de Esgoto da Bacia dos  

    Rios 

（ベトナム語）    Văn phòng quản lý đường ống nước khu vực hạ lưu 

 

住宅営繕事務所  

（英語）   Housing and Prefectural Buildings Management Office 

（中国語）   住宅修缮事务所  

（韓国・朝鮮語）  주택영선사무소  

（スペイン語）  Oficina de Administración para la Vivienda y  

    Construcciones de la Prefectura 

（ポルトガル語）  Escritório de Gestão de Habitações e Construções  

    da Província 

（ベトナム語）    Văn phòng nâng cấp nhà ở  

 

城山ダム管理事務所  (2)   

（英語）   Shiroyama Dam Management Office (2) 

（中国語）   城山水坝管理事务所 (2) 

（韓国・朝鮮語）  시로야마댐  관리사무소  (2) 

（スペイン語）  Oficina de Administración de la Presa Shiroyama (2) 

（ポルトガル語）  Escritório de Gestão da Barragem de Shiroyama (2) 

（ベトナム語）    Văn phòng quản lý Đập Shiroyama (2) 
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事業管理部   

（英語）    Operatopns and Administration Department 

（中国語）   事业管理部 

（韓国・朝鮮語）  사업관리부 

（スペイン語）   Departamento de Administración y Servicios 

（ポルトガル語）  Departamento de Operação e Administração 

（ベトナム語）        Bộ phận quản lý dự án 

 

県土整備経理課  

（英語）   Accounting Division 

（中国語）   县土地整备财会课 

（韓国・朝鮮語）  현토정비 경리과 

（スペイン語）  División de Contabilidad 

（ポルトガル語）  Divisão de Contabilidade do Desenvolvimento do Território Nacional 

 （ベトナム語）      Ban kế toán quản lý đất của tỉnh 

 

建設業課  

（英語）   Construction Industry Division 

（中国語）   建设业课  

（韓国・朝鮮語）  건설업과  

（スペイン語）  División de Construcción Industrial 

（ポルトガル語）  Divisão da Indústria de Construção 

（ベトナム語）      Ban Ngành công nghiệp xây dựng 

 

用地課  

（英語）   Land Purchase and Management Division 

（中国語）   用地课  

（韓国・朝鮮語）  용지과  

（スペイン語）  División de Compra y Administración de Suelos 

（ポルトガル語）  Divisão de Compra e Gestão de Terras 

（ベトナム語）      Ban đất sử dụng 

 

都市部   

（英語）    Urban Areas Department 

（中国語）   都市部 

（韓国・朝鮮語）  도시부 

（スペイン語）   Departamento de Áreas Urbanas 

（ポルトガル語）  Departamento de Áreas Urbanas 

（ベトナム語）        Bộ phận Đô thị 
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都市計画課  

（英語）   Urban Planning Division 

（中国語）   都市计划课  

（韓国・朝鮮語）  도시계획과  

（スペイン語）  División de Planificación Urbana 

（ポルトガル語）  Divisão de Planejamento Urbano 

（ベトナム語）      Ban Quy hoạch đô thị 

 

技術管理課  

（英語）   Engineering Affairs Management Division 

（中国語）   技术管理课  

（韓国・朝鮮語）  기술관리과  

（スペイン語）  División de Administración de Asuntos de Ingeniería 

（ポルトガル語）  Divisão de Gestão de Assuntos de Engenharia 

（ベトナム語）      Ban Quản lý kỹ thuật 

 

環境共生都市課  

（英語）   Ecological City Division 

（中国語）   环境共生都市课 

（韓国・朝鮮語）  환경공생도시과 

（スペイン語） División de Ciudad Ecológica 

（ポルトガル語） Divisão de Cidade Ecológica 

（ベトナム語）      Ban Đô thị cộng sinh môi trường 

 

交通企画課   

（英語）   Transportation Planning Division 

（中国語）   交通企划课  

（韓国・朝鮮語）  교통기획과  

（スペイン語）  División de Planificación del Trasporte 

（ポルトガル語）   Divisão de Planejamento de Tranporte 

（ベトナム語）      Ban kế hoạch giao thông 

  

 都市整備課   

（英語）   Urban Development Division 

（中国語）   都市整备课  

（韓国・朝鮮語）  도시정비과  

（スペイン語）  División de Desarrollo Urbano 

（ポルトガル語）   Divisão de Desenvolvimento Urbano 

（ベトナム語）      Ban xây dựng đô thị 

 

 

 



 43 

都市公園課   

（英語）   Urban Park Division 

（中国語）   都市公园课  

（韓国・朝鮮語）  도시공원과  

（スペイン語）  División de Parques Urbanos 

（ポルトガル語）   Divisão de Parques Urbanos 

（ベトナム語）      Ban Công viên đô thị 

 

道路部   

（英語）    Road Department 

（中国語）   道路部  

（韓国・朝鮮語）  도로부  

（スペイン語）   Departamento de Carreteras 

（ポルトガル語）  Departamento de Estradas de Rodagem 

（ベトナム語）        Bộ phận đường bộ 

 

道路企画課   

（英語）   Road Planning Division 

（中国語）   道路企划课  

（韓国・朝鮮語）  도로기획과  

（スペイン語）  División de Planificación de Carreteras 

（ポルトガル語）   Divisão de Planejamento de Estradas 

（ベトナム語）      Ban quy hoạch đường bộ 

 

道路管理課  

（英語）   Road Management Division 

（中国語）   道路管理课  

（韓国・朝鮮語）  도로관리과  

（スペイン語）  División de Administración de Carreteras 

（ポルトガル語）  Divisão de Gestão de Estradas 

（ベトナム語）      Ban quản lý đường bộ 

 

道路整備課   

（英語）   Road Development Division 

（中国語）   道路整备课  

（韓国・朝鮮語）  도로정비과  

（スペイン語）  División de Desarrollo de Carreteras 

（ポルトガル語）  Divisão de Desenvolvimento de Estradas  

（ベトナム語）      Ban xây dựng đường bộ 
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河川下水道部   

（英語）    River and Sewage Works Department 

（中国語）   河川下水道部  

（韓国・朝鮮語）  하천하수도부  

（スペイン語）   Departamento de Obras Fluviales y Aguas Residuales 

（ポルトガル語）   Departamento de Obras Fluviais e Esgoto 

（ベトナム語）        Bộ phận sông ngòi, đường ống nước thải 

   

  河港課   

（英語）   River and Port Management Division 

（中国語）   河港课  

（韓国・朝鮮語）  하천·항구과 

（スペイン語）  División de Gestión Fluvial y Portuaria 

（ポルトガル語）  Divisão de Gestão Fluvial e Portuária 

（ベトナム語）      Ban quản lý sông và cảng 

 

  砂防課   

（英語）     Erosion and Sediment Control Division 

（中国語）   砂防课  

（韓国・朝鮮語）  사방과 

（スペイン語）  División de Control de Erosión y Sedimentación  

（ポルトガル語）  Divisão de Controle da Erosão e Sedimentação  

（ベトナム語）      Ban quản lý xói mòn và trầm tích  

 

下水道課  

（英語）   Sewage Works Division 

（中国語）   下水道课  

（韓国・朝鮮語）  하수도과  

（スペイン語）  División de Trabajos de Aguas Residuales 

（ポルトガル語）  Divisão de Obras de Esgoto 

（ベトナム語）      Ban đường ống nước thải 

 

建築住宅部   

（英語）    Construction and Housing Department 

（中国語）   建筑住宅部  

（韓国・朝鮮語）  건축주택부  

（スペイン語）   Departamento de Construcción y Vivienda 

（ポルトガル語）  Departamento de Construção e Habitação 

（ベトナム語）        Bộ phận Xây dựng và nhà ở 
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住宅計画課   

（英語）   Housing Planning Division 

（中国語）   住宅计划课  

（韓国・朝鮮語）  주택계획과  

（スペイン語）  División de Planificación de Viviendas 

（ポルトガル語）  Divisão de Planejamento de Habitações 

（ベトナム語）      Ban quy hoạch nhà ở 

 

公共住宅課   

（英語）   Prefectural Housing Division 

（中国語）   公共住宅课  

（韓国・朝鮮語）  공공주택과  

（スペイン語）  División de Viviendas en la Prefectura 

（ポルトガル語）   Divisão de Habitação da Província 

（ベトナム語）      Ban nhà ở công cộng 

 

建築指導課  

（英語）   Construction Guidance Division  

（中国語）   建筑指导课  

（韓国・朝鮮語）  건축지도과  

（スペイン語）  División de Orientación en Construcción  

（ポルトガル語）  Divisão de Orientação para Construção 

（ベトナム語）      Ban chỉ đạo xây dựng 

 

建築安全課   

（英語）   Building Safety Division 

（中国語）   建筑安全课  

（韓国・朝鮮語）  건축안전과  

（スペイン語）  División de Seguridad en Construcción 

（ポルトガル語）  Divisão de Seguranção em Construção 

（ベトナム語）      Ban an toàn xây dựng 

 

営繕計画課  

（英語）   Prefectural Facilities Planning Division 

（中国語）   修缮计划课修  

（韓国・朝鮮語）  영선계획과  

（スペイン語）  División de Planificación de las Instalaciones en  

    la Prefectura 

（ポルトガル語）  Divisão de Planejamento de Instalações da Província  

（ベトナム語）      Ban kế hoạch nâng cấp 
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地域県政総合センター等  

（英語）  REGIONAL  PREFECTURAL ADMINISTRATION CENTER, 

ETC. 

（中国語）    地域县政综合中心  

（韓国・朝鮮語）   지역현정  종합센터  

（スペイン語）  Centro de Administración Regional Prefectural, etc.  

（ポルトガル語）   Centro de Administração da Prefeitura Regional, etc.  

（ベトナム語）          Trung tâm quản lý hành chính t ỉnh và khu vực v.v… 

 

横須賀三浦地域県政総合センター  (4) 

（英語）    Yokosuka-Miura Region Prefectural Administration 

    Center (4) 

（中国語）   横须贺三浦地区县政综合中心 (4) 

（韓国・朝鮮語）  요코스카  미우라  지역현정  종합센터 (4) 

（スペイン語）   Centro de Administración de la Prefectura Regional  

    de Yokosuka-Miura (4) 

（ポルトガル語）  Região Provincial de Yokosuka-Miura Centro  

    de Administração (4) 

（ベトナム語）        Trung tâm quản lý hành chính t ỉnh và khu vực Yokosuka-Miura (4) 

 

総務部  

（英語）    General Administration Division 

（中国語）   总务部  

（韓国・朝鮮語）  총무부  

（スペイン語）   División de Administración General 

（ポルトガル語）  Divisão de Administração Geral 

（ベトナム語）        Bộ phận Tổng vụ 

 

総務課  

（英語）   General Affairs Section 

（中国語）   总务课  

（韓国・朝鮮語）  총무과  

（スペイン語）  Sección de Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Seção de Assuntos Gerais 

（ベトナム語）     Ban Tổng vụ 
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県民・防災課  

（英語）    Community Affairs/Disaster Management Section 

（中国語）   县民•防灾课  

（韓国・朝鮮語）  현민ㆍ방재과  

（スペイン語）  Sección de Asuntos de la Comunidad y del manejo de 

Seguridad/Desastres 

（ポルトガル語）  Seção de Assuntos da Comunidade e Gestão de Segurança/Desastres 

（ベトナム語）      Ban người dân của tỉnh, an toàn và Phòng chống thiên tai 

 

防災課  

（英語）   Disaster Management Section  

（中国語）   防灾课  

（韓国・朝鮮語）  방재과  

（スペイン語）  Sección de Seguridad y Administración de Desastres 

（ポルトガル語）  Seção de Gestão da Segurança e Desastres 

（ベトナム語）      Ban an toàn và phòng chống thiên tai 

 

県民課  

（英語）   Community Affairs Section   

（中国語）   县民课  

（韓国・朝鮮語）  현민과  

（スペイン語）  Sección de Asuntos Comunitarios 

（ポルトガル語）  Seção de Assuntos Comunitários 

（ベトナム語）      Ban người dân của tỉnh 

 

  足柄上県民・防災課  

（英語）   Ashigara-kami Community Affairs and Security/Disaster  

Management Section 

（中国語）   足柄上县民·防灾课 

（韓国・朝鮮語）  아시가라카미현민ㆍ방재과 

（スペイン語）  Sección de Asuntos de la Comunidad Ashigara-kami y del manejo de 

Seguridad/Desastres 

（ポルトガル語）    Seção de Assuntos da Comunidade Ashigara-kami e Gestão de 

Segurança/Desastres 

（ベトナム語）     Ban người dân của tỉnh, an toàn và Phòng chống thiên tai Ashigara-

kami 
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企画調整部  

（英語） Planning and Coordination Division 

（中国語） 企划调整部  

 （韓国・朝鮮語） 기획  조정부  

 （スペイン語） División de Planeamiento y Coordinación 

 （ポルトガル語） Setor de Planejamento e Coordenação 

（ベトナム語）        Bộ phận điều phối kế hoạch 

 

企画調整課 

 （英語）  Planning and Coordination Section  

 （中国語）  企画调整课 

 （韓国・朝鮮語）  기획조정과 

 （スペイン語） Sección de Planificación y Coordinación 

（ポルトガル語） Seção de Planejamento e Coordenação 

（ベトナム語）      Ban điều phối kế hoạch 

 

商工観光課  

（英語）   Commerce, Industry, and Tourism Section  

（中国語）   商工观光课  

（韓国・朝鮮語）  상공관광과  

（スペイン語）  Sección de Comercio, Industria y Turismo 

（ポルトガル語）  Seção Comércio, Indústria e Turismo 

（ベトナム語）      Ban Du lịch, Công thương 

 

環境部  

（英語）    Environment Division 

（中国語）    环境部  

（韓国・朝鮮語）  환경부  

（スペイン語）   División del Medio Ambiente 

（ポルトガル語）  Divisão Ambiental 

（ベトナム語）        Bộ phận Môi trường 

 

環境課  

（英語）   Environment Section  

（中国語）   环境课  

（韓国・朝鮮語）  환경과  

（スペイン語）  Sección del Medio Ambiente 

（ポルトガル語）  Seção Ambiental 

（ベトナム語）      Ban Môi trường 
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みどり課  

（英語）   Greenery Section 

（中国語）   绿化课  

（韓国・朝鮮語）  녹지과  

（スペイン語）  Sección de Áreas Verdes 

（ポルトガル語）  Seção de Áreas Verdes 

（ベトナム語）      Ban cây xanh 

 

環境調整課   

（英語）   Environmental Affairs Coordination Section 

（中国語）   环境调整课  

（韓国・朝鮮語）  환경조정과  

（スペイン語）  Sección de Coordinación de Asuntos Ambientales 

（ポルトガル語）  Seção de Coordenação de Assuntos Ambientais 

（ベトナム語）      Ban điều phối môi trường 

 

環境保全課   

（英語）   Environmental Conservation Section 

（中国語）   环境保护课  

（韓国・朝鮮語）  환경보전과  

（スペイン語）  Sección de Conservación Ambiental 

（ポルトガル語）  Seção de Preservação Ambiental 

（ベトナム語）      Ban bảo vệ môi trường 

 

農政部  

（英語）    Agriculture Division 

（中国語）   农政部  

（韓国・朝鮮語）  농정부  

（スペイン語）   División de Agricultura 

（ポルトガル語）  Divisão de Agricultura 

（ベトナム語）        Bộ phận chính sách nông nghiệp 

 

地域農政推進課  

（英語）   Regional Agriculture Promotion Section  

（中国語）   地域农政推进课  

（韓国・朝鮮語）  지역농정추진과  

（スペイン語）  Sección de Promoción de Agricultura Regional 

（ポルトガル語）  Seção de Promoção da Agricultura Regional 

（ベトナム語）      Ban xúc tiến chính sách nông nghiệp địa phương 
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森林課  

（英語）   Forest Section  

（中国語）   森林课  

（韓国・朝鮮語）  삼림과  

（スペイン語）  Sección Forestal 

（ポルトガル語）  Seção Florestal 

（ベトナム語）      Ban rừng 

 

農地課  

（英語）   Farmland Section  

（中国語）   农地课  

（韓国・朝鮮語）  농지과  

（スペイン語）  Sección de Granjas 

（ポルトガル語）  Seção de Terreno de Cultivo 

（ベトナム語）      Ban đất nông nghiệp 

 

足柄上ほ場整備課    

（英語）   Ashigara-kami Farm Field Improvement Section 

（中国語）   足柄上圃场整备课 

（韓国・朝鮮語）  아시가라카미 포장정비과 

（スペイン語）  División de Desarrollo de los Campos Agrícolas de Ashigara-kami 

（ポルトガル語）  Divisão de Melhoria de Campos Agrícolas de Ashigara-kami 

（ベトナム語）      Ban xây dựng đất ruộng 

 

広域農道課  

（英語）   Agricultural Trunk Roads Section 

（中国語）   广域农道课  

（韓国・朝鮮語）  광역농도과  

（スペイン語）  Sección de Carreteras Principales para la Agricultura 

（ポルトガル語）  Seção de Estradas de Rodagem Agricultural 

（ベトナム語）      Ban đường nông nghiệp trên diện rộng 

 

森林部  

（英語）    Forest Division 

（中国語）   森林部  

（韓国・朝鮮語）  삼림부  

（スペイン語）   División Forestal 

（ポルトガル語）  Divisão Florestal 

（ベトナム語）        Bộ phận rừng 

 

 

 



 51 

森林保全課  

（英語）   Forest Conservation Section  

（中国語）   森林保全课  

（韓国・朝鮮語）  삼림보전과  

（スペイン語）  Sección de Conservación Forestal 

（ポルトガル語）  Seção de Conservação Florestal 

（ベトナム語）      Ban bảo vệ rừng 

  

水源の森林推進課  

（英語）   Water Catchment Forest Development Section  

（中国語）   水源森林推进课  

（韓国・朝鮮語）  수원의  삼림추진과  

（スペイン語）  Sección de Desarrollo Forestal para la Captación de  

    Aguas 

（ポルトガル語）  Seção de Desenvolvimento Florestal de Captação  

    de Água 

（ベトナム語）      Ban xúc tiến rừng đầu nguồn 

 

水源の森林整備課  

（英語）   Water Catchment Forest Maintenance Section 

（中国語）   水源之森林整修课  

（韓国・朝鮮語）  수원  삼림  정비과  

（スペイン語）  Sección de Mantenimiento Forestal de Fuente 

（ポルトガル語）  Seção de Manutenção Florestal de Captação de Água 

（ベトナム語）      Ban xây dựng rừng đầu nguồn 

 

治山課  

（英語）   Landslide Control Section  

（中国語）   治山课  

（韓国・朝鮮語）  치산과  

（スペイン語）  Sección de Control de Desprendimientos  

（ポルトガル語）  Divisão de Conservação e Restauração de Montanhas  

（ベトナム語）      Ban quản lý sạt lở  

 

林道課  

（英語）   Forest Roads Section 

（中国語）   林道课  

（韓国・朝鮮語）  임도과 

（スペイン語）  Sección de Carreteras Forestales  

（ポルトガル語）  Divisão de Controle e Manutenção de Estradas Florestais   

（ベトナム語）      Ban quản lý đường rừng 
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会計局  

（英語）    ACCOUNTING BUREAU 

（中国語）    会计局  

（韓国・朝鮮語）   회계국  

（スペイン語）   BURÓ DE CONTADURÍA 

（ポルトガル語）   SECRETARIA DE CONTAS 

（ベトナム語）          Cục kế toàn 

 

会計課  

（英語）   Accounting Division 

（中国語）   会计课  

（韓国・朝鮮語）  회계과  

（スペイン語）  División de Contabilidad 

（ポルトガル語）  Divisão de Contas 

（ベトナム語）      Ban kế toán 

 

指導課  

（英語）   Guidance Division 

（中国語）   指导课  

（韓国・朝鮮語）  지도과  

（スペイン語）  División de Orientación 

（ポルトガル語）  Divisão de Orientação 

（ベトナム語）      Ban chỉ đạo 

 

調達課   

（英語）   Procurement Division 

（中国語）   筹措课  

（韓国・朝鮮語）  조달과  

（スペイン語）  División de Compras 

（ポルトガル語）  Divisão de Aquisição 

（ベトナム語）      Ban mua bán 
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企業庁  

（英語）    PUBLIC ENTERPRISES AGENCY 

（中国語）    企业厅  

（韓国・朝鮮語）   기업청  

（スペイン語）   AGENCIA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

（ポルトガル語）   AGÊNCIA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

（ベトナム語）          Tổng cục doanh nghiệp 

 

企業局   

（英語）    PUBLIC ENTERPRISES BUREAU 

（中国語）    企业局  

（韓国・朝鮮語）   기업국  

（スペイン語）   BURÓ DE EMPRESAS PÚBLICAS 

（ポルトガル語）   SECRETARIA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

（ベトナム語）         Cục doanh nghiệp 

 

総務室  

（英語）      Office of General Affairs 

（中国語）   总务室  

（韓国・朝鮮語）  총무실  

（スペイン語）    Oficina del Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Gabinete do Assuntos Gerais 

（ベトナム語）        Phòng Tổng vụ 

  

財務部  

（英語）      Financial Affairs Department 

（中国語）   财务部 

（韓国・朝鮮語）  재무부 

（スペイン語）    Departamento de Asuntos Financieros 

（ポルトガル語）  Departamento de Assuntos Financeiros 

（ベトナム語）        Bộ phận Tài chính 

 

  財務課   

（英語）   Financial Affairs Division 

（中国語）   财务课  

（韓国・朝鮮語）  재무과  

（スペイン語）  División de Asuntos Financieros 

（ポルトガル語）   Divisão de Assuntos Financeiros 

（ベトナム語）      Ban Tài chính 
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 会計課  

（英語）   Accounting Division 

（中国語）   会计课  

（韓国・朝鮮語）  회계과  

（スペイン語）  División de Contaduría 

（ポルトガル語）   Divisão de Contabilidade 

（ベトナム語）      Ban kế toán 

 

財産管理課   

（英語）   Property Management Division 

（中国語）   财产管理课  

（韓国・朝鮮語）  재산관리과  

（スペイン語）    División de Administración de Bienes 

（ポルトガル語）  Divisão de Gestão de Bens 

（ベトナム語）      Ban Quản lý tài sản 

   

  情報管理課   

（英語）   Information Systems Division 

（中国語）   信息管理课  

（韓国・朝鮮語）  정보관리과  

（スペイン語）  División de Sistemas de Información 

（ポルトガル語）  Divisão de Sistemas de Informação 

（ベトナム語）      Ban Quản lý thông tin 

 

水道部   

（英語）    Waterworks Department 

（中国語）   水道部 

（韓国・朝鮮語）  수도부 

（スペイン語）   Departamento de Abastecimiento de Agua 

（ポルトガル語）   Departamento de Abastecimento de Água 

（ベトナム語）        Bộ phận nước sạch 

 

経営課   

（英語）   Management Division 

（中国語）   经营课  

（韓国・朝鮮語）  경영과  

（スペイン語）  División de Administración 

（ポルトガル語）   Divisão de Administração 

（ベトナム語）      Ban kinh doanh 
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相模原水道営業所 (10) 

 （英語）   Sagamihara Waterworks Office (10) 

 （中国語）   相模原水道营业所 (10) 

 （韓国・朝鮮語）  사가미하라  수도영업소 (10) 

 （スペイン語）  Oficina de Planta Depuradora de Agua de  

    Sagamihara (10) 

 （ポルトガル語）  Escritório do Serviço de Água de Sagamihara (10) 

（ベトナム語）    Văn phòng nước sạch Sagamihara (10) 

 

 寒川浄水場  (2) 

 （英語）   Samukawa Water Purification Plant (2) 

 （中国語）   寒川净水场 (2) 

 （韓国・朝鮮語）  사무카와  정수장(2) 

 （スペイン語）  Planta de Purificación de Agua de Samukawa (2) 

 （ポルトガル語）  Planta de Purificação da Água de Samukawa (2) 

（ベトナム語）    Nhà máy lọc nước Samukawa (2) 

 

 水道水質センター  

 （英語）   Tap Water Quality Center 

 （中国語）   水道水质中心  

 （韓国・朝鮮語）  수도수질센터  

 （スペイン語）  Centro de Calidad de Agua de Potable 

 （ポルトガル語）  Centro de Qualidade da Água de Torneira 

（ベトナム語）    Trung tâm chất lượng nước sạch 

 

計画課  

（英語）   Planning Division 

（中国語）   计划课  

（韓国・朝鮮語）  계획과  

（スペイン語）  División de Planificación 

（ポルトガル語）  Divisão de Planejamento 

（ベトナム語）      Ban kế hoạch 

    

水道施設課  

（英語）   Waterworks and Facilities Division 

（中国語）   水道施设课  

（韓国・朝鮮語）  수도시설과  

（スペイン語）  Sección de Plantas Depuradoras de Agua e Instalaciones 

（ポルトガル語）  Divisão de Água e Instalações 

（ベトナム語）      Ban cơ sở đường ống nước sạch 
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浄水課   

（英語）   Water Purification Division 

（中国語）   净水课  

（韓国・朝鮮語）  정수과  

（スペイン語）  División de Purificación del Agua 

（ポルトガル語  Divisão de Purificação de Água 

（ベトナム語）      Ban lọc nước 

 

利水電気部  

（英語）    Water Utilization and Electric Power Department 

（中国語）   水利电气部 

（韓国・朝鮮語）  수리전기부 

（スペイン語）   Departamento de Utilización de Agua y Energía Eléctrica 

（ポルトガル語）    Departamento de Utilização de Água e Energia Elétrica 

（ベトナム語）        Bộ phận Thủy lợi và điện lực 

 

利水課  

（英語）   Water Utilization Division 

（中国語）   水利课  

（韓国・朝鮮語）  수리과  

（スペイン語）  División de Utilización del Agua 

（ポルトガル語）  Divisão de Utilização da Água 

（ベトナム語）      Ban Thủy lợi 

 

 相模川水系ダム管理事務所 (2) 

 （英語）   Sagami River System Dam Management Office (2) 

 （中国語）   相模川水系水坝管理事务所 (2) 

 （韓国・朝鮮語）  사가미천  수계댐관리사무소 (2) 

 （スペイン語）  Oficina de Administración de las Presas del  

    Sistema del Río Sagami (2) 

 （ポルトガル語）  Escritório de Gestão do Sistema de Barragem  

    do Rio Sagami (2) 

（ベトナム語）    Văn phòng quản lý Đập nước sông Sagami (2) 

 

相模川発電管理事務所  

 （英語）   Sagami River Power Plant Management Office 

 （中国語）   相模川发电管理事务所  

 （韓国・朝鮮語）  사가미천  발전관리사무소  

 （スペイン語）  Oficina de Administración de la Planta de Energía  

    del Río Sagami 

 （ポルトガル語）  Escritório de Gestão da Usina do Rio Sagami 

（ベトナム語）    Văn phòng quản lý nhà máy phát điện sông Sagami 
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発電総合制御所  

 （英語）   Power Generation Control Office 

 （中国語）   发电综合控制所  

 （韓国・朝鮮語）  발전종합제어소  

 （スペイン語）  Oficina de Control de Generación de Energía 

 （ポルトガル語）  Escritório de Controle da Geração de Energia 

（ベトナム語）    Phòng điều hành phát điện  

 

発電課  

（英語）   Power Generation Division 

（中国語）   发电课  

（韓国・朝鮮語）  발전과  

（スペイン語）  División de Generación de Energía 

（ポルトガル語）  Divisão de Geração de Energia 

（ベトナム語）      Ban phát điện 
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県議会  

（英語）    KANAGAWA PREFECTURAL ASSEMBLY 

（中国語）    县议会  

（韓国・朝鮮語）   현의회  

（スペイン語）   ASAMBLEA DE LA PREFECTURA DE KANAGAWA 

（ポルトガル語）   ASSEMBLÉIA PROVINCIAL DE KANAGAWA 

（ベトナム語）          Hội đồng tỉnh 

 

議会局            

（英語）    Assembly Bureau 

（中国語）    议会局  

（韓国・朝鮮語）   의회국  

（スペイン語）   Buró de Asamblea 

（ポルトガル語）   Secretaria da Assembléia 

（ベトナム語）          Cục Hội đồng 

 

総務課            

（英語）   General Affairs Division 

（中国語）   总务课  

（韓国・朝鮮語）  총무과  

（スペイン語）  División de Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Divisão de Assuntos Gerais 

（ベトナム語）      Ban Tổng vụ 

 

経理課  

（英語）   Accounting Division 

（中国語）   会计课  

（韓国・朝鮮語）  경리과  

（スペイン語）  División de Contabilidad 

（ポルトガル語）  Divisão de Contabilidade 

（ベトナム語）      Ban kế toán 

 

議事課          

（英語）   Proceedings Division 

（中国語）   议事课  

（韓国・朝鮮語）  의사과  

（スペイン語）  División de Procedimientos 

（ポルトガル語）  Divisão de Procedimentos 

（ベトナム語）      Ban Nghị sự 
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政策調査課   

（英語）   Policy Research Division 

（中国語）   政策调查课  

（韓国・朝鮮語）  정책조사과  

（スペイン語）  División de Investigación Política 

（ポルトガル語）  Divisão de Pesquisa sobre Planejamento e  

Desenvolvimento Político 

（ベトナム語）      Ban điều tra chính sách 
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教育委員会  

（英語）    BOARD OF EDUCATION 

（中国語）    教育委员会  

（韓国・朝鮮語）   교육위원회  

（スペイン語）   JUNTA DE EDUCACIÓN 

（ポルトガル語）   CONSELHO EDUCATIVO 

（ベトナム語）          Ủy ban giáo dục 

 

教育局  

（英語）    Education Bureau 

（中国語）    教育局  

（韓国・朝鮮語）   교육국  

（スペイン語）   Buró de Educación 

（ポルトガル語）   Secretaria da Educação 

（ベトナム語）          Cục giáo dục 

 

総務室  

（英語）      Office of General Affairs 

（中国語）   总务室  

（韓国・朝鮮語）  총무실  

（スペイン語）    Oficina del Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Gabinete do Assuntos Gerais 

（ベトナム語）        Phòng Tổng vụ 

 

学校事務センター  

 （英語）   School General Affairs Center 

 （中国語）   学校事务中心  

 （韓国・朝鮮語）  학교사무센터  

 （スペイン語）  Centro de Asuntos Generales de la Escuela 

 （ポルトガル語）  Centro de Assuntos Escolares Gerais 

（ベトナム語）    Trung tâm hành chính trường học 

 

行政部   

（英語）    Administration Department 

（中国語）   行政部  

（韓国・朝鮮語）  행정부  

（スペイン語）   Departamento de Administración 

（ポルトガル語）    Departamento de Admnistrativa Admnistrativa 

（ベトナム語）        Bộ phận hành chính 
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行政課  

（英語）   Administration Division 

（中国語）   行政课  

（韓国・朝鮮語）  행정과  

（スペイン語）  División de Administración 

（ポルトガル語）  Divisão Admnistrativa 

（ベトナム語）      Ban hành chính 

 

財務課   

（英語）   Financial Affairs Division 

（中国語）   财务课  

（韓国・朝鮮語）  재무과  

（スペイン語）  División de Asuntos Financieros 

（ポルトガル語）   Divisão de Assuntos Financeiros 

（ベトナム語）      Ban tài chính 

 

教育施設課   

（英語）   Education Facilities Division 

（中国語）   教育设施课  

（韓国・朝鮮語）  교육시설과  

（スペイン語）  División de Establecimiento de Educación 

（ポルトガル語）   Divisão de Facilidades Educativas 

（ベトナム語）      Ban cơ sở giáo dục 

 

教職員企画課   

（英語）   School Personnel Palanning Division 

（中国語）   教职员企划课 

（韓国・朝鮮語）  교직원 기획과 

（スペイン語）  División de Planificación de Personal Escolar 

（ポルトガル語）   Divisão de Planejamento dos Funcionários Escolares 

（ベトナム語）      Ban kế hoạch nhân sự trường học 

 

教職員人事課   

（英語）   School Personnel Division 

（中国語）   教职员人事课 

（韓国・朝鮮語）  교직원 인사과 

（スペイン語）  División de Personal Escolar 

（ポルトガル語） Divisão de Pessoal Docente 

（ベトナム語）      Ban nhân sự trường học 
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湘南三浦教育事務所  (4) 

 （英語）   Shonan-Miura Education Office (4) 

 （中国語）   湘南三浦教育事务所 (4) 

 （韓国・朝鮮語）  쇼난  미우라  교육사무소 (4) 

 （スペイン語）  Oficina de Educación de Shonan-Miura (4) 

 （ポルトガル語）  Escritório Educacional de Shonan-Miura (4) 

（ベトナム語）    Văn phòng giáo dục Shonan-Miura (4) 

 

厚生課  

（英語）   Personnel Welfare Division  

（中国語）   福利课  

（韓国・朝鮮語）  후생과  

（スペイン語）  División de Bienestar Personal 

（ポルトガル語）  Divisão de Bem-Estar do Pessoal 

（ベトナム語）      Ban Phúc lợi 

 

インクルーシブ教育推進課  

（英語）     Inclusive Education Promotion Division  

（中国語）   全纳性教育推进课  

（韓国・朝鮮語）  통합교육추진과 

（スペイン語）  División de Promoción de la Educación Inclusiva 

（ポルトガル語）  Divisão de Promoção da Educação Inclusiva 

（ベトナム語）      Ban xúc tiến giáo dục toàn diện 

 

指導部   

（英語）    Guidance Department 

（中国語）   指导部 

（韓国・朝鮮語）  지도부 

（スペイン語）   Departamento de Orientación 

（ポルトガル語）   Departamento de Orientação 

（ベトナム語）        Bộ phận chỉ đạo 

 

高校教育課       

（英語）     High School Education Division  

（中国語）   高中教育课  

（韓国・朝鮮語）  고등학교 교육과 

（スペイン語）  División de Educación Secundaria 

（ポルトガル語）  Divisão de Educação do Ensino Médio 

（ベトナム語）      Ban giáo dục trường trung học phổ thông 
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高校教育企画室  

 （英語）   High School Education Planning Unit 

 （中国語）   高中教育企画室  

 （韓国・朝鮮語）  교등학교 교육기획실  

 （スペイン語）  Sala de Planificación de Educación Secundaria 

 （ポルトガル語）  Unidade de Planeamento de Educação do Ensino Médio 

（ベトナム語）    Phòng kế hoạch giáo dục trường trung học phổ thông 

 

保健体育課  

（英語）   Health and Physical Education Division 

（中国語）   保健体育课  

（韓国・朝鮮語）  보건체육과  

（スペイン語）  División de Educación de Salud y Física 

（ポルトガル語）  Divisão de Saúde e Educação Física 

（ベトナム語）      Ban giáo dục thể chất 

 

支援部   

（英語）    Support Education Department 

（中国語）   支援部 

（韓国・朝鮮語）  지원부 

（スペイン語）   Departamento de Asistencia Educacional 

（ポルトガル語）   Departamento de Apoio à Educação 

（ベトナム語）        Bộ phận hỗ trợ giáo dục 

 

子ども教育支援課  

（英語）   Child Education Support Division 

（中国語）   儿童教育支援课  

（韓国・朝鮮語）  어린이교육지원과  

（スペイン語）  División de Asistencia para la Educación de Niños 

（ポルトガル語）  Divisão de Suporte à Educação da Criança 

（ベトナム語）      Ban hỗ trợ giáo dục trẻ em 

 

学校支援課   

（英語）   School Support Division 

（中国語）   学校支援课  

（韓国・朝鮮語）  학교지원과  

（スペイン語）  División de Asistencia Escolar 

（ポルトガル語）   Divisão de Apoio Escolar 

（ベトナム語）      Ban hỗ trợ trường học 
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特別支援教育課   

（英語）   Special Support Education Division 

（中国語）   特别支援教育课  

（韓国・朝鮮語）  특별지원  교육과  

（スペイン語）  División de Asistencia Especial a la Educación 

（ポルトガル語）   Divisão de Apoio Especial à Educação  

（ベトナム語）      Ban giáo dục hỗ trợ đặc biệt 

 

生涯学習部   

（英語）    Lifelong Learning Department 

（中国語）   终身学习部  

（韓国・朝鮮語）  생애학습부  

（スペイン語）   Departamento de Aprendizaje Permanente 

（ポルトガル語）   Departamento de Aprendizagem Permanente 

（ベトナム語）        Bộ phận học tập suốt đời 

 

生涯学習課   

（英語）   Lifelong Learning Division 

（中国語）   终身学习课  

（韓国・朝鮮語）  생애학습과  

（スペイン語）  División de Aprendizaje Permanente 

（ポルトガル語）  Divisão de Aprendizagem Permanente 

（ベトナム語）      Ban học tập suốt đời 

 

文化遺産課   

（英語）   Cultural Heritage Division 

（中国語）   文化遗产课  

（韓国・朝鮮語）  문화유산과  

（スペイン語）  División de Herencia Cultural 

（ポルトガル語）  Divisão de Herança Cultural 

（ベトナム語）      Ban di sản văn hóa 
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教育機関  

（英語）    Education Facilities 

（中国語）    教育机关  

（韓国・朝鮮語）   교육기관  

（スペイン語）   Facilidades Educacionales 

（ポルトガル語）   Instituições de Educação 

（ベトナム語）          Cơ sở giáo dục 

 

県立図書館  

（英語）    Kanagawa Prefectural Library 

（中国語）   县立图书馆  

（韓国・朝鮮語）  현립  도서관  

（スペイン語）   Biblioteca de la Prefectura de Kanagawa 

（ポルトガル語）  Biblioteca da Província de Kanagawa 

（ベトナム語）        Thư viện của tỉnh 

 

川崎図書館  

（英語）    Kanagawa Prefectural Kawasaki Library 

（中国語）   县立川崎图书馆  

（韓国・朝鮮語）  현립  가와사키  도서관  

（スペイン語）   Biblioteca Kawasaki de la Prefectura de Kanagawa 

（ポルトガル語）  Biblioteca de Kawasaki da Província de Kanagawa 

（ベトナム語）        Thư viện Kawasaki 

 

金沢文庫  

（英語）    Kanagawa Prefectural Kanazawa-Bunko Museum 

（中国語）   县立金泽文库  

（韓国・朝鮮語）  현립  가나자와  문고  

（スペイン語）   Museo Kanazawa-Bunko de la Prefectura de Kanagawa 

（ポルトガル語）  Museu Kanazawa-Bunko da Província de Kanagawa 

（ベトナム語）        Bảo tàng sách Kanazawa 

 

近代美術館  

（英語）    The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama 

（中国語）   县立近代美术馆  

（韓国・朝鮮語）  현립  근대미술과  

（スペイン語）   Museo de Arte Moderno, Kamakura y Hayama 

（ポルトガル語）  Museu de Arte Moderna, Kamakura & Hayama 

（ベトナム語）        Bảo tàng mỹ thuật cận đại 

 

 

 



 66 

総合教育センター  

（英語）    Kanagawa Prefectural Education Center 

（中国語）   县立综合教育中心  

（韓国・朝鮮語）  현립  종합교육센터  

（スペイン語）   Centro de Educación de la Prefectura de Kanagawa 

（ポルトガル語）  Centro Educacional da Província de Kanagawa 

（ベトナム語）        Trung tâm giáo dục tổng hợp 

 

歴史博物館  

（英語）    Kanagawa Prefectural Museum of Cultural History 

（中国語）   县立历史博物馆  

（韓国・朝鮮語）  현립  역사박물관  

（スペイン語）   Museo de Historia Cultural de la Prefectura de Kanagawa 

（ポルトガル語）  Museu de História Cultural da Província de Kanagawa 

（ベトナム語）        Viện bảo tàng lịch sử 

 

生命の星･地球博物館   

（英語）    Kanagawa Prefectural Museum of Natural History 

（中国語）   县立生命之星•地球博物馆  

（韓国・朝鮮語）  현립  생명의  별  지구  박물관  

（スペイン語）   Museo de Historia Natural de la Prefectura de Kanagawa 

（ポルトガル語）  Museu de História Natural da Província de Kanagawa 

（ベトナム語）        Viện bảo tàng Trái đất, vì sao sinh mệnh 

 

県立鶴見高等学校  (138)  

（英語）    Kanagawa Prefectural Tsurumi Senior High School (138) 

（中国語）   县立鹤见高等学校 (138) 

（韓国・朝鮮語）  현립  쓰루미  고등학교 (138) 

（スペイン語）   Colegio Tsurumi de la Prefectura de Kanagawa (138) 

（ポルトガル語）  Escola Secundária de Tsurumi da Província de  

    Kanagawa (138) 

（ベトナム語）        Trường trung học phổ thông Tsurumi của tỉnh (138) 

 

県立平塚中等教育学校  (2) 

（英語）    Kanagawa Prefectural Hiratsuka Secondary School(2) 

（中国語）   县立平塚中等教育学校 (2) 

（韓国・朝鮮語）  현립  히라쓰카  중등교육학교 (2) 

（スペイン語）   Escuela Secundaria Hiratsuka de la Prefectura de  

Kanagawa(2) 

（ポルトガル語）  Escola Secundária Hiratsuka da Província de Kanagawa(2) 

（ベトナム語）        Trường trung học cơ sở Hiratsuka của tỉnh (2) 
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県立平塚盲学校         

（英語）    Kanagawa Prefetural Hiratsuka School for the Blind 

（中国語）   县立平塚盲校  

（韓国・朝鮮語）  현립  히라쓰카  시각장애자학교  

（スペイン語）   Escuela Hiratsuka de la Prefectura de Kanagawa para  

    Personas Ciegas 

（ポルトガル語）  Escola para Cegos de Hiratsuka da Província de Kanagawa 

（ベトナム語）        Trường mù Hiratsuka của tỉnh 

 

県立平塚ろう学校  

（英語）    Kanagawa Prefectural Hiratsuka School for the Deaf  

（中国語）   县立平塚聋哑学校  

（韓国・朝鮮語）  현립  히라쓰카  청각장애자학교  

（スペイン語）   Escuela Hiratsuka de la Prefectura de Kanagawa para   

    Personas Sordas 

（ポルトガル語）  Escola para Surdos de Hiratsuka da Província de Kanagawa 

（ベトナム語）        Trường điếc Hiratsuka của tỉnh 

   

県立横浜南養護学校  (27)  

（英語）    Kanagawa Prefectural Yokohama-Minami School for 

    Children with Disabilities (27) 

（中国語）   县立横滨南体弱青少年养护学校(27) 

（韓国・朝鮮語）  현립  요코하마  미나미  양호학교 (27) 

（スペイン語）   Escuela Yokohama-Minami de la Prefectura de  

    Kanagawa para Personas Sordas (27) 

（ポルトガル語）  Escola para Crianças Portadoras de Deficiências d 

    Yokohama-Minami da Província de Kanagawa (27) 

（ベトナム語）        Trường dành cho trẻ khuyết tật Yokohama-Minami của tỉnh (27) 
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人事委員会     

（英語）    PERSONNEL COMMISSION    

（中国語）    人事委员会  

（韓国・朝鮮語）   인사위원회  

（スペイン語）   JUNTA DE PERSONAL 

（ポルトガル語）   COMISSÃO DE RECURSOS HUMANOS 

（ベトナム語）          Ủy ban nhân sự 

 

人事委員会事務局           

（英語）    Secretariat 

（中国語）   事务局  

（韓国・朝鮮語）  사무국  

（スペイン語）   Secretariado 

（ポルトガル語）  Secretaria 

（ベトナム語）        Văn phòng ủy ban dân sự 

 

総務課           

（英語）   General Affairs Division 

（中国語）   总务课  

（韓国・朝鮮語）  총무과  

（スペイン語）  División de Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Divisão de Assuntos Gerais 

（ベトナム語）      Ban tổng vụ 

 

給与公平課           

（英語）   Remuneration and Equity Division  

（中国語）   工资公平课  

（韓国・朝鮮語）  급여공평과  

（スペイン語）  División de Remuneración e Igualidad 

（ポルトガル語）  Divisão de Remuneração e Eqüidade 

（ベトナム語）      Ban công bằng lương thưởng 

 

監査委員     

（英語）    AUDIT COMMISSION    

（中国語）    监查委员  

（韓国・朝鮮語）   감사위원  

（スペイン語）   COMISIONADOS DE AUDITORÍA 

（ポルトガル語）   COMISSÃO DE AUDITORIA 

（ベトナム語）          Ban kiểm toán 
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監査事務局           

（英語）    Secretariat 

（中国語）   事务局  

（韓国・朝鮮語）  사무국  

（スペイン語）   Secretariado 

（ポルトガル語）  Secretaria 

（ベトナム語）        Văn phòng kiểm toán 

 

総務課          

（英語）   General Affairs Division 

（中国語）   总务课  

（韓国・朝鮮語）  총무과  

（スペイン語）  División de Asuntos Generales 

（ポルトガル語）  Divisão de Assuntos Gerais 

（ベトナム語）      Ban tổng vụ 

 

監査課  

（英語）   Audit Division  

（中国語）   监查课  

（韓国・朝鮮語）   감사과  

（スペイン語）  División de Auditoría 

（ポルトガル語）  Divisão de Auditoria 

（ベトナム語）      Ban kiểm toán 

 

労働委員会     

（英語）    LABOR RELATIONS COMMISSION     

（中国語）       劳动委员会  

（韓国・朝鮮語）    노동위원회  

（スペイン語）     JUNTA DE RELACIONES LABORALES 

（ポルトガル語）    COMISSÃO DE RELAÇÕES DE TRABALHO 

（ベトナム語）          Ủy ban lao động 

  

労働委員会事務局           

（英語）    Secretariat 

（中国語）   事务局  

（韓国・朝鮮語）  사무국  

（スペイン語）   Secretariado 

（ポルトガル語）  Secretaria 

（ベトナム語）        Văn phòng Ủy ban lao động 
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審査調整課            

（英語）   Examination and Coordination Division 

（中国語）   审查调整课  

（韓国・朝鮮語）  심사  조정과  

（スペイン語）  División de Exámenes y Coordinación 

（ポルトガル語）  Setor de Exames e Coordenação 

（ベトナム語）      Ban điều phối, thanh tra 

 

選挙管理委員会  

（英語）    ELECTION MANAGEMENT COMMISSION     

（中国語）    选举管理委员会  

（韓国・朝鮮語）   선거관리위원회  

（スペイン語）   COMITÉ ELECTORAL 

（ポルトガル語）   COMISSÃO DE GESTÃO DAS ELEIÇÕES 

（ベトナム語）          Ủy ban quản lý bầu cử 

  

収用委員会  

（英語）    EXPROPRIATION COMMISSION     

（中国語）    征用委员会  

（韓国・朝鮮語）   수용위원회  

（スペイン語）   COMITÉ DE EXPROPIACIÓN 

（ポルトガル語）   COMISSÃO DE EXPROPRIAÇÃO 

（ベトナム語）          Ủy ban trưng dụng 

 

収用委員会事務局           

（英語）    Secretariat 

（中国語）   事务局  

（韓国・朝鮮語）  사무국  

（スペイン語）   Secretariado 

（ポルトガル語）  Secretaria 

（ベトナム語）        Văn phòng Ủy ban trưng dụng 

 

神奈川海区漁業調整委員会    

（英語）    KANAGAWA MARINE FISHERIES COMMISSION 

（中国語）    神奈川海区渔业调整委员会  

（韓国・朝鮮語）   가나가와  해구어업조정위원회  

（スペイン語）   COMITÉ DE PESQUERÍAS MARÍTIMAS DE KANAGAWA 

（ポルトガル語）   COMISSÃO DE AQÜICULTURA MARINHA DE KANAGAWA 

（ベトナム語）          Ủy ban điều phối ngư nghiệp khu vực biển Kanagawa 
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神奈川海区漁業調整委員会事務局            

（英語）    Secretariat 

（中国語）   事务局  

（韓国・朝鮮語）  사무국  

（スペイン語）   Secretariado 

（ポルトガル語）  Secretaria 

（ベトナム語）        Văn phòng Ủy ban điều phối ngư nghiệp khu vực biển Kanagawa 

 

内水面漁場管理委員会     

（英語）        FRESHWATER FISHERIES COMMISSION  

（中国語）        内水面渔场管理委员会  

（韓国・朝鮮語）     내수면  어장관리위원회  

（スペイン語）      COMITÉ DE PESQUERÍAS DE AGUA DULCE 

（ポルトガル語）     COMISSÃO DE AQÜICULTURA EM ÁGUA DOCE 

（ベトナム語）          Ủy ban quản lý bãi đánh cá nước ngọt 

 

内水面漁場管理委員会事務局            

（英語）    Secretariat 

（中国語）   事务局  

（韓国・朝鮮語）  사무국  

（スペイン語）   Secretariado 

（ポルトガル語）  Secretaria 

（ベトナム語）        Văn phòng Ủy ban quản lý bãi đánh cá nước ngọt 

 

公安委員会     

（英語）        PUBLIC SAFETY COMMISSION     

（中国語）        公安委员会  

（韓国・朝鮮語）     공안위원회  

（スペイン語）      COMITÉ DE SEGURIDAD PÚBLICA 

（ポルトガル語）     COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

（ベトナム語）          Ủy ban Công an 

 

警察本部   

（英語）    Police Headquarters 

（中国語）   警察本部  

（韓国・朝鮮語）  경찰본부  

（スペイン語）   Cuarteles Generales de la Policía 

（ポルトガル語）  Quartel-General da Polícia 

（ベトナム語）        Trụ sở cảnh sát 
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病 院 

 

病 院 (日本語) 

（英語） Hospital 

（中国語） 医院 

（韓国・朝鮮語） 병원 

（スペイン語） Hospital 

（ポルトガル語） Hospital   

（ベトナム語）        Bệnh viện 

 

総合診療科    

（英語）        General Medicine 

（中国語）       综合诊疗科 

（韓国・朝鮮語）    종합진료과 

（スペイン語）     Medicina General 

（ポルトガル語）    Medicina Geral 

（ベトナム語）        Khoa khám đa khoa 

 

救急診療科  

（英語）        Emergency Division 

（中国語）       急救科 

（韓国・朝鮮語）    구급진료과 

（スペイン語）     División de Emergencia 

（ポルトガル語）    Divisão de Emergência 

（ベトナム語）        Khoa cấp cứu 

 

内科            

（英語）        Internal Medicine 

（中国語）       内科 

（韓国・朝鮮語）    내과 

（スペイン語）     Medicina Interna 

（ポルトガル語）    Medicina Interna 

（ベトナム語）        Khoa nội 

 

呼吸器科 

（英語）        Respiratory Medicine  

（中国語）       呼吸器官科              

（韓国・朝鮮語）    호흡기과 

（スペイン語）     Medicina Respiratoria 

（ポルトガル語）    Medicina Respiratória 

（ベトナム語）        Khoa hô hấp 

 

消化器内科 

（英語）        Gastroenterology 

（中国語）       消化器内科 

（韓国・朝鮮語）    소화기내과 

（スペイン語）     Gastroenterología 

（ポルトガル語）    Gastroenterologia 

（ベトナム語）        Khoa tiêu hóa 
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循環器科 

（英語）        Cardiology (Cardiovascular Medicine) 

（中国語）       循环器科 

（韓国・朝鮮語）    순환기과 

（スペイン語）     Cardiología (Medicina Cardiovascular) 

（ポルトガル語）    Cardiologia 

（ベトナム語）        Khoa tim mạch 

 

ひ尿器科 

（英語）        Urology 

（中国語）       泌尿器官科 

（韓国・朝鮮語）    비뇨기과 

（スペイン語）     Urología 

（ポルトガル語）    Urologia 

（ベトナム語）        Khoa tiết niệu 

 

神経内科 

（英語）        Neurology 

（中国語）       神经内科 

（韓国・朝鮮語）    신경내과 

（スペイン語）     Neurología 

（ポルトガル語）    Neurologia 

（ベトナム語）        Khoa nội thần kinh 

 

心療内科 

（英語）        Psychosomatic Medicine 

（中国語）       心疗内科 

（韓国・朝鮮語）    심료내과 

（スペイン語）     Medicina Psicosomática 

（ポルトガル語）    Medicina Psicossomática 

（ベトナム語）        Khoa tâm lý 

 

精神科 

（英語）        Psychiatry  

（中国語）       精神科 

（韓国・朝鮮語）    정신과 

（スペイン語）     Psiquiatría 

（ポルトガル語）    Psiquiatria 

（ベトナム語）        Khoa thần kinh 

 

小児科 

（英語）        Pediatrics 

（中国語）       小儿科 

（韓国・朝鮮語）    소아과 

（スペイン語）     Pediatría 

（ポルトガル語）    Pediatria 

（ベトナム語）        Khoa nhi 
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外科 

（英語）        Surgery 

（中国語）       外科 

（韓国・朝鮮語）    외과 

（スペイン語）     Cirugía General 

（ポルトガル語）    Cirurgia 

（ベトナム語）       Khoa ngoại 

 

心臓血管外科 

（英語）        Cardiovascular Surgery 

（中国語）       心血管外科 

（韓国・朝鮮語）    심장혈관외과 

（スペイン語）     Cirugía Cardiovascular 

（ポルトガル語）    Cirurgia Cardiovascular 

（ベトナム語）        Khoa ngoại tim mạch 

 

呼吸器外科 

（英語）        Respiratory Surgery  

（中国語）       呼吸器外科 

（韓国・朝鮮語）    호흡기외과 

（スペイン語）     Cirugía Respiratoria 

（ポルトガル語）    Cirurgia do Aparelho Respiratório 

（ベトナム語）        Khoa ngoại hô hấp 

 

整形外科 

（英語）        Orthopedics 

（中国語）       矫形科 

（韓国・朝鮮語）    정형외과 

（スペイン語）     Cirugía Ortopédica 

（ポルトガル語）    Ortopedia 

（ベトナム語）        Khoa ngoại cơ xương khớp 

 

脳神経外科    

（英語）        Neurosurgery 

（中国語）       脑神经外科 

（韓国・朝鮮語）    뇌신경외과 

（スペイン語）     Neurocirugía 

（ポルトガル語）    Neurocirurgia 

（ベトナム語）        Khoa ngoại thần kinh 

 

消化器外科    

（英語）        Gasteroenterological Surgery 

（中国語）       消化器外科 

（韓国・朝鮮語）    소화기외과 

（スペイン語）     Cirugía Gastroenterologica 

（ポルトガル語）    Cirurgia Gastroenterológica 

（ベトナム語）        Khoa ngoại tiêu hóa 
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形成外科    

（英語）        Plastic Surgery 

（中国語）       整容外科 

（韓国・朝鮮語）    성형외과 

（スペイン語）     Cirugía Plástica 

（ポルトガル語）    Cirurgia Plástica 

（ベトナム語）        Khoa phẫu thuật chỉnh hình 

 

頭頸部外科  

（英語）        Head and Neck Surgery Division 

（中国語）       头颈部外科 

（韓国・朝鮮語）    두경부외과 

（スペイン語）     Cirugía de Cabeza y Cuello 

（ポルトガル語）    Cirúrgica de Cabeça e Pescoço 

（ベトナム語）        Khoa ngoại đầu cổ 

 

乳腺甲状腺外科  

（英語）        Breast and Thyroid Surgery Division 

（中国語）       乳腺甲状腺外科 

（韓国・朝鮮語）    유선갑상선외과 

（スペイン語）     Cirugía de Senos y Tiroides 

（ポルトガル語）    Cirúrgica de Mama e Tiróide 

（ベトナム語）        Khoa ngoại tuyến vú tuyến giáp 

 

骨軟部腫瘍外科  

（英語）        Musculoskeletal Tumor Surgery Division 

（中国語）       骨软部肿瘤外科 

（韓国・朝鮮語）    골연부종양외과 

（スペイン語）     Cirugía de Tumor de Musculo-esquelético 

（ポルトガル語）    Cirúrgica de Tumor Músculo-Esquelético 

（ベトナム語）        Khoa u phần mềm 

 

皮膚科    

（英語）        Dermatology 

（中国語）       皮肤科 

（韓国・朝鮮語）    피부과 

（スペイン語）     Dermatología 

（ポルトガル語）    Dermatologia 

（ベトナム語）        Khoa da liễu 

 

産婦人科    

（英語）        Obstetrics and Gynecology 

（中国語）       妇产科 

（韓国・朝鮮語）    산부인과 

（スペイン語）     Obstetricia y Ginecología 

（ポルトガル語）    Obstetrícia e Ginecologia 

（ベトナム語）        Khoa sản phụ khoa 
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婦人科    

（英語）        Gynecology 

（中国語）       妇科 

（韓国・朝鮮語）    부인과 

（スペイン語）     Ginecología 

（ポルトガル語）    Ginecologia 

（ベトナム語）        Phụ khoa 

 

産科     

（英語）        Obstetrics 

（中国語）       产科 

（韓国・朝鮮語）    산과 

（スペイン語）     Obstetricia 

（ポルトガル語）    Obstetrícia 

（ベトナム語）        Khoa sản 

 

眼科     

（英語）        Ophthalmology 

（中国語）       眼科 

（韓国・朝鮮語）    안과 

（スペイン語）     Oftalmología 

（ポルトガル語）    Oftalmologia 

（ベトナム語）        Khoa mắt 

  

耳鼻咽喉科    

（英語）        Otolaryngology 

（中国語）       耳鼻喉科 

（韓国・朝鮮語）    이비인후과 

（スペイン語）     Otorrinolaringología 

（ポルトガル語）    Otorrinolaringologia 

（ベトナム語）        Khoa tai mũi họng 

   

放射線科    

（英語）        Radiology 

（中国語）       放射科 

（韓国・朝鮮語）    방사선과 

（スペイン語）     Radiología 

（ポルトガル語）    Radiologia 

（ベトナム語）        Khoa chụp X quang 

 

放射線診断科  

（英語）        Diagnostic Radiology Division 

（中国語）       放射线诊断科 

（韓国・朝鮮語）    방사선진단과 

（スペイン語）     Radiología Diagnóstica 

（ポルトガル語）    Diagnóstico Radiológico 

（ベトナム語）        Khoa chuẩn đoán hình ảnh 
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放射線治療科  

（英語）        Radiotherapy Division 

（中国語）       放射线治疗科 

（韓国・朝鮮語）    방사선치료과 

（スペイン語）     Radioterapia 

（ポルトガル語）    Radioterapia 

（ベトナム語）        Khoa xạ trị 

 

血液科  

（英語）        Hematology Division 

（中国語）       血液科 

（韓国・朝鮮語）    혈액과 

（スペイン語）     Hematología 

（ポルトガル語）    Hematologia 

（ベトナム語）        Khoa huyết học 

 

病理科  

（英語）        Pathology Division 

（中国語）       病理科 

（韓国・朝鮮語）    병리과 

（スペイン語）     Patología 

（ポルトガル語）    Patologia 

（ベトナム語）        Khoa bệnh lý 

 

病理診断科  

（英語）        Pathological Diagnosis Division 

（中国語）       病理诊断科 

（韓国・朝鮮語）    병리진단과 

（スペイン語）     Diagnóstico patológico 

（ポルトガル語）    Diagnóstico Patológico 

（ベトナム語）        Khoa chuẩn đoán bệnh lý 

 

核医学科  

（英語         Nuclear Medicine Division 

（中国語）       核医学科 

（韓国・朝鮮語）    핵의학과 

（スペイン語）     Medicina Nuclear 

（ポルトガル語）    Medicina Nuclear 

（ベトナム語）        Khoa y học hạt nhân 

 

麻酔科    

（英語）        Anesthesiology 

（中国語）       麻醉科 

（韓国・朝鮮語）    마취과 

（スペイン語）     Anestesiología 

（ポルトガル語）    Anestesiologia 

（ベトナム語）        Khoa gây mê 
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輸血医療科  

（英語）        Blood Transfusion Medicine Division 

（中国語）       输血医疗科 

（韓国・朝鮮語）    수혈의료과 

（スペイン語）     Medicina de Transfusión  

（ポルトガル語）    Medicina de Transfusão 

（ベトナム語）        Khoa truyền máu 

 

言語治療科 

（英語）        Speech Therapy Division 

（中国語）       语言治疗科 

（韓国・朝鮮語）    언어치료과 

（スペイン語）     Terapia del Habla 

（ポルトガル語）    Fonoaudiologia 

（ベトナム語）        Khoa ngôn ngữ trị liệu 

 

リハビリテーション科  

（英語）        Rehabilitation 

（中国語）       康复科 

（韓国・朝鮮語）    재활의학과 

（スペイン語）     Rehabilitación 

（ポルトガル語）    Reabilitação 

（ベトナム語）        Khoa phục hồi chức năng 

 

歯科     

（英語）        Dentistry 

（中国語）       牙科 

（韓国・朝鮮語）    치과 

（スペイン語）     Dentista 

（ポルトガル語）    Odontologia 

（ベトナム語）        Nha khoa 

 

矯正歯科    

（英語）        Orthodontics 

（中国語）       矫正牙科 

（韓国・朝鮮語）    교정치과 

（スペイン語）     Ortodoncia 

（ポルトガル語）    Ortodontia 

（ベトナム語）        Khoa niềng răng 

 

歯科口腔外科   

（英語）        Dentistry and Oral Surgery 

（中国語）       牙科口腔外科 

（韓国・朝鮮語）    치과구강외과 

（スペイン語）     Dentista y Cirugía Oral 

（ポルトガル語）    Cirurgia Odontológica e Oral 

（ベトナム語）        Khoa ngoại răng hàm mặt 
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結核    

（英語）        Tuberculosis 

（中国語）       结核 

（韓国・朝鮮語）    결핵 

（スペイン語）     Tuberculosis 

（ポルトガル語）    Tuberculose 

（ベトナム語）        Lao phổi 

 

検査科        

（英語）        Laboratory Test 

（中国語）       化验科 

（韓国・朝鮮語）    검사과 

（スペイン語）     Laboratorio 

（ポルトガル語）    Exame Laboratorial 

（ベトナム語）        Khoa xét nghiệm 

 

生理検査         

（英語）        Physiological Test 

（中国語）       生理检查 

（韓国・朝鮮語）    생리검사 

（スペイン語）     Chequeo Fisiológico 

（ポルトガル語）    Exame Fisiológico 

（ベトナム語）        Xét nghiệm sinh lý 

 

心電図          

（英語）        Electrocardiogram (ECG)  

（中国語）       心电图 

（韓国・朝鮮語）    심전도 

（スペイン語）     Electrocardiograma (ECG) 

（ポルトガル語）    Eletrocardiograma (ECG) 

（ベトナム語）        Điện tâm đồ 

 

エコー    

（英語） Ultrasonography 

（中国語）       超声波检查 

（韓国・朝鮮語）    초음파 

（スペイン語）     Ultrasonografía 

（ポルトガル語）    Ultra-sonografia 

（ベトナム語）        Siêu âm 

 

呼吸機能    

（英語）        Respiratory Function 

（中国語）       呼吸机能 

（韓国・朝鮮語）    호흡기능 

（スペイン語）     Función Respiratoria 

（ポルトガル語）    Função Respiratória 

（ベトナム語）        Chức năng hô hấp 
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一般撮影      

（英語）        General X-Ray Examination 

（中国語）       普通 X 光摄影 

（韓国・朝鮮語）    일반 엑스레이 촬영 

（スペイン語）     Examinación General de Rayos X 

（ポルトガル語）    Exame de Raio-X Geral 

（ベトナム語）        Chụp X quang thông thường 

 

心血管撮影   

（英語）        Cardiac Angiography 

（中国語）       心血管造影术 

（韓国・朝鮮語）    심혈관 촬영 

（スペイン語）     Angiografia Cardiaca 

（ポルトガル語）    Angiografia Cardíaca 

（ベトナム語）        Chụp mạch vành 

 

アイソトープ室   

（英語）        Isotope Room 

（中国語）       同位素室 

（韓国・朝鮮語）    아이소토프실 

（スペイン語）     Sala de Isótopo 

（ポルトガル語）    Sala de Isotopia 

（ベトナム語）        Phòng chất đồng vị  

 

ラジオアイソトープ 

（英語）        Radioisotope 

（中国語）       放射性同位素 

（韓国・朝鮮語）    라디오아이소토프 

（スペイン語）     Radioisótopo 

（ポルトガル語）    Radioisotopia 

（ベトナム語）        Chất đồng vị phóng xạ 

 

リニアック室（放射線治療）   

（英語）        Linac Room (Radiation Therapy) 

（中国語）       线型加速器室（放射线治疗） 

（韓国・朝鮮語）    라이낙실(방사선치료) 

（スペイン語）     Sala de Linac (Terapia de Radiación) 

（ポルトガル語）    Sala Linac (Terapia de Radiação) 

（ベトナム語）        Phòng máy gia tốc tuyến tính (xạ trị) 

 

中央処置室   

（英語）        Central Treatment Room 

（中国語）       中央处置室 

（韓国・朝鮮語）    중앙처치실 

（スペイン語）     Sala Central de Tratamiento 

（ポルトガル語）    Sala de Tratamento Central 

（ベトナム語）        Phòng thủ thuật trung tâm 

 

 



 81 

内視鏡室   

（英語）        Endoscopy Room 

（中国語）       内视镜室 

（韓国・朝鮮語）    내시경실 

（スペイン語）     Sala de Endoscopia 

（ポルトガル語）    Sala de Endoscopia 

（ベトナム語）        Phòng nội soi 

 

超音波診断室   

（英語）        Ultrasonic Diagnosis Room 

（中国語）       超音波诊断室 

（韓国・朝鮮語）    초음파진단실 

（スペイン語）     Sala de Diagnóstico Ultrasónico 

（ポルトガル語）    Sala de Diagnóstico Ultrasônico 

（ベトナム語）        Phòng chuẩn đoán siêu âm 

 

CT 室    

（英語）        CT Room 

（中国語）       CT 室 

（韓国・朝鮮語）    CT 실 

（スペイン語）     Sala de CT 

（ポルトガル語）    Sala de Tomografia Computadorizada 

（ベトナム語）        Phòng CT 

 

血管造影室   

（英語）        Angiography Room 

（中国語）       血管造影室 

（韓国・朝鮮語）    혈관조영실 

（スペイン語）     Sala de Angiografia 

（ポルトガル語）    Sala de Angiografia 

（ベトナム語）        Phòng chụp nội mạch 

 

集中治療室   

（英語）        Intensive Care Unit 

（中国語）       集中治疗室 

（韓国・朝鮮語）    집중치료실 

（スペイン語）     Unidad de Cuidados Intensivos 

（ポルトガル語）    Unidade de Cuidados Intensivos 

（ベトナム語）        Phòng điều trị tích cực 

 

新生児室   

（英語）        Newborn Baby Room 

（中国語）       新生儿室 

（韓国・朝鮮語）    신생아실 

（スペイン語）     Sala de Recién Nacidos 

（ポルトガル語）    Sala de Bebês Recém-nascidos 

（ベトナム語）        Phòng trẻ sơ sinh 

 

 



 82 

救急治療室    

（英語）        Emergency Treatment Room 

（中国語）       急救室 

（韓国・朝鮮語）    구급치료실 

（スペイン語）     Sala de Emergencia 

（ポルトガル語）    Sala de Tratamento Emergencial 

（ベトナム語）        Phòng cấp cứu 

 

手術室    

（英語）        Operation Room 

（中国語）       手术室 

（韓国・朝鮮語）    수술실 

（スペイン語）     Sala de Operación 

（ポルトガル語）    Sala de Cirurgia 

（ベトナム語）        Phòng mổ 

 

家族待合室    

（英語）        Waiting Room for Family 

（中国語）       家属等候室 

（韓国・朝鮮語）    가족대기실 

（スペイン語）     Sala de Espera para Familias 

（ポルトガル語）    Sala de Espera para Familiares 

（ベトナム語）        Phòng chờ dành cho người nhà bệnh nhân 

 

栄養相談室   

（英語）        Nutrition Consultation Room 

（中国語）       营养咨询室 

（韓国・朝鮮語）    영양 상담실 

（スペイン語）     Sala de Consulta Nutricional 

（ポルトガル語）    Sala de Consulta Nutricional 

（ベトナム語）        Phòng tư vấn dinh dưỡng 

 

医療社会事業相談室 

（英語）        Medical Social Services Consultation Room 

（中国語）       医疗社会事业咨询室 

（韓国・朝鮮語）    의료사회사업 상담실 

（スペイン語）     Sala de Consulta de Servicios Médicos Sociales 

（ポルトガル語）    Sala de Consultas de Serviços Sociais Médicos 

（ベトナム語）        Phòng tư vấn dịch vụ y tế xã hội 

 

地域医療連携室   

（英語）        Regional Medical Care Network Room 

（中国語）       地域医疗合作室 

（韓国・朝鮮語）    지역의료연계실 

（スペイン語）     Sala de la Red de Cuidado Médico Regional 

（ポルトガル語）    Sala de Contato Regional sobre Cuidados Médicos 

（ベトナム語）        Phòng liên kết y tế khu vực 
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地域連携室   

（英語）     Regional Network Room 

（中国語）       地域合作室 

（韓国・朝鮮語）    지역연계실 

（スペイン語）     Sala de la Red Regional 

（ポルトガル語）    Sala de Contato Regional 

（ベトナム語）        Phòng liên kết khu vực 

 

薬の相談室   

（英語）     Pharmaceutical Consultation Room 

（中国語）    药物咨询室 

（韓国・朝鮮語）    약 상담실 

（スペイン語）     Sala de Consulta Farmaceutica 

（ポルトガル語）    Sala de Consulta Farmacêutica 

（ベトナム語）        Phòng tư vấn thuốc 

 

中央滅菌材料室   

（英語）        Central Sterilizing Supply Room 

（中国語）              中央灭菌材料室 

（韓国・朝鮮語）    중앙멸균재료실 

（スペイン語）     Sala Central de Suministro Esterilizado 

（ポルトガル語）    Sala Central de Fornecimento de Esterelizante 

（ベトナム語）        Phòng tiếp liệu thanh trùng 

 

総合案内     

（英語）        General Information 

（中国語）              综合问讯处 

（韓国・朝鮮語）    종합안내 

（スペイン語）     Información General 

（ポルトガル語）    Informações Gerais 

（ベトナム語）        Hướng dẫn chung 

 

案内    

（英語）        Information 

（中国語）       问讯处 

（韓国・朝鮮語）    안내 

（スペイン語）     Información 

（ポルトガル語）    Informação 

（ベトナム語）        Hướng dẫn 

 

総合受付   

（英語）        General Reception 

（中国語）              综合接待 

（韓国・朝鮮語）    종합 접수 

（スペイン語）     Recepción General 

（ポルトガル語）    Recepção Geral 

（ベトナム語）        Lễ tân chung 
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受付       

（英語）        Reception  

（中国語）       挂号处 

（韓国・朝鮮語）    접수 

（スペイン語）     Recepción 

（ポルトガル語）    Recepção 

（ベトナム語）        Lễ tân 

 

受付時間   

（英語）        Reception Hours 

（中国語）       接待时间 

（韓国・朝鮮語）    접수시간 

（スペイン語）     Horario de Recepción 

（ポルトガル語）    Horário de Recepção 

（ベトナム語）        Thời gian tiếp nhận 

 

予約制   

（英語）        By Appointment 

（中国語）       预约制 

（韓国・朝鮮語）    예약제 

（スペイン語）     Con Reservación 

（ポルトガル語）    Sistema de Agendamento 

（ベトナム語）        Phải đặt hẹn 

 

初診    

（英語）        New Patients 

（中国語）       初诊 

（韓国・朝鮮語）    초진 

（スペイン語）     Nuevos Pacientes 

（ポルトガル語）    Novos Pacientes 

（ベトナム語）        Khám lần đầu 

 

再診    

（英語）        Revisiting Patients 

（中国語）       复诊 

（韓国・朝鮮語）    재진 

（スペイン語）     Pacientes Revisitados 

（ポルトガル語）    Reconsulta 

（ベトナム語）        Tái khám 

 

初診受付   

（英語）        First Patients Reception 

（中国語）       初诊挂号处 

（韓国・朝鮮語）    초진 접수 

（スペイン語）     Recepción Pacientes por Primera Vez 

（ポルトガル語）    Recepção para Pacientes Novos 

（ベトナム語）        Đăng kí khám lần đầu 
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外来受付    

（英語）        Outpatient Reception 

（中国語）       门诊挂号处 

（韓国・朝鮮語）    외래 접수 

（スペイン語）     Recepción para Consultas Externas 

（ポルトガル語）    Recepção para Paciente Ambulatorial 

（ベトナム語）        Đăng kí khám ngoại trú 

 

入院受付   

（英語）        Reception for Hospital Admission 

（中国語）       住院挂号处 

（韓国・朝鮮語）    입원 접수 

（スペイン語）     Recepción de Admisión Hospitalaria 

（ポルトガル語）    Recepção para Admissão Hospitalar 

（ベトナム語）        Đăng kí nhập viện 

 

救急受付   

（英語）        Emergency Patient Reception 

（中国語）       急救处 

（韓国・朝鮮語）    구급 접수 

（スペイン語）     Recepción para Pacientes de Emergencia 

（ポルトガル語）    Recepção de Paciente Emergencial 

（ベトナム語）        Đăng ký khám cấp cứu 

 

内科外来   

（英語）        Outpatient Internal Medicine 

（中国語）       内科门诊 

（韓国・朝鮮語）    내과 외래 

（スペイン語）     Medicina Interna para Pacientes Externos 

（ポルトガル語）    Medicina Interna de Paciente Ambulatorial 

（ベトナム語）        Khám ngoại trú khoa nội 

 

外科外来   

（英語）        Outpatient Surgery 

（中国語）       外科门诊 

（韓国・朝鮮語）    외과 외래 

（スペイン語）     Cirugía para Pacientes Externos 

（ポルトガル語）    Cirurgia de Paciente Ambulatorial 

（ベトナム語）        Khám ngoại trú ngoại khoa 

 

周産期外来   

（英語）        Outpatient Perinatal Care 

（中国語）       周产期门诊 

（韓国・朝鮮語）    주산기 외래 

（スペイン語）     Cuidado Prenatal para Pacientes Externos 

（ポルトガル語）    Cuidado Perinatal de Paciente Ambulatorial 

（ベトナム語）        Khám ngoại trú chu kỳ sinh 
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薬局     

（英語）        Pharmacy 

（中国語）       药房 

（韓国・朝鮮語）    약국 

（スペイン語）     Farmacia 

（ポルトガル語）    Farmácia 

（ベトナム語）        Nhà thuốc 

会計        

（英語）        Payment 

（中国語）       收费处 

（韓国・朝鮮語）    회계 

（スペイン語）     Caja 

（ポルトガル語）    Pagamento 

（ベトナム語）        Kế toán 

 

計算窓口   

（英語）        Payment Calculation 

（中国語）       划价窗口 

（韓国・朝鮮語）    지불창구 

（スペイン語）     Cálculo de Pago 

（ポルトガル語）    Cálculo do Pagamento 

（ベトナム語）        Quầy thanh toán 

 

保険確認   

（英語）        Health Insurance Confirmation 

（中国語）       保险确认 

（韓国・朝鮮語）    보험확인 

（スペイン語）     Confirmación del Seguro de Salud 

（ポルトガル語）    Confirmação do Seguro de Saúde 

（ベトナム語）        Kiểm tra bảo hiểm 

 

医局    

（英語）        Doctors’ Room 

（中国語）       医务室 

（韓国・朝鮮語）    의국 

（スペイン語）     Sala de Doctores 

（ポルトガル語）    Sala dos Médicos 

（ベトナム語）        Phòng bác sỹ 

 

ナースステーション  

（英語）        Nurse Station 

（中国語）       护士休息室 

（韓国・朝鮮語）    너스 스테이션  

（スペイン語）     Estación de Enfermeras 

（ポルトガル語）    Enfermaria 

（ベトナム語）        Phòng điều dưỡng 
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面会時間   

（英語）        Visiting Hours 

（中国語）       来访时间 

（韓国・朝鮮語）    면회시간 

（スペイン語）     Horas de Visita 

（ポルトガル語）    Horário de Visita 

（ベトナム語）        Thời gian thăm bệnh 

 

病棟入口   

（英語）        Ward Entrance 

（中国語）       病房入口 

（韓国・朝鮮語）    병동 입구 

（スペイン語）     Entrada del Pabellón de Hospital 

（ポルトガル語）    Entrada da Ala 

（ベトナム語）        Cửa vào khu nội trú 

 

東病棟（西、南、北）     

（英語）        East Ward  (West,South,North) 

（中国語）       东病房（西、南、北） 

（韓国・朝鮮語）    동 병동(서, 남, 북) 

（スペイン語）     Pabellón Este (Oeste, Sur, Norte) del Hospital 

（ポルトガル語）    Ala Leste (Oeste,Sul,Norte) 

（ベトナム語）        Khu nội trú phía Đông (Tây, Nam, Bắc) 

 

周産期・母性病棟  

（英語）        Perinatal and Maternal Care Unit 

（中国語）       周产期·母性病房 

（韓国・朝鮮語）    주산기∙모성 병동 

（スペイン語）     Unidad de Cuidado Prenatal y Maternal 

（ポルトガル語）    Unidade de Cuidado Perinatal e Maternal 

（ベトナム語）        Khu chu kỳ sinh và chăm sóc bà mẹ 

 

新生児・未熟児室病棟  

（英語）        Neonatal and Premature Care Unit 

（中国語）       新生儿·早产儿病房 

（韓国・朝鮮語）    신생아∙미숙아실 병동 

（スペイン語）     Unidad de Cuidado Neonatal y Prematuro 

（ポルトガル語）    Unidade de Cuidado de Bebê Recém-Nascido e  

Prematuro 

（ベトナム語）        Khu chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ sinh non 

 

重症心身障害児施設  

（英語）        Facility for Children with Severe Physical and Mental Disabilities 

（中国語）       重症身心障碍儿童设施 

（韓国・朝鮮語）    중증심신장애아시설 

（スペイン語）     Facilidad para Niños con Incapacidades Severas  

Físicas y Mentales 

（ポルトガル語）    Instalação para Crianças com Deficiências Física e Mental Severa 

（ベトナム語）        Cơ sở dành cho trẻ khuyết tật thể chất và tinh thần nặng 
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講義室    

（英語）        Lecture Room 

（中国語）       讲义室 

（韓国・朝鮮語）    강의실 

（スペイン語）     Sala de Lectura 

（ポルトガル語）    Sala de Palestras 

（ベトナム語）        Phòng học 

 

研修室     

（英語）        Training Room 

（中国語）       研修室 

（韓国・朝鮮語）    연수실 

（スペイン語）     Sala de Entrenamiento 

（ポルトガル語）    Sala de Treinamento 

（ベトナム語）        Phòng đào tạo 

 

会議室    

（英語）        Meeting Room 

（中国語）       会议室 

（韓国・朝鮮語）    회의실 

（スペイン語）     Sala de Reunión 

（ポルトガル語）    Sala de Reunião 

（ベトナム語）        Phòng họp 

 

管理部門   

（英語）        Administration Section 

（中国語）       管理部门 

（韓国・朝鮮語）    관리부문 

（スペイン語）     Sección de Administración 

（ポルトガル語）    Seção Administrativa 

（ベトナム語）        Bộ phận quản lý 

 

救急入口   

（英語）        Emergency Entrance 

（中国語）       急救入口 

（韓国・朝鮮語）    구급실 입구 

（スペイン語）     Entrada de Emergencia 

（ポルトガル語）    Entrada de Emergência 

（ベトナム語）        Cửa vào khu cấp cứu 

 

夜間救急      

（英語）        Nighttime Emergency Treatment 

（中国語）       夜间急救 

（韓国・朝鮮語）    야간구급 

（スペイン語）     Tratamiento de Emergencia Nocturno 

（ポルトガル語）    Tratamento de Emergência Noturna 

（ベトナム語）        Cấp cứu ban đêm 
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夜間出口   

（英語）        Nighttime Exit 

（中国語）       夜间出口 

（韓国・朝鮮語）    야간출구 

（スペイン語）     Salida Nocturna 

（ポルトガル語）    Saída Noturna 

（ベトナム語）        Cửa ra ban đêm 

 

中央監視室   

（英語）        Central Monitoring Room 

（中国語）       中央监视室 

（韓国・朝鮮語）    중앙감시실 

（スペイン語）     Sala Central de Monitoreo 

（ポルトガル語）    Sala de Monitoramento Central 

（ベトナム語）        Phòng giám sát trung tâm 

 

防災センター(守衛室)  

（英語）       Security Center (Guard Station) 

（中国語）       防灾中心（守卫室） 

（韓国・朝鮮語）    방재센터(수위실) 

（スペイン語）     Centro de Seguridad (Estación de Guardias) 

（ポルトガル語）    Centro de Segurança (Sala do Guarda) 

（ベトナム語）        Trung tâm phòng chống thiên tai (phòng bảo vệ) 

 

休診日    

（英語）        Closed Days 

（中国語）       休诊日 

（韓国・朝鮮語）    휴진일 

（スペイン語）     Recepción Cerrada 

（ポルトガル語）    Dias Fechados 

（ベトナム語）        Ngày nghỉ khám 

 

土曜日    

（英語）        Saturday 

（中国語）       星期六 

（韓国・朝鮮語）    토요일 

（スペイン語）     Sábado 

（ポルトガル語）    Sábado 

（ベトナム語）        Thứ bảy 

 

日曜日    

（英語）        Sunday 

（中国語）       星期日 

（韓国・朝鮮語）    일요일 

（スペイン語）     Domingo 

（ポルトガル語）    Domingo 

（ベトナム語）        Chủ nhật 
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国民の祝日   

（英語）        National Holidays 

（中国語）       法定节假日 

（韓国・朝鮮語）    공휴일 

（スペイン語）     Día de Fiesta Nacional 

（ポルトガル語）    Feriados Nacionais 

（ベトナム語）        Ngày nghỉ lễ 

 

12 月    

（英語）        December 

（中国語）       12 月 

（韓国・朝鮮語）    12 월 

（スペイン語）     Diciembre 

（ポルトガル語）    Dezembro 

（ベトナム語）        Tháng 12 

 

1 月    

（英語）        January 

（中国語）       1 月 

（韓国・朝鮮語）    1 월 

（スペイン語）     Enero 

（ポルトガル語）    Janeiro 

 （ベトナム語）       Tháng 1 

 

 

その他 

入口(日本語)    

（英語）        Entrance 

（中国語）       入口 

（韓国・朝鮮語）    입구 

（スペイン語）     Entrada 

（ポルトガル語）    Entrada 

（ベトナム語）        Cửa ra vào 

 

駐車場  

（英語）       Parking  

（中国語）       停车场 

（韓国・朝鮮語）    주차장 

（スペイン語）     Parqueadero 

（ポルトガル語）    Estacionamento 

（ベトナム語）        Bãi đậu xe 

 

一般用駐車場 

（英語）       Visitors’ Parking 

（中国語）       一般停车场 

（韓国・朝鮮語）    일반용 주차장 

（スペイン語）     Parqueadero para Visitantes 

（ポルトガル語）    Estacionamento para visitantes 

（ベトナム語）        Bãi đậu xe thông thường 
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職員用駐車場 

（英語）       Hospital Staff Parking 

（中国語）       工作人员停车场 

（韓国・朝鮮語）    직원용 주차장 

（スペイン語）     Parqueadero para Personal 

（ポルトガル語）    Estacionamento para funcionários 

（ベトナム語）        Bãi đậu xe nhân viên 

 

お手洗い 

（英語）       Lavatory 

（中国語）       洗手间 

（韓国・朝鮮語）    화장실 

（スペイン語）     Baños 

（ポルトガル語）    Banheiro 

（ベトナム語）        Nhà vệ sinh 

 

階段 

（英語）       Stairs 

（中国語）       楼梯 

（韓国・朝鮮語）    계단 

（スペイン語）     Escalera 

（ポルトガル語）    Escada 

（ベトナム語）        Cầu thang 

 

エレベーター 

（英語）       Elevator 

（中国語）       电梯 

（韓国・朝鮮語）    엘리베이터 

（スペイン語）     Ascensor 

（ポルトガル語）    Elevador 

（ベトナム語）        Thang máy 

 

エスカレーター 

（英語）       Escalator 

（中国語）       自动扶梯 

（韓国・朝鮮語）    에스컬레이터 

（スペイン語）     Escalera Mecánica 

（ポルトガル語）    Escada Rolante 

（ベトナム語）        Thang cuốn 

 

公衆電話 

（英語）       Payphone 

（中国語）       公用电话 

（韓国・朝鮮語）    공중전화 

（スペイン語）     Teléfono Público 

（ポルトガル語）    Telefone Pago 

（ベトナム語）        Điện thoại công cộng 
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コインロッカー 

（英語）       Coin-operated Locker 

（中国語）       投币式存物柜 

（韓国・朝鮮語）    보관함 

（スペイン語）     Consigna Automática 

（ポルトガル語）    Armário Guardador de Objetos 

（ベトナム語）        Tủ đựng đồ công cộng 

 

立入禁止 

（英語）       Restricted Area 

（中国語）       禁止入内 

（韓国・朝鮮語）    출입금지 

（スペイン語）     Se Prohibe la Entrada 

（ポルトガル語）    Área Restrita 

（ベトナム語）        Cấm vào 

 

関係者以外立入禁止 

（英語）       Staff Only 

（中国語）       非相关人员禁止入内 

（韓国・朝鮮語）    관계자 외 출입금지 

（スペイン語）     Solo Personal 

（ポルトガル語）    Somente Funcionários 

（ベトナム語）        Không phận sự miễn vào 

 

非常口 

（英語）       Emergency Exit 

（中国語）       安全出口 

（韓国・朝鮮語）    비상구 

（スペイン語）     Salida de Emergencia 

（ポルトガル語）    Saída de Emergência 

（ベトナム語）        Cửa thoát hiểm 

 

火災報知器 

（英語）       Fire Alarm 

（中国語）       火灾报警器 

（韓国・朝鮮語）    화재경보기 

（スペイン語）     Alarma de Incendio 

（ポルトガル語）    Alarme de Incêndio 

（ベトナム語）        Chuông báo cháy 

 

消火器 

（英語）         Fire Extinguisher 

（中国語）       灭火器 

（韓国・朝鮮語）    소화기 

（スペイン語）     Extintor de Incendio 

（ポルトガル語）    Extintor de Incêndio 

（ベトナム語）        Bình chữa cháy 
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非常ベル 

（英語）        Alarm 

（中国語）       报警器 

（韓国・朝鮮語）    비상벨 

（スペイン語）     Alarma de Emergencia 

（ポルトガル語）    Alarme 

（ベトナム語）        Chuông báo động 

 

消火栓 

（英語）        Fire Hydrant 

（中国語）       消防栓 

（韓国・朝鮮語）    소화전 

（スペイン語）     Grifos de Agua 

（ポルトガル語）    Hidrante de Incêndio 

（ベトナム語）        Van lấy nước chữa cháy 

 

避難経路 

（英語）        Evacuation Route 

（中国語）       避难通道 

（韓国・朝鮮語）    피난경로 

（スペイン語）     Ruta de Escape 

（ポルトガル語）    Rota de Evacuação 

（ベトナム語）        Đường đi lánh nạn 

 

避難器具 

（英語）        Emergency Escape Apparatus       

（中国語）       避难用具 

（韓国・朝鮮語）    피난기구 

（スペイン語）     Aparatos de Emergencia 

（ポルトガル語）    Equipamentos para Fuga Emergencial 

（ベトナム語）        Thiết bị thoát hiểm 

 

食堂     

（英語）        Restaurant 

（中国語）       食堂 

（韓国・朝鮮語）    식당 

（スペイン語）     Comedor 

（ポルトガル語）    Restaurante 

（ベトナム語）        Nhà ăn 

 

売店     

（英語）        Shop 

（中国語）       小卖店 

（韓国・朝鮮語）    매점 

（スペイン語）     Kiosco 

（ポルトガル語）    Loja 

（ベトナム語）        Gian hàng 
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理容室    

（英語）        Barbershop 

（中国語）       理发室 

（韓国・朝鮮語）    이용실 

（スペイン語）     Peluquería 

（ポルトガル語）    Barbeiro 

（ベトナム語）        Phòng cắt tóc 

 


