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アムステルフェーン
憩いのある暮らし



はじめに
introduction

「クオリティー・オブ・ライフ」は、アムステルフェーン市にとって欠かせない
要素です。

お住まいにアムステルフェーンを選択されたのは、素晴らしいご決断です。
魅力にあふれる私たちの街が、直ぐに貴方を心を捉え快適にさせるに違いあり
ません。美しい植物園や多くの緑地帯に富んでいます。「スタッツハート
（Stadshart）」と呼ばれる市の中心部には、コブラ・ミュージアム、ヤン・
ファン・デル・トフトミュージアム、P60ポップポディウム、その他、劇場や
中央図書館など、芸術、文化、スポーツ、教育やエンタテインメントにおける
多くの施設が揃っています。どれも十分にお楽しみいただけることでしょう。

この他、アムステルフェーン市のショッピングをこの上なく楽しめます。まず、
「スタッツハート」には素晴らしいショッピングセンターがあり、多種多様の
お店が並んでいます。市の広場には毎週火曜日の午前中に有機栽培食品市、 毎週
金曜日には青空市が立ちます。市内には普段の買い物に便利な地域ショッピング
センターもあります。

アムステルフェーン市は、アムステルダムに隣接し、90,000人が住む非常に治安
のよい街です。現在、住民の19%は世界各地からの国際人です。こうした国際人
のニーズに応えるインターナショナルスクール、専門店やレストランおよび 医療
ケアなどの特別施設が整っています。アムステルフェーン市周辺には多くの国際
企業が存在しますが、それは国際企業の経営戦略として好ましい場所でありアム
ステルダム・スキポール国際空港に近いという立地条件のために設置されたから
です。　

アムステルフェーン市は、「アムステルダム・インビジネス」というアムステル
ダム首都圏での国際企業の設立・活動維持サポート組織の集約拠点パートナーです。
企業が抱える投資関連の問題について、全面的にご相談に応じ、その解決のお手
伝いをいたします。「アムステルダム・インビジネス」は、アムステルダム市と
周辺都市（アルメーレ市、ハーレマーミア市およびアムステルフェーン市）との
共同体で、オランダ経済省企業誘致局と密接に連絡を取り合いながら、国際企業
とその国際職員に最善のサービスを提供いたします。　

国際人住民である皆様が新しい「ホームタウン」で、直ぐに心地よい生活をして
いただける様、便利な情報を盛り込んだ小冊子をご用意いたしました。皆様から
のご意見、ご提案など大歓迎です。どうぞ何なりとお寄せください。

ようこそアムステルフェーンにお越しくださいました！　　

アムステルフェーン市　市長
チャプコ・R・ポッペンス



1

目次
contents

アムステルフェーン：「クオリティー・オフ・ライフ」

市役所

住民登録および滞在許可証

運転免許証

駐車許可証

出生届

警察・消防署

公共交通機関

教育

廃棄物（ゴミ）回収

アムステルフェーン・エクスペリエンス

医療

税制・社会保障

スポーツ

住宅

買い物

イン・アムステルダム

アムステルダム・インビジネス

おわりに

便利な住所録

December 2019

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2

3

3

4

5

5

6

7

8

10

11

14

15

16

18

20

21

22

23

26



2

アムステルフェーン市は、オランダ地方自治体のサイズ
としては中規模といえます。アムステルダム市やスキッ
ポール国際空港に近いというアムステルフェーンの立地
条件は経営戦略的観点から重要な意味合いがあります。
快適な住居・居住環境は（国際）ビジネス、クリエーティブ
や金融関連、またサービス企業が当地に拠点を設ける動
機となっています。アムステルフェーンの住宅の質は高
く、価格/品質比も妥当です。

立地条件の良さ、生活の質の高さが、アムステルフェーン
市に企業が進出する際のプラス要素です。アムステル
フェーンのイメージ向上に欠かせないのは、文化・ショッ
ピングエリアのスタッツハート（Stadshart市の中心の
意）地域です。国中から激賞される図書館、P60ポップ
ポディウムという全国に名を馳せるポップミュージック
センター、地域の人々に親しまれる劇場、国際的に有名
なコブラ美術館があります。「クオリティー・オブ・ラ
イフ」はアムステルフェーン市のスローガンです。
アムステルフェーンは、ここに来て、住み、働くにも快適
さを提供する楽しい町です。

緑地帯が多いこともアムステルフェーン市の自慢です。
市内には、アムステルダム森林公園や、植物園、ピート
（泥炭採掘で出来た）湖、大小の「溜池」があります。
手入れの行きとどいたグリーンエリアは、住民やビ ジ
ネス・コミュニティーから高い評価を受けています。
アムステルフェーン市はEntente Florale Europe 2014
（最緑化都市と環境認識度コンペ）にて金賞を受賞して
います。

市内にはプロ用・一般市民向けなど、あらゆるスポーツ
施設があり、その中でも特にホッケー、テニス、サッカー
は人気があります。

アムステルフェーン市には小・中等教育の様々な優秀な
教育施設があります。アムステルダム・インターナショ
ナルス クール、韓国人学校、日本人幼稚園もまた重要な
資産です。近郊の大学、アムステルダムの高等職業教育
施設を含めて、魅力的で包括的な教育の場を提供してい
ます。

当市に住むオランダ国籍以外のグループとしては、イン
ド人が突出し、次に日本人、イギリス人、中国人、ドイ
ツ人、アメリカ人、その他アジア人や西ヨーロッパ人と
続きます。アムステルフェーン市の雇用の特徴はIT関連
企業・会計事務所・広告会社等のハイクオリティ・ビジ
ネスです。 毎年の雇用創出増加もこの職域で顕著です。
失業者の数は比較的少ないといえます。アメリカ・日本
を筆頭に、アムステルフェーン市には数多くの外国企業
が進出しています。 

アムステルフェーン市の住民は他都市と比べると経済的
に豊かで、住民１人当たりおよび１世帯当たりの可処分
所得は国の平均と比較してかなり上回っています。

アムステルフェーン市当局は、市に関連する項目別の最
新統計や情報を小冊子に発表しています。オランダ語と
英語で書かれたこの情報誌は、市の公共サービス課にて
入手できます。

1 アムステルフェーン市：
クオリティー・オブ・ライフ

Amstelveen: quality of l ife
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アムステルフェーン市議会は,市の最高意思決定機関です。
アムステルフェーン市議会は37名の代表者で構成され、
最大政党はVVD（自由民主国民党）です。行政執行委員
会は市長とそれぞれの担当部門を持つ5人の助役から成
り立っています。職員945人が、18の行政サービス部門
に配置されています。皆様がアムステルフェーンの新し
い住民となられる際に、まず公共サービス課の行政サー
ビスについて知っておかれると便利でしょう。

何はともあれ、アムステルフェーン市の住民が良く利用
するのは市役所（住所：Laan Nieuwer-Amstel 1）の
一階にある公共サービス課Publiekszakenです。出生届、
助成金申請、賃貸家屋についての情報や賃貸助成金、
あるいはまた結婚やパートナー 契約の登録のためです。
市役所内には様々な業務、サービス部門が設置されてい
ますが、皆様もすぐに目的部門に行けるよう、分かりや
すくなっています。市庁舎にお入りになり、まずホール
の受付カウンターに来訪目的を告げてください。関連情
報を提供されるか、あるいは担当 部門に案内され、そこで
応対してくれます。待ち時間短縮のため事前に予約をとる
ことも可能です。 どうぞこのサービスを活用して時間
を有効にお使い下さい。 
皆様にとっても最初に必要となる部門は、公共サービス
課でしょう。アムステルフェーン市にご到着になりまし
たら、できるだけ早い機会に市役所の「国際新来者デス
クInternational Newcomers Desk」と連絡をお取りくだ
さい。登録に関する全ての情報が得られます。

市役所のインフォメーション・ショップでいろいろな
パンフレットを入手されるか、または送付して貰うこ
ともできます。 こうしたパンフレットや詳細の要請は
+31(0)20-540 4911 までお電話ください。この番号で当
市のどのサービスデスクとも約束が取れます。

その際、パスポートのみならず、関連書類をご持参いた
だくことにご留意ください。提出しなければならない書
類などに関する詳細は上記のインフォメーション電話サ
ービスかウェブサイトwww.amstelveen.nl/english より
入手出来ます。

住民登録と滞在許可証

国外から到着後、アムステルフェーン市に6か月間のうち
少なくとも4か月滞在を意図される場合、到着後の週日
5日間以内に市役所の公共サービス課に出頭し登録して
ください。
もしあなたのパートナーや子供もオランダに移住なさる
場合は、同席してください。
市役所にお出かけの前に市役所電話+31(0)20 – 540 49 
11に連絡し、住民登録（BRP）に必要となる書類の詳細
についてお問い合わせください。

滞在許可証の申請は、移民・帰化・入国管理局（IND）
に連絡をしてください。電話+31(0)88 – 043 04 30ある
いはウェブサイトwww.ind.nl/enをご利用ください。

2 市役所
town hall

市
役
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アムステルフェーン市の外国人居住者の多くの皆様から、
運転免許証と駐車許可証に関するお問い合わせがあり
ますので、以下の様に詳細をご案内いたします。

運転免許証  

オランダ国内の自動車運転者は一定の規則を遵守しなけ
ればなりません。あなたの自動車あるいはオートバイに
対し少なくとも自賠責保険の加入が義務付けられてい
ます。また車両は登録済みであること、運転者は有効
な運転免許証を持っている事(18歳以上であること)で
す。オランダでの車両の所有/使用及び運転に関する詳
細は、オランダ運輸局RDWに電話 0900-0739でご連絡
下さい。有効な運転免許証に関しては下記をご参照下
さい。

運転者には2つのカテゴリーがあります。
1 国際運転者：オランダに居住しなくともオランダで
車輌を使う人。これには観光客やセールスマンなど
も含まれます。もしオランダ滞在が185日以下であれ
ば、「国際運転者」とみなされ、運転免許証検問時
に国際免許証を提示しなければなりません。詳細に
ついては日本大使館へお問い合わせください。

2 オランダに居住する運転者：通常住居をオランダに
定め、オランダに住んでいる人。通常の住居とは、
年間少なくとも185日居住している場所です。

外国発行運転免許証のオランダ運転免許証への書換
オランダ国外で取得した運転免許証のオランダ運転免許
証への書き換えが可能かどうかをチェックするには、
オランダ運輸局RDWのウェブサイトwww.rdw.nlで最新
情報をご覧ください。

オランダ入国よりオランダに落ち着くまでの185日以内
の移行期には出身国で発行された運転免許証を使用する
ことが出来ます。この移行期中にその運転免許証はオラ

ンダの運転免許証に書き換えねばなりません。運転免許
証書換の条件：
・ オランダに居住していること、有効滞在許可証を保
有していること。

・ 申請時に保有している運転免許証は有効であること。
・ 保有している運転免許証は本国で満一年の内少なくとも

185日居住している間に発行されたものであること。

申請に必要な書類
• 有効な外国運転免許証
• カラーの公定規格パスポート用写真
• 有効な滞在許可証
• 有効な外国運転免許証の文章がオランダで使用され
ていない言語（例えば日本語やギリシャ語）だけで
掲載されている場合は、運転免許証の翻訳文を持参
せねばなりません。

• 外国人知的労働者向け30%ルールの恩恵を受けてい
ますか？その場合はオランダ税務署からの30%ルー
ル適用証明書をご持参下さい。

• 健康声明書（Gezondheidsverklaring）
- EU、スイス、ノルウェイ、アイスランドおよび
リヒテンシュタイン以外の国からの運転免許証書
の場合。

- 運転免許証の有効期間が10年以下の場合。
- 運転免許証に運動能力に関する注記あるいは規約
が含まれている場合。

申請書はオランダ運輸局RDWに送付されます。RDWは
2、3週間内に新生運転免許証を市当局に送付します。
申請者はRDWより通知を受けた後、本人出頭のもと市
の登録課にて新生免許証を受理できます。最新情報は
www.rdw.nlをご覧ください。

運転免許証の書き換えができない場合は、実技と学科の
標準試験を、運転資格証明中央局CBRにて受けなければ
なりません。詳細は電話+31(0)88 - 227 77 00でお問い
合わせください。
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運転免許証を紛失しましたか? 　
紛失した、あるいは盗難に遭った運転免許証の届出は市
役所の書類課 Documents Departmentにて「紛失声明
書」に記入してください。この紛失届は書類課と約束を
取って本人出頭のもとになされるものとご理解ください。
この書式は、新しい運転免許証交付の理由書ともなります。
身分証明書の提示によって身分証明がなされると直ぐに
新しい運転免許証交付申請ができ、その手続き費用の支
払いをします。
通常の運転免許証発行料のほかに、再発行の手続き料が
課せられます。緊急再発行を望まれる場合は、追加費用
がかかります。

必要書類をご持参になることをお忘れなく！

通常の運転免許証発行料のほかに、再発行の手続き料が
課せられます。緊急再発行を望まれる場合は、追加費用
がかかります。

交付日　
通常は週日5日間ほどで発行されます。もし身分証明書
の提示ができない場合、身分証明確認のために週日8日
間くらいかかります。緊急申請は午後2時前に提出され
ると、あくる日の午前9時半過ぎには 受け取ることがで
きます。

「紛失声明書」が作成されると、紛失あるいは盗難に遭
った運転免許証は無効となります。回収や取り戻すこと
ができた際は、市役所に返還してください。

駐車許可証 

アムステルフェーンには駐車規制が適応される地域があ
り、駐車に関していくつかの特別規律があります。
この許可証には2つのタイプがあり、居住者用と来訪者
用です。

居住者専用駐車許可証  
この駐車許可証の入手資格には、 非オランダ人の住民は
外国人登録課に記載されていることが必須です。住民登
録が済んでいない限り、居住者専用駐 車許可証を申請
することは出来ません。また、この居住者専用駐車許可
証には駐車する自動車の車輌登録番号が明記されるため、
申請に先立ち自動車を所有していることが条件です
（1住所につき最高2台までの車輌登録番号の記載が許可
されます）。

一時滞在の労働者向け駐車許可証 
オランダの企業に一時的ベース（数ヶ月間）で勤務する多く
の外国人居住者がいます。合法的に滞在していながらも、
住民登録をしていない場合があります。もし、あなたが
そのケースに該当するならば、次の特例が適用されます。
その（一時的）住所に、他の誰も住民登録がされていな
いことを条件に、居住者専用駐車許可証の入手資格があ
るかも知りません。申請する際に、お住まいの不動産／
賃貸契約書、身分証明証、車輌登録証明証が必要です。
もし車両があなたの所有物でない場合は、リース契約書
あるいは、申請者であるあなたが該当車両の専用使用権
を保有している旨の声明書が必要です。このタイプの駐
車許可証の有効期間は最長3か月です。

駐車許可証の基本情報
・ 居住者専用駐車許可証は、最長一年単位で発行され
ます。

・ 居住地域が、駐車許可の対象地域です。
・ 一独立住居に対して二枚以上の駐車許可証が支給さ
れることはありません。独立住居とは、専用の入り
口を持ち、住人が必需施設を戸外に依存せずに生活
できる家を指します。

デジタル居住者専用駐車許可証は、ウェブサイト
amstelveen.citypermitloket.nlから、あるいは市役所の公
共サービスデスクでの申請も可能です。もし、代理人が
駐車許可証を受け取りに行く場合は、上記の書類のほか
に居住者の署名のある委任状および代理人自身の身分証
明書が必要です。

来訪者用駐車許可証 
駐車規制が適用される地域にお住まいの居住者には、
各住所につき最高一枚のみ来訪者用許可証が支給され
ます。この許可証は個人向けで企業は対象になりません。
来訪者用許可証は、全ての駐車規制地域に適用される
わけではなく、時として居住者専用駐車許可証が発行
されていない場合のみのことがあります。
公共サービス課で、どの通りにこの規制が適用されるのか
をお確かめください。詳細は訪問先にお尋ねください。

出生届

オランダで生まれた子供は、新生児届を出生場所の市
役所に提出しなければなりません。出生届は産後3日間
以内にしてください。もし3日間以内に出生届ができ
ない場合は、アムステルフェーン市役所の戸籍登記所 
Burgelijke Standにご連絡ください。お届け出の際に必
要な書類は以下です。
・ 身分証明書
・ 結婚証明書（オランダ住民登録BRPに登録されてい
ない場合）
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アムステルフェーン市の警察署は、市の中心の Gerard 
Doulaan 2番にあり、24時開設しています。緊急ではな
い要件の場合は、電話0900-8844で警察の総務案内まで
ご連絡下さい。
緊急時の場合は、電話112にダイヤルしてください。

アムステルフェーン市は、盗難発生率が全国平均より低
く比較的安全な街ですが、安全のためご自宅の防犯確認
することをお勧めしたします。警察の家宅侵入防犯止
チームが喜んでご相談に応じ、アド バイスいたします
（電話0900 - 88 44）。オランダの警察は交通規則に厳
しく、スピード違反の検問は頻繁に行われます。飲酒運
転は、犯罪とみなされ厳しい罰則が科せられます。
オランダの交通法規違反と罰金に関する詳細は、検察局
のウェブサイトwww.om.nl/algemeen/englishをご覧くだ
さい。 

アムステルフェーン市には市消防署が Oranjelaan 1にあ
ります。緊急事態の場合、消防署と警察署共に緊急電話
番号112で24時間中連絡できます。消防署は火災の発生
を未然に防ぐためのアドバイスをしています。消防署を
訪問して、防災のための様々なパンフレットを入手する
ことも 可能です。あるいは消防署+31 (0)20-555 66 66
に電話して防災アドバイスを受けることもできます。 
消防署では基本的なアドバイスとして、住まいに煙報知
器を設置することを勧めています。それは煙報知器が命
を救うことになるからです。

3 警察・消防署
police and fire department

警
察
・
消
防
署
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アムステルフェーン市には、優れた公共交通網が敷かれ
ています。アムステルフェーン市の居住区へは、ほぼ全
域に公共交通機関で行くことができます。
主な公共交通ルート
・ アムステルフェーンとアムステルダム間はトラムと
バス（トラム5番、バス347/348/357/358番）

・ アムステルフェーンとスキッポール国際空港間は
 バス（頻繁に快速運行しているバス300/356番）

街の中央西側にあるアムステルフェーンのバス・ターミ
ナルはバス路線のハブです。中央東側にはトラム・快速
トラム停留所があります。

OVチップカード 

公共交通機関ではOVチップカードをご利用ください。
バスやトラムに乗降する際にカード識別機にタッチさ
せ、チェックイン/アウトします。運賃は降車する際に
OVカードから自動引落しされます。

OVチップカードはどこで購入するのか？ 
アムステルフェーンでは、アムステルフェーン線停留所
（プラットフォーム上）にある自動販売機で、一回使用
あるいは無記名カードを購入できます。この自動販売機
でOVチップカードを補充チャージすることが出来ます。
アムステルフェーンのバス・ターミナルの角に販売拠点
のカウンターと、Breaxxと呼ぶ自動販売機が備えてあり
ます。このBreaxxでは、個人専用カードも入手できます。
また、アムステルダム南駅Amsterdam Zuid には「GVB
チケット＆インフォ」というカウンターがありOVチップ
カード全般サービスを提供しています。
アムステルフェーンにある煙草屋やスーパーにも簡易自
動販売機が設置されており、OVチップカードの補充が
可能ですが、ここでの支払いはピンパス決済のみが有効
で、現金やクレジットカードは使えません。

お住まいの近くで補充チャージ出来る場所についてはウ
ェブサイトwww.gvb.nl/ovchipcardでお確かめください。
OVチップカードについての詳細は、0900-0980までお電
話いただくかウェブサイトwww.OV-chipkaart.nl
（英語版有) をご覧ください。

オランダ全国の公共交通機関に関する情報は、電話
0900-9292あるいはウェブサイトwww.9292.nlにアクセ
スしてください。

アムステルフェーン市の最寄り鉄道駅は、アムステルダム
南駅Amsterdam Zuid、アムステルダム・バイルマー・
アレナ駅Amsterdam Bijlmer ArenA、スキッポール空港
駅Schipholです。三駅ともに国内の電車や国際列車への
接続が簡単にできます。切符は駅の窓口で、または切符
自動販売機にて現金あるいはクレジットカードで購入で
きます。

他国と違う点は、路上で流しのタクシーを拾えないこと
です。電話で予約をするか、タクシー乗り場で順番をお
待ちください。

4 公共交通機関
public transport

公
共
交
通
機
関
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オランダの子供は5歳から義務教育が始まり、これは
オランダに居住する外国人の子供にも適用されます。
学校には宗派とは無関係な公立普通校や宗教系学校など
様々な種類があります。親が子供を入学させたい学校を
自由に選択し、希望の学校に入学手続きをします。
学校のリストは市役所までお問い合わせください。

5 教育
education

教
育

誕生から12歳までの教育　0歳から4歳までは週日
に1日9時間あるいはそれ以上ご利用できる託児所が
あります。お申し込みはアムステルフェーン・キン
ダーライクAmstelveen KinderRijkの入園登録所が受
付けています。この事務所の受付時間は月曜日から
金曜日、09:00から17:30までです。電話+31 (0)20-
426 08 66でのお問い合わせもできます。キンダーラ
イク事務所にて託児（終日あるいは数時間）や託児
補助金に関する情報などの入手ができます。
教育環境に慣らすために、2歳児から4歳児をお遊
び教室に参加させるのはいかがですか。08:00から
13:00まで過ごせます。詳細についてはウェブサイト
www.Kinderrijk.nl/enをご覧ください。

課外活動や放課後ケア　4歳から12歳の子供のため
に、課外活動や放課後ケアセ ンターがあります。
授業時間外の他、学校が半日の時や学期休暇中に、
このセンターに子供を預けることができます。この
タイプのデイケア施設の利用は、上記のアムステルフェ
ーン・キンダーライクまでお問い合わせ下さい。

二ヶ国語併用児童ケア　0歳から4歳までのお子
さん向けに、ヘスティアHestiaは英語とオランダ
語併用の託児ケアを提供しています。Hestia Child 
Care はアムステルフェーンの Laan van de Helende 
Meesters 4にあります。詳細は電話+31 (0)20-345 
93 91やメールinfo@hestiakinderopvang.nlでお問い
合わせください。あるいはウェブサイト
www.hestiakinderopvang.nl.をご覧ください。

インターナショナルスクール・オブ・アムステル
ダム (ISA) では、イ ンターナショナル教育を提供
しています。ISAは、アムステルフェーン市周辺に
住む外国人コミュニティーの児童向け教育の要望に
応えて1964年に設立されました。ISAは非宗教、非
営利の全日制男女共学の学校で、13年級 (3歳から18
歳）までの生徒を受け入れています。教育課程は
インターナショナル・バカロレアに基づいており、
特にオランダに数年滞在して母国に帰る生徒や数ヶ
所のインターナショナルスクールに在籍し学校教育
を終了する生徒たちにも対応できる配慮がなされて
います。授業の言語は英語です。ISAはNEASC (New 
England Association of School and College)やECIS 
(European Council of International Schools)の認定を
受けています。アムステルフェーンの閑静な住宅地
に特別に建設された校舎やキャンパスは、アムステ
ルダムの中心地やスキッポール国際空港からも車や
公共交通機関で数分の至近距離にあります。
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詳細はウェブサイトwww.isa.nlをご覧いただくか、
メールinfo@isa.nlにて資料の要請、あるいは電話 
+31 (0)20-347 11 11をご利用ください。

エミティ・インターナショナルスクール　エミティ・
インターナショナル・アムステルダムは、3歳から
11歳（2018/19からは11歳から13歳）の子供を対象
に改良されたIB（国際バカロレア）PYP（初頭教育
プログラム）教科課程に基づいた教育を提供してい
ます。詳細はウェブサイトwww.amityschool.nl をご
覧いただくか、学校受付にメールenquiries@amity.
amsterdamあるいは電話+31 (0)20-345 44 81でお問
い合わせください。

アムステルダム日本人学校　1980年に設置された
私立の学校で、6歳から15歳 までの児童を対象に日
本語で授業する全日制学校です。日本の教育制度に
基づいた学科を提供しています。 詳細はウェブサイ
トwww.jsa.nlをご覧いただくか、電話+31 (0)20-611 
81 36 にて校長までご連絡ください。

アムステルダムのブリティッシュスクール　1978年
創立の私立の男女共学全日制学校です。2歳から14歳
までのあらゆる国籍の子供たちに英語でブリティッ
シュ・ナショナル・カリキュラムに沿った伝統的な
教育を施しています。詳しくは www.britams.nl
をご覧いただくか、電話+31 (0)20-679 78 40 にて
校長までご連絡ください。

チューリップ学園　アムステルフェーンのチュー
リップ学園は日本の幼稚園です。3歳児から5歳児ま
でを対象に、月曜日から金曜日まで日本語で教えて
います。教育のほかに、子供たちは日本の儀式や習
慣などについて学ぶことができます。詳細は
www.tulipgakuen.nlをご覧いただくか、電話
+31 (0)20-661 51 82にて園長までご連絡ください。

アムステルダム・インターナショナル・コミュ
ニティー・スクール (AICS) は、4歳から19歳
までの学生を対象としています。授業は英語でなさ
れます。AICSにはオランダ中央政府から補助金が
出ているため、低い学費で質の高い教育レベルを維
持することができます。国際初等教育、IB中等教育
および国際バカロレア・プログラムを提供していま
す。AICS本校と衛星校は静かな住宅地に位置し、主な
交通機関から歩いて数分の場所にあり、ワールド・
トレードセンターの近くです。オランダ語や文化教
養を学ぶことができます。自国語が英語でない人た
ちは特別英語授業を受けることができます。敷地内
にはデイケアセンターも設置されているので、放課
後のケアも対応してくれます。何を成すにも勉学が
一番とするコミュニティーを形成するよう励んでい
ます。詳細はアムステルダム・インターナショナル・
コミュニティー・スクールに電話+31 (0)20-577 12 
40お問い合わせ、あるいはウェブサイト
www.aics.euをご覧ください。

大学  

アムステルダム市には、自由大学フライ・ユニヴァ
シテイトVU Vrije Universiteit (VU)と アムステルダ
ム大学ユニヴァシテイト・ファン・アムステルダム 
Universiteit van Amsterdam (UVA)の二つの大学があ
ります。そこでは様々な学科を英語で受講すること
ができ、多くの海外との交流を持っています。
また、アムステルダム首都圏では国際学を高等職業
教育専門学校にて勉強することもできます。

成人教育施設

フォルクスユニヴァシテイト・アムステルランﾄ
Volksuniversiteit Amstelland 市議会から一部
補助金を受けている成人教育施設です。フォルクス
ユニヴァシテイト・アムステルラントは非営利団体
で、講義や講座は誰にでも公開されています。住所
はStadsplein 97です。種々なコース、授業、講義
を設備の整った教室で提供しています。急速に国際
化しつつあるアムステルフェーンの特色が、この教
育施設に集まる外国人学生や、11カ国からの教授陣
にも反映されているといえましょう。毎年70ヶ国か
らやってきた300名を超える人が学籍に登録してい
ます。

オランダ語コース　もしあなたが永住許可証の保
有を望む場合は、市民化が義務付けられます。それ
にはオランダ社会への融合要綱を満たすに十分なオ
ランダ語の知識が要求されます。修学レベルを試験
するために、国家試験NT2と呼ばれるテストが作成
されました。修学証書は、あなたが十分なオランダ
語を使えるという証明書となります。詳細はウェブ
サイトwww.inburgeren.nl.をご覧ください。 

フォルクスユニヴァシテイト・アムステルラント大
学では、アムステルダム首都圏に居住、勤務する海
外赴任者を対象に、この国家試験NT2への「受験準
備コース」を開設しました。このコースに関しての
情報、受講要綱、料金などについては、電話
+31 (0)20-545 14 24あるいはウェブサイト
www.vu-amstelland.nlをご覧ください。
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アムステルフェーン市は良い環境を重んじるため、多く
の公園、湖水庭園や緑地を配置しています。 住居周辺
の環境管理も総合的に魅力的な環境作りの一環です。
この目的のためにアムステルフェー ン市はゴミ分別回
収システムを採用しています。

家庭ゴミを適切に分別することで、残留廃棄物の量を減
らし、貴重な原料の再利用に貢献することができます。
さらに、これは廃棄物税を低く抑えるのに役立ちます。

低層住宅
多くの場合、低層住宅の家にはプラスチック包装材・容
器、メタル缶や飲物パック（PMD）、生ごみ（GFT）、
紙およびダンボール向けに三つのコンテナーが設置され
ています。ゴミ回収日を知るには、mijnafvalwijzer.nlサ
イトの「afvalkalender（ゴミ・カレンダー）」をご参照
ください。あるいはAfvalWijzerアップをご覧ください。
このアップをインストールすると、いつコンテナーを出
すべきかをお知らせメッセージとして受け取ることがで
き、とても便利です！

高層住宅
高層住宅の居住者は、ゴミ（価値ある原料です）を地下
コンテナーに入れます。
詳細はamstelveen.nl/wasteサイトをご参照ください。

廃棄物パス
全ての居住者はゴミを地下コンテナーに入れることがで
きます。この地下コンテナーの利用には廃棄物パスが必
要です。パスを紛失しましたか？amstelveen.nl/waste
サイトより新しいパスの購入を要請できます。

どのゴミをどのコンテナ―に入れる？
「Afvalscheidingswijzer（ゴミ区別表）」サイトをご
覧ください。地下コンテナーには午前８時から午後９時
までの時間帯にゴミを入れてください。そうすると騒音
などの迷惑を防ぐことができます。

6 廃棄物（ゴミ）回収
waste collection

廃
棄
物
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収
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7 アムステルフェーン
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experience Amstelveen
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植物園　枝を短く刈り込んだ柳や葦原のある典型
的なオランダ干拓地風景のデ・ブラークDe Braakを
散策、ジャック・P・タイッセ博士公園Dr.  Jac P. 
Thijsseparkのロマンチックな「ガーデンルーム」を
散歩しながら沼沢草本Marsh St. John’s Wort、クラ
ンベリー、御前橘Dwarf Cornelといった稀な野生植
物が儚い美しさを誇るのを愛で、はたまたコース・
ラントウェル博士公園Dr. Koos Landwehrparkでは国
際的に珍しいモリニア原をほれぼれと眺めて昔日の
東方農牧地に思いを馳せるなど。これら三つの公園
は全部で13．6ヘクタールもあり、その独特な特徴と
自然環境のために国内で重要な自然保護地区に指定
される予定です。

アムステルダム森林公園　現在ではアムステル
フェーン市範囲内に組み込まれた、みずみずしく茂
る魅惑的なアムステルダム森林公園ですが、敷設当
初の考え方として、どこにも「立ち入り禁止」の場
所を作らないというものがありました。散歩する人、
サイクリスト、乗馬を楽しむ人向けの入念な道路網
は入園者にゆるやかに広がる牧草地、木陰のある空
地や平穏な湖へと誘い、これら全てが1930年代に人

工的に作られたのです。森林公園は十分に広く大き
いので、人に出会うこともなく自然と野生生物に囲
まれた森や牧草地での散歩、時には小川を渡ったり
して簡単に一日を過ごすことができます。ピクニッ
クに適した場所も豊富にありますが、軽飲食屋台や
レストランはもちろんのこと、ペット動物園農場も
二つほどあり、日当たりのよいテラスで美味しいパ
ンケーキが供されます。この公園は賢く設計されて
いて、森の中央軸に沿って人気のあるアクティビ
ティーを集め、サッカー、ホッケーフィールドから
乗馬学校あるいはオリンピックサイズの漕艇場もあ
ります。テニスのプレー、カヌーのレンタル、森の
中の巨大な樹木間でジップラインあるいは単に公園
内のたくさんある池や湖での水泳などが楽しめます。
子供たちと楽しさに満ちた一日を過ごすには、たく
さんのエリアとアクティビティーを可能にし、特に
子供たちを考慮に入れ設計した公園としては完璧と
言えるでしょう。また公園内には櫻公園があり400本
の美しい櫻の花を咲かせる春は楽しいピクニックス
ポットとなります。ウェブサイト
www.amsterdamsebos.nlをご覧ください。



12

ア
ム
ス
テ
ル
フ
ェ
ー
ン・
エ
ク
ス
ペ
リ
エ
ン
ス

ホテル　アムスエルフェーンには、（ビジネス
マンも含めて）外国からの訪問者のニーズに応
え、たくさんのホテルがあります。Grand Hotel 
Amstelveen、Abina Hotel、Alp de Veenen Boutique 
Hotel、Ibis Budget Amsterdam City South、Cityden 
Up、Ammonite Hotel や Amsterdam Forest Hotelな
ど、ホテルのウェブサイトにアクセスし詳細情報を
ご覧ください。

アムステルフェーンには、是非とも時間を取って訪
れていただきたいとお勧めする様々な文化施設が揃
っています。

コブラミュージアムは、1946年以降の近代美術の
様々な作品の展示とコブラグループの作品を常設展
示しています。開館時間は火曜日から日曜日まで、
11:00-17:00です。住所はSandbergplein 1-3、詳細
情報はウェブサイトwww.cobra-museum.nlをご覧く
ださい。

ヤン・ファン・デル・トフトミュージアムは、
Dorpsstraat 50にあり、現代美術の展示をしてい
ます。現代グラスアートやサム・フランシスSam 
Francis、アガムAgam、カンタースKanters、セザー
ルCezar、ザドキンZadkin、フェアスホーVerschoor
の素晴らしい作品のコレクションをご鑑賞いただけ
ます。 開館時間は火曜日から日曜日まで、
11:00から17:00です。 詳細は電話+31 (0)20-641 57 
54 にて、あるいはウェブサイトwww.jvdtogt.nl
をご覧ください。

アムステルフェーン劇場では、ダ ンス・演劇・音
楽と、多様に変わる演し物をお楽しみいただけます。
Stadsplein 100にあるアムステルフェーン劇場には、
シアターの他に、映画館、会議場、シアターバーが
あります。詳細は電話+31 (0)20-547 51 75にご連絡
いただくか、ウェブサイト
www.schouwburgamstelveen.nlをご覧下さい。
サイトにはプログラムの詳細も掲載されています。

ポップポディウムP60は、アムステルフェーンの
文化発信地です。コンサートホールやリハーサルス
タジオがあります。毎年ここで200を超えるコンサー
ト、クラブ、ワークショップやイベントが開催され、
従来のアーティストとポップカルチャーのアーティ
スト、それに加えて新しいタレントがお目見えします。
プログラムの詳細やイベントの概要はwww.P60.nl で
ご覧になれます。

アムステルフェーン公共図書館で、本や雑誌を廉
価で借り出せます。図書館は市内の三ヶ所に支部が
あり (本館はStadsplein 102)オランダ語他、外国語
の本も揃っています。図書館のご利用には、まず会
員になる必要があります。電話でのお問い合わせは
+31 (0)20-641 41 26 まで、あるいはウェブサイト 
www.amstelland-bibliotheken.nlにアクセスしてくだ
さい。
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プラットフォームCは、フォルクスユニヴァシテイ
ト・アムステルラント、アムステルフェーン・アー
ト・ライブラリー、アムステルフェーン・ミュージッ
ク＆ダンススクールが一同に集まるプラットフォー
ムです。多面にわたるカルチャー、クリエーティビ
ティー、コミュニケーション・メディアの場です。
詳細はウェブサイトwww.platform-c.nuをご覧くだ
さい。

JWC日本婦人クラブは、1989年に設立された非営
利団体で、オランダ地域社会との直接交流活動を通
じ、日本に対する親近感の熟成と日蘭の相互信頼関
係を築くことを目的としています。オランダ商工会
議所に正式に登録されています。
JWCの活動の詳細はメールjwcholland.org@gmail.
comにて、あるいはウェブサイト
http://jwcamstelveen.web.fc2.comをご覧ください。 

（財）在蘭邦人相談窓口は、非営利組織で、オラ
ンダ在住の日本人と日本語を話すオランダに住む方
々に情報を提供しています。
この組織はボランティアメンバーのみで運営されて
います。無料でオランダと日本に関する諸々の情報
やアドバイスを提供しています。活動内容に関して
のご質問、あるいはご支援いただける場合はメール
jhelpdesk@live.nlにてご連絡くださいますよう、
お願いいたします。
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アムステルフェーン市の医療設備は充実しています。
健康管理の第一歩としてハウスアーツ(huisarts)という、
家庭医ホームドクターと歯科医があります。医療サービ
スを受けるためには、前もってこの二つの医療施設に患
者登録が必要です。患者への往診を考慮に入れ、ホーム
ドクターはある一定の限られた地域を担当しています。
担当患者数が定員を超える時は、新たな患者を受けるこ
とができません。その場合は、最寄りの別のホームドク
ターを紹介してくれます。ホームドクターは、簡単な初
期医療手当てをしてくれますが、もしホームドクターの
手に余るような場合には、専門医を紹介してくれます。
歯科医には特に地域的な制限はありませんが、もし患
者数が定員を超える場合は同僚歯科医を紹介してくれ
ます。

オランダの医療ケアは無料ではありません。所得額にも
よりますが、住民は義務付けられた国民健康保険サービ
スへ加入することで保障されています。あなたの場合、
通常個人で、または勤務先が保険をかけます。医療サー
ビスを受ける時、多くの場合、保険に加入している証明
を求められます。ホームドクターあるいは専門 医が処
方した医療薬品は薬局で受取り、薬局に支払います。
領収書を受け取り、それを契約している保険会社に提出
して払戻し請求をすることができます。

8 医療
medical matters

医
療

病院と救急サービス　アムステルフェーン・アム
ステルラント病院は殆ど全ての医療専門領域を包含
しています。応急手当は毎日08:00-22:00までアムス
テルラント病院が対応しています。この時間外の救急
サービスは、お近くのAMCアムステルダム大学病院
かVU自由大学病院にお問い合わせください。

アムステルフェーン・アムステルラント病院は、
インド人と日本人向けのサポートデスクも設置して
います。これらのサポートデスクはインド人と日本
人海外赴任者とその家族の保健と医療問題に関して
支援するもので、適切な医療科、医療行為について
ご案内しています。
インドデスク：ウェブサイト
www.indiadeskamstelland.nl、連絡メール
indiadesk@zha.nl
ジャパンデスク：ウェブサイト
www.ziekenhuisamstelland.nl/jp/、連絡電話
+31 (0)20-755 71 46.

歯科医　歯科医には特に担当地域の制限はありませ
ん。歯科診療所ファン・ミルvan Millはアムステル
フェーンに1982年に設立され、1998年からは日本人
医療スタッフを置いています。現在は歯科医2名と歯
科医助手3名で日本人コミュニティーの歯科ケアを提
供しています。
診療の約束は、電話+31 (0)20-641 65 66で、あるい
はウェブサイトwww.en.hjvanmill.nlにアクセスして
登録書式にてご連絡ください。開業時間は月曜日か
ら金曜日まで、08:00-12:00、13:00-16:30です。

インタナショナル・メンタルヘルス国際精神保健
包括的な精神保健ケアを経験豊かな精神分析医、心
理学者および看護師からなるチームが提供していま
す。数ヶ国語で対応してくれます。詳細はウェブサ
イトwww.internationalmentalhealth.nlをご覧くださ
い。

緊急時の場合、また救急車が必要な際は電話112に
ダイヤルしてください。
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9 税制と社会保障
taxes and insurance

オランダに居住する人は、疾病や失業で紛失した所得の
補償、老齢年金や遺族年金など社会保障制度で保護され
ています。18才以下の子供は児童手当、学生は就学資金
の融資や奨学金を受ける資格があります。もしあなたが
一時的とはいえオランダに居住あるいは就業している場
合は、あなたと家族はこれらの社会保障の一つあるいは
複数の給付を受けることができます。
雇用者（本社）から在オランダの会社に派遣された人に
は、雇用者の本社所在地により異なった規律が適応され
ます。

オランダの老齢年金（AOW一般老齢法）は、66歳
（2021年には67歳まで引き上げ）からの人を対象と
した基礎年金です。もしあなたがオランダの住民あれば
AOWシステムで保障されます：15歳（2021年には17歳ま
で引き上げ）の誕生日以降に合法的にオランダに住み、
あるいは就業している場合は、全年金の2%が毎年積み
立てられます。他の国に転居してもオランダで年金の掛
け金を払った年数は保持され、年金受給対象年齢に達し
た時に年金の給付額が算出されます。
条件にもよりますが、オランダ以外の国に住みながらも
オランダの年金を受け取ることができます。

児童手当（AKW一般児童法）に基づいて、18歳以下の
子供の養育費が扶助金として給付されます。この扶助金
は各四半期の終わりに給付されます。アムステルフェー
ン市にお住まいの場合は、ライデン市に置かれたオラン
ダ社会保障銀行Sociale Verzekeringsbankの事務所に児
童手当申請を提出します。この機構が児童手当の受給資
格の有無を査定します。

老齢年金や児童手当の詳細情報や住所、電話番号はオラ
ンダ社会保障銀行のウェブサイトwww.svb.nl.をご覧く
ださい。このウェブサイトは英語でも対応しています。
他の社会保障制度や税制に関してはそれぞれのウェブ
サイトwww.uwv.nlとwww.belastingdienst.nlをご覧くだ
さい。 税

制
と
社
会
保
障
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Ｊドリームカップ　
2006年末、オランダの日本人コミュニティーは、
オランダでの日本人による最高に活気に満ちたサッ
カートーナメントで絶大なる情熱を発揮しました。
今ではこのトーナメントはアムステルフェーンにあ
るRKAVICスタジアムで毎年開催されています。
Ｊドリーム杯は、素晴らしいスポーティーな企業行
楽です。午前9時半から午後5時までのプログラムで、
サッカートーナメントのほかにエンタテインメント
のイベントで満たされ、開始から終了まで託児ケア、
美味しいスナックやドリンクが用意されています。
例年日本サッカートーナメントについての詳細は
ウェブサイトwww.jdream.nlをご覧ください。

囲碁センター　
ヨーロッパ囲碁文化センターEuropean Go Cultural 
Centre (EGCC) は、非営利組織で囲碁をヨーロッパ
に広めるともに一般の人に、古代に遡る囲碁の由来、
歴史や規則についての情報を提供しています。ヨー
ロッパ囲碁連盟と綿密に協同してトーナメントを組
織し、囲碁コースを企画しています。全国の殆どの
囲碁クラブとの協力のもとに、囲碁プロモーション
材や教材を制作し、ヨーロッパの１７言語で展開
しています。EGCCが置かれた建物は日本棋院の
所有で、（財）日本棋院ヨーロッパ 囲碁文化セン
ターFoundation Nihon Ki-in European Go Cultural 
Centreに貸し出され、囲碁を楽しむ場所として使わ
れています。アムステルフェーンのヨーロッパ囲碁
セン ターについての詳細はウェブサイト
www.go-centre.nlをご覧ください。

水泳プール　
メアカンプMeerkampプールは最高の施設を誇っ
ており、競泳、アクアエアロビックス、子供向け
水泳教室やレクリエーションとしての水泳などが
楽しめます。場所はアムステルフェーンのVan der 
Hooplaan 239です。詳細はウェブサイト
www.meerkamp.nlをご覧ください。

水上スポーツ 
プールズ・アップ・アーバン・ビーチPoel’s Up 
Urban Beach はアムステルフェーン市庁舎の真後
ろにあり、水上スポーツに最適で湖に浮かぶプール
にはテラスがあり、素晴らしい眺めです。SUP漕ぎ
などのアクティビティーが楽しめます。詳細はウェ
ブサイトwww.poelsup.nl.をご覧ください。

財団アムステルフェーンスポーツ・
マネージメント
Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS) は、スポー
ツやレクリエーション活動に関する市の政策を実行
する非営利組織です。ＳＡＳは次にあげる業務に携
わっています。
・ スポーツ施設のマネージメントとレンタル
・ 全年齢層のためのスポーツ奨励プログラムの開発
と施行

・ 水泳教室や水上アクティビティー
詳細はSASまで電話+31 (0)20-347 34 50でお問い合わ
せ、あるいはメールinfo@sportbedrijfamstelveen.nlで
ご連絡ください。

ゴルフ　
ゴルフを楽しむには、ゴルフセンター・アムステル
ダイクGolfcentre Amsteldijkが20ヘクタールを超え
る素晴らしいエリアを提供していますので、大自然
の中でゴルフ三昧にふけることができます。詳細は
ウェブサイトwww.amsteldijk.nlをご覧ください。

10 スポーツ
sports

ス
ポ
ー
ツ

アムステルフェーン市では、サッカーからブリッジ、ダ
ンスからバレーボールと広範囲に渡る種々のスポーツを
お楽しみいただけます。クラブに会員登録しないと参加
できないものもありますが、個人でスポーツをすること
も可能です。アムステルフェーンには、いくつかのフィ
ットネスセンターがあります。　市役所のインフォメー
ションデスク（電話+31 (0)20-540 49 11）で入手できる
市のガイドブックには、アムステルフェーン市の全ての
スポーツクラ ブと、利用できるスポーツ施設の一覧表
が掲載されています。
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アムステルフェーン市は、スキポール国際空港とアムス
テル ダム市の間に位置するという好条件のため、住宅
需要の高い地域です。住宅は購入することも、賃貸する
ことも可能で、アパート、一家族向け住宅から高級一
戸建て邸宅と 種類も豊富にあり多くの選択肢がありま
す。もし住宅の購入をお考えでしたら、下記の情報が、
役に立つことでしょう。一部の例外を除いて、アムステ
ルフェーンへの移住に関する制約はありません。 誰で
もアムステルフェーン内の家屋を購入できますが、現地
の事情にまだ詳しくない場合、不動産屋の仲介サー ビ
スのご利用をお勧めします。不動産屋は当地の住宅市場
に精通しており、価格、立地、建物の状態やそのほか住
宅購入を考慮する際の重要なポイントについて、アドバ
イスをしてくれます。住宅を購入する場合、「購入者 
負担」経費（住宅購入時に発生する税金、不動産屋への
手数料、公証人費用や融 資手続き費用）が上乗せされ
ます。住宅購 入融資に関しては、ローン専門コンサル
タントがご希望の住宅ローンのオプションについてアド
バイスしてくれます。

アムステルフェーン市に一時的に住むのであれば、賃貸
をご希望かもしれません。市内には賃貸住宅が多数あり、
これらの住宅の殆どは、アムステルフェーンまたはその
周辺に居住し、そこで働く人だけに賃貸されます。
アムステルフェーンには賃貸住宅の斡旋業者が多く、
あなたに最適の住居探しのお手伝いをしてくれます。 
住宅の賃貸契約期間は、通常は最低一年間です。 

会社役員の方やビジネス関連で短期間滞在の人々には、
家具備品付き、サービス付きのアパートをHtel社から賃
貸することもできます。詳細はウェブサイト
www.htel.nlをご覧ください。

11 住宅
housing

住
宅
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アムステルフェーン市内どの地区にも日常の必需品を備 
えたシッピングセンターがあります。これに加えて市の
中心地スタッツハートStadshartには、ほほ180店舗から
なる大きなショッピングセンターがあり、何でも揃いま
す。小規模な小売店のほかにデパートもあります。地区
の商店街やスタッツハートのショッピングセンターには、
駐車（有料）施設が十分に整っています。店舗は月曜日
から土曜日まで09:00から18:00まで営業しており、スー
パーの殆どは08:00から22:00まで営業しています。
スタッツハートの商店は日曜日も開店しており、営業時
間は12:00から18:00です。

青空市場　
スタッツ広場Stadspleinには、毎週金曜日に青空市が
たち様々な商品が売られていて、外国産の魚介類を
扱う魚屋さんの屋台もあります。
また、毎週火曜日にはスタッツハートに有機栽培食
品市もたちます。多くの外国人居住者の皆様や観光
客に人気があり、並べられた数々の地産品を味わい
楽しむことができます。

詳細はウェブサイトwww.stadshartamstelveen.nl
をご覧ください。

郵便　
アムステルフェーンにはいたるところに銀行や郵便
取扱所があります。ショッピングセンターの 郵便取
扱所はスーパーの前にあるAKO本屋の店内に設けて
あります。その他、いくつかあるショッピングセン
ターにもありますが、通常センター内の一店に郵便
取扱所が設置されています。

フジヘア、日本の美容室　
Fuijhairは、一流日本ヘアスタイリストで
Kostverlorenhofショッピングセンターの中にありま
す。5名の美容師と指圧師がいます。ヘアカット・
スタイリングの他にも以下のサービスを提供してい
ます。
・ 着物の着付け（着物レンタル有）
・ 整髪およびメークアップ（結婚式などの特別イベ
ント向け）

・ 日本の伝統的髪型の整髪およびメークアップ 
開店時間は毎日20:30まで（土曜日と日曜日は18:00
まで）。お支払いは現金およびピンパス決済です
（指圧師は現金決済の み）。
お値段についてはウェブサイトwww.fujihair.comをご
覧ください。

グローブヘアー　
日本の美容サロンGlobe hairは,長年に渡り日本人の
方々のヘアーをお世話してきました。心地よく寛げ
るクリエーティブな空間で、皆様のお越しをお待ち
しております。
・ 結婚式やパーティーなど、特別イベント向けのヘ
アスタイリング

・ ポートレート写真撮影向け、ヘアスタイリング 
夜10時まで営業。 住所はアムステルフェーン・イン
ターナショナルスクール近く、Doctor Plesmansingel 
185です。 駐車無料。

シーラ日本&韓国デリカテッセン　
Westwijkショッピングセンターの中にあり、日本と
韓国の食材店です。食料雑貨だけでなくお寿司や韓
国バーベキュー肉など美味しいテイクアウトもでき
ます！

マムンキッチン　
Mom ‘n’ Kitchenは、Kostverlorenhofショッピングセ
ンター内の小さな韓国の食料雑貨店で、韓国や日本
の製品を販売しているほか、美味しいランチを楽し
むには最高の場所です。食材だけでなく雑貨も扱っ
ています www.mominthekitchen.nl

ハヤトクリーリング　
Augustinuspark 20-22にあるドライクリーニング店
で、繊細な日本の衣類・着物などのクリーニングも
専門です。

12 買い物
shopping

買
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簡素化された手続

イン・アムステルダムInternational Newcomers 
Amsterdam（旧エクスパットセンター）は、アムステ
ルダムエリアにお越しの国際新来者にワン・ストップ・
ショップサービスを提供します。企業と新しく赴任する
知的労働者、科学研究員、国際起業者、国際大学院修了
者の皆様のご便宜を図ります。イン・アムステルダムの
手続きには、入国管理に関する滞在許可証や労働許可証
（事業開始ビザを含む）、住民登録や30%ルーリングの
申請などが含まれます。こうして知的労働者（および家
族) は、赴任地到着後、イン・アムステルダムへ一回ご
訪問いただくだけで、いくつかの重要かつ正規の手続き
を完了することができます。

非EUメンバー国際人は一度の面会により、滞在許可証
の取得と同時に必要となる住民登録も済ませることがで
きます。こうして市民登録番号 (BSN) を取得するとオラ
ンダ国内に銀行口座開設が可能となります。オランダ移
民・帰化・入国管局 (IND) の公式承認スポンサーを得て
いる企業に勤務するEUメンバー住民は、住民登録をイ
ン・アムステルダムですることができます。

ご訪問は：
World Trade Center Amsterdam
I-Tower, first floor
Strawinskylaan 1767
1077 XX Amsterdam

開設時間
月曜日から金曜日、09:00から17:00

形式的な支援だけではありません。
イン・アムステルダムのウェブサイトにはアムステルダ
ムエリアに居住、就労、あるいは勉学に励む国際人にと
って必須情報が豊富に掲載されており、イン・アムステ
ルダム・パートナーシッププログラムは、国際人と地元
の国際関連サービスプロバイダーを繋いでくれます。
イン・アムステルダムの信頼おける全パートナーのリス
トはウェブサイトに掲載されています。

ご連絡は：
welcome@amsterdam.nl
www.inamsterdam.com
電話+31 (0)20-254 79 99

13 イン・アムステルダム
INAmsterdam

イ
ン・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
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アムステルダム・インビジネスは、アムステルダム首都
圏（アムステルダム市、アムステルフェーン市、アルメ
ーレ市、ハーレマーミア市）の公式外資誘致局です。
中央政府のオランダ経済省企業誘致局と直に繋がってい
ます。アムステルダム・インビジネスは、外国企業がオ
ランダで事業設立、活動の拡大を目指す際にご支援を惜
しみません。アムステルダム首都圏に設置する納得の行
くビジネケースを創りあげるために実践的なアドバイス
と関連情報の提供をして援助いたします。私たちの業務
は全て無料で、秘密保持はもとより何の義務拘束もあり
ません。

アムステルダム首都圏でのあなたの操業開始が私たちの
公約の終了を意味せずに、あなたの企業発展のどの段階
に置いても支援できる長期継続関係のために最善を尽く
します。もしあなたがアムステルダム首都圏での事業設
置を考慮なさっているのなら、アムステルダム・インビ
ジネスは、数々の国、各分野の専門家を配置してお待ち
申し上げている上述地方自治体の直轄代表者に、迅速に
ご紹介いたします。どうぞご遠慮なく何なりとご相談く
ださい。皆様を心よりお待ち申しあげます。

14 アムステルダム・インビジネス
amsterdam inbusiness

ウェブサイト
www.amsterdaminbusiness.com

ア
ム
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ル
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15 おわりに
to summarise

皆様がアムステルフェーンの新市民として生活を始める
にあたり、対処すべきいくつかの必要事項や情報を、この
小冊子にてご案内申しあげました。ご質問がありましたら、
何なりと市役所まで、電話+31 (0)20-540 49 11なりメール
gemeente@amstelveen.nlにて、お問い合わせください。

お
わ
り
に
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憩いのある暮らし
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便利な住所録
useful addresses

組織・機関 住所 電話番号 ウェブサイト/メールアドレス

アムステルフェーン市
市役所

Laan Nieuwer-Amstel 1 

P.O. Box 4

1180 BA Amstelveen

+31 (0)20-540 49 11 www.amstelveen.nl

アムステルフェーン市
公共サービス課

Laan Nieuwer-Amstel 1 

1182 JR Amstelveen

+31 (0)20-540 49 11 www.amstelveen.nl/english

アムステルフェーン市
経済課/アムステルダム・
インビジネス

Laan Nieuwer-Amstel 1 

1182 JR Amstelveen

+31 (0)20-540 44 23 business@amstelveen.nl

オランダ移民・帰化・
入国管理局

+31 (0)88-043 04 30 www.ind.nl/en

緊急時電話番号
警察/消防署/救急車

112

警察署 Gerard Doulaan 2

1181 WS Amstelveen

0900-8844 www.politie-amsterdam-

amstelland.nl

家宅侵入防犯チーム 0900-8844 www.politie-amsterdam-

amstelland.nl

消防署 Oranjebaan 1 

1183 NN Amstelveen

+31 (0)20-555 66 66 www.brandweer.nl/

amsterdam-amstelland

廃棄物処理ステーション Grutterij 26

1185 ZW Amstelveen

+31 (0)20-540 49 11 www.amstelveen.nl/waste

イン・アムステルダム World Trade Center, 

I-Tower, first floor

Strawinskylaan 1767

1077 XX Amsterdam

+31 (0)20-254 79 99 www.inamsterdam.com

welcome@amsterdam.nl

交通機関 住所 電話 ウェブサイト/メールアドレス

旅行者・利用者情報 0900-9292 www.9292.nl/en

www.amstelveenlijn.nl/english

オランダ自動車連盟 Thomas Cookstraat 1

1181 ZS Amstelveen

+31 (0)20-441 55 45 www.anwb.nl

運転者・運転免許証センター
西・北地区

P.O. Box. 58.001 

1040 HA Amstelveen

0900-0210 www.cbr.nl

オランダ運輸局 P.O. Box 30.000 

9640 RA Veendam

0900-0739 www.rdw.nl/information-in-

english  

検事局交通違反罰金 www.openbaarministerie.nl

便
利
な
住
所
録
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教育 住所 電話 ウェブサイト/メールアドレス

AICSアムステルダム・
インターナショナル
コミュニティースクルール

Prinses Irenestraat 59

1077 WV Amsterdam

+31 (0)20-577 12 40 www.aics.espritscholen.nl

エミティ・インターナショ
ナルスクール

Amsterdamseweg 204

1182 HL Amstelveen

+31 (0)20-345 44 81 www.amityschool.nl

ブリティッシュ・スクール
オブ・アムステルダム

Anthonie van Dijckstraat 1

1077 ME Amsterdam

+31 (0)20-679 78 40 www.britams.nl

ISAインターナショナルスクー
ル・オブ・アムステルダム

Sportlaan 45

P.O. Box 920

1180 AX Amstelveen

+31 (0)20-347 11 11 www.isa.nl

アイディアルフューチャー
チャイニーズ・インター
ナショナル
コミュニティー・スクール

Prinses Irenestraat 21

1077 WM Amsterdam

+31 (0)6-1373 5999 www.idealfuture.nl/cnschool

日本人学校 Karel Klinkenbergstraat 137

1061 AL Amsterdam

+31 (0)20-611 81 36 www.jsa.nl

チューリップ学園 Schweizerlaan 2-6

1187 JD Amstelveen

+31 (0)20-661 51 82 www.tulipgakuen.nl

韓国スクール・ファンデー
ション

Elegast 5

1185 AA Amstelveen

+31 (0)20-641 62 82 www.koreanschool.nl

フォルクスユニヴァシテイト
アムステルラント

Stadsplein 97 

1181 ZA Amstelveen

+31 (0)20-545 14 24 www.vu-amstelland.nl

アムステルダム大学 Binnengasthuisstraat 9

1012 ZA Amsterdam

+31 (0)20-525 33 33 info@uva.nl

フライ・ユニヴァシテイト
自由大学

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

+31 (0)20-598 98 98 international@dienst.vu.nl

チャイルドケア

ヘスティア・チャイルドケア Laan v/d Helende 

Meesters 4

1186 AM Amstelveen

+31 (0)20-345 93 91 www.hestiakinderopvang.nl

キンダーライク P.O. Box 2027 

1180 EA Amstelveen

+31 (0)20-426 08 66 www.kinderrijk.nl

コンパナニー Amsterdamseweg 273

1182 GZ Amstelveen

+31 (0)20-303 83 44 www.compananny.nl

amstelveen@compananny.nl

その他教育機関・施設

アムステルフェーン・
ミュージック
アンド・ダンススクール

Stadsplein 99 

1181 ZM Amstelveen

+31 (0)20-647 14 57 www.muziekschoolamstelveen.nl

子供農場エルセンホーヴェ Bankrasweg 1 

1183 TP Amstelveen

+31 (0)20-496 39 97 www.elsenhove.nl
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スポーツ/レジャー 住所 電話 ウェブサイト/メールアドレス

ACCクリケットクラブ Aanloop 3

1183 SZ Amstelveen

+31 (0)20-647 55 13 acc-cricket.nl

VRAクリケットクラブ Nieuwe Kalfjeslaan 21b 

1182 AA Amstelveen

+31 (0)20-641 85 25 www.vra.nl

NFCサッカークラブ Sportlaan 23

1185 TB Amstelveen

+31 (0)20-641 26 96 www.nfc.nl

囲碁センター Schokland 14

1181 HV Amstelveen

+31 (0)20-645 55 55 www.go-centre.nl

アムステルダイク・
ゴルフセンター

Afslag 1

1186 VG Amstelveen

+31 (0)20-303 05 10 www.amsteldijk.nl

ジャンパーズ・インドア・
トランポリン＆インドアゴルフ

Langs de Werf 7

1185 XT Amstelveen

+31 (0)20-426 07 50 www.jumpersindoor.nl

プールズ・アップ Laan Nieuwer-Amstel 1b

1182 JR Amstelveen

+31 (0)20-309 03 44 www.poelsup.nl

メアカンプ・プール Van der Hooplaan 239

1185 LN Amstelveen

+31 (0)20-547 58 59 www.meerkamp.nl

アムステルダム森林公園 Bosbaanweg 5

1182 DA Amstelveen

+31 (0)20-545 61 00 www.amsterdamsebos.nl/english

植物公園 +31 (0)20-540 49 11 botanicalparks.com

医療関連 住所 電話 ウェブサイト/メールアドレス

アムステルラント病院 L. v/d Helende Meesters 8 

1186 AM Amstelveen

+31 (0)20-755 70 00 www.zha.nl

日本デスク L. v/d Helende Meesters 8 

1186 AM Amstelveen

+31 (0)20-755 71 46 www.ziekenhuisamstelland.nl/jp

インドデスク L. v/d Helende Meesters 8 

1186 AM Amstelveen

www.ziekenhuisamstelland.nl/en

indiadesk@zha.nl 

AMCアムステルダム大学病院
応急手当

Meibergdreef 9

1105 AZ Amsterdam-ZO

+31 (0)20-566 91 11 www.amc.nl

VU自由大学病院
応急手当

De Boelelaan 1117

1081 HV Amstelveen

+31 (0)20-444 36 36 www.vumc.nl

インターナショナル・メンタル
ヘルス国際精神保健

Koningslaan 35

1075 AB Amsterdam

+31 (0)85-066 05 00 www.internationalmentalhealth.nl 

税務＆社会保障 住所 電話 ウェブサイト/メールアドレス

オランダ社会保障銀行 www.svb.nl

税務署 P.O. Box 3070

6401 DN Heerlen

0800 - 0543 www.belastingdienst.nl/english

便
利
な
住
所
録
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文化 住所 電話 ウェブサイト/メールアドレス

コブラミュージアム Sandbergplein 1-3 

1181 ZX Amstelveen

+31 (0)20-547 50 50 www.cobra-museum.nl

ヤン・ファン・デル・トフト
ミュージアム

Dorpsstraat 50 

1182 JE Amstelveen

+31 (0)20-641 57 54 www.jvdtogt.nl

アムステルフェーン劇場 Stadsplein 100 

1181 ZM Amstelveen

+31 (0)20-547 51 75 www.schouwburgamstelveen.nl

アムステルラント・アート
ライブラリー

Stadsplein 97

1181 ZM Amstelveen

+31 (0)20-645 23 33 www.sbkamstelveen.nl

アムステルフェーン
中央公共図書館

Stadsplein 102 

1181 ZM Amstelveen

+31 (0)20-641 41 26 www.amstelland-bibliotheken.nl/

english 

ウェストワイク図書館 Westwijkplein 1

1187 LS Amstelveen

+31 (0)20-647 59 60 www.amstelland-bibliotheken.nl/

english

ポップポディウムP60 Stadsplein 100a

1181 ZM Amstelveen

+31 (0)20-345 34 45 p60.nl

アムステルフェーン
スタッツハート

Rembrandthof 49

1181 ZL Amstelveen

+31 (0)20-426 58 05 www.stadshartamstelveen.nl

Lay-out: Joost Kuijpers ontwerper
December 2019
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