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犬や猫がほしい

問 健康福祉局 動物愛護センター

☎471-2111　 471-2133

神奈川区菅田町75-4

　終生飼うことなどを条件に、犬
や猫をお譲りしています。

新たに犬を飼うとき

（犬の登録と狂犬病予防注射）

問 各区役所生活衛生課☎ P29～

　飼い犬には、登録と年に1回の
狂犬病予防注射及びそれらが済ん
でいることを示す鑑札や注射済票
を装着することが義務づけられて
います。詳しくは問い合わせてく
ださい。

危険な動物を飼うとき

問 健康福祉局 動物愛護センター

☎471-2111　 471-2133

神奈川区菅田町75-4

　サル、ワニ、ニシキヘビ、ワニガ
メなどの人の生命、身体または財
産に害を加えるおそれがあるとし
て政令で定められた動物を新たに
ペットとして飼うことはできませ
ん。詳しくは問い合わせてくださ
い。

ペット・
生き物

飼育

飼い犬・猫が行方不明になったとき

問 各区役所生活衛生課☎ P29～

● 横浜市健康福祉局　　　　　　

動物愛護センター

☎471-2111

最寄りの警察署 P27

●神奈川県 動物愛護センター

☎0463-58-3411

●川崎市 動物愛護センター

☎044-589-7137

●相模原市保健所 生活衛生課

☎042-769-8347

●横須賀市 動物愛護センター

☎046-869-0040

●藤沢市保健所 生活衛生課

☎0466-50-3594

●茅ヶ崎市保健所 衛生課

☎0467-38-3317

　上記の機関などに問い合わせて
ください。また、地域の人や動物
病院で保護していることもありま
すので、心当たりを捜してくださ
い。

犬や猫が飼えなくなったとき

問 各区役所生活衛生課☎ P29～

　犬や猫を捨てることは法律で禁
じられています。飼っている犬や
猫をやむを得ない事情で飼えなく
なったときは相談してください。

害虫駆除に困ったときは

問 各区役所生活衛生課☎ P29～

　ゴキブリ・ネズミ・ハチなどの駆
除方法に関する相談の受付や駆除
機材の貸出しを行っています。

アライグマやハクビシン、タイワ

ンリスでお困りの人は

問 環境創造局 動物園課

☎671-3448　 633-9171

　住んでいる家屋に住み着くなど
の生活被害を与えたアライグマ、
ハクビシン、タイワンリスについ
て、捕獲許可証等の発行、許可を得
て捕獲した個体の回収などを行っ
ています。

相談 カラスの巣を除去したいとき

問 環境創造局 動物園課

☎671-3448　 633-9171

　個人の所有地などに繁殖中のカ
ラスの巣があり、威嚇・攻撃を受け
ている場合、巣の除去費用の一部
補助を行っています。

ペットを火葬するとき

問 健康福祉局 戸塚斎場

☎864-7001

戸塚区鳥が丘10-5

　犬や猫などペットの火葬を受け
付けます。料金は、火葬の方法や
大きさで異なります。個別火葬は
予約制です。

犬や猫などの死体を処理するとき

問 資源循環局事務所 P56

・�路上などで犬や猫などの動物の
死体を見つけた場合（無料）
・�ペットの合同火葬で出張回収を
希望する場合（有料：6,500円、
お骨は返せません）

動物を取り扱う仕事をするには

問 各区役所生活衛生課☎ P29～

　事業所の所在区の生活衛生課で
登録申請が必要です。

その他
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横浜シニア大学

問 横浜市老人クラブ連合会

☎433-1256

　健康づくりや介護予防、生活に関
することなどの講座があります。

趣味の教室　老人福祉センター

問 老人福祉センター☎ P93

　高齢者の生きがいづくりのた
め、美術や音楽、手工芸、ダンス、体
操など幅広い講座があります。

精神障害者生活教室・家族教室

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

　こころの病がある人が、集団活
動を通じて意欲の向上などをはか
る教室や、家族がこころの病や社
会復帰について学ぶための講座を
開催しています。

市民農業大学講座

問 環境創造局 環境活動支援センター

☎711-0635　 721-6356

　野菜・果樹・花の栽培などについ
て学ぶ講座です。年1回、2月に募
集します。募集要領は区役所広報
相談係で配布します。
対象 �農家で農作業の手伝いをして
みたい人など

市民農園

問 農政事務所☎ P115

　農家の指導により栽培から収
穫までを体験する「栽培収穫体験
ファーム」や農家が開設する区画
貸しの「認定市民菜園」など、さま
ざまな市民農園があります。

生涯学習・
ボランティア・

市民活動

講座・教室・体験

　募集期間や料金などは農園ごと
に異なります。
申込 直接各農園へ

横浜市立大学地域貢献センター

問 ☎787-8930　 701-4338

金沢区瀬戸22-2 金沢八景キャンパ

ス内

月-金�9:30〜16:30
　大学教員の持つ知的資源を活用
しながら、市民向けの生涯学習講
座を開講しています。
【講座分野】語学講座、文学・経済・
自然科学などの教養講座、医療講
座など

神奈川県立図書館 生涯学習情報

コーナー

問 県立図書館

広報・生涯学習推進課

☎263-5916　 241-2866

よこはま夢ファンド

（横浜市市民活動推進基金）

問 市民局 市民協働推進課

☎671-4734　 223-2032

　市民や企業の皆さんなどから寄
せられた寄附金を、市民活動団体
に助成するなど、市民が市民活動
を支える制度です。
　寄附する際には支援したい団
体（あらかじめ登録されたNPO法
人）や活動分野を希望できるほか、
所得税や住民税、法人税について
寄附金控除など税の優遇措置が受
けられます。

横浜市市民協働推進センター

☎671-4732　 223-2888

中区本町6-50-10�横浜市役所1階
月-金　9：00〜20：00

　土日祝�9：00〜17:00
休年末年始、全館休館日
　協働による課題解決の提案や相
談を受け、実現に向けたコーディ
ネートや情報発信を行います。

ＰＬＡＮＥＴかながわ 検索

市民活動

NPO法人の設立認証などに関する手続

問 市民局 市民協働推進課

☎671-4737　 223-2032

　NPO法人の設立や定款変更の
認証、認定・特例認定・指定に関す
る業務、事業報告書及び各種届出
の受理などを行っています。

横浜市市民活動保険

問 市民局 地域活動推進課

☎671-3624　 664-0734

　ボランティア活動中にけがをし
たり、賠償責任を負ったりした場
合に保険金を支払う制度です。本
市が保険料を負担し、保険会社と
契約をして運営しています。
　事故が起こったら、すぐに在住
または活動拠点のある区役所総務
課☎ P29～へ連絡してください。
　事前の申込みは不要です。保険
の適用には一定の条件があります。

ハマロード・サポーター

問 道路局 管理課

☎671-2770　 651-5443

　地域のボランティア団体（自治
会・町内会・商店会・学校・企業な
ど）と本市が協働で道路の美化や
清掃などを行う制度です。�
対象 �ボランティア活動として行っ
ていただける団体

申込 �各区の土木事務所☎ P29～

公園愛護会

問 環境創造局　公園緑地維持課

☎671-2650　 664-2588

　公園の清掃、花や草木の手入れ
などを行う地域のボランティア団
体です。自治会・町内会などが中
心となって、市内の約９割の公園
で愛護会が結成されています。活
動を行っていただける方は、各区
の土木事務所☎ P29～へ連絡して
ください。

※営業時間や休日が変更になる可能性があ
ります。事前に問い合わせてください
※利用には団体登録が必要です

ボランティア
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横浜市スポーツボランティアセン

ター

問 市民局 スポーツ振興課

☎671-3287　 664-0669

問 横浜市スポーツボランティア

センター

☎211-4288

　多くの方が、スポーツボラン
ティアを通じて仲間ができ、感動
し、生きがいを感じています。ス
ポーツボランティア活動の素晴ら
しさを体験してみてください。

横浜市水辺愛護会

問 道路局　河川企画課

☎671-4215　 651-0715

　河川や水辺施設の環境を良好に
保つ清掃活動をメインに行ってい
ます。清掃・除草回数に応じた補
助金を交付しています。加入や団
体結成相談など、詳しくは問い合
わせてください。

森づくり活動ボランティア

問 環境創造局

みどりアップ推進課

☎671-2624　 224-6627

問 環境創造局

環境活動支援センター

☎711-0635　 721-6356

　市民の森をはじめとする市内の
樹林地で、森づくり活動を行うボ
ランティアです。樹林地の保全や
森の活動に興味がある、生き物の
ことや道具の使い方を学びたいと
いう方は登録してください。登録
すると「森づくり体験会」の開催
案内など、さまざまな情報をお送
りします。

横浜市スポーツボランティアセンター 検索

横浜市 水辺愛護会 検索

横浜市　森づくりボランティア 検索

横浜市社会福祉センター

☎201-2060　 201-6116

中区桜木町1-1
健康福祉総合センター内
9:00〜21:00（土日祝17:00まで）

休施設点検日、年末年始
　社会福祉を目的とする市民の相
互交流及び活動の場として、ホー
ル・会議室・軽運動室・ボランティ
アセンターなどを備えています。

　ボランティアセンターでは、ボ
ランティア・市民活動に関する情
報提供・相談などを行うとともに、
ボランティアルーム・録音室・点字
製作室・プレイルームなどの活動
場所の提供をしています。

福祉保健活動拠点

�月-土�9:00〜21:00
　日祝� 9:00〜17:00
休施設点検日、年末年始
　市民の福祉・保健活動のための
場（団体交流室、対面朗読室・編集
室、録音室、点字製作室、多目的研
修室）や機材（印刷機など）の提供
及びボランティアの育成・相談・支
援などを行っています。
　各区の福祉保健活動拠点は
P86～ を確認してください。

福祉保健研修交流センター  

ウィリング横浜

☎847-6666　 847-6676

港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー4〜
12階（6-8階を除く）
�9:00〜21:00（情報資料室は
日・月曜のみ9:00〜17:00）

休施設点検日、年末年始
　福祉保健に関する研修、福祉保健
関係資料の閲覧・貸出し、求人情報
の提供、研修室・実習室などの貸出
しなどを行っています。
※一部、利用できないサービスがあります

施設

※ホール・会議室・軽運動室は、空きがあれ
ば一般の人も利用できます

かながわ県民活動サポートセンター

☎312-1121（代）　 312-4810

神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター内
9:00〜22:00

休施設点検日、年末年始

市民活動・生涯学習支援センター

・�個人、グループで学習や活動に取
り組みたいという人のためのお
手伝い
・各種講座など学習情報の提供
・�学習をすすめていく上での相談
・�プロジェクターや映写機などの
機材の貸出し
　交流コーナー（打合せスペー
ス）、印刷機も利用できます（貸出
機材は施設により異なります）。

■青葉区区民活動
支援センター

☎978-3327
972-6311

青葉区市ケ尾町31-4（区役所1階）
8：45〜17：00

休 �土（第2・4土曜9:00〜12:00は開館）、
日祝、年末年始

■旭区市民活動支援
センター「みなくる」

☎382-1000
382-1005

旭区鶴ケ峰2-82-1�ココロット鶴ヶ峰4階
�月水金�9:00〜17:00、火木土�9:00
〜20:30、日祝�10:00〜16:30

休第3水曜、年末年始

■いずみ区民活動
支援センター

☎800-2393
800-2518

泉区和泉中央北5-1-1（区役所1階）
8:45〜17:00

休 �土日祝、年末年始

■いそご区民活動
支援センター

☎754-2390
759-4116

磯子区磯子3-5-1（区役所7階）
10:00〜17:00

休祝日、年末年始

■神奈川区区民活動
支援センター

☎411-7089
323-2502

神奈川区広台太田町3-8（区役所5階）
8:45〜17:00

休土日祝、年末年始

■金沢区民活動センター
「ゆめかもん」

☎788-7803
789-2147

金沢区泥亀2-9-1（区役所2階）
8:45〜17:00

休 �第1日曜、祝日（土日の場合は開館）、年
末年始

■港南区民活動
支援センター

☎841-9361
841-9362

港南区港南中央通10-1
9:00〜17:00

休 �月、年末年始

※市民活動・生涯学習支援センターは、区ご
とに名称が異なります
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■港北区区民活動
支援センター

☎540-2246
（同上）

港北区大豆戸町26-1（区役所4階）
8:45〜17:00

休土日祝、年末年始

■さかえ区民
活動センター

☎392-5157
894-9903

栄区小菅ケ谷1-5-4（SAKAESTA内）
9:00〜21:00（日祝�9:00〜17:00）

休第3月曜、年末年始

■瀬谷区民活動センター☎369-7081
366-4670

瀬谷区二ツ橋町469�せやまる・ふれあい館
2階
�10:00〜17:00

休第3日曜、年末年始

■都筑区民活動センター☎948-2237
943-1349

都筑区茅ケ崎中央32-1（区役所1階）
9:00〜17:00

休第3月曜、祝日、年末年始

■つるみ区民
活動センター

☎510-1694
510-1716

鶴見区鶴見中央3-20-1（区役所2階）
8:45〜17:00（第3水曜�8:45〜21:00）

休日曜、年末年始

■とつか区民
活動センター

☎825-6773
825-6774

戸塚区川上町91-1�モレラ東戸塚3階
9:00〜21:00

　（土日祝�9:00〜17:00）
休月曜（祝日を含む）、年末年始

■なか区民活動センター☎224-8138
224-8343

中区日本大通35（区役所別館1階）
9:00〜21:00（日祝�9:00〜17:00）

休第3日曜、年末年始

■にしく市民活動支援
センター「にしとも広場」

☎620-6624
（同上）

西区中央1-5-10（区役所1階）
9:00〜17:00

休水曜（祝日を含む）、年末年始

■ほどがや市民
活動センター「アワーズ」

☎334-6306
339-5120

保土ケ谷区星川1-2-1
9:00〜21:00（日祝�9:00〜17:00）

休第3月曜（祝日の場合翌日）、年末年始

■緑区市民活動支援
センター「みどりーむ」

☎938-0631
939-5401

緑区中山4-36-20
9:00〜21:00（日祝�9:00〜17:00）

休第2月曜（祝日の場合翌日）、年末年始

■みなみ市民活動・
多文化共生ラウンジ

☎232-9544
242-0897

南区浦舟町3-46�浦舟複合福祉施設10階
 月-金�9:00〜21:00（相談及び窓口受
付業務は17:00まで）� �
土日祝�9:00〜17:00

休第3月曜、年末年始

横浜市社会教育コーナー

☎・ 761-4321

磯子区磯子3-6-1-1
��月-土�9:00〜21:00

　日祝�9:00〜17:00
休 �原則第1月曜、年末年始
　市民の学習活動や研修、ボラン
ティア活動の拠点として、また、生
涯学習・社会教育事業に関する情
報提供・相談を通してさまざまな活
動を支援しています。
　各種講座などを開催しているほ
か、研修室、トレーニングルーム、
スポーツ広場等の貸出しもしてい
ます。

学校開放

問 教育委員会 学校支援・地域連

携課

☎671-3278　 681-1414

　市立学校では、校庭、体育館、市
民図書室などの開放を行っていま
す。詳しくは問い合わせてくださ
い。

横浜市消費生活総合センター

☎845-7722㈹　 845-7720

港南区上大岡西1-6-1　ゆめおお
おかオフィスタワー4・5階
�9:00〜17:30（土曜は17:15まで）

休日祝、年末年始

●消費生活教室
☎845-5640

　消費生活に関するさまざまな
テーマで教室を実施しています。
●出前講座
☎845-5640

　悪質商法の被害を未然に防ぐた
め、地域で開催する講座へ講師を
派遣します。
●展示・情報資料室、会議室の利用
☎845-6604

9:00〜19:00（土曜は17:00まで）
休日祝、年末年始
　消費生活の資料の閲覧や、図書・
DVDなどを貸出ししています。
会議室の貸出しもしています。

●消費生活メールマガジン「週刊�
はまのタスケ・メール」
　横浜市消費生活総合センターに
寄せられた相談事例や教室・講座
のお知らせなどを配信します。
【登録方法】
　センター WEB の「週刊はまのタ
スケ・メール」をクリックして新
規登録をしてください。

�
消費生活相談 P43

�

週刊はまのタスケ・メール 検索
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ハローワーク

　就業相談、求職･職業訓練･各種セ
ミナーへの申込み、雇用保険の受給
手続などを受け付けています。
■ハローワーク川崎
☎044-244-8609　 044-233-4343
川崎市川崎区南町17-2
対象 鶴見区在住の人

■ハローワーク横浜
☎663-8609　 201-6284
中区山下町209帝蚕関内ビル
対象 �神奈川・西・中・南・港南・保土ケ谷・
旭・磯子区在住の人

●外国人雇用サービスコーナー
英語：月曜（祝日の場合は木曜）、中国語：火曜、
ポルトガル語：水曜、スペイン語：水曜
■ハローワーク横浜南
☎788-8609　 782-9087
金沢区寺前1-9-6
対象 金沢区在住の人

■ハローワーク港北
☎474-1221　 474-0878
港北区新横浜3-24-6�合同庁舎1・4階
対象 港北・緑・青葉・都筑区在住の人

■ハローワーク戸塚
☎864-8609　 864-7291
戸塚区戸塚町3722
対象 戸塚・栄・泉・瀬谷区在住の人

■ハローワークプラザよこはま
☎410-1010　 410-1016
西区北幸1-11-15�横浜STビル1階

■マザーズハローワーク横浜
☎410-0338　 316-5420
西区北幸1-11-15�横浜STビル16階

労働基準監督署

・�解雇・賃金不払いなどの労働条件
の相談・改善指導
・�職場の安全衛生・健康管理指導
・労災保険の給付など
■川崎南労働基準監督署
☎044-244-1271（労働条件）・1272（労災）・
1273（安全衛生）

044-244-1275
川崎市川崎区宮前町8-2
対象 勤務先が鶴見区扇島

しごと

相談

■鶴見労働基準監督署
☎501-4968（労働条件）・279-5486（安全衛
生）・279-5487（労災）　 501-4931
鶴見区鶴見中央2-6-18
対象 勤務先が鶴見区、ただし扇島を除く

■横浜北労働基準監督署
☎474-1251（労働条件）・1252（安全衛生）・
1253（労災）　 474-1256
港北区新横浜2-4-1�日本生命新横浜ビル
3・4階
対象 �勤務先が青葉・神奈川・西・港北・緑・都
筑区

■横浜南労働基準監督署
☎211-7374（労働条件）・7375（安全衛生）・
7376（労災）　 651-1628
中区北仲通5-57�横浜第二合同庁舎9階
対象 勤務先が中・南・港南・磯子・金沢区

■横浜西労働基準監督署
☎332-9311　 332-9555
保土ケ谷区岩井町1-7�保土ケ谷駅ビル4階
対象 �勤務先が保土ケ谷・旭・戸塚・栄・泉・瀬
谷区

労働相談窓口

■労働情報・相談コーナー （1）
☎681-6553
中区万代町2-4-7�横浜市技能文化会館3階

■かながわ労働センター （2）
①☎662-6110　②☎633-6110　 633-5401
中区寿町1-4�かながわ労働プラザ2階

■神奈川労働局 （3）
☎211-7358　 211-7381
中区北仲通5-57�横浜第二合同庁舎13階
賃金､解雇､配置転換、パワハラ、いじめな
ど職場で発生したトラブルに関する相談

■横浜南総合労働相談コーナー
（4）
☎274-8295　 651-1628
中区北仲通5-57�横浜第二合同庁舎9階

■鶴見総合労働相談コーナー （5）
☎279-5482　 501-4931
鶴見区鶴見中央2-6-18

■横浜北総合労働相談コーナー
（6）
☎274-8319　 474-1256
港北区新横浜2-4-1�日本生命新横浜ビル
3階

■横浜西総合労働相談コーナー
（7）
☎287-0268　 332-9555
保土ケ谷区岩井町1-7�保土ヶ谷駅ビル4階

■横浜駅西口総合労働相談コーナ
ー （8）
☎317-7830　 317-7831
西区北幸1-11-15�横浜STビル11階

■働く人のメンタルヘルス相談
（9）
☎633-6110
中区寿町1-4�かながわ労働プラザ2階
予約制。職場でのストレスや、休職後の職
場復帰への不安など。家族や職場の上司･
同僚からの相談も可。来所での相談のみ

※施設名の後の数字は、実施日時を示して
います。【実施日時】を確認してください

【実施日時】（祝日・年末年始を除く）
月 火 水 木 金 土 日

（１） − − − − − ○ −

9：00～17：00（1回50分）※1

（２）

○ ○ ○ ○ ○ − ○

月-金 8:30～17:15（火 19:30まで）
日曜 9:00～17:00※2
日曜の相談は②におかけください。

（３）～
（７）

○ ○ ○ ○ ○ − −

8:30 ～ 17:15

（８）
○ ○ ○ ○ ○ − −

11:00 ～ 18:30 

（９）
− ○ − − − − −

13:30 ～ 16:30〔第1・2・3・4火曜〕

※1　事前予約制
※2　昼休み（12:00〜13:00）を除く
弁護士労働相談：第1･3･5火曜13:30〜�
16:30（予約制）来所のみ

就業相談窓口

■横浜新卒応援ハローワーク 〔1〕
☎312-9206
西区北幸1-11-15�横浜STビル16階
大学院・大学・短大・高専・専修学校の在学
生や、卒業後おおむね3年以内未就職者の
就職を支援
■横浜わかものハローワーク 〔2〕
☎227-8609
中区本町4-40�横浜第一ビル9階
正社員就職を目指す概ね35歳未満の人を
対象にさまざまな角度から支援
※わかハロ＋（就職氷河期世代の支援あり）

■よこはま若者サポートステーション
〔3〕
☎290-7234　 290-7235
西区北幸1-11-15�横浜STビル3階
■よこはま若者サポートステーショ
ン・新横浜サテライト〔3〕
☎290-7234
港北区新横浜3-18-6�新横浜TSビル5階
働くことに自信が持てない15〜49歳の
人を対象に、継続的な個別相談や各種プロ
グラムへの参加を通じて、就業を支援

■湘南・横浜若者サポートステーション
〔4〕
☎0467-42-0203　 0467-42-0204
鎌倉市小袋谷1-6-1�2階
働くことに自信が持てない15〜49歳の
人を対象に、継続的な個別相談や各種プロ
グラムへの参加を通じて、就業を支援

■かながわ若者就職支援センター
〔5〕
☎410-3357
西区北幸1-11-15�横浜STビル5階
39歳以下の人を対象に、キャリアカウンセ
リング、各種セミナー、グループワーク等の
さまざまなプログラムで就業を支援

※施設名の後の数字は、実施日時を示して
います。【実施日時】を確認してください
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■横浜西部就労支援センター
☎390-3119　 390-3129
旭区柏町36-15�柏ハーモニビル202

■横浜戸塚就労支援センター
☎869-2323　 865-3172
戸塚区戸塚町4111�吉原ビル2階

■横浜中部就労支援センター
☎350-2044　 350-2644
西区平沼1-38-3�横浜エムエスビル4階

■横浜上大岡就労支援センター
☎844-4402　 844-4403
港南区上大岡西1-19-20�ワットビル104

■横浜日吉就労支援センター
☎560-1801　 560-1808
港北区箕輪町2-2-2�ケイケイビル2階

■横浜市精神障害者就労支援セ
ンター「ぱーとなー」
☎475-0142　 475-0106
港北区鳥山町1735�横浜市総合保健医療
センター1階

シルバー人材センター

　高年齢者を対象に、臨時的・短期
的またはその他の軽易な仕事を紹
介します。

■神奈川事務所
☎402-4832　 402-4835
神奈川区立町20-1�横浜市うらしま荘2階
対象 鶴見・神奈川・港北区の人

■南事務所
☎721-0600　 721-0722
南区睦町1-15-15�睦町市街地住宅2階
対象 西・中・南区の人

■港南事務所
☎342-9600　 847-1716
港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー13階
対象 港南・戸塚・泉区の人

■保土ケ谷事務所
☎331-1780　 331-6833
保土ケ谷区星川1-4-10�ハイツリヴァ・ス
ター1階
対象 保土ケ谷・旭・瀬谷区の人

■磯子事務所
☎832-3511　 831-3281
磯子区洋光台5-7-5
対象 磯子・金沢・栄区の人

■緑事務所
☎935-0677　 935-0688
緑区中山2-1-1�ハーモニーみどり2階
対象 緑・青葉・都筑区の人

�
シニアの就労相談窓口
（生きがい就労支援スポット）P92

�

高齢者向け

公共職業訓練

対象 �主に雇用保険を受給している
求職者の人

　就職に必要な技能及び知識を習
得するための訓練を実施していま
す。施設ごとに訓練の内容、募集
時期が異なりますので、詳しくは
各施設へ問い合わせてください。
■横浜市中央職業訓練校
☎664-6825　 664-2081
中区山下町253�横浜市職能開発総合セ
ンター内

■県立東部総合職業技術校
（かなテクカレッジ東部）
☎504-2800　 504-2801
鶴見区寛政町28-2

求職者支援訓練

問 対象区のハローワーク☎ P65

対象 �雇用保険を受給できない求職者
　職業訓練によるスキルアップを
通じて早期就職を目指すための制
度です。
　訓練期間中及び訓練修了後もハ
ローワークが積極的な就職支援を
行い、一定の要件を満たす人には
訓練期間中「職業訓練受講給付金」
が支給されます。

勤労者貸付制度

問 中央労働金庫横浜支店

☎661-5511　 640-1131

経済局 雇用労働課

☎671-2341　 664-9188

対象 �勤労者（条件あり）
　市と提携した中央労働金庫が、
冠婚葬祭、自動車購入、医療、育児、
教育、介護、増改築などの資金を融
資します。
　その他の使いみちは、中央労働金
庫窓口へ問い合わせてください。

職業訓練

勤労福祉

■シニア・ジョブスタイル・かながわ
〔6〕
☎412-4123
西区北幸1-11-15�横浜STビル5階
40歳以上の人を対象に、キャリアカウンセ
リング、各種セミナーや多様な働き方の情
報提供などを通して、就業を支援

■女性としごと 応援デスク 〔7〕
男女共同参画センター横浜北（あざみ野）
☎910-5765
男女共同参画センター横浜（戸塚）
☎862-5052
男女共同参画センター横浜南（南太田）
☎714-5911 P111

女性の再就職・転職などの総合相談窓口。
キャリア・カウンセリング、求人情報検索、
ミニセミナーなど

■かながわ女性キャリアカウンセ
リング相談室 〔8〕
☎320-0335
西区北幸1-11-15　横浜STビル16階
育児期等の女性を対象に、電話、来訪及び
ウェブによるキャリアカウンセリングを通
じて、就業を支援

【実施日時】（祝日・年末年始を除く）
月 火 水 木 金 土 日

〔1〕

○ ○ ○ ○ ○ ○ −

月-金 9：30～18：00
第1・3土曜 10：00～17：00

〔2〕
○ ○ ○ ○ ○ − −

月-金 8：30～17：00

〔3〕
○ ○ ○ ○ ○ ○ −

10：00～18：00　第3月曜（祝日の場合第2月曜）を除く

〔4〕
○ ○ ○ ○ ○ − −

10：00～18：00

〔5〕
〔6〕

○ ○ ○ ○ ○ ○ −

9:30～18:00

〔7〕

− ○ − ○ − − ○

9:30～16:30（12:00～13:00を除く）
センター横浜（戸塚）とセンター横浜南

（南太田）は問い合わせてください

〔8〕
○ ○ ○ ○ − − −

8：30～17：00（12:00～13:00を除く）

横浜市障害者就労支援センター

　就労に関する相談・求職支援・定
着支援などを行っています。

■横浜東部就労支援センター
☎450-5181　 450-5185
神奈川区神奈川2-14-17�加瀬ビル3階
301

■横浜南部就労支援センター
☎775-1566　 349-3740
磯子区新杉田町8-8�ハマシップモール4階

■横浜北部就労支援センター
☎937-3384　 937-2778
緑区中山1-6-1�ミヨシズ・シードビル405

障害者向け
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勤労者福祉共済 ハマふれんど

問 ハマふれんど

☎662-4435　 224-5868

経済局 雇用労働課

☎671-2341　 664-9188

対象 �市内にある従業員300人以下
の事業所

￥ �事業主の負担で、会員１人につ
き毎月500円
　市内中小企業のための福利厚
生制度です。各種給付・補助、レ
ジャー施設の優待などが受けられ
ます。

ワンストップ経営相談窓口

問 （公財）横浜企業経営支援財団

（本部）☎225-3711　 225-3738

中区日本大通11
横浜情報文化センター7階

小規模事業者向け出張相談

問 （公財）横浜企業経営支援財団

☎225-3719　 225-3738

中区日本大通11
横浜情報文化センター7階
対象 �横浜市内に事業所があり、常時
使用する従業員が、� �
①製造業・建設業・運輸業・その
他の業種は20人以下の事業者��
②卸売業・小売業・サービス業
は5人以下の企業や個人事業
主

　支援チームの専門家が無料で現
場まで伺います。

試験分析・技術相談・デザイン相談

問 横浜市工業技術支援センター

☎788-9000　 788-9555

金沢区福浦1-1-1
　製品や材料などについて、各種
測定機器を用いた試験分析やそれ
に関連する技術相談、販売促進な
どのデザイン課題を無料で専門家
に相談できるデザイン相談などを
行っています。

中小企業向け支援・相談

横浜グローバルビジネス相談窓口

問 （公財）横浜企業経営支援財団

☎225-3730　 225-3738

　海外展開に初めて取り組む企業
から、海外市場でのビジネス拡大
を目指す企業までサポートしてい
ます。

融資制度

問 経済局 金融課

☎671-2592　 664-4867

問 横浜市信用保証協会

☎662-6623　 661-0089

　中小企業・小規模事業者向けの
事業資金のほか、創業者向けの開
業資金など。

問 横浜市コールセンター（☎664-

2525）／各区役所戸籍課 P29～

市内18区戸籍課や行政サービス

コーナー P39 の窓口

　請求にあたっては、原則、顔写真
付きの氏名が確認できるもの（運
転免許証、マイナンバーカード、写
真付き住基カード、パスポートな
ど）が必要です。
　また、請求できる人以外（代理
人）が窓口に来る場合は、委任状
と代理人の氏名が確認できるもの
が必要です。

コンビニ交付

　請求する本人が店内のマルチコ
ピー機を操作して発行します。利
用者証明用電子証明書が記録され
たマイナンバーカードと暗証番号
の入力が必要です。
【利用可能店舗】
セブン-イレブン、ファミリーマー
ト、ローソン、ミニストップ、ロー
ソン・スリーエフ、イオンリテール
など

オンライン申請

問 横浜市郵送請求事務センター

☎222-4900　 222-4916

問 市民局 窓口サービス課

☎671-2176　 664-5295

　申請から１週間程度で自宅に郵
便で届きます。署名用電子証明書
が有効なマイナンバーカードと暗
証番号の入力が必要です。
【必要なもの】マイナンバーカー
ド、マイナンバーカードに対応し

戸籍・住民票・
印鑑登録

住民票の写しなどの証明書
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【届出人】
本人または世帯主（代理人でも可能）
【届出先】
住所地の区役所
【窓口に持ってくるもの】
　運転免許証、マイナンバーカー
ド、写真付きの住基カード、パス
ポートなど窓口に来た人の氏名が
確認できるもの。

住民票などへの旧姓（旧氏）併記

問 各区役所戸籍課☎ P29～

月-金�8：45〜17:00
　第2・4土曜�9：00〜12:00
休第1・3・5土曜、日祝、年末年始
対象 �旧姓（旧氏）をお持ちの方
　住民票の写し・印鑑登録証明書・
マイナンバーカードに旧姓（旧氏）
が併記できます。
【窓口に持ってくるもの】
①マイナンバーカード（お持ちで
ない方は本人確認書類）
②併記したい旧姓がある戸籍謄本
等から現在の戸籍までのすべての
戸籍謄本等
【届出先】
住所地の区役所戸籍課

戸籍の届出

�
出生届 P44 ／婚姻届 P71 ／離婚届
P71 ／転籍届 P73 ／死亡届 P73

�

問 各区役所戸籍課☎ P29～

印鑑登録できる人と届出先

　15歳以上で、本市に住民登録し
ている人（意思能力を有しない人を
除く）。
　届出先は住所地の区役所です。

登録できる印鑑

　1辺8mm以上、25mm以下の
正方形の中に、印影が収まるもの
（斜めでも可）。

※通知カードは、本人確認資料として使用
できません

印鑑登録

たスマートフォン（専用アプリの
ダウンロードが必要です）、クレ
ジットカード
【対象証明書】住民票の写し、印鑑
登録証明書、戸籍全部事項（個人
事項）証明書、戸籍の附票の写し、
身分証明書

郵送請求の送付先・問合せ先

問 横浜市郵送請求事務センター

☎222-4900　 222-4916

〒231-8307
横浜市中区桜木町1-1-56
横浜市郵送請求事務センター
　必要書類、手数料分の定額小為
替、返信用封筒（切手を貼付）など
を送付することで、各種証明書を
郵送で請求することができます。
手続により請求できる人、必要書
類は異なりますので、詳しくは問
い合わせてください。

住民票の写し

【手数料】1通300円
コンビニ交付の場合は250円
【窓口に持ってくるもの】
・�窓口に来る人の氏名が確認でき
るもの
・�代理人の場合は、委任状と代理人
の氏名が確認できるもの

【コンビニ交付】 P67

対象 本人のみ
6:30〜23:00

休システム休止日
【オンライン申請】 P67

対象 本人のみ

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）

戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）

　請求の際は、本籍・筆頭者を明ら
かにしてください。市外に本籍の
ある人は、本籍地の役所で手続し
てください。
【手数料】1通450円
【窓口に持ってくるもの】
・�窓口に来る人の氏名が確認でき

横浜市 戸籍証明オンライン申請 検索

発行できる証明書

るもの
・�代理人の場合は、委任状と代理人
の氏名が確認できるもの

【コンビニ交付】 P67

対象 �本人のみ
9:00〜17:00

休 �土日祝、年末年始、システム休止
日

【オンライン申請】 P67

対象 本人のみ

印鑑登録証明書

【手数料】1通300円
コンビニ交付の場合は250円
【窓口に持ってくるもの】
印鑑登録証（印鑑カード）、または
請求する本人の利用者証明用電子
証明書が記録されたマイナンバー
カード（暗証番号の入力が必要で
す）
【コンビニ交付】 P67

対象 本人のみ
6:30〜23:00

休システム休止日
【オンライン申請】 P67

対象 本人のみ

�
　除籍全部事項証明書、除籍個人
事項証明書、身分証明書、戸籍の附
票の写しなど、その他の証明書に
ついては、横浜市コールセンター
（☎664-2525） P100 に問い合わせ
てください。
�

引越しにかかわる住民票の届出

�
転居届 P72 ／転入届 P72 ／
転出届 P72

�
世帯の構成や世帯主を変更する場
合

世帯変更届

問 各区役所戸籍課☎ P29～

【届出する時期】
変更が生じた日から14日以内

住民票・戸籍の届出
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登録方法

①文書照会による方法
　申請書を提出したあと、本人あ
てに区役所から照会書を郵送しま
す。同封の回答書に申請した印鑑
を押し、健康保険証など氏名が確
認できるものと登録する印鑑を区
役所に持参してください。
②�すでに印鑑登録している人を保
証人にする方法

　申請書の保証人欄に、すでに印
鑑登録している人が保証人として
署名・登録印を押印してください。
この申請書と健康保険証など氏名
が確認できるもの、登録する印鑑
を区役所へ持参していただけれ
ば、その場で登録できます。

③�本人が運転免許証などを持参す
る方法

　運転免許証、マイナンバーカー
ド、写真付き住基カード、パスポー
トなど官公署発行の本人確認資料
（写真が添付され、割印などがあ
り、有効期限内のもの）と登録す
る印鑑を本人が区役所へ持参して
いただければ、その場で登録でき
ます。

こんなときは問合せを

●�登録した印鑑や印鑑登録証（印
鑑カード）をなくしたとき

　亡失届の提出が必要です。各区
役所戸籍課☎ P29～ に問い合わせ
てください。
●�市内で引越したとき
　印鑑登録証（印鑑カード）はそ
のまま使用できます。

※ゴム印など変形しやすいものや、外枠が
欠けている印鑑などは登録できません。
詳しくは問い合わせてください

※保証人が市外在住の場合は、発行後3か月
以内の印鑑登録証明書の提出が必要です

※①②の方法は代理人による申請もできま
すが、本人自筆の委任状、代理人の印鑑と、
代理人の運転免許証など氏名を確認できる
ものが必要です。ただし②の場合、代理人
が保証人を兼ねることはできません

在留カード

問 外国人在留総合インフォメー

ションセンター

☎0570-013904（平日8：30〜17：15）

（IP電話・PHS・海外からは☎03-

5796-7112）または最寄りの地方出
入国在留管理局に問い合わせてく
ださい。

特別永住者証明書

問 各区役所戸籍課☎ P29～

　特別永住者証明書の有効期限の
更新・再交付は、住居地の区役所で
申請してください。

在留カード・
特別永住者証明書

問 各区役所戸籍課☎ P29～

　市内に住民登録をしている人
は、マイナンバーカードの交付申
請ができます。

申請方法

　通知カード又は個人番号通知書
に同封されているマイナンバー
カードの交付申請書を準備してく
ださい。交付申請書がない場合は、
お住まいの区の区役所戸籍課登録
担当で再発行できます。

①スマートフォンによる申請
　交付申請書に表示された二次元
コードをスマートフォンで読み
取って申請します。顔写真はス
マートフォンで撮影します。

②パソコンによる申請
　マイナンバーカード総合サイト
の申請フォームに交付申請書に表
示された23桁の申請書IDを入力
して申請します。あらかじめス
マートフォンなどで撮影した顔写

マイナンバー
カード・

電子証明書

マイナンバーカード

※マイナンバー制度の導入に伴い、住民基
本台帳カードの新規発行は終了しました。
なお、既に発行された住民基本台帳カード
は、有効期限内まで引き続き利用できます

マイナンバーカードのイメージ

出典： 「マイナンバーカード総合サイト」  

（地方公共団体情報システム機構）
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真のデータを用意してください。
③証明写真機からの申請
マイナンバーカードの申請に対応
した証明写真機に、交付申請書に
表示された23桁の申請書IDを入
力して申請します。顔写真は証明
写真機で撮影します。
④郵便による申請
交付申請書に顔写真を貼り付け、
署名をして郵便で申請します。

【送付先】
〒219−8650
日本郵便株式会社
川崎東郵便局�郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構個
人番号カード交付申請書受付セン
ター
【顔写真】
・サイズ：縦4.5cm×横3.5cm
・6ケ月以内の撮影
・白黒可
・裏面に氏名、生年月日を記載
・正面、無帽、無背景で影がない
・顔が横向きや左右に傾いていない
・鮮明である（焦点があっている）
・�サングラス、マスク、ヘアバンド
などで顔の一部が隠れていない

受取方法

　申請後、通常1か月程度で受け
取りの案内が記載された交付通知
書（はがき）が自宅に届きます。
①受取場所
お住まいの区を管轄しているマイ
ナンバーカード特設センター（予
約制）またはお住まいの区の区役
所（一部予約制）
②予約方法
・�横浜市マイナンバーカード予約
システム

・�横浜市マイナンバーカード専用
ダイヤル
☎0120-321-590　 350-8484

③持ち物
・交付通知書
・通知カード（お持ちの人）

※通知カードや個人番号通知書は送らない
よう注意してください

横浜市 マイナンバーカード 予約 検索

・住民基本台帳カード（お持ちの人）
・本人確認書類
以下のＡの書類1点又はBの書類
2点
【A】（氏名と生年月日又は氏名と
住所が記載され、券面に記載され
た情報が最新の写真付きの書類）
運転免許証、運転経歴証明書（平
成24年4月1日以降に交付された
ものに限る）、旅券、住民基本台帳
カード、在留カード、特別永住者証
明書、身体障害者手帳、精神障害者
保健福祉手帳、療育手帳（愛の手
帳）、一時庇護許可書、仮滞在許可
書
【B】（氏名と生年月日又は氏名と
住所が記載され、券面に記載され
た情報が最新の書類）
健康保険証、年金手帳、社員証、学
生証、診察券、医療受給者証など

④15歳未満の方、成年被後見人の
マイナンバーカードを受け取る場合
　法定代理人（親権者、成年後見
人）の同行が必要です。また、②
の持ち物に加え、法定代理人の本
人確認書類（Aの書類1点又はBの
書類2点）と、15歳未満の方や成
年被後見人と法定代理人が別世帯
の場合は戸籍や登記事項証明書等
の代理権の確認書類が必要です。
詳しくは横浜市のウェブページを
確認してください。

※掲載している書類は主な例です。詳しく
は問い合わせてください

　公的個人認証サービスは、オン
ライン手続きで本人確認をするた
めの仕組みです。電子証明書を利
用することで、他人によるなりす
ましや通信途中の改ざんを防ぎま
す。
●�マイナンバーカードには、利用
者証明用と署名用の2種類の電
子証明書が標準搭載されます。
●�電子証明書の有効期限は、発行
日から5回目の誕生日までで
す。有効期限3か月前の翌日か
ら更新の手続きができます。

①住所や氏名が変わったとき
　マイナンバーカードと電子証明
書の更新を行いますので、お住ま
いの区の区役所戸籍課登録担当で
手続きしてください。
②暗証番号を忘れた又はロックし
たとき
　新しい暗証番号を設定しますの
で、お住まいの区の区役所戸籍課
登録担当で手続きしてください。

マイナンバー制度についてご
不明な点は、国のマイナンバー
総合フリーダイヤルに問い合
わせてください
問 国マイナンバー総合フリーダイヤル

☎0120-95-0178

 月-金 9:30～20:00 　　　　　　

土日祝 9:30～17:30

休年末年始

※マイナンバーカードの紛失、盗難な

どによる一時停止手続については、24

時間年中無休で受付

●英語・中国語・韓国語・スペイン語・

ポルトガル語対応

 ・ 制度に関すること　　　　　　　
☎0120-0178-26

 ・ マイナンバーカードのこと　　　
☎0120-95-0178

※開設時間、休みなどは変更になるこ
とがあります

公的個人認証サービス
（電子証明書）

その他
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婚姻届

【届出する時期】
任意
【届出人】
婚姻する2人
【窓口】
2人のいずれかの住所地・本籍地
の役所（役場）
【届出に必要なもの】（※）
・�婚姻届書
・�運転免許証やマイナンバーカー
ド、写真付きの住基カード、パス
ポートなど窓口に来た人の氏名
が確認できるもの

　住所、氏名、扶養関係などに変更
があったときは、住所地の区役所
に届出をしてください。

�
・世帯変更届 P68

・印鑑登録 P68

・旧姓（旧氏）併記 P68

・マイナンバーカード P69～

・電子証明書 P70

・国民健康保険 P76～

・後期高齢者医療制度 P78～

・国民年金 P79～

・介護保険 P81

・障害福祉 P89～

　障害者手帳、自立支援医療など
の各種手続。
�

結 婚・離 婚

結婚

※婚姻届書には証人（2人）の署名も必要で
す
※市内に本籍がない場合は、戸籍全部事項
証明書（戸籍謄本）が別途必要です
※通知カードは、本人確認書類として使用
できません

※市外で必要な手続は、住所地の市役所・区
役所に問い合わせてください

離婚届

【届出する時期】
①協議離婚の場合：任意
②�和解・調停・請求の認諾・審判・判
決離婚の場合：成立・確定した日
から10日以内

【届出人】
夫と妻（調停などによる場合は申
立人）
【窓口】
夫・妻の住所地・本籍地の役所（役場）
【届出に必要なもの】
①協議離婚の場合（※）
・離婚届書
・運転免許証やマイナンバーカー
ド、写真付きの住基カード、パス
ポートなど窓口に来た人の氏名が
確認できるもの。

②�和解・調停・請求の認諾・審判・判
決離婚の場合（※）

　和解調書・調停調書・認諾調書・
審判書・判決書の謄本。

　住所、氏名、扶養関係などに変更
があったときは、住所地の区役所
に届出をしてください。

離婚

※離婚届書には証人（2人）の署名も必要で
す
※通知カードは、本人確認書類として使用
できません
※市内に本籍がない場合は、戸籍全部事項
証明書（戸籍謄本）が別途必要です

※審判・判決離婚の場合は確定証明書、市内
に本籍がない場合は、戸籍全部事項証明書
（戸籍謄本）が別途必要です

※市外で必要な手続は、住所地の市役所・区
役所に問い合わせてください

�
・世帯変更届 P68

・印鑑登録 P68

・旧姓（旧氏）併記 P68

・マイナンバーカード P69～

・電子証明書 P70

・国民健康保険 P76～

・後期高齢者医療制度 P78～

・国民年金 P79～

・介護保険 P81

・障害福祉 P89～

　障害者手帳、自立支援医療など
の各種手続。
�
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転入届

【届出する時期】
転入した日から14日以内
【届出人】
　本人または世帯主�（代理人の場
合は、委任状と代理人の氏名が確
認できるものが必要です）。
【届出先】
新しい住所地の区役所
【届出に必要なもの】
　運転免許証、マイナンバーカー
ド、写真付きの住基カード、パス
ポートなど窓口に来た人の氏名が
確認できるもの。

　住所などに変更があったとき
は、住所地の区役所に届出をして
ください。

�
・子どものいる人
児童手当 P45／転校するとき P47

・印鑑登録 P68

・マイナンバーカード P69～

・電子証明書 P70

・国民健康保険 P76～

　前の住所地で国民健康保険に加
入していた人は、横浜市の国民健康
保険の加入の届出をしてください。
・後期高齢者医療制度 P78～

・国民年金 P79～

・介護保険 P81

・障害福祉 P89～

　障害者手帳、自立支援医療など
の各種手続。
�

市外・市内他区からの
引越し

※通知カードは、本人確認書類として使用
できません
※マイナンバーカード、住基カードは住所の追
記のため提出してください
※市外から引越してきた場合のみ、前住所
の市区町村で発行した転出証明書などが別
途必要です
※外国人住民が、転入届、転出届、転居届を
出す場合は、在留カードまたは特別永住者
証明書が必要です

※市外で必要な手続は、住所地の市役所・区
役所に問い合わせてください

人生の節目を記念して苗木を差し

上げます！

問 環境創造局　みどりアップ推進課

☎671-3447　 224-6627

　出生、保育園・幼稚園入園、小学
校入学、結婚、賀寿、市外からの転
入などの記念に、苗木を差し上げ
ます。
　記念日の前後1年以内に、申込
みはがきを郵送するか、市 WEB か
ら申し込んでください。

横浜市　記念樹　電子申請 検索

転出届（国外転出も含む）

●窓口での届出
【届出する時期】
転出前または転出後14日以内
【届出人】
　本人または世帯主（代理人の場
合は、委任状と代理人の氏名が確
認できるものが必要です）。
【届出先】
今までの住所地の区役所
【届出に必要なもの】
マイナンバーカード、運転免許証、
保険証など窓口に来た人の氏名が
確認できるもの

●郵送による届出
【届出する時期】
転出前または転出後14日以内
【届出人】
　本人または世帯主（代理人の場
合は、委任状と代理人の氏名が確
認できるものが必要です）。
【届出先】
今までの住所地の区役所
【届出に必要なもの】
・�郵送による転出届（様式はウェ
ブページからダウンロードでき
ます）
・�本人確認書類の写し（マイナン
バーカード、運転免許証、保険証
など、氏名及び住所変更前の住所
が記載されているもの）

市外への引越し

※外国人住民が転出届を出す場合は、在留
カードまたは特別永住者証明書が必要です

転居届

【届出する時期】
転居した日から14日以内
【届出人】
　本人または世帯主（代理人の場
合は、委任状と代理人の氏名が確
認できるものが必要です）。
【届出先】
住所地の区役所
【届出に必要なもの】（※）
　運転免許証、マイナンバーカー
ド、写真付きの住基カード、パス
ポートなど窓口に来た人の氏名が
確認できるもの。

　住所などに変更があったとき
は、住所地の区役所に届出をして
ください。

�
・子どものいる人
児童手当 P45／転校するとき P47

・印鑑登録 P68

・マイナンバーカード P69～

・電子証明書 P70

・国民健康保険 P76～

・後期高齢者医療制度 P78～

・国民年金 P79～

・介護保険 P81

・障害福祉 P89～

　障害者手帳、自立支援医療など
の各種手続。
�

引越し

同じ区内での引越し

※通知カードは、本人確認書類として使用
できません
※マイナンバーカード、住基カードは住所の
追記のため提出してください
※外国人住民が、転入届、転出届、転居届を
出す場合は、在留カードまたは特別永住者
証明書が必要です

※市外で必要な手続は、住所地の市役所・区
役所に問い合わせてください

23-115_行政.indd   72 2022/02/25   13:38



ご
不
幸
／
税
金

73

・返信用封筒
　返信先（「いままでの住所」また
は「これからの住所」）を記入し、
切手を貼付してください。

●�オンラインでの届出（国外への
転出の場合は不可）

対象 �署名用電子証明書が有効なマ
イナンバーカードをお持ちの
人のみ

【届出する時期】
転出前または転出後14日以内
【届出人】
　本人（本人と同一世帯の人もま
とめて届け出ることができます）。
【届出に必要なもの】
・マイナンバーカード
・�マイナンバーカードに対応した
スマートフォン（専用アプリの
ダウンロードが必要です）

横浜市転出届  オンライン手続 検索

�
・子どものいる人
児童手当 P45／転校するとき P47

・印鑑登録 P68

　転出予定日に抹消されます。
・マイナンバーカード P69～

・電子証明書 P70

・国民健康保険 P76～

・後期高齢者医療制度 P78～

・国民年金 P79～

・介護保険 P81

・障害福祉 P89～

　障害者手帳、自立支援医療など
の各種手続。
�

※国外へ転出する場合は、返信用封筒の送
付は不要です

転籍届

【届出する時期】
任意
【届出人】
　戸籍の筆頭者及び配偶者。
【窓口】
　住所地・現本籍地・新本籍地の役
所（役場）。
【届出に必要なもの】（※1）
　転籍届書（※2）。

本籍を移す

※1　他の市区町村に転籍する場合は、戸
籍全部事項証明書（戸籍謄本）が別途必要
です
※2　転籍届書は、区役所戸籍課でお渡し
しています。また、他市区町村の用紙を使
うこともできます。届出人の双方が来庁
できない場合は、必要事項を記入し、届出
人が署名したものを持参してください（筆
頭者が死亡している場合は、生存配偶者の
みの届出となります。現在、婚姻していな
い筆頭者、また外国人が配偶者の筆頭者
は、単独での届出となります。外国人配偶
者単独での届出はできません）

死亡届

【届出する時期】
死亡の事実を知った日から7日以
内
【届出人】
　親族・同居者。
【窓口】
　死亡地、届出人の住所地、死亡者
の本籍地の役所（役場）。
【届出に必要なもの】（※）
　死亡届書（届出人の署名が必要。
右側に医師が作成した死亡診断書
または死体検案書）。

世帯変更届 P68

　世帯主が死亡した場合に必要です。

国民健康保険 P76～

　横浜市国民健康保険に加入して
いる場合は、横浜市国民健康保険
をやめる届出が必要です。
　また、葬祭費を申請することが
できます。
　各区役所保険年金課 P29～ に問
い合わせてください。
　そのほかの健康保険加入者は、
加入先へ確認してください。

後期高齢者医療制度 P78～

　後期高齢者医療制度に加入して
いる場合は、葬祭費を申請するこ
とができます。
　各区役所保険年金課 P29～ に問
い合わせてください。

ご不幸

ご家族が亡くなったら

※火葬を行う場合は、火葬許可申請書が別
途必要です（火葬がお済みの場合は、死亡届
は届出済みです）

※死亡した世帯主を含めた2人世帯の場合
は不要です

引
越
し
／
ご
不
幸
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横浜みどり税

●個人

問 各区役所税務課☎ P29～

／財政局 税務課☎671-2253

641-2775

【課税の方法】
市民税の均等割に年間で900円
を上乗せ

【実施期間】
2009年度分〜2023年度分
●法人

問 財政局 法人課税課

☎671-4481　 210-0481

【課税の方法】
市民税の年間均等割額の9％相当
額を上乗せ
【実施期間】
2009年4月1日〜2024年3月31日
の間に開始する事業年度
　2009年度から実施している
横浜みどり税は、緑を守り、つく
り、育む取組を進める「横浜みどり
アップ計画」の重要な財源の一部
です。引き続きご負担をお願いし
ます。

納付方法

問 各区役所税務課☎ P29～

　金融機関、コンビニエンス・スト
ア（バーコード印字がある納付書
のみ取り扱います）などで納付で
きます。また、最新の市税納付方
法については、WEBを確認してくだ
さい。

横浜市税　納付方法 検索

※所得が一定金額以下で、市民税均等割が
課税されない人を除きます

市税の納付

※納期限が過ぎた場合は延滞金がかかるこ
とがあります。また、滞納したままでいると、
財産の差し押さえなどの処分を受ける場合
もあります

税の知識 

問 財政局 税務課

☎671-2229

641-2775

　市民税や固定資産
税など、主に7つの税金について
分かりやすく解説
【閲覧場所】
各区役所税務課、市民情報セン
ター、市 WEBなど

個人市民税

問 各区役所税務課☎ P29～

対象 �原則として1月1日現在本市各
区内に住所があり、一定の所得
がある個人

　市民税とあわせて県民税も納付
することになります。
【納期】普通徴収6・8・10・1月

法人市民税

問 財政局 法人課税課

☎671-4481　 210-0481

対象 �本市各区内に事務所・事業所が
ある法人

　事業年度ごとに法人市民税の申
告納付義務があります。

税 金

市民税

　南部斎場、戸塚斎場、北部斎場、
久保山霊堂には、通夜・告別式がで
きる葬祭ホールを併設していま
す。利用時間などは各施設に問い
合わせてください。

斎場

■久保山斎場
西区元久保町3-1

☎231-3060
231-5027

■戸塚斎場
戸塚区鳥が丘10-5

☎864-7001
881-0894

■南部斎場
金沢区みず木町1

☎785-9411
785-9445

■西寺尾火葬場（民営）
神奈川区松見町2-418

☎421-0850
431-9340

■北部斎場
緑区長津田町5125-1

☎921-5700
921-5775

墓地

■久保山墓地
西区元久保町3-24

☎242-3201
同上

■日野公園墓地
港南区日野中央1-13-1

☎842-0771
同上

■三ツ沢墓地
神奈川区三ツ沢上町20-6

☎321-5430
同上 

■メモリアルグリーン
戸塚区俣野町1367-1

☎858-3375
851-1444 

■根岸外国人墓地
中区仲尾台7-1

☎622-6008 

納骨堂

■久保山霊堂
西区元久保町1-1

☎231-7343
同上 

■日野こもれび納骨堂
港南区日野中央1-13-2

☎835-3684
835-3685

斎場・墓地
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スマホ決済（請求書払い）について

問 各区役所税務課☎ P29～

　スマートフォンまたはタブレッ
ト端末で、納付書に印字されている
「コンビニ収納用バーコード」を読
み取ることで納付ができるサービ
スです。
【対応アプリ】�
PayPay、LINE� Pay、PayB、
FamiPay、au�PAY
　利用方法については、各社 WEB

を確認してください。

クレジット納付について

問 各区役所税務課☎ P29～

　納付書の「納付番号」欄に数字
の印字がある場合は、インター
ネットを利用し、クレジット決済
で24時間いつでも納付できます。
詳細は、WEBを確認してください。

ペイジー納付について

問 各区役所税務課☎ P29～

　P
ペ イ ジ ー
ay-easyマークのある納付書

で「納付番号」欄に数字の印字が
ある場合は金融機関のATMやパ
ソコン・スマートフォンなどから
ペイジーにより納付できます（パ
ソコン・スマートフォンなどから
の納付はあらかじめ金融機関とイ
ンターネットバンキングなどの契
約が必要です）。

口座振替について

問 財政局 納税管理課 口座担当

☎671-3747　 664-3030

　市民税・県民税（普通徴収分）、
固定資産税・都市計画税（土地・家
屋）、固定資産税（償却資産）の納
税には口座振替が便利です。ウェ

※スマートフォンまたはタブレット端末へ
対応アプリの登録が必要です
※上限金額は、アプリの種類により異なりま
す

※税額に応じて、システム利用料がかかり
ます

横浜市税　クレジット納付 検索

pay-easy
マーク

ブページから口座振替の依頼書
をダウンロードし、郵送での手続
きができます。
　また、納税通知書、通帳、通帳届
出印を持って、金融機関窓口での
手続きもできます。

市税を納付できないとき

問 各区役所税務課☎ P29～

　災害や病気、失職などで納税が
困難なときに、納税の猶予や減免
を受けられる場合があります。

問 各区役所税務課☎ P29～

【発行するもの】
（1）�市民税・県民税課税（非課税）

証明書
（2）納税証明書
（3）�固定資産課税台帳登録事項証明書
（4）土地・家屋課税証明書
（5）土地・家屋非課税証明書
（6）�土地・家屋総合名寄帳登録事

項証明書
（7※）�住宅用家屋証明書（中古住

宅）

【手数料】
￥（1）（2）300円／件
　�（3）（5）土地�300円／筆
　　　　　家屋�300円／枚
　　　　　償却資産�300円／枚
　（4）（6）300円／枚
　（7）1,300円／件

【窓口】
（1）（2）（3※）区役所税証明発行
窓口、行政サービスコーナー

（4）（5）（6）（7）当該資産の所在
する区役所税証明発行窓口

【請求に必要なもの】
（1）（2）（3）（4）（5）（6）

横浜市税　口座振替 検索

税証明発行

※新築住宅の住宅用家屋証明書について
は、建築局情報相談課（☎671-4503�
681-2436）に問い合わせてください

※代理人からの請求は区役所のみでの受付
となるなど、行政サービスコーナーでは一
部取扱いが異なります

　マイナンバーカード、運転免許
証、パスポート、住基カードなど官
公署発行の顔写真付き本人確認書
類（代理人の場合は、委任状と代
理人の本人確認書類、法人の場合
は代表者印が必要です）
（7）各区役所税務課 P29～ に問い
合わせてください。

スマートフォン申請について

問 各区役所税務課☎ P29～

　市民税・県民税課税（非課税）証
明書および納税証明書について
は、スマートフォン及びマイナン
バーカードを使って、オンライン
による申請ができます（一部対象
外の証明があります）。詳細は、
WEBを確認してください。

問 各区役所税務課☎ P29～

対象 �4月1日現在の軽自動車、バイ
クなどの所有者

　名義変更、住所変更、廃車、盗難
などがあった場合は届出をしてく
ださい。納期は5月です。
�
車の登録 P96

�

土地・家屋

問 各区役所税務課☎ P29～

対象 �1月1日現在の土地・家屋の所
有者

　税額は価格をもとに計算されま
す。
　市街化区域内の土地・家屋には、
都市計画税があわせて課税されま
す。
【納期】　4・7・12・2月

償却資産

問 財政局 償却資産課

横浜市償却資産センター

☎671-4384　 663-9347

横浜市 税証明 スマートフォン申請 検索

軽自動車税（種別割）

固定資産税・都市計画税
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問 各区役所保険年金課☎ P29～

　医療機関の受診で発生した医療
費の一部または全部について、保
険者が給付する医療保険制度があ
ります。保険には次の3種類があ
ります。
①�職場を通して加入する「健康保
険」
②�75歳以上の人が加入する「後期
高齢者医療制度」
③�その他の人が加入する「国民健
康保険」
　その他の人とは、自営業、農業従
事者、退職者など、他の健康保険制
度に加入していない人です。
　「健康保険」の加入者や「後期高
齢者医療制度」の加入者、生活保
護を受けている人以外は必ず居住
区の「国民健康保険」に加入して
ください。

（1）�職場の健康保険や国民健康保
険組合をやめたとき

（2）�市外から転入（引越し）して
きたとき

（3）�生活保護を受けなくなったと
き

（4）子どもが生まれたとき
【届出先】各区役所保険年金課保
険係

保 険・年 金

国民健康保険

※そのほかの「健康保険」については、加入
先に問い合わせてください。「後期高齢者
医療制度」は P78～ を参照してください

加入の届出が必要なとき

対象 �1月1日現在の事業の用に供す
ることができる資産の所有者

　税額は価格をもとに計算されま
す。
【納期】　4・7・12・2月

基準以上の緑化に対する

固定資産税などの軽減措置

問 環境創造局

みどりアップ推進課

☎671-3447　 224-6627

　詳細は WEB を確認してくださ
い。

問 市内の県税事務所など P76

　詳細は WEB を確認してくださ
い。

国税について相談したいとき

　在住の区を所管する税務署 P76

に問い合わせてください。なお、国
税庁の WEBより各種申請・届出様式
や申告書をプリントできます。

所得税

　詳細は WEB を確認してくださ
い。

相続税

　詳細は WEB を確認してくださ
い。

贈与税

　詳細は WEB を確認してくださ
い。

横浜市　基準以上の緑化 検索

主な県税

神奈川県　県税のあらまし 検索

主な国税

国税庁 検索

国税庁 所得税のしくみ 検索

国税庁 財産を相続したとき 検索

国税庁 贈与税がかかる場合 検索

税務署

■神奈川税務署
☎544-0141
港北区大豆戸町528-5
対象 神奈川・港北区

■鶴見税務署
☎521-7141
鶴見区鶴見中央4-38-32
対象 鶴見区

■戸塚税務署
☎863-0011
戸塚区吉田町2001
対象 泉・栄・戸塚区

■横浜中税務署
☎651-1321
中区山下町37-9
対象 中・西区

■保土ケ谷税務署
☎331-1281
保土ケ谷区帷子町2-64
対象 旭・瀬谷・保土ケ谷区

■緑税務署
☎972-7771
青葉区市ケ尾町22-3
対象 青葉・都筑・緑区

■横浜南税務署
☎789-3731
金沢区並木3-2-9
対象 磯子・金沢・港南・南区

県税事務所など

■横浜県税事務所
中区山下町75
神奈川自治会館6・7階

☎651-1471
664-5408

対象 西・中・保土ケ谷・旭・瀬谷区

■神奈川県税事務所
神奈川区広台太田町3-8
神奈川区総合庁舎本館4階
対象 鶴見・神奈川・港北区

☎321-5741
321-5742

■緑県税事務所
青葉区市ケ尾町27-5
対象 緑・青葉・都筑区

☎973-1911
973-6738

■戸塚県税事務所
戸塚区上倉田町449

☎881-3911
862-3251

対象 南・港南・磯子・金沢・戸塚・栄・泉区

■自動車税管理事務所
南区弘明寺町31

☎716-2111
716-3199

　県税に関する手続は、郵送や電
子申請でお願いします。詳細は
WEBを確認してください。

税務署・県税事務所

県税便利帳 検索
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【届出時期】要件発生から14日以内

【届出のときに必要なもの】
●�（1）〜（4）共通で必要なもの
・�本人確認ができるもの（運転免
許証、マイナンバーカード、パス
ポートなど）
・�預・貯金通帳、金融機関届出印（口
座振替手続済の場合は不要です）
●�（1）（3）（4）の場合、追加で必
要なもの

（1）健康保険資格喪失証明書

（3）保護廃止・停止通知書
（4）母子健康手帳

（1）�職場の健康保険や国民健康保
険組合に加入したとき

（2）市外に転出（引越し）するとき
（3）生活保護を受けるとき
（4）死亡したとき
【届出先】各区役所保険年金課保
険係
【届出時期】要件発生から14日以内
【届出のときに必要なもの】
●�（1）〜（4）共通で必要なもの
・保険証

●�（1）（3）（4）の場合、追加で必
要なもの

（1）加入した保険証または資格取
得証明書
（3）保護決定通知書
（4）死亡を証明するもの

（1）�区内で転居したとき、世帯主
が変わったとき、世帯を分け
たり一緒にするとき、氏名が
変わったとき

（2）�市内他区から転入（引越し）

※届出が遅れた場合でも、職場の健康保険
をやめた日、市外から転入した日が加入日と
なります。保険料も加入した月分から納め
ることになります

※やめた職場、または保険証を発行してい
たところでもらってください

脱退の届出が必要なとき

※保険証の記載事項に変更のある人全員の
保険証を持参してください
※限度額適用認定証や特定健診の受診券な
どを交付されている人は、併せて持参してく
ださい

その他、届出が必要なとき

してきたとき
（3）�修学のため市外で生活するとき
（4）�保険証をなくしたり汚したり

したとき
【届出先】各区役所保険年金課保
険係
【届出時期】要件発生から14日以内
【届出のときに必要なもの】
●�（1）〜（4）共通で必要なもの
・保険証（※）
・�本人確認ができるもの（運転免
許証、マイナンバーカード、パス
ポートなど）

●�（2）〜（4）の場合、追加で必要
なもの

（2）前の区の保険証
（3）在学証明書
（4）保険証の番号が分かる書類
（保険料額通知書、納付書など）

年齢区分 本人負担額

70歳以上 2割・3割

一般
（小学生～69歳まで）

3割

小学校就学前 2割

　詳細は各区役所保険年金課
☎ P29～ に問い合わせてください。

　国民健康保険に加入している人
数と、その所得に応じて算定しま
す。40歳以上65歳未満の人には
介護分が加算されます。保険料の
納付は、口座振替や特別徴収（年
金からの天引き）などによります。

　災害その他の事情で、保険料を
納めるのにお困りの場合は、保険
料を減免できる場合があります。

※保険証の記載事項に変更のある人全員の
保険証を持参してください
※限度額適用認定証や特定健診の受診券な
どを交付されている人は、併せて持参してく
ださい

医療機関で支払う額
（自己負担分）

保険料について

保険料の納付に困ったとき

　滞納保険料の債権を確保するた
めに法律に基づく差押えなどの滞
納処分をすることがあります。

　以下のようなときに、給付金が
支給される場合があります。
（1）�療養費（支払った費用の一部

を支給）
・�急病などにより保険証なしで医
者にかかったとき
・�コルセットなど保険医が治療上
必要があると認めて治療用装具
を作ったとき
・�病気やけがのため海外で病院に
かかったとき（治療目的の渡航
は除く）
（2）�高額療養費 P89

　病院窓口で支払った自己負担
分が限度額を超えたとき、超えた
額を支給します（食事代などを除
く）。
　「限度額適用（・標準負担額減額）
認定証」の提示により、限度額ま
での支払いとなります（保険証の
提示のみで限度額が適用できる場
合があります）。
（3）�高額介護合算療養費
　医療保険の負担と介護保険の負
担の両方が発生し、その1年間の
合計（8月〜翌年7月）が基準額を
超えたとき、超えた額を支給しま
す。
（4）訪問看護療養費
　寝たきりの人などが在宅療養に
際し、訪問看護ステーションから
の訪問看護を受けたときの、費用
の7割〜8割を国保で負担します。
（5）�出産育児一時金
　加入者が出産したとき、42万
円を支給します。
（6）葬祭費
　加入者が亡くなって葬祭を
行ったとき、5万円を支給します。
（7）障害児育児手当金
　生まれた子どもに先天性の障害
や異常があったとき、障害の程度

保険料を滞納すると

給付金の種類と支給要件
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したとき
（8）�一定の障害のある65歳以上

75歳未満の人が障害認定の
申請または撤回をしようとす
るとき。ただしさかのぼって
の申請・撤回はできません

　後期高齢者医療制度に加入して
いる人の所得に応じて算定しま
す。毎年７月に保険料額の通知を
送付します。保険料の納付は、年
金からの天引きまたは口座振替な
どによります。

　災害その他の事情で、保険料を
納めるのにお困りの場合は、保険
料を減免できる場合があります。

　滞納保険料の債権を確保するた
めに法律に基づく差押えなどの滞
納処分をすることがあります。

　以下のようなときに、給付金が
支給される場合があります。
（1）�療養費（支払った費用の一部

を支給）
・�急病などにより保険証なしで医
者にかかったとき
・�コルセットなど保険医が治療上
必要があると認めて治療用装具
を作ったとき
・�病気やけがのため海外で病院に
かかったとき（治療目的の渡航
は除く）
（2）�高額療養費 P89

　病院窓口で払った自己負担分が
限度額を超えたとき、超えた額を
支給します（食事代などを除く）。
　「限度額適用（・標準負担額減額）

保険料について

※国民健康保険の保険料を口座振替で納付
していても、制度運営者が異なるため、改め
て手続が必要となります

保険料の納付に
困ったとき

保険料を滞納すると

給付金の種類と支給要件

に応じて80万円（1級）〜10万円
（4級）を支給します。

　災害その他の事情で、自己負担
分の支払にお困りの場合は、医療
機関にかかる前に相談してくださ
い。減額または免除されることが
あります。

旧被扶養者の保険料減免

　社会保険などの被保険者が後期
高齢者医療制度に移行したことに
より、その被扶養者だった人が国民
健康保険に加入した場合に、保険
料の負担緩和措置（旧被扶養者減
免）を受けられる場合があります。
 

非自発的失業者にかかる軽減措置

　勤め先の都合を理由に離職され
た人（雇用保険の特定受給資格者
または特定理由離職者）は、国民
健康保険料及び高額療養費などの
自己負担限度額が軽減される場合
があります。

　生活習慣病を予防するための特
定健康診査・特定保健指導が受け
られます。
対象 �国民健康保険に加入している
40〜74歳の人

￥無料

受診券について

　4月1日以前から引き続き国民
健康保険に加入している40〜
74歳の人は、特定健康診査を受け
る際に必要となる受診券が郵送さ
れます（昭和22年4月2日〜6月
30日までの誕生日の方を除く）。
　4月2日以降に国民健康保険に加
入した人等で特定健康診査の受診
を希望される人は、区役所保険年
金課保険係に申し出てください。

医療費に困ったとき

援助・支援・補助など

特定健康診査・
特定保健指導

　なお、75歳の誕生日以降は横浜
市健康診査 P82 を無料で受けら
れます。
　特定健康診査を受診できる医療
機関については、受診券に同封の
「健診実施機関一覧表」や WEBで確
認してください。

受診券が届かないとき／

受診券を紛失したとき（再発行）

問 横浜市けんしん専用ダイヤル

☎664-2606　 663-4469／各区役

所保険年金課☎ P29～

　ウェブページ、電話申請または、
国民健康保険証を持参し、居住区
の区役所保険年金課で交付申請を
行ってください。

問 各区役所保険年金課☎ P29～ ／

神奈川県後期高齢者医療広域連合

☎0570-001120　 441-1500

対象 �①75歳以上の人　　　　　　
②一定の障害のある65歳以上
75歳未満の人（神奈川県後期
高齢者医療広域連合の認定を
受けた人）

（1）�市外から転入（引越し）して
きたとき

（2）�市外に転出（引越し）するとき
（3）市内で転居したとき
（4）氏名が変わったとき
（5）�生活保護を受けるとき（受け

なくなるとき）
（6）死亡したとき
（7）�保険証をなくしたり汚したり

※代理人の場合は、代理人の本人確認資料
が別途必要です

後期高齢者医療制度

※①の人には75歳の誕生日前日までに保険
証が郵送されます（手続は不要です）
※保険でまかなう医療給付費は、税金（公
費）で約5割、現役世代が約4割を負担し、加
入者が約1割を保険料として負担。保険料
率は2か年（2022〜2023年度）の医療給
付費の見込みに基づいて算定します
※社会保険などの被保険者が後期高齢者医
療制度に移行した場合、その被扶養者だっ
た人は他の社会保険または国民健康保険へ
の加入手続が必要です

届出が必要なとき
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認定証」の提示により、限度額ま
での支払いとなります（保険証の
提示のみで限度額が適用できる場
合があります）。
（3）�高額介護合算療養費
　医療保険の負担と介護保険の負
担の両方が発生し、その１年間の
合計（８月〜翌年７月）が基準額
を超えたとき、超えた額を支給し
ます。
（4）�訪問看護療養費
　難病患者や重度の障がいがある
人が主治医の指示のもとで訪問看
護を受けたときの費用の7割〜9
割を医療保険で負担します。
（5）�葬祭費
　加入者が亡くなったとき5万円
を支給します。

　災害その他の事情で、自己負担
分の支払にお困りの場合は医療機
関にかかる前に、各区役所保険年金
課 P29～ に相談してください。減額
または免除されることがあります。

問 ねんきんダイヤル

☎0570-05-1165（050で始まる電

話からは☎03-6700-1165）

／年金事務所など☎ P80 ／各区役

所保険年金課☎ P29～

　国民年金は、全ての人に共通の
「基礎年金」を支給する制度です。
　日本国内に居住する20〜59
歳の人は、必ず公的年金に加入し
なければなりません。

第1号被保険者

20〜59歳で、自営業、農林漁業、
学生、無職の人など（次の第2号、
第3号被保険者以外の人）
【手続き】
　各区役所保険年金課国民年金係
【必要なもの】
マイナンバーカードまたは基礎年

医療費に困ったとき

国民年金

国民年金に加入する人

金番号が分かるものなど、退職日
の分かるものなど

第2号被保険者

厚生年金に加入中の会社員・公務
員などで65歳未満及び65歳以上
で老齢（退職）年金などの受給資
格のない人
【手続き】
勤務先

第3号被保険者

原則として20〜59歳で第2号被
保険者に扶養されている配偶者
【手続き】
　配偶者の勤務先

任意加入被保険者

第1号〜第3号被保険者にあたら
ない、次の（1）〜（3）のいずれか
の人は、任意で国民年金に加入で
きます
（1）20〜64歳で、海外に住んで
いる日本人
（2）60〜64歳で、年金額を満額
に近づけたい人、受給資格期間に
満たない人
（3）65〜69歳で、受給資格期間
に満たない人
【手続き】
　各区役所保険年金課国民年金係
のほか、年金事務所で手続する場
合などがあります。

届出が必要なとき

　次の場合は、各区役所保険年金
課国民年金係に届出が必要です。
●�引越し・結婚・離婚などで第1号
被保険者の住所や氏名が変わっ
たときは、原則届出は不要です
が、海外からの引越し、海外への
引越しの場合などは、手続が必
要です

【必要なもの】マイナンバーカー
ドまたは基礎年金番号が分かるも
のなど
●�第2号被保険者が退職などで第
1号被保険者になるとき

【必要なもの】マイナンバーカー
ドまたは基礎年金番号が分かるも

の、退職日が分かる書類など
●�第3号被保険者が扶養をはずれ
て第1号被保険者になるとき

【必要なもの】マイナンバーカー
ドまたは基礎年金番号が分かるも
の、扶養をはずれた年月日が分か
る書類など
●�付加保険料納付を希望、または
辞退したいとき

【必要なもの】マイナンバーカー
ドまたは基礎年金番号が分かるも
のなど

第1号被保険者の定額保険料（2022

年度）

　保険料は毎月16,590円。付加
保険料（400円／月）を合わせて
納めると老齢基礎年金に付加年金
が上乗せされます。

納付方法

　便利な口座振替または納付書の
裏に記載されている金融機関、コ
ンビニエンス・ストアなどで納め
ることができます。
　また、インターネットなどから
の電子納付、クレジットカードに
よる納付もできます。

　第1号被保険者については、次
の免除等制度が適用されます。

申請免除制度（全額・一部）

　一定の所得以下などの人は申請
により保険料の納付を免除。

学生納付特例制度

　一定の所得以下などの学生は申
請により保険料の納付を猶予。

納付猶予制度

　一定の所得以下などで50歳未満
の人は申請により保険料の納付を
猶予。

※第1号被保険者が厚生年金に加入したと
きは区役所での届出は不要です

保険料を納めるとき

保険料の免除など
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年金事務所の予約相談

問 年金事務所

相談実施時間
　月-金�8:30〜16:00
　土曜開所日9:30〜15:00
　延長開所日8:30〜18:00
　年金事務所の窓口で年金請求の
手続や、受給している年金などに
ついての相談を希望する方は、予
約相談を利用してください。連絡
の際は、基礎年金番号が分かるも
のを用意してください。

年金事務所など

　来訪相談の予約は、予約受付専
用電話☎0570-05-4890（050で始
まる電話からは☎03-6631-7521）。
■港北年金事務所
港北区大豆戸町515
対象 青葉・港北・都筑・緑区

☎546-8888
546-8880

■鶴見年金事務所 ☎521-2641
504-5600

鶴見区鶴見中央4-33-5�TG鶴見ビル2・4階
対象 神奈川・鶴見区

■横浜中年金事務所
中区相生町2-28
対象 中・西区

☎641-7501
641-7578

■横浜西年金事務所 ☎820-6655
825-4381

戸塚区川上町87-1�ウエルストン1ビル2階
対象 旭・泉・栄・瀬谷・戸塚・保土ケ谷区

■横浜南年金事務所
南区宿町2-51
対象 磯子・金沢・港南・南区

☎742-5511
714-7250

■街角の年金相談
センター新横浜

来所による
相談のみ

港北区新横浜2-5-10楓第2ビル3階（新
横浜駅北口徒歩5分）

■街角の年金相談
センター戸塚

来所による
相談のみ

戸塚区上倉田町498-11�第5吉本ビル3階
（戸塚駅東口徒歩3分）

■街角の年金相談
センター横浜

来所による
相談のみ

西区高島2-19-12�スカイビル18階（横浜駅
東口徒歩3分）

■ねんきんサテライト
青葉台（港北年金事務所
青葉台分室）

来所による
相談のみ

青葉区つつじが丘36-10�第8進栄ビル1階
（青葉台駅徒歩11分、十日市場駅徒歩13
分、バス「しらとり台停」下車徒歩1分）

法定免除制度

　障害基礎年金、被用者年金の障
害年金（1級・2級）を受けている
ときや生活保護法による生活扶助
を受けているときなどは、届出に
より保険料の納付を免除。

産前産後期間の免除制度

　国民年金第1号被保険者が
2019年2月以降出産を行った際
には、出産前後の一定期間の保険
料を届出により免除。

　年金の受給には手続が必要です。

老齢基礎年金

　65歳になった人（60歳からの
繰上げや70または75歳までの繰
下げもあります）。

障害基礎年金

　65歳前に、不慮の事故や病気な
どで国民年金の法令に定める障害
が残った人（保険料納付要件あり）。

遺族基礎年金

　年金加入中または過去に加入し
ていた人が亡くなったとき、生計
を維持されていた子のいる配偶者
または子（受給期間：子が18歳に
なった年度末、または国民年金の
法令に定める障害のある子が20
歳になるまで）（保険料納付要件
あり）。

寡婦年金

　第1号被保険者または任意加入
被保険者として一定年数以上保険
料を納めた夫が、年金を受けずに
死亡したとき、生計維持されていた
婚姻期間10年以上の妻（受給期間：
60歳から65歳になるまでの間）。

死亡一時金

　第1号被保険者または任意加入
被保険者として3年以上保険料を
納めた人が年金を受けずに死亡し
たとき、生計を共にしていた遺族。

年金の請求をするとき

国民年金基金

問 全国国民年金基金神奈川支部

☎0120-65-4192（無料）

242-1909

中区花咲町1-5 第一東商ビル4階

　国民年金（老齢基礎年金）に上
乗せするため、第1号被保険者が
任意で入る公的な個人年金です
（付加保険料と同時に納めること
はできません）。

問 ねんきん加入者ダイヤル

☎0570-007-123（050で始まる電

話からは☎03-6837-2913）

月-金 8:30�〜19:00
　第2土曜�9:30〜16:00
休 �第2土曜以外の土日祝、年末年始
問 年金事務所など（横浜南年金

事務所を除く）

問 給付金専用ダイヤル

☎0570-05-4092（050で始まる電話

からは☎03-5539-2216）／

年金事務所など☎ P80 ／

各区役所保険年金課☎ P29～

月（祝日のときは、翌日）
　8:30�〜19:00
　火-金�8:30〜17:15
　第2土曜�9:30〜16:00
休 �第2土曜以外の土日祝、年末年始
　所得金額等が一定の基準を満た
す老齢基礎年金、障害基礎年金ま
たは遺族基礎年金の受給者に対
し、給付金を支給する制度です。

問 ねんきんダイヤル

☎0570-05-1165（050で始まる電話

からは☎03-6700-1165）

月（祝日のときは、翌日）
　8:30�〜19:00
　火-金�8:30〜17:15
　第2土曜�9:30〜16:00
休 �第2土曜以外の土日祝、年末年始

厚生年金

年金生活者支援給付金

年金の相談
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問 健康福祉局 介護保険課

☎671-4252　 550-3614

　寝たきりや認知症などで入浴、
排泄、食事などの日常生活に介護
が必要になったとき、区役所で要
介護認定を受けて、介護保険サー
ビスを利用することができます。
　介護保険サービスに必要な費用
は、自己負担分を除き保険料と税
金でまかなわれます。
【被保険者の対象】
①�65歳以上の人（第1号被保険者）
②�40〜64歳で医療保険に加入
している人（第2号被保険者）

　介護保険制度全般を説明したパ
ンフレット。
【配架場所】
各区高齢・障害支援課、保険年金
課、市民情報センター等

問 各区役所高齢・障害支援課☎
P29～ ／各地域ケアプラザ☎ P83～

　介護保険サービスを利用するに
は、申請書を提出し、区役所で介護
の必要度（要支援1・2、要介護1〜
5の7段階）について認定を受ける
必要があります。

介護保険

介護保険とは

介護保険総合案内

パンフレット

問 健康福祉局 介護

保険課

☎671-4252

550-3614

横浜市 介護保険総合案内パンフレット 検索

要介護認定

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

　訪問介護（ホームヘルプ）、通所
介護（デイサービス）などの在宅
サービス、小規模多機能型居宅介
護などの地域密着型サービス、特
別養護老人ホームへの入所などの
施設サービスがあります。

問 各区役所保険年金課☎ P29～

65歳以上の人の保険料

　3か年（2021〜2023年度）の
介護保険サービス給付額などの見
込みに基づいて算定します。納付
は年金からの天引きまたは口座振
替などによります。

保険料の納付にお困りのときは

　災害や失業・倒産、その他の事情
で保険料を納めることにお困りの
ときは、減免できる場合がありま
すので相談してください。

保険料を滞納していると

　介護保険サービスを利用すると
きにいったん全額負担になった
り、自己負担割合が3割または4割
になることがあります。

問 各区役所保険年金課☎ P29～

　介護保険サービスを利用した場
合は、原則としてかかった費用の
1割（一定以上の所得がある場合
は2割または3割）を負担します。
それ以外に、利用するサービスに
よって、食費・部屋代などがかかり
ます。

介護保険サービスの種類

保険料

利用者の負担

食費・部屋代の負担軽減

　施設入所及び短期入所（ショー
トステイ）利用時の食費・部屋代
は、通常、全額自己負担ですが、世
帯・本人の所得や預貯金などに応
じた負担限度額が設けられ、自己
負担が軽減される場合がありま
す。

介護サービス自己負担助成

　収入要件などが一定の基準に該
当する場合、介護保険サービスの利
用料などが一定程度軽減されます。
●在宅サービス助成
　在宅サービス（訪問介護など）
の利用者負担を5％（または3％）
に軽減します。
●グループホーム助成
　グループホームに入居している
人（ショートステイを除く）の利用
者負担を5％に軽減します。また、
家賃・食費・光熱水費部分について
も、月額55,000円または30,000
円を上限として助成します。
●施設居住費助成
　特別養護老人ホームなどのユ
ニット型個室居住費を月額5,000
円程度助成します。

社会福祉法人による利用者負担軽

減

問 健康福祉局 高齢施設課

☎671-4901　 641-6408

　収入や所得などが一定の基準に
該当する人が、社会福祉法人の提
供する特別養護老人ホーム、訪問
介護、通所介護、短期入所生活介護
などを利用する際に、利用者負担
額が軽減される場合があります。
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（2）肝炎ウイルス検査
対象 �過去に肝炎ウイルス検査を受
診していない市内在住の人

￥無料
【実施場所】
市内実施医療機関

（3）歯周病検診
対象 �市内在住の40歳、50歳、60歳、
70歳の人。（年齢は満年齢）

￥有料（70歳の人は無料）

【実施場所】
市内実施医療機関

（4）横浜市健康診査
対象 �・�市内在住の後期高齢者医療制
度被保険者の人（年度内に1
回）
・�40歳以上の市内在住生活保
護受給者など（年度内に1回）

￥無料
【実施場所】
市内実施医療機関

�
特定健康診査・特定保健指導 P78

�

市立病院・市立大学附属病院

■市民病院
☎316-4580　 316-6580
神奈川区三ツ沢西町1-1

■脳卒中・神経脊椎センター
☎753-2500　 753-2859
磯子区滝頭1-2-1

■みなと赤十字病院
☎628-6100　 628-6101
中区新山下3-12-1

■横浜市立大学附属病院
☎787-2800　 787-2931
金沢区福浦3-9

■横浜市立大学附属
市民総合医療センター
☎261-5656　 231-1846
南区浦舟町4-57

※生活保護世帯、市・県民税非課税世帯など
は、費用が免除になる場合があります

国民健康保険に加入して
いる40歳〜74歳の人

市立病院・地域中核病院

地域中核病院

■恩賜財団済生会
横浜市南部病院
☎832-1111　 832-8335
港南区港南台3-2-10

■聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院
☎366-1111　 366-1172
旭区矢指町1197-1

■横浜市北東部中核施設
横浜労災病院
☎474-8111　 474-8323
港北区小机町3211

■昭和大学　横浜市北部病院
☎949-7000　 949-7117
都筑区茅ケ崎中央35-1

■恩賜財団済生会
横浜市東部病院
☎576-3000　 576-3525
鶴見区下末吉3-6-1

■横浜市南西部地域中核病院
独立行政法人国立病院機構
横浜医療センター
☎851-2621　 851-3902
戸塚区原宿3-60-2

地域医療連携センター（横浜市医師会）

☎201-8712　 201-8768

月-金�9:00〜12:00
� 13:00〜17:00
休土日祝、年末年始
　かかりつけ医など、近くの医療
機関を案内します。地図なども
FAXで送付できます。

医療安全相談窓口

問 横浜市医療安全相談窓口

☎671-3500　 663-7327

kf-soudan@city.yokohama.jp
月-金�8:45〜17:15
　市内医療機関と患者・ご家族と
の信頼関係の構築支援を目的に、
中立的な立場で相談に応じます。
対面での相談は予約が必要です。
治療内容や医療過誤の判断、仲介
や調停はできません。

相談

横浜市医師会地域医療連携センター 検索

エイズの相談・検査

問 各区役所福祉保健課☎ P29～

／健康福祉局 健康安全課

☎671-2729　 664-7296

　無料・匿名で受けられます。

各種検査・健診

問 横浜市けんしん専用ダイヤル

☎664-2606　 663-4469／各区役

所福祉保健課☎ P29～

（1）がん検診
対象 �・�職場の検診など、ほかに受診
機会のない市内在住の人
・�肺がん、大腸がんは40歳以上
の人（年度内に1回）
・�胃がん（内視鏡またはエック
ス線）は、50歳以上の人（2年
度内に1回）
・�子宮頸がんは20歳以上、乳が
んは40歳以上の女性（2年度
内に1回）
・�前立腺がん（PSA検査）は50
歳以上の男性（年度内に1回）

￥有料（70歳以上の人は無料）

【実施場所】
実施医療機関・区福祉保健セン
ター（肺：全区、乳：南・栄のみ）

保健・医療・
福祉

検査・健診など

※生活保護世帯、市・県民税非課税世帯など
は、費用が免除になる場合があります
※大腸がん検診の費用については、変わる
場合があります
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認知症

●よこはま認知症コールセンター
☎662-7833

�火木金�10:00〜16:00
　（祝日も実施）
休年末年始
　認知症介護の経験者などが、認
知症の人や家族からの相談に応じ
ます。
●認知症高齢者保健福祉相談（医
師によるもの忘れ相談）
問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

　保健・医療・福祉相談ができま
す。専門医、ソーシャルワーカー、保
健師などが面接・訪問を行います。
対象 認知症の人や家族など
申込 �事前予約制。 問 に問い合わ
せてください。

こころの病・精神障害

　統合失調症・うつ病・アルコール
依存症などの精神疾患やこころの
健康について相談できます。
●こころの健康についての相談
問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

月-金�8:45〜12:00／
　13:00〜17:00（予約制）
●こころの電話相談
☎662-3522

月-金�17:00〜21:30
　土日祝�8:45〜21:30
　相談時間はおよそ20分です。
原則、継続相談はお受けしており
ません。ご理解、ご協力をお願い
します。
●働く人のメンタルヘルス相談
P65

●精神保健福祉相談
問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

　医療ソーシャルワーカーなど
が、精神障害者やこころの病があ
る人、その家族の相談に応じます。
地域活動支援センターやグループ
ホームの利用、ホームヘルパーな
どの派遣の相談を受け付けます。

※必要に応じ、訪問や専門医による相談も
受けられます

●依存症相談窓口
問 健康福祉局 こころの健康相

談センター

☎671-4408　 662-3525

月-金�8:45〜17：00
休土日祝、年末年始
対象 �本人、もしくは家族等が横浜市
内に在住の人

申込 �来所相談の場合は、完全予約制
（約１時間）
　市内全域を対象に、依存症の本
人や家族等からの相談に応じま
す。相談内容に応じて、回復のた
めのアドバイスや適切な相談機関
の紹介を行います。

福祉保健サービスへの苦情相談

問 横浜市福祉調整委員会

☎671-4045　 681-5457

8:45〜12:00、13:00〜17:15
休土日祝、年末年始
　横浜市の福祉保健サービスの提
供機関（福祉施設や事業者、市・区
の窓口を含む）のサービスを利用
する市民やその家族からの苦情を
お聴きします。医療行為などお受
けできない内容もあります。
　詳しくは問い合わせてくださ
い。

�月-土�9:00〜21:00� �
日祝�9:00〜17:00

休施設点検日（月1回）、年末年始
　地域ケアプラザは、地域におけ
る福祉・保健の拠点となる施設で
す。おおむね中学校区を目安に、
市内の各地域に設置されていま
す。
①�福祉・保健などに関する活動支
援や交流の場の提供

②�福祉・保健に関する相談・調整
（地域包括支援センター P93 の
サービスも含みます）

横浜市　依存症相談 検索

地域ケアプラザ

③�デイサービスなどの福祉保健
サービス（デイサービスは一部
の施設では実施していません）
④�居宅介護支援など（ケアプラン
作成）

☎施設の代表番号
24時間相談対応電話の番号
車椅子トイレあり おむつ交換台あり

青葉区

■青葉台
☎988-0222　 988-0305　 985-1588
青葉台2-8-22�

■美しが丘
☎901-6665　 901-6714　 901-6718
美しが丘4-32-7�

■荏田
☎911-8001　 911-8005　 911-8121
荏田町494-7�

■大場
☎975-0200 　 975-0206　 979-3200
大場町383-3�

■恩田
☎988-2010 　 985-2133　 988-0901
あかね台2-8-4�

■鴨志田
☎961-6911　 961-6912　 960-6011
鴨志田町547-3�

■さつきが丘
☎972-4769　 972-4768　 972-4759
さつきが丘12-1�

■すすき野
☎909-0071　 901-5710　 909-0072
すすき野1-8-21�

■たまプラーザ
☎910-5211　 910-5221　 910-5231
新石川2-1-15�

■奈良
☎962-8821　 962-8429　 962-9847
奈良町1757-3�

■ビオラ市ケ尾
☎308-7081　 979-0241　 308-7082
市ケ尾町25-6�

■もえぎ野
☎974-5402　 974-5403　 974-5405
もえぎ野4-2�

旭区

■今宿
☎392-0309　 392-0308　 360-0023
今宿町2647-2�

■今宿西
☎958-1251 　 951-2511　 958-1253
今宿西町410-1�

■上白根
☎951-3967　 951-3966　 951-3971
上白根町112�

■川井
☎955-1111 　 959-0066　 952-1110
川井本町57-8�

■左近山
☎353-1121　 353-1121　 353-1131
左近山1186-2�

（次ページに続く）
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■根岸
☎751-4801  　 751-4899　 751-4821
馬場町1-42�

■屏風ヶ浦
☎750-5411　 750-5311　 751-2322
森4-1-17�

■洋光台
☎832-5191 　 832-1496　 832-5138
洋光台6-7-1�

神奈川区

■片倉三枚
☎413-2571 　 413-2572　 413-2573
三枚町199-4�

■神之木
☎435-2906 　 435-2906　 435-2908
神之木町7-1�

■沢渡三ツ沢
☎577-8210　 577-8213　 317-3171
沢渡56-1�

■新子安
☎423-1701　 423-1703　 423-1702
新子安1-2-4�

■菅田
☎471-3101　 471-3103　 471-3102
菅田町1718-1�

■反町
☎321-8004　 321-8004　 321-8077
反町1-11-2�

■六角橋
☎413-3281　 413-3285　 488-3138
六角橋3-3-13�

金沢区

■釜利谷
☎788-2901　 788-2903　 788-2906
釜利谷南2-8-1�

■泥亀
☎782-2940　 782-2951　 782-2959
泥亀1-21-5�

■富岡
☎771-2301 　 771-2350　 771-2360
富岡西7-16-1�

■富岡東
☎776-2030  　 776-2038　 770-5010
富岡東4-13-3�

■並木
☎775-0707 　 775-1357　 775-0877
富岡東2-5-31�

■西金沢
☎788-2228 　 788-2972　 780-3080
釜利谷南3-22-3�

■能見台
☎787-0991  　 787-0992　 787-0993
能見台東2-1�

■六浦
☎786-8801 　 786-8949　 786-8802
六浦5-20-2�

■柳町
☎790-5225 　 787-3722　 790-5227
柳町1-4�

（→「地域ケアプラザ」の続き）
港南区

■港南台
☎834-3141　 834-3143　 834-3145
港南台3-3-1�

■港南中央
☎845-4100　 845-4103　 845-4155
港南4-2-7�

■下永谷
☎826-2640　 826-2658　 826-2641
下永谷3-33-5�

■芹が谷
☎828-5181　 826-8266　 828-5182
芹が谷2-16-12�

■野庭
☎848-0111　 848-0102　 848-0106
野庭町612�

■東永谷
☎826-1097　 826-1098　 826-1071
東永谷1-1-12�

■日限山
☎827-1870　 827-1871　 827-1872
日限山1-66-55�

■日下
☎843-3555　 843-3668　 843-2400
笹下3-11-1�

■日野南
☎836-1801　 835-0988　 836-1813
日野南3-1-11�

港北区

■篠原
☎423-1230 　 423-1230　 423-1257
篠原東2-15-27�

■下田
☎563-9081  　 563-9082　 563-9083
下田町4-1-1�

■城郷小机
☎478-1133　 478-1600　 478-1155
小机町2484-4�

■新吉田
☎592-2151　 592-2151　 592-0105
新吉田町6001-6�

■高田
☎594-3601 　 594-3603　 594-3605
高田西2-14-6�

■樽町
☎532-2501　 532-2502　 533-0025
樽町1-22-46�

■新羽
☎542-7207　 542-7216　 531-7011
新羽町1240-1�

■日吉本町
☎566-0360　 566-0361　 566-0362
日吉本町4-10-A�

■大豆戸
☎432-4911　 432-4913　 432-4912
大豆戸町316-1�

栄区

■笠間
☎890-0800　 890-0862　 890-0864
笠間1-1-1�

■笹野台
☎367-2330　 367-2070　 367-2331
笹野台2-32-1�

■白根
☎958-2571　 958-2573　 951-0031
白根2-3-18�パール横浜白根ビル2階�

■鶴ケ峰
☎382-6070　 382-6073　 382-6071
鶴ケ峰1-38-3�

■ひかりが丘
☎953-6890　 953-6892　 958-1140
上白根町807-2�

■二俣川
☎361-1776 　 361-1780　 361-1778
二俣川2-50-14
コプレ二俣川�商業・業務棟6階�

■万騎が原
☎362-1222　 362-3354　 390-3377
万騎が原4�

■南希望が丘
☎360-5095　 360-5096　 360-1198
南希望が丘72-3�

■若葉台
☎923-8831 　 923-8833　 923-8835
若葉台4-16-1�

泉区

■いずみ中央
☎805-1700 　 805-1792　 805-1798
和泉中央北5-14-1�

■いずみ野
☎800-0322 　 804-2732　 800-0324
和泉町6214-1�

■岡津
☎812-0685 　 812-0801　 812-0802
岡津町1228-3�

■踊場
☎801-2920　 801-2922　 801-2923
中田東1-4-6�

■上飯田
☎802-8200 　 802-8556　 802-6800
上飯田町1338-1�

■下和泉
☎802-9920 　 802-9926　 802-9927
和泉が丘1-26-1�

■新橋
☎813-3877  　 810-3261　 813-3380
新橋町33-1�

磯子区

■磯子
☎758-0180  　 758-0184　 758-0181
磯子3-1-22�

■上笹下
☎769-0240 　 769-0243　 769-0242
氷取沢町60-17�

■新杉田
☎771-3332  　 771-8848　 771-3334
新杉田町8-7�

■滝頭
☎750-5151  　 758-0622　 750-5155
滝頭2-30-1�
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■桂台
☎897-1111　 897-1111　 897-1119
桂台中4-5�

■小菅ケ谷
☎896-0471　 896-0473　 896-0472
小菅ケ谷3-32-12�

■豊田
☎864-5144　 864-5236　 864-5904
飯島町1368-10�

■中野
☎896-0711　 896-0712　 896-0713
中野町400-2�

■野七里
☎890-5331　 890-5333　 890-5332
野七里1-2-31�

■本郷台駅前
☎392-5157　 893-0070　 392-5183
小菅ケ谷1-5-4（SAKAESTA内）�

瀬谷区

■阿久和
☎365-9892　 365-9892　 365-9894
阿久和南2-9-2�

■下瀬谷
☎304-1291 　 304-1271　 304-1259
下瀬谷2-44-6�

■中屋敷
☎303-8100 　 303-8899　 303-8111
中屋敷2-18-6�

■二ツ橋
☎361-9807  　 361-9812　 361-9868
二ツ橋町83-4�

■二ツ橋第二
☎360-7855　 392-0311　 360-6800
二ツ橋町469�せやまる・ふれあい館1階�

都筑区

■加賀原
☎944-4640　 944-4641　 944-4642
加賀原1-22-32�

■葛が谷
☎943-5951　 943-5951　 943-5961
葛が谷16-3�

■新栄
☎592-5255　 592-5265　 595-3321
新栄町19-19�

■中川
☎500-9321 　 910-1512　 910-1513
中川1-1-1�

■東山田
☎592-5975　 590-3788　 592-5913
東山田町270�
※6月に開所予定の施設（都田地域ケアプ
ラザ）があります。詳しくは、健康福祉局地
域支援課（☎671-2388� 664-3622）に問い
合わせてください

鶴見区

■潮田
☎507-2929　 507-2132　 507-2930
本町通4-171-23�

■駒岡
☎570-6601　 581-0519　 570-6602
駒岡4-28-5�

■鶴見市場
☎504-1077　 504-1188　 500-6677
市場下町11-5（ゆうづる内）�

■鶴見中央
☎508-7800　 521-8100　 508-7808
鶴見中央1-23-26�

■寺尾
☎585-5566　 585-5622　 585-5737
東寺尾6-37-14�

■生麦
☎510-3411　 503-2135　 510-3018
生麦4-6-4�

■馬場
☎576-4231　 576-4232　 576-4233
馬場7-11-23�

■東寺尾
☎584-0129 　 584-0293　 570-6202
東寺尾1-12-3�

■矢向
☎573-0020 　 573-0029　 573-0027
矢向4-32-11�

戸塚区

■上倉田
☎865-5700　 865-5701　 865-5711
上倉田町259-11�

■上矢部
☎811-2442 　 814-2494　 811-2499
上矢部町2342�

■汲沢
☎861-1727　 861-5463　 861-3428
汲沢町986�

■下倉田
☎866-2020　 866-2063　 860-0200
下倉田町1951-8�

■名瀬
☎815-2011 　 815-2012　 815-2014
名瀬町791-14�

■原宿
☎854-2291　 854-2293　 854-2299
原宿4-36-1�

■東戸塚
☎826-0925　 826-0927　 824-8615
川上町4-4�

■平戸
☎825-3462　 825-3467　 825-3464
平戸2-33-57�

■深谷俣野
☎851-0121　 851-0551　 851-0122
深谷町1432-11�

■舞岡柏尾
☎827-0371　 827-0372　 827-0375
舞岡町3705-10�

■南戸塚
☎865-5960 　 865-5962　 860-0554
戸塚町2626-13�

中区

■新山下
☎625-1911　 625-0081　 625-1865
新山下3-15-5�

■不老町
☎662-0161　 662-9989　 662-0192
不老町3-15-2�

■本牧原
☎623-0971　 623-0975　 623-0977
本牧原6-1�

■本牧和田
☎622-1211　 628-1311　 622-1290
本牧和田35-13�

■簑沢
☎663-6960　 663-6930　 228-1828
簑沢13-204�

■麦田
☎664-6023　 664-6024　 664-6075
麦田町1-26-2�

西区

■浅間台
☎311-7200　 311-7200　 311-8357
浅間台6�

■戸部本町
☎321-3200　 321-3300　 317-3008
戸部本町50-33�

■藤棚
☎253-0661 　 253-0662　 253-0698
藤棚町2-198�

■宮崎
☎261-6095  　 261-6121　 261-6052
宮崎町2�

保土ケ谷区

■今井
☎351-8812 　 351-8816　 351-8814
今井町412-8�

■岩崎
☎334-1551  　 334-1545　 334-1500
岩崎町37-5�

■上菅田
☎371-3831　 372-0125　 371-3810
上菅田町1696�

■川島
☎370-1550　 373-6777　 744-6443
川島町360-2�

■常盤台
☎339-5701　 339-5702　 339-6068
常盤台53-2�

■仏向
☎336-1565　 336-9998　 342-1571
仏向町1262-3�

■星川
☎333-9500　 333-9590　 340-2100
川辺町5-11�

緑区

■鴨居
☎930-1122 　 930-1121　 931-2203
鴨居5-29-8�

■霧が丘
☎920-0666 　 922-6633　 922-6611
霧が丘3-23�

■十日市場
☎985-6321　 985-9034　 985-6325
十日市場町825-1�

■中山
☎935-5694　 935-5698　 935-5695
中山2-1-1�
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（→「地域ケアプラザ」の続き）
●専門相談（木曜／予約制）
　�弁護士に相談できます。出張相
談あり。
�13:30〜14:30����　　　　　
15:00〜16:00
●成年後見の相談
　�成年後見制度に関する相談がで
きます。

●契約によるサービス
対象 �自分で金銭や大切な書類を管
理することが困難な人

・�福祉サービス利用援助、定期訪問・
金銭管理サービス
・�預金通帳など財産関係書類等預
かりサービス
■横浜市社会福祉協議会
☎201-2096　 201-8385
中区桜木町1-1
横浜市健康福祉総合センター7階�

●横浜生活あんしんセンター
☎201-2009
☎201-2088（成年後見の相談専用）

201-9116
横浜市健康福祉総合センター9階

青葉区

■青葉区社会福祉協議会
☎972-8836　 972-7519
市ケ尾町1169-22�

●青葉区福祉保健活動拠点
「ふれあい青葉」
☎972-8836　 972-7519

●あんしんセンター
☎972-8836　 972-7519

旭区

■旭区社会福祉協議会
☎392-1123　 392-0222
鶴ケ峰1-6-35�

●旭区福祉保健活動拠点
「ぱれっと旭」
☎392-1123　 392-0222

●あんしんセンター
☎392-1295　 392-0222

泉区

■泉区社会福祉協議会
☎802-2150　 804-6042
和泉中央南5-4-13
いずみ中央相鉄ライフM3階�

●泉区福祉保健活動拠点
「泉ふれあいホーム」
☎802-2150　 804-6042

●あんしんセンター
☎802-2295　 804-6042

磯子区

■磯子区社会福祉協議会
☎751-0739　 751-8608
磯子3-1-41�磯子センター5階�

●磯子区福祉保健活動拠点
「こすもす広場」
☎751-0739　 751-8608

●あんしんセンター
☎751-1567　 751-1567

神奈川区

■神奈川区社会福祉協議会
☎311-2014　 313-2420
反町1-8-4�はーと友神奈川1階�

●神奈川区福祉保健活動拠点
☎311-2014　 313-2420

●あんしんセンター
☎311-2045　 313-2420

金沢区

■金沢区社会福祉協議会
☎788-6080　 784-9011
泥亀1-21-5
いきいきセンター金沢内�

●金沢区福祉保健活動拠点
☎788-6080　 784-9011

●あんしんセンター
☎788-4766　 784-9011

港南区

■港南区社会福祉協議会
☎841-0256　 846-4117
港南4-2-8�3階�

●港南区福祉保健活動拠点
☎841-0256　 846-4117

●あんしんセンター
☎849-2788　 846-4117

港北区

■港北区社会福祉協議会
☎547-2324　 531-9561
大豆戸町13-1�吉田ビル206�

●港北区福祉保健活動拠点
☎547-2324　 531-9561

●あんしんセンター
☎533-2600　 531-9561

栄区

■栄区社会福祉協議会
☎894-8521　 892-8974
桂町279-29�

●栄区福祉保健活動拠点
「ピアハッピィ栄」
☎894-8521　 892-8974

●あんしんセンター
☎896-0910　 892-8974

瀬谷区

■瀬谷区社会福祉協議会
☎361-2117　 361-2328
二ツ橋町469
せやまる・ふれあい館2階�

●瀬谷区福祉保健活動拠点
「パートナーせや」
☎361-2117　 361-2328

●あんしんセンター
☎361-2262　 361-2328

■長津田
☎981-7755　 981-7755　 981-7575
長津田2-11-2�

■東本郷
☎471-0661　 471-0677　 471-0678
東本郷5-5-6�

■山下
☎931-6275　 931-1187　 935-3883
北八朔町218-13�

南区

■浦舟
☎261-3315　 261-3318　 264-1238
浦舟町3-46�浦舟複合福祉施設1階�

■大岡
☎743-6102　 711-8581　 743-6104
大岡1-14-1�

■清水ケ丘
☎253-0071 　 253-0147　 253-0146
清水ケ丘49�

■中村
☎260-5100 　 260-5101　 260-5102
中村町2-120-3�

■永田
☎711-8611 　 711-8612　 711-8614
永田南2-16-31�

■別所
☎716-3884 　 714-2215　 716-3885
別所1-7-23�

■六ツ川
☎716-0680　 716-0682　 716-0685
六ツ川2-3-211�

■睦
☎730-5151　 730-5080　 711-0012
睦町1-31-1�

�8:45〜17:15
休土日祝、年末年始
　相談窓口、福祉情報の提供、ボラ
ンティアの支援を行っています。

福祉保健活動拠点

月-土�9:00〜21:00
　日祝�9:00〜17:00
休施設点検日、年末年始
　福祉保健活動をしたい方や現在
している団体等の拠点として、利
用できる施設です。

あんしんセンター

月-金�9:00〜17:00
休土日祝、年末年始
●一般相談
　�高齢者や障害者の権利擁護にか
かわる相談ができます。

社会福祉協議会
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都筑区

■都筑区社会福祉協議会
☎943-4058　 943-1863
荏田東4-10-3�港北ニュータウンまちづく
り館内�

●都筑区福祉保健活動拠点
「かけはし都筑」
☎943-4058　 943-1863

●あんしんセンター
☎943-4058　 943-1863

鶴見区

■鶴見区社会福祉協議会
☎504-5619　 504-5616
鶴見中央4-37-37�リオベルデ鶴声2階�

●鶴見区福祉保健活動拠点
☎504-5619　 504-5616

●あんしんセンター
☎504-8530　 504-8530

戸塚区

■戸塚区社会福祉協議会
☎866-8434　 862-5890
戸塚町167-25�フレンズ戸塚1階�

●戸塚区福祉保健活動拠点
「フレンズ戸塚」
☎862-3660　 862-5890

●あんしんセンター
☎869-3139　 862-5890

中区

■中区社会福祉協議会
☎681-6664　 641-6078
山下町2
産業貿易センタービル4階�

●中区福祉保健活動拠点
「なかふく」
☎681-6664　 641-6078

●あんしんセンター
☎680-0551　 641-6078

西区

■西区社会福祉協議会
☎450-5005　 451-3131
高島2-7-1
ファーストプレイス横浜3階�

●西区福祉保健活動拠点
「フクシア」
☎450-5005　 451-3131

●あんしんセンター
☎450-5298　 451-3131

保土ケ谷区

■保土ケ谷区社会福祉協議会
☎341-9876　 334-5805
川辺町5-11�かるがも3階�

●保土ケ谷区福祉保健活動拠点
☎341-9876　 334-5805

●あんしんセンター
☎332-2797　 334-5805

緑区

■緑区社会福祉協議会
☎931-2478　 934-4355
中山2-1-1�
ハーモニーみどり1階�

●緑区福祉保健活動拠点
☎931-2478　 934-4355

●あんしんセンター
☎931-2550　 934-4355

南区

■南区社会福祉協議会
☎260-2510　 251-3264
浦舟町3-46�浦舟複合福祉施設8階�

●南区福祉保健活動拠点
「トモニー」
☎260-2510　 251-3264

●あんしんセンター
☎260-2532　 251-3264

　病気を抱えても住み慣れた家で
療養し、継続的な在宅医療・介護を
受けられるよう、医師会と協働で
相談・支援などの活動を行ってい
ます。
月-金�9：00〜17：00

休土日祝、年末年始
■青葉区在宅医療連携拠点
☎910-3120
青葉区荏田北3-8-6�青葉区医師会�荏田北
事業所内
■旭区在宅医療相談室
☎520-3200
旭区二俣川1-88-24�旭区医師会�旭訪問
看護リハビリステーション1階
■泉区在宅医療相談室
☎382-9810
泉区和泉中央北5-1-5�泉区医師会館内
■磯子区在宅医療連携拠点
相談室かけはし
☎330-0855
磯子区磯子1-3-13�磯子区医師会館内
■神奈川区在宅医療連携拠点
☎322-2885
神奈川区反町1-8-4�はーと友神奈川3階
■金沢区在宅医療相談室

☎782-5031
金沢区金沢町48�金沢区三師会館内
■港南区在宅医療相談室
☎350-7008
港南区港南中央通7-29�港南区医師会館内
■港北区在宅医療相談室
☎438-3420
港北区菊名7-8-27�港北区医師会館内
■栄区在宅医療相談室
☎893-6200
栄区公田町635�栄区医師会館内

在宅医療連携拠点

■瀬谷区在宅医療相談室
☎520-3122
瀬谷区二ツ橋町489-46�瀬谷区医師会館内
■都筑区在宅医療相談室
☎910-6582
都筑区牛久保西1-23-4�都筑区医師会館内
■鶴見区在宅医療連携拠点
「さわやか相談室」
☎503-1289
鶴見区鶴見中央3-4-22�鶴見区医師会館内
■戸塚区在宅医療相談室
☎861-8680
戸塚区戸塚町4141-1�戸塚区医師会館内
■中区在宅医療相談室
☎307-2505
中区本牧町2-353�中区医療センター3階
■西区在宅医療相談室
☎620-5830
西区中央1-15-18�西区医師会館内
■保土ケ谷区在宅医療相談室
☎465-6366
保土ケ谷区岩間町1-7-15�保土ケ谷区三
師会館内
（6月以降、保土ケ谷区天王町1-21�保土ケ
谷区休日急患診療所内に移転予定）
■緑区在宅医療相談室
☎937-2303
緑区中山3-16-2�緑区医師会館内
■南区医師会在宅医療相談室
☎315-7134
南区宿町4-76-1�南区医師会館内
※2022年度に建替工事予定

総合保健医療センター

☎475-0001　 475-0002

港北区鳥山町1735
　介護老人保健施設、介護医療院、
有床診療所、精神障害者支援施設
がある複合施設です。

スポーツ医科学センター

☎477-5050　 477-5052

港北区小机町3302-5（日産スタ
ジアム内）
　スポーツ外来（内科、整形外科、
リハビリテーション科）、スポーツ
版人間ドック、トレーニングルー
ム・プールなどがあります。

その他
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歩数計アプリのダウンロードはこ
ちらから（無料）

横浜市のバリアフリー

問 健康福祉局 福祉保健課

☎671-2387　 664-3622

問 都市整備局 都市交通課

（可動式ホーム柵のみ）

☎671-2722　 663-3415

　市内鉄道駅のバリアフリー情報
（エレベーターや多目的トイレな
ど）は、路線別バリアフリー情報
P14･15 を確認してください。

石綿（アスベスト）による健康被

害に対する救済給付など

●健康被害に対する救済給付
問 独立行政法人

環境再生保全機構

☎0120-389-931（無料）

●�救済給付の申請書類の受付、��
健康相談
問 各区役所福祉保健課☎ P29～

公害健康被害者への補償など

問 健康福祉局 保健事業課

☎671-3824　 663-4469

　公害医療手帳をお持ちの人に医
療費などの補償給付を行います。

肝炎治療医療費の助成

問 神奈川県 がん・疾病対策課

☎210-4795

　下記の治療を受ける人に対して
医療費を助成しています。
①�B型肝炎：インターフェロン治
療（少量長期投与を除く）、核酸
アナログ製剤治療
②�C型肝炎：インターフェロン治
療（少量長期投与を除く）、イン
ターフェロンフリー治療

【申請書類の受付】区福祉保健セ

Android iPhone

よこはまウォーキングポイント 検索

援助・支援・補助など

ンター福祉保健課の窓口

被爆者援護費支給、はり・きゅう・

マッサージの助成、被爆者の子に

対する医療費の助成

問 健康福祉局 保健事業課

☎671-2453

療育医療給付・小児慢性特定疾病

医療給付

問 各区役所こども家庭支援課

☎ P29～

対象 原則18歳未満の子ども
　以下の条件で医療の給付を受け
られる場合があります（所得に応
じた自己負担あり）。
●療育医療給付
【条件】結核により指定医療機関
で入院医療を受ける場合
●小児慢性特定疾病医療給付
【条件】小児がん、慢性心疾患、内
分泌疾患などにより、指定医療機
関で医療を受ける場合

生活困窮者自立支援制度

問 各区役所生活支援課☎ P29～

対象 �さまざまな事情により生活に
お困りの方

　状況に応じて就労や家計収支の
改善等の相談支援を行っていま
す。家賃相当額（上限あり）の給
付が受けられる場合があります。

生活保護

問 各区役所生活支援課☎ P29～

　自分の資産や他の制度を活用し
ても、生活費や医療費に困ったとき
には、生活保護を利用できる場合が
あります。
　各区役所生活支援課 P29～ か、
地区の民生委員へ相談してくださ
い。

福祉機器支援センター

9:00〜17:00
休月祝、年末年始

■反町福祉機器支援センター
☎317-5471　 317-5472
神奈川区反町1-8-4�「はーと友神奈川」2階

■泥亀福祉機器支援センター
☎782-2988　 782-2996
金沢区泥亀1-21-5�「いきいきセンター金
沢」1階

■中山福祉機器支援センター
☎935-5489　 935-5497
緑区中山2-1-1�「ハーモニーみどり」1階

横浜AIDS市民活動センター

☎650-5421　 650-5422

中区尾上町3-39�尾上町ビル9階
月・水-金�13:00〜20:00

　土祝�10:00〜17:00
休 �火、日、8/13〜8/17、12/28〜
1/4、臨時休館あり
　エイズの情報収集や、ボランティ
ア活動の場として利用してください。

精神障害者生活教室・家族教室

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

　こころの病がある人が、集団活
動を通じて意欲の向上などをはか
る教室や、家族がこころの病や社
会復帰について学ぶための講座を
開催しています。

ぜん息の予防事業

問 健康福祉局 保健事業課

☎671-3824　 663-4469

　市民を対象に各種教室、講演会、
個別相談を行っています。

よこはまウォーキングポイント

問 よこはまウォーキングポイン

ト事業 事務局（平日9:30～17:30）

☎0570-080-130　 0120-580-376

対象 18歳以上の市民など
　歩数計アプリをダウンロードし
たスマートフォンや専用の歩数計
（本体無料・送料負担あり）を持っ
て歩くと歩数に応じてポイントが
貯まり、抽選で景品が当たります。
　参加方法の詳細は WEBを確認し
てください。
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高額療養費

　医療費の自己負担分が高額に
なったとき、限度額を超えた分が、
高額療養費として戻る場合があり
ます。

【国民健康保険・後期高齢者医療制

度の人】

問 各区役所保険年金課☎ P29～

【そのほかの保険加入者】

　加入先に確認してください。

骨髄移植ドナー助成金の交付

問 健康福祉局保健事業課

☎671-2451　 663-4469

　骨髄・末梢血幹細胞の提供を完
了した方に対し、骨髄移植ドナー
助成金を交付します。
詳細は WEBを確認してください。

�
・特定不妊治療費の助成 P45

・�住環境整備事業 P59

・�敬老特別乗車証（敬老パス）P95

・特別乗車券 P95

�

●特定医療費（指定難病）助成制
度
問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

　難病のうち、国が指定した疾病
（指定難病）に該当し一定の認定
基準を満たす人が、指定医療機関
でその疾病の治療を受けた場合、
医療費の自己負担分の一部を助成
しています。

※対象者には、申請のお知らせが送られます

※所得税の医療費控除については、税務署
P76 に問い合わせてください

横浜市　骨髄 検索

難病にり患されている方

※日常生活の相談も行っています。詳細は
各区役所高齢・障害支援課☎ P29～ に問い合
わせてください

障害福祉のあんない

問 健康福祉局

障害施策推進課

☎671-3603

671-3566

　障害福祉サービス�
や制度を案内した冊子。
【配布】
（1）�障害のある人と家族：区福祉保

健センターで無償配布
（2）�その他：区役所売店や市役所

市民情報センターで有償配布
（一部300円）

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

身体障害者手帳

対象 �視覚、聴覚・平衡機能、音声・言
語またはそしゃく機能、肢体、心
臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうま
たは直腸、小腸、免疫、肝臓の各
機能に永続する障害のある人

　障害の程度により1級から6級
に区分され、この手帳によって各
種の身体障害者向け制度が利用で
きます。
　申請には指定医師の診断書、写
真（タテ4cm×ヨコ3cm）が必要
です。

障害福祉

※区役所に売店がない場合には問い合わ
せてください

福祉サービスを
受けるために

愛の手帳（療育手帳）

対象 �児童相談所または横浜市障害
者更生相談所で知的障害と判
定された人

　障害の程度により4段階に区分
され、この手帳によって知的障害
者向け制度が利用できます。
　申請には写真（タテ4cm×ヨコ
3cm）が必要です。

精神障害者保健福祉手帳

対象 �精神障害（発達障害・てんかん
含む。知的障害を除く）のた
め長期にわたり日常生活また
は社会生活に制約のある人

　障害の程度によって1級から
3級までに認定され、この手帳に
よって精神障害者向けの制度が利
用できます。
　申請には医師の診断書・障害年
金証書・特別障害給付金受給資格
者証のいずれかが必要です。
　写真（タテ4cm×ヨコ3cm）が
必要になる場合があります。

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

対象 障害者、障害児

利用できるサービス

●介護給付
居宅介護、重度訪問介護、同行援
護、行動援護、重度障害者等包括支
援、短期入所、療養介護、生活介護、
施設入所支援
●訓練等給付
自立訓練、就労移行支援、就労継続
支援、就労定着支援、自立生活援
助、共同生活援助（グループホー
ム）
●相談支援
地域相談支援、計画相談支援
●地域生活支援事業
移動支援､日中一時支援、地域活動
支援センターなど

障害者総合支援法の
福祉サービス
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サービスを受けるには

　18歳以上で介護給付などの
サービスを利用するときは障害支
援区分の認定が必要になります。
申込 区福祉保健センター

利用者負担

　原則として所得に応じた負担
（最大でサービスに要した費用の
1割）。ただし、生活保護世帯と市
民税非課税世帯は無料です。
　食費や光熱水費などの実費負担
については収入に応じて免除また
は減額があります。

対象 障害児

利用できるサービス

●障害児通所支援
児童発達支援、医療型児童発達支
援、放課後等デイサービス、保育所
等訪問支援など
●障害児相談支援
●障害児入所支援

サービスを受けるには

●障害児通所支援、障害児相談支援
問 各区役所こども家庭支援課

☎ P29～

●障害児入所支援
問 各児童相談所☎ P49

利用者負担

　障害者総合支援法の福祉サービ
スと同様です。ただし、満3歳になっ
た後の最初の4月から小学校入学
までの3年間は無償化対象です。

横浜市障害者相談支援事業

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

対象 �障害者、障害児
　区福祉保健センターや基幹相談
支援センター等の相談支援機関に
て、障害に関する一般的な相談や

児童福祉法の
福祉サービス

相談

個別の相談ができます。

障害者虐待通報・届出窓口

問 ☎662-0355（24時間受付）
（聴覚障害のある人）

 671-3566

　障害者虐待を発見した人からの
通報や、虐待を受けた障害者本人
からの届出を受け付けます。
　障害者の生命に危険が生じる状
況の際は、まず警察・救急 P23 に
連絡し、障害者の安全を確保して
ください。

自立支援医療

問 各区役所高齢・障害支援課／

こども家庭支援課☎ P29～

　次の医療について、医療費の自己
負担が原則として1割となります。
　ただし、「世帯」の所得状況に応
じて、1か月の自己負担に上限が
定められるなどの軽減措置が設け
られています。
●更生医療
対象 �身体障害者手帳をお持ちの18
歳以上の人

　指定医療機関で、障害を軽くし
たり、機能を回復するための医療
が受けられます。
●育成医療
対象 �肢体不自由、心臓障害、腎臓障
害、視・聴覚障害などの身体障
害のある18歳未満の人

　指定医療機関で、障害を回復す
るための、原則、手術を伴う短期間
の医療が受けられます。
●精神通院医療
対象 �通院による精神疾患の継続的
な治療が必要な人

　指定医療機関での受診が対象と
なります。

援助・支援・補助など

医療制度

重度障害者医療費の助成

問 各区役所保険年金課給付担当

☎ P29～

対象 �①身体障害1･2級の人　　　
②�知能指数が35以下（愛の手
帳〈療育手帳〉A1、A2）の人

� ③�知能指数が36以上50以下
（愛の手帳〈療育手帳〉B1）
で身体障害3級の人

� ④精神障害1級の人
　医療費のうち、保険診療の自己
負担分を助成します（④の場合は
通院のみ）。

精神障害者入院医療援護金

問 健康福祉局 こころの健康相談

センター

（☎671-2415　 662-3525）／入院

先の病院

対象 �精神科病院または精神科病棟
に入院している人で、1か月に
医療費の自己負担分が1万円
以上の場合

　月1万円の助成をします。入院日
数や所得などの条件があります。

心身障害児・者歯科診療事業

問 横浜市歯科保健医療センター

☎201-7737

　中区相生町6-107
　横浜市歯科保健医療センター及
び横浜市歯科医師会所属の協力歯
科診療所で行っています。
●協力歯科診療所の紹介
問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

問 各区役所高齢・障害支援課／

こども家庭支援課

☎ P29～

　手当を受けるには審査がありま
す。その他、所得制限などいくつ
かの条件があります。

※知能指数は、児童相談所または障害者更
生相談所が判定します

手当など
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障害児福祉手当

対象 �日常生活で常に介護を必要と
する20歳未満の重度障害児

特別障害者手当

対象 �日常生活で常に特別の介護を
必要とする20歳以上の著しく
重度の障害者

特別児童扶養手当

対象 �20歳未満の障害児を養育する
保護者（障害の程度に応じて
支給）

神奈川県在宅重度障害者等手当

対象 �在宅で常時介護を必要とする
重度重複障害児・者

補装具・日常生活用具の購入など

の費用の助成

問 各区役所高齢・障害支援課／

こども家庭支援課

☎ P29～

　義肢、補聴器、車椅子、特殊寝台
など、日常生活に必要な用具の購入
などにかかる費用を助成します。
�
公共交通機関の割引など P95

�

神奈川県ライトセンター（視覚障

害者のための総合的な福祉施設）

☎364-0023　 364-0027

mail@kanagawalc.org
　点字・録音図書の貸出、相談・訓
練、体育館・トレーニングルームな
どのスポーツ施設、ボランティア養
成など視覚障害者及びその支援者
を対象とした総合的な福祉施設で
す。

中央図書館（障害者支援事業 P103 ）

☎・ 250-1619

　点字・録音資料の貸出、活字資料
の対面朗読、配送貸出など。

日常生活の支援

施設情報
（横浜ラポールなど）

障害者スポーツ文化センター

●横浜ラポール
☎475-2001　 475-2053

港北区鳥山町1752
�9:30〜21:00（日祝17:00まで）

休 �施設点検日（第2火ほか）、年末
年始

　体育室、温水プール、ボウリング
場などのスポーツ施設と、文化ホー
ル、創作工房、おもちゃ図書館など
の文化施設があります。障害児・者
が利用しやすいように工夫されて
おり、どなたでも利用できます。
●聴覚障害者情報提供施設
　（横浜ラポール内）
☎475-2057　 475-2059

　手話通訳・要約筆記者の派遣、聴
覚障害者相談（予約制）、字幕（手
話）ビデオの貸出し、視聴覚機材
の貸出しなどを行っています。
●ラポール上大岡
☎840-2151　 840-2157

港南区上大岡西1-6-1（ゆめおお
おかオフィスタワー内）
9:30〜21:00（日祝17:00まで）

休火曜、年末年始
　障害児者のスポーツ・文化活動
の支援拠点として、地域支援や情
報発信に取り組むと共に、トレー
ニング室などでの健康増進プログ
ラムや創作・表現活動を支援する
文化プログラムを実施していま
す。利用には事前に利用登録が必
要です。

精神障害者生活支援センター

問 健康福祉局 障害施設サービス課

☎671-2416　 671-3566

　精神障害のある人の日常生活相
談、夕食・入浴サービスやフリース
ペースでの交流促進などを行って
います。

横浜あゆみ荘

☎941-8383（代） 941-3045

　都筑区 が谷2-3
休 �毎月最終火曜、年末年始、施設点
検日
　障害児・者やその家族をはじめ、
どなたでも利用できる、宿泊、研
修、保養のための施設です。

障害者地域活動ホーム

問 健康福祉局 障害施設サービス課

☎671-2416　 671-3566

　障害児・者と、その家族などの地
域生活を支援するための施設で
す。相談支援や通所による日中活
動、ショートステイや一時ケアな
どを行っています。

横浜市多機能型拠点

問 健康福祉局 障害施設サービス課

☎671-2416　 671-3566

対象 �医療的ケアを必要とする重症
心身障害児・者など

　相談支援事業のほか、診療所、短
期入所、日中一時支援、居宅介護、
訪問看護、生活介護などのサービ
スを一体的に行います。

横浜市総合リハビリテーションセ

ンター

☎473-0666（代） 473-0956

　港北区鳥山町1770
　地域の関係機関と連携し、障害
に関する相談、評価、治療、訓練、社
会的自立にいたるまでの総合的な
リハビリテーションを行います。

地域療育センター

対象 �0歳児から小学生までの障害
のある児童など

　障害児の療育に関する相談・評
価・指導・訓練などのサービスを行
います。

■南部地域療育センター
磯子区杉田5-32-20
対象 磯子・金沢区民

 ☎774-3831
 772-6227

■戸塚地域療育センター
戸塚区川上町4-4
対象 戸塚・泉区民

 ☎825-1181
 825-1185

■北部地域療育センター
都筑区葛が谷16-3
対象 緑・都筑区民

 ☎942-3451
 942-8501

■中部地域療育センター
南区清水ケ丘49
対象 西・中・南区民

 ☎253-0358
 253-0378

■西部地域療育センター
保土ケ谷区今井町743-2
対象 保土ケ谷・旭・瀬谷区民

 ☎353-6933
 353-6934

■東部地域療育センター
神奈川区東神奈川1-29
対象 鶴見・神奈川区民

 ☎441-7711
 441-7011

（次ページに続く）
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介護費用の貸付

�
勤労者貸付制度 P66

�

老人クラブの運営費などの助成

問 各区役所高齢・障害支援課☎
P29～ ／横浜市老人クラブ連合会

☎433-1256

対象 �おおむね60歳以上の会員が
30人以上いるクラブ

　高齢者の自主的な取組として、
生きがいや健康づくりのための活
動を地域で行うクラブの運営費な
どを助成します。

在日外国人高齢者等福祉給付金

問 健康福祉局 高齢健康福祉課

☎671-2406　 550-3613

　国籍や住所要件により、公的年
金が受けられない在日外国人高齢
者・障害者及び長期海外在住日本
人高齢者は相談してください（所
得制限あり）。
�
公共交通機関の割引など P95

�

高齢者福祉

援助・支援・補助など

高齢者が虐待にあったとき

問 各区役所高齢・障害支援課☎
P29～ ／地域包括支援センター

（地域ケアプラザ） P83～

　高齢者への虐待に気づいたと
き、また当事者として相談したい
ときは相談してください。

認知症に関する相談

�
・よこはま認知症コールセンター P83

・認知症高齢者保健福祉相談 P83

�

民生委員・児童委員への相談

問 各区役所福祉保健課☎ P29～

　地域の身近な相談相手として、
地域住民の立場に立って、福祉に
関する悩み事などの相談に対応し
ます。

シニアの就労相談窓口

　市内在住のおおむね60歳以上
の人の就労や地域活動に関する相
談を受けています。
■金沢区生きがい就労
支援スポット
金沢区泥亀1-21-5
いきいきセンター金沢1階
開所日　火-金

 ☎370-8356
 370-8379

9:30〜17:00（うち1時間昼休み）
休月、土日祝、年末年始

■港北区生きがい就労
支援スポット
港北区綱島東4-3-17
アピタテラス横浜綱島1階

 ☎947-2475
 947-2476

開所日　月-金
9:30〜17:00

休土日祝、年末年始

よこはまシニアボランティアポイ

ント

問 健康福祉局 介護保険課

☎671-4252　 550-3614

　高齢者が介護施設などでボラン
ティア活動を行った場合にポイン
トが得られ、貯まったポイントに
応じて寄附・換金することができ
ます。

相談

いきいきとすごす

■地域療育センター
あおば
青葉区黒須田34-1
対象 青葉区民

 ☎978-5112
 978-5113

■よこはま港南地域
療育センター
港南区野庭町631
対象 港南・栄区民

 ☎882-1210
 882-1211

※港北区は横浜市総合リハビリテーション
センターが担当します
※ご希望により、ほかの区域のセンターを利
用することもできます

（→「地域療育センター」の続き）
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濱ともカード（高齢者のための優

待施設利用促進事業）

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

対象 �65歳以上の人
　店舗や公共施設などの協賛店で
カードを提示すると、割引などの
サービスが受けられます。
�
・横浜シニア大学 P62

・趣味の教室　老人福祉センター P62

・ふれーゆ P107

�

定期予防接種

問 横浜市予防接種コールセンター

☎330-8561　 664-7296

9:00〜17:00
休土日祝、年末年始
￥ �接種費用、時期などは問い合わ
せてください
●高齢者インフルエンザ
対象 �市内に住民登録のある、接種時
に65歳以上の人（※1）

●成人用肺炎球菌ワクチン
対象 �市内に住民登録のある、2022
年度中に65歳、70歳、75歳、
80歳、85歳、90歳、95歳、
100歳になる人（※1、※2）

通院困難者等訪問歯科診療事業

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

　家庭を訪問して歯科診療を行っ
ています。
対象 �在宅療養者などで、歯科医療機
関への通院が困難な人

予防接種・診療

※1��心臓、じん臓、呼吸器、免疫機能に1級相
当の障害のある人は60歳〜64歳も対象で
す
※2��過去にワクチンを接種したことがある
人は対象外です

地域包括支援センター

　高齢者が住みなれた地域で生活
を続けられるよう、地域の身近な
相談窓口として、保健師・社会福祉
士・主任ケアマネジャーなどが福
祉と保健の総合的な相談に応じて
います。
　地域包括支援センターは地域ケ
アプラザ P83～ と一部の特別養護
老人ホームに設置されています。

●地域包括支援センター併設の
特別養護老人ホーム
■若竹苑
神奈川区羽沢町550-1

 ☎382-0024
 373-7472

特別養護老人ホーム（市内）

対象 �原則、常に介護を必要とする要
介護3〜5に認定されている人

申込 �申込書に記入し、下記へ郵送し
てください

●申込書配布場所
各区役所（福祉保健センター）
P29～ 、地域ケアプラザ P83～ 、特
別養護老人ホーム及び健康福祉局
高齢施設課など
●郵送先
〒233-0002�港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー10階
特別養護老人ホーム入所申込受付
センター（高齢者施設・住まいの
相談センター内）

介護老人保健施設

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

対象 �入院治療の必要はないが、リハ
ビリや介護を必要とする要介
護1〜5に認定されている人

　日常生活動作のリハビリなどを
行いながら、在宅生活復帰をめざ
す施設です。

施設情報（地域包括支援
センターなど）

介護医療院

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

対象 �慢性期の医療・介護ニーズを併
せ持つ高齢者

　「日常的な医学管理」や「看取り・
ターミナルケア」等の医療機能と、
「生活施設」としての機能を兼ね
備えた施設です。

養護老人ホーム

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

対象 �環境上及び経済的理由で居宅
において養護を受けることが
困難な、原則65歳以上の人

軽費老人ホーム・ケアハウス

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

対象 �60歳以上（夫婦の場合は一方
が60歳以上）で、自炊ができ
ない程度の身体機能の低下な
どがあり、独立した生活が不安
で、家族の援助を受けることが
困難な人

�
・地域ケアプラザ P83～

・�社会福祉協議会・福祉保健活動拠
点・あんしんセンター P86～

�

老人福祉センター

対象 �市内に在住の60歳以上の人及
び付添者、市内に在住の人の父
母・祖父母または子で60歳以
上の人

　踊りや歌、囲碁将棋などの趣味
を楽しんだり、各種講座などを受
けられます。初めての方は、健康
保険証など、年齢及び横浜市内在
住であることを確認できるものを
お持ちください。
9:00〜17:00

休施設点検日、年末年始
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地下鉄・バスの運賃や路線のご案

内、その他問合せ

問 横浜市コールセンター

☎664-2525　 664-2828

8:00〜21:00（年中無休）

1日乗車券

　1日に何度でも乗り降りできる
お得な乗車券です。
●市営バス
￥ �大人600円�小児300円
　（バス車内＜ICカードのみ＞な
どで発売）
●市営地下鉄
￥ �大人740円�小児370円� �
（地下鉄駅券売機などで発売）
●市営バス・地下鉄共通
￥ �大人830円�小児420円� �
（地下鉄駅券売機などで発売）

地下鉄回数券

　発売日から3か月間有効です。
●昼間割引回数券
10回分の料金で12回乗車できます。
●土休日割引回数券
10回分の料金で14回乗車できます。

公共交通

市営地下鉄・市営バス

※市営バス路線マップを定期券発売所など
で配布しています

※定期券・1日乗車券で深夜バスを利用の際
は、別に1乗車分の料金をお支払いください
※1日乗車券は、スマートフォンアプリ「my�
route」でも購入できます

※使用可能な日や時間帯については横浜市
コールセンター（☎664-2525）に問い合わせ
てください

定期券

　通勤・通学ともに1・3・6か月券
があります。
【発売時期】（地下鉄・市営バス）
使用開始日の14日前から

●市営バス・地下鉄連絡定期券
　市営バスと地下鉄を合わせてご
乗車の場合、定期料金が10％割引
になります。
●環境定期券制度
　土・日曜、祝休日などに市営バス
通勤定期券またはシニアパスをお
持ちのお客様と同乗者5人までが
一緒にバスを利用する際、割引運賃
（大人100円、小児50円）で乗車で
きます。
　乗車の際に定期券を提示のう
え、環境定期券制度を利用すること
と、同乗者の人数を乗務員にお知ら
せください（取り扱いは、現金のみ
です）。
●定期券発売窓口（問合せ）

（1）地下鉄全駅の券売機、駅事務室

（2） 地下鉄センター南駅  

お客様サービスセンター

　　☎・ 943-4651

（3） 地下鉄新横浜駅  

お客様サービスセンター

　　☎・ 472-9193

（4） 地下鉄横浜駅  

お客様サービスセンター

　　☎・ 311-3299

（5） 地下鉄上大岡駅  

お客様サービスセンター

　　☎・ 844-7100

（6） 横浜駅東口（そごう地下1階） 

バス定期券発売所

　　☎・ 465-2040

（7）中山駅バス定期券発売所

　　☎・ 933-0022

（8） 鶴見駅東口  

バス定期券発売所

　　☎・ 501-5270

（9） 市営バス営業所 P95   

（保土ケ谷・若葉台・滝頭・本

牧・緑・磯子）

※通学定期を購入する人は、新規の場合と
学年の変わり目に、通学区間を証明できる
書類（通学証明書など）が必要です

■ユートピア青葉
青葉区もえぎ野4-2

 ☎974-5400
 974-5405

■福寿荘
旭区白根2-33-2

 ☎953-5315
 953-5317

■泉寿荘
泉区西が岡3-11

 ☎813-0861
 813-0862

■喜楽荘（磯子センター）
磯子区磯子3-1-41

 ☎753-2861
 753-2863

■うらしま荘
神奈川区立町20-1

 ☎401-5640
 同上　　 

■晴嵐かなざわ
金沢区泥亀1-21-5

 ☎782-2908
 782-2909

■蓬莱荘
港南区港南台6-22-38

 ☎832-0811
 832-0813

■菊名寿楽荘
港北区菊名3-10-20

 ☎433-1255
 433-2895

■翠風荘
栄区野七里2-21-1

 ☎891-4141
 891-4143

■瀬谷和楽荘
（瀬谷センター）
瀬谷区瀬谷3-18-1

 ☎303-4400
 303-4464

■つづき緑寿荘
（都筑センター）
都筑区葛が谷2-1

 ☎941-8380
 942-3979

■鶴寿荘（寺尾センター）
鶴見区馬場4-39-1

 ☎584-2581
 584-2583

■戸塚柏桜荘
戸塚区戸塚町2304-5

 ☎865-3281
 865-3283

■麦田清風荘
中区麦田町1-26-1

 ☎664-2301
 664-2302

■野毛山荘
西区老松町26-1

 ☎261-1290
 261-1293

■狩場緑風荘
保土ケ谷区狩場町295-2

 ☎742-2311
 741-2216

■緑ほのぼの荘
緑区十日市場町825-1

 ☎985-6323
 985-6324

■南寿荘（南センター）
南区南太田2-32-1

 ☎741-8812
 741-8813

※菊名寿楽荘以外の施設には 車いすト
イレが設置されています

高齢者施設・住まいの相談センター

問 ☎342-8866　 840-5816

　�港南区上大岡西1-6-1ゆめおお
おかオフィスタワー10階
月-金　9：00〜17：00

休土日祝、年末年始
　専門の相談員が、特別養護老人
ホーム、介護老人保健施設、グルー
プホームなどについて個別・具体
的な相談や基本情報・入所待ち状
況などのさまざまな情報を提供し
ています。
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【営業時間】�
月 火 水 木 金 土 日

（1）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

券売機： 始発～23:00
駅事務室：7：00～22:00

（2）～（5）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

月-金： 12:00～20:00
土日祝： 10:00～18:00

（6）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

月-土： 9:00～19:00
日祝： 9:00～18:00

（7）～（8）

○ ○ ○ ○ ○ ○ −

月-土： 10:00～19:00
※日祝は繁忙期のみ10:00～19:00

（9）
○ ○ ○ ○ ○ − −

10:00～19:00（祝日を除く）

※（2）〜（9）は、年末年始は全て休業します

【発売券種媒体】
●�市営地下鉄定期券、市営バス・地
下鉄連絡定期券

（1）〜（5）PASMO、磁気券（駅券
売機除く）
●市営バス定期券
（1）PASMO、Suica
（2）〜（9）PASMO、Suica、紙 券
（共通定期券及び障害者割引定期
券のみ）

貸切バスの相談・申込み

問 交通局自動車本部営業課

☎671-3191　 322-3912

　学校・町内会や地域のイベント、
研修など、さまざまな依頼に対し
て貸切バスを運行しています。

YCAT（横浜シティ・エア・ターミナル）

問 ☎459-4800

西区高島2-19-12スカイビル1階
（そごう隣り）
　横浜駅と成田・羽田空港（国内
／国際）を結ぶ直行バスのほか、
高速バスが発着しています。
　詳細は WEB を確認してくださ
い。

※保土ケ谷・滝頭・磯子営業所はPASMO、
Suicaのみ

YCAT 検索

市営バス営業所

　通勤時間帯などは、問合せが集
中してかかりにくくなることがあり
ます。
旭区 若葉台営業所 ☎921-0581

磯子区
滝頭営業所 ☎751-5548

磯子営業所 ☎751-7581

港南区 港南営業所 ☎833-1511

港北区 港北営業所 ☎545-1804

鶴見区 鶴見営業所 ☎501-0701

中区 本牧営業所 ☎621-1071

西区 浅間町営業所 ☎311-2251

保土ケ谷区 保土ケ谷営業所 ☎331-2401

緑区 緑営業所 ☎931-2266

敬老特別乗車証（敬老パス）

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

　市営バス・地下鉄、金沢シーサイ
ドライン、民営バス（原則として、
市内で乗車または降車する場合に
限る）を利用できる乗車証で、70
歳以上の希望者に交付していま
す。

市営バス全線定期券「シニアパス」

問 定期券発売窓口 P94

　定期券の有効期間の開始時点で
65歳以上の人を対象に、割引率の
高い�「シニアパス」を発売してい
ます。
【種類】3か月券、6か月券
【発売時期】
使用開始日の14日前から

割引など

70歳以上の人

※収入状況等に応じた利用者負担があります
※みなとみらい線は利用不可
※転入者は、年齢・所得を証明する書類を持
参して各区福祉保健センター高齢・障害支
援課に来てください

65歳以上の人

特別乗車券

問 各区役所高齢・障害支援課

☎ P29～

対象 ①�１〜４級の身体障害者手帳
をお持ちの人
②�愛の手帳をお持ちの人また
は児童相談所・更生相談所で
知能指数が75以下と判定さ
れた人
③�精神障害者手帳をお持ちの人
④�児童扶養手当を受けている
世帯（世帯で1人）
⑤�母子生活支援施設に入って
いる人（世帯で1人）

￥ �①〜③は年額1,200円（20歳
未満は600円）
　70歳未満で対象の人は、市営バ
ス・地下鉄、シーサイドライン、民
営バスの市内区間（一部市外を含
む）を利用できる乗車券が交付さ
れます。

問 横浜市コールセンター P100

対象 �身障者手帳を持っている人、知
的障害と判定を受けた人、児童
福祉施設などの利用者

　市営バス・地下鉄の普通乗車券の
ほか、定期券などが割引になります。

70歳未満の人

障害のある人
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車の登録

　車の購入・廃車、住所変更、名義
変更の手続は、車の種類によって
受付窓口が異なります。

●�普通自動車、二輪小型自動
車（250cc超）、軽二輪自動車
（125cc超250cc以下）
問 関東運輸局神奈川運輸支局

☎050-5540-2035

都筑区池辺町3540

問 検査予約システムヘルプデスク

☎0570-030-330

●�三輪、四輪の軽自動車（660cc
以下）
問 軽自動車検査協会神奈川事務所

☎050-3816-3118（検査予約は050-

3818-8634）

都筑区佐江戸町字宮田770-1

●�原動機付自転車（125cc以下）、
小型特殊自動車
問 各区役所税務課☎ P29～

車庫証明

問 警察署☎ P27

　車庫所在地を管轄する警察署に
必要書類をそえて申請してくださ
い（手数料が必要です）。
【必要書類】申請書、標章交付申請
書、車庫所在地の略図、車庫の配置
図、車庫を正当に利用できること
を証明した書類

自動車・
自転車・

道路

自動車

自動車技術総合機構 検索

軽自動車検査協会 検索

運転免許各種手続

問 神奈川県警察運転免許センター

☎365-3111

市営駐車場

24時間、年中無休

　利用料金や障害者手帳をお持ち
の人の割引などについては、各駐車
場に直接問い合わせてください。
■ポートサイド地下駐車場
☎453-2372
神奈川区栄町

■伊勢佐木長者町地下駐車場
☎262-2860
中区長者町

■日本大通り地下駐車場
☎681-7540
中区日本大通

■福富町西公園地下駐車場
☎253-9751
中区福富町西通

■馬車道地下駐車場（二）
☎663-1770
中区本町

■山下町地下駐車場（二）
☎664-2980
中区山下町
※FAXでの問合せは、道路局交通安全・自
転車政策課（☎671-2732　 651-5443）で
受け付けます

駐車場の案内（市内）

問 都市整備局 都市交通課

☎671-3853　 663-3415

　市内の時間貸し駐車場、観光バ
ス駐車場、自動二輪車用駐車場な
どの情報を WEBで案内しています。

放置自動車を見つけたとき

●放置自動車
問 資源循環局 街の美化推進課

☎671-3817　 663-8199

神奈川県警察　運転免許 検索

※ポートサイド地下駐車場のみ6:00〜
24:00
（二）：自動二輪駐車可

横浜市 地下駐車場 検索

※掲載している駐車場に関することは、各
駐車場に直接問い合わせてください

横浜市 駐車場の案内 検索

　市内を走る主な鉄道路線・バス
会社の問合せ先です。

■JR東日本お問い合わせセンター
【列車時刻・運賃など】☎050-2016-1600
6:00〜24:00

【お忘れ物】☎050-2016-1601
8:00〜21:00

■京急ご案内センター（京急電鉄）
☎225-9696
9:00〜17:00

休年末年始など

■東急お客さまセンター（東急電鉄）
☎03-3477-0109
9:00〜17:00

休年末年始など

■みなとみらい線
☎664-0629
9:00〜17:30

休土日祝、年末年始

■金沢シーサイドライン
【新杉田駅】☎776-1217
【金沢八景駅】☎786-5030
運行時間内

■相鉄お客様センター
☎319-2111
月-金　9:00〜19:00

　土日祝　9:00〜17:00
休年末年始

■神奈川中央交通
バス案内センター
☎0463-22-8833
月-金　9:00〜17:25

休土日祝、年末年始

■京浜急行バス
【杉田営業所】☎771-5411
【能見台営業所】☎771-9248
バス運行時間内

■東急バス
お客さまセンター
☎03-6412-0190
月-金　9:00〜17:30

休土日祝、年末年始

■江ノ電バス
☎0466-24-2714
月-金　9:00〜17:45

休土日祝、年末年始

民営鉄道・民営バス

※営業時間は変更となる場合があります
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自転車・バイクの放置

問 道路局 交通安全・自転車政策

課

☎671-3644　 663-6868

　自転車・バイクを放置すると、保
管場所へ移動する場合がありま
す。引き取りの際、自転車・バイ
クの鍵、本人確認書類（運転免許
証・保険証など）と手数料（自転車
1,500円、バイク3,000円）が必
要です。

公道上で放置自転車を見つけたと

き（放置禁止区域外）

問 各区土木事務所☎ P29～

交通事故にあったら

問 交通事故相談☎ P40～

各種証明書が必要なとき

問 自動車安全運転センター

神奈川県事務所

☎364-7000

　各証明書は、手数料が必要です。
【証明書種類】
交通事故証明書、無事故・無違反証
明書、運転記録証明書、累積点数等
証明書、運転免許経歴証明書

交通安全教材（DVD、パネル、パペッ

トなど）を借りたい

問 道路局 交通安全・

自転車政策課

☎671-2323　 663-6868

交通事故

沈船を見つけたとき

●港湾区域
問 港湾局 水域管理課

☎671-7130　 641-8749

●入江川水系・滝の川
問 道路局 河川管理課

☎671-2855　 664-5873

自転車保険への加入

問 道路局 交通安全・自転車政策

課

☎671-2323　 663-6868

　神奈川県条例により、自転車を
利用する人（未成年者については
その保護者）は、自転車損害賠償
責任保険等への加入が義務付けら
れています。

放置禁止区域と自転車駐車場

問 道路局 交通安全・

自転車政策課

☎671-3644　 663-6868

　現在、市内117駅周辺が、条例に
より自転車・バイクの放置禁止区
域に指定されています。また、駅周
辺に有料の自転車駐車場を設置し
ています（バイク利用は125cc以
下）。
　所在地や駐車できる車両の種
別、問合せ先は WEB を見てくださ
い。

市営自転車駐車場の整理料
（カッコ内は屋根なしの場合）

1回 1か月

自転車
100円 2,000円

（80円） （1,500円）

125cc以下の
バイク

130円 2,500円

（100円） （2,000円）

自転車

自転車保険　横浜市 検索

自転車駐車場　横浜市道路局 検索

横浜市道などの問合せ

問 各区土木事務所☎ P29～

・�道路に穴があいている、路肩が崩
れているなど道路の維持・補修に
ついての相談
・�道路と民有地の境界が分からな
い場合
・道路上の看板などの占用許可
・�多くの市民が通行する公道と同
様な私道の舗装工事などを行う
ときの助成制度
�
ハマロード・サポーター P62

�

道路
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市会広報

●インターネット中継
　本会議、予算・決算特別委員会、
常任・運営・特別委員会などについ
て、インターネットでの生中継と
録画中継を実施しています。
　なお、本会議、予算・決算特別委
員会などについては、各区役所の
モニターテレビでの生中継を実施
しています。

●ヨコハマ議会だより 

　定例会の概要や一般�
質問の質問・答弁の要
旨、議案に対する賛否
一覧などを中心にお知
らせしています。
【発行】定例会ごとに年4回�
【配布方法】各世帯に配布

●市会のしおり
　市会のしくみや傍聴、請願・陳
情、議員名簿などの情報を掲載し
た横浜市会を紹介する冊子です。
【発行】年1回�
【配布場所】各区役所、市民情報セ
ンター、市会議事堂受付

請願・陳情など

　市政に意見や要望などのある人
は、どなたでも議長あてに請願ま
たは陳情として文書で提出するこ
とができます。請願書の提出には、
市会議員の紹介が必要です。
　請願と国会や関係行政庁への意
見書の提出などを求める陳情は、
常任委員会などで審査を行い、提
出者に結果を通知します。
　行政への要望についての陳情は
市長に回答を求め、提出者に通知
します。

※点字版、CD版、デイジー版も作製し、図
書館などで閲覧・視聴できるほか、希望す
る人にお届けしています
※オープンデータ（テキストデータ）の提
供を行っています

問 ●選挙全般について

選挙管理委員会事務局選挙課

☎671-3336　 681-6479

問 ●選挙公報について

選挙管理委員会事務局選挙課

☎671-3335　 681-6479

選挙人名簿と選挙

　満18歳以上の日本国民で、選挙
人名簿に載っている人は、国会議
員・神奈川県知事・県議会議員・横
浜市長・市議会議員選挙で投票で
きます。
　本市に転入届を出した日から3
か月たつと、選挙人名簿に登録さ
れる資格が生じ、3・6・9・12月の
年4回と選挙のときに、在住の区
の選挙人名簿に登録されます。

投票所などの案内

　選挙の公（告）示日以降に、郵便
（世帯分をまとめて封書で）で選挙
の日時と投票所をお知らせします。
　投票日までに住所を変更され
ると、変更の時期と選挙の種類に
よって、投票できなかったり、前住
所地で投票しなければならない場
合があります。

郵便などによる投票制度（在宅投票）

　身体障害者手帳・戦傷病者手帳
を持ち、「両下肢、体幹、移動機能、
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直
腸、小腸、免疫、肝臓の障害が一定
の程度に該当する人」と、介護保
険法の被保険者証に要介護5（令
和3年10月1日現在）と記載され
ている人に限り、郵便などによる
投票制度が利用できます。
　また、代理記載制度を利用でき
る場合があります。どちらも区役
所で事前の手続が必要です。

選挙

問 ●傍聴・広報について

議会局 秘書広報課

☎671-3040　 681-7388

問 ●請願・陳情など

議会局 議事課

☎671-3045　 681-7388

市会のしくみ

　市会は、選挙で選ばれた議員86
人で構成され、条例の制定や改正、
予算の決定など、市政の重要な事
項を決定する議決機関です。定例
会は年4回（通例2・5・9・11月）、
臨時会は必要に応じて開かれま
す。議案などの詳細な審査は常任
委員会で行い、当初予算や決算な
どの審査は特別委員会を設けて行
いますが、いずれの場合も最終決
定は本会議で行われます。

市会の傍聴

　本会議、委員会はどなたでも傍
聴できます。希望する人は会議当
日、市会議事堂へお越しください。
　また、事前の申込みにより、本会
議傍聴の際に、手話通訳をご利用
いただけます。詳しい申込方法は
市会の WEBで確認できます。

市 会・選 挙

市会
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期日前投票・不在者投票

　仕事、レジャー、出産などで、投
票日に投票できない見込みの人
は、公（告）示日の翌日から投票日
の前日までの間に、期日前投票が
できます。入院中などの場合は、
その施設が県の指定した不在者投
票ができる施設であれば、施設内
で不在者投票ができます。

選挙公報

　投票日の2日前までに全世帯に
配布しています。届かないとき
は、各区役所総務課統計選挙係☎
P29～ に連絡してください。
　横浜市長・市議会議員の選挙の
選挙公報は、横浜市の WEB で確認
できます。
　国会議員・神奈川県知事・県議会
議員の選挙の選挙公報は、神奈川
県選挙管理委員会の WEBで確認で
きます。

神奈川県　不在者投票施設 検索

広報よこはま 

問 政策局 広報課

☎671-2332

661-2351

　市政の現状や将来
の計画、市の催しや制度などを紹
介する市版部分と、身近な地域の
情報や区役所・福祉保健センター
からのお知らせなどを紹介する区
版部分（各区で発行）で構成される
広報紙。また、市版の内容を、やさ
しい日本語により WEB で公開して
います。
【発行】毎月1日
【配布方法】
主に自治会町内会を通じて配布

特別自治市 

問 政策局

制度企画課

☎671-2952

663-6561

　市が早期実現を目指す、新たな
大都市制度「特別自治市」につい
て説明した広報冊子。2021年6
月にリニューアル。
【配布場所】
各区役所、市民情報センターなど

広 報・広 聴

パンフレット・情報誌
（紙）・ハンドブック

※視覚障害のある人（希望者）に点字版（市
版のみ）、CD版、デイジー版を郵送します

よこはまくらしナビ

問 横浜市消費生活総合センター

☎845-5640　 845-7720

　相談事例の他、消費生活に関す
る情報や地域情報、当センター主
催の教室・講座の案内などを掲載。
【配布場所】
各区役所、図書館、地区センターなど

問 政策局 広報課

☎671-3742　 661-2351

ハマナビ（tvk 3ch）

　横浜の旬な情報・魅力をたっぷり
お届けします！
土曜　18:00〜18:30

問 政策局 広報課

☎671-3742　 661-2351

ホッと横浜

（ラジオ日本 1422kHz）

木金�16:30〜16:35

問 政策局 広報課

☎671-3742　 661-2351

YOKOHAMA My Choice!

（FMヨコハマ 84.7MHz）

日曜�9:30〜10:00

Public Service Announcement

（InterFM897 89.7MHz）

月-金�6:12〜6:15
　月曜：中国語　火曜：韓国・朝鮮語
　水曜：英語　木曜：スペイン語
　金曜：ポルトガル語

テレビ

※tvk（3ch）のデータ放送で、市政情報を
お届けします

ラジオ

AMラジオ

FMラジオ

市
会
・
選
挙
／
広
報
・
広
聴

23-115_行政.indd   99 2022/02/25   13:39



広
報
・
広
聴

問 問合せ　対象 対象者など　申込 申込・申請方法　 P00 ページ案内　 時間　休 休み　￥料金など　 WEB ウェブページ100

　「市民からの提案」など、さまざ
まな広聴事業を実施しています。
　パブリックコメント・意見募集
や、参加者を募集する事業につい
ては WEBなどでお知らせします。

市民からの提案

問 市民局 広聴相談課

☎671-2354　 212-0911

　市政に対するご意見やご要望
等を居住区の区役所が受け付け、
担当部署が責任をもって対応し、
市政に生かしていきます。投稿は、
WEB の投稿フォームや、区役所、行
政サービスコーナーなどに設置
している専用封筒をご利用くださ
い。一般の封筒やはがき、FAXでも
受け付けます。この場合「市民から
の提案」と明記のうえ、居住区の区
役所区政推進課宛に送ってくださ
い。

ヨコハマeアンケート

問 市民局 広聴相談課

☎671-2333　 212-0911

　市内在住・在勤・在学の15歳以
上の人を対象にメンバーを募集
し、インターネットで市政に関す
るアンケートに回答していただき
ます。
　メンバーには、市政情報などを
メールマガジンでお届けします。

問 横浜市コールセンター

☎664-2525（にこにこ）

664-2828

8:00〜21:00（年中無休）
　区役所や市役所での各種手続、
窓口案内のほか、市の施設、イベン
ト情報、市営交通の案内などのお
問い合わせについて、ご案内する
窓口です。

広聴

コールセンター

※内容によっては、担当部署へ転送または
引き継ぐ場合があります

問 市民局 市民情報課

☎671-3882　 664-7201

8:45〜17:00
【窓口】市民情報センター（市役所
3階）または区役所広報相談係
　条例に基づき、本市が保有して
いる行政文書や自己の個人情報に
ついての開示請求を受け付けてい
ます。窓口では、開示請求書を提
出していただくほか、本人確認資
料などを用意していただく場合も
ありますので、手続の方法などは
相談してください。

情報公開窓口
　ラジオ番組は、パソコンやスマ
ホから「ラジコ（radiko.jp）」でも
楽しめます。

横浜市ウェブサイト

　戸籍・税・保険などの暮らしの情
報、イベント情報、事業者向け情
報、市政情報を掲載しています。

ソーシャルメディア

　LINE、Twitter、YouTube、
Facebook、Instagram、スマート
ニュース、クックパッドなどで、さ
まざまな情報を配信中。

市民情報センター（市役所3階）

問 市民情報センター
☎671-3900

8:45〜17:00
　行政資料を閲覧したり、借りるこ
とができます。
　また、本市が主催する行事や各
種募集案内などのパンフレット・
リーフレットなども入手できます。

市政刊行物・グッズ販売コーナー

（市役所3階）

問 市政刊行物・グッズ販売コー

ナー

☎671-3600

8:45〜17:00
　本市が作成した一部の刊行物や
地図、航空写真などを購入できま
す。また、行政資料などを複写す
るためのコピー機（有料）も設置
しています。

インターネットでラジオ

ラジコ 検索

WEB

横浜市 検索

市民情報センター・市政刊
行物・グッズ販売コーナー
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駐車場あり 予約 市民利用施設予約システム利用可能 車椅子トイレあり おむつ交換台あり 優 障害者手帳をお持ちの方への優待あり 101

　掲載されている営業時間等は変
更している場合があります。詳し
くは各施設にお問い合わせくださ
い。
�
【施設ガイドのアイコンについて】

問 横浜市市民利用施設

予約システムサービスセンター

☎759-3737　 329-1368

9:00〜17:00
休年末年始
￥登録料1,000円
　区民文化センターなどの文化施
設、野球場・スポーツセンターなど
のスポーツ施設の利用申込みは、
インターネットや電話（音声応答
システム）で行うことができます。
該当する施設は 予約マークのつい
た施設です。
【利用方法】
①利用者登録
　インターネットから申請してく
ださい。インターネットを利用で
きない場合は、郵送による申請も
できます。
●インターネットによる申請
　市民利用施設予約システムの
WEBから利用者登録申請を行って
ください。

施設ガイド

駐車場あり
予約 市民利用施設予約システム利用可能

車椅子トイレあり おむつ交換台あり
優 障害者手帳をお持ちの方への優待あり（※）

※時期によっては実施していない場合があ
ります。詳しくは各施設にお問い合わせく
ださい

市民利用施設
予約システム

横浜　施設予約システム 検索

●郵送による申請
　システムが利用できる各施設、
サービスセンターまたは市役所3
階市民情報センターに申請書があ
ります。必要事項を記入の上、下
記に送付してください。
【送付先】
〒220-0004� 横浜市西区北幸
2-6-26�HI横浜ビル5階
横浜市市民利用施設予約システム
サービスセンター宛

②利用申込み
　登録後に郵送される「はまっこ
カード」に記された利用者登録番
号を使い、インターネットや電話
（☎754-4919）で施設の予約を行
います。
　電話では案内に従って番号など
を入力していくと、予約をはじめ、
抽選の申込み、抽選結果の確認な
どができます。

�9:00〜22:00
休 �（　）内の施設点検日（祝日の場
合翌日）

■青葉公会堂
市ケ尾町31-4（区役所隣接）

☎978-2400
978-2420

休（第3月曜）、年末年始
交通 東急「市が尾」駅徒歩10分
※2023年3月31日まで休館
予定

 

■旭公会堂
鶴ケ峰1-4-12（区役所4階）

☎954-6154
954-6170

休（第4月曜）、年末年始
交通 相鉄「鶴ケ峰」駅徒歩7分

 

■泉公会堂
和泉中央北5-1-1（区役所隣接）

☎800-2470
800-2514

休（第2月曜）、年末年始
交通 �相鉄「いずみ中央」駅徒歩
5分

 

■磯子公会堂
磯子3-5-1（区役所1階）

☎750-2520
750-2521

休（第4月曜）、年末年始
交通 �JR「磯子」駅徒歩5分

 

■神奈川公会堂
富家町1-3

☎432-3399
432-3321

休（第4月曜）、年末年始
交通 �JR「東神奈川」駅・京急「京
急東神奈川」駅徒歩4分／
東急「東白楽」駅徒歩5分

 

※申請後に本人確認・市内在勤在学確認・納
付確認が必要となります

公会堂

■金沢公会堂
泥亀2-9-1（区役所隣接）

☎788-7890
788-7866

休（第2月曜）、年末年始
交通 �京急「金沢文庫」駅徒歩
11分／京急・シーサイド
ライン「金沢八景」駅徒歩
13分

 

■港南公会堂
港南中央通10-1

☎847-8480
847-8482

休（第3月曜）、年末年始
交通 �地下鉄「港南中央」駅徒
歩1分

 

■港北公会堂
大豆戸町26-1（区役所隣接）

☎540-2400
540-2399

休（第2月曜）、年末年始
交通 東急「大倉山」駅徒歩7分

 

■栄公会堂
桂町279-29（区役所向かい）

☎894-9901
894-9902

休（第3月曜）、年末年始
交通 JR「本郷台」駅徒歩9分
※2023年2月末まで休館予
定

 

■瀬谷公会堂
二ツ橋町190（区役所内）

☎367-5770
367-5771

休（第3月曜）、年末年始
交通 相鉄「三ツ境」駅徒歩10分

 

■都筑公会堂
茅ケ崎中央32-1（区役所１階）

☎948-2400
948-2402

休（第3月曜）、年末年始
交通 �地下鉄「センター南」駅徒
歩6分

 

■鶴見公会堂
豊岡町2-1�フーガ1�6・7階

☎583-1353
583-1358

休（第3月曜）、年末年始
交通 JR「鶴見」駅徒歩1分
※6月1日から2023年4月30
日まで休館予定

 

■戸塚公会堂
戸塚町127

☎862-3334
862-9315

休（第3月曜）、年末年始
交通 �JR・地下鉄「戸塚」駅徒歩
7分

 

■開港記念会館
〔中公会堂〕

☎201-0708
201-2630

本町1-6
休（原則第4月曜）、年末年始
交通 �みなとみらい線「日本大
通り」駅徒歩1分

※2024年3月まで休館予定

 

■西公会堂
岡野1-6-41

☎314-7733
320-4260

休（第2月曜）、年末年始
交通 �JR・京急・相鉄・東急・地下
鉄「横浜」駅徒歩10分

 

■保土ケ谷公会堂
星川1-2-1

☎331-0497
331-0527

休（第3月曜）、年末年始
交通 相鉄「星川」駅徒歩3分

 

■緑公会堂
寺山町118（区役所内）

☎930-2400
930-2393

休（第2月曜）、年末年始
交通 �JR・地下鉄「中山」駅徒歩
5分

（次ページに続く）
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■都岡
今宿西町292-2

 ☎953-7211
 953-7209

休（第3月曜）、年末年始  

■若葉台
若葉台3-4-2

 ☎921-2213
 921-2225

休（第4月曜）、年末年始  

泉区

■上飯田
上飯田町3913-1

 ☎805-5188
 805-5189

休（第1月曜）、年末年始  

■下和泉
和泉が丘1-26-1

 ☎805-0026
 805-0028

休（第4月曜）、年末年始  

■立場
中田北1-9-14

 ☎801-5201
 805-1954

休（第2月曜）、年末年始  

■中川
桂坂4-1

 ☎813-3984
 813-3986

休（第3月曜）、年末年始  

磯子区

■磯子
磯子3-1-41

 ☎753-2861
 753-2863

休（第4月曜）、年末年始  

■上中里
上中里町397-2

 ☎773-3929
 773-3939

休（第4月曜）、年末年始  

■杉田
杉田1-17-1�プララ杉田4階

 ☎775-0541
 775-0542

休（第3木曜）、年末年始  

■根岸
馬場町1-42

 ☎751-4777
 751-4798

休（第3月曜）、年末年始  

神奈川区

■神奈川
神奈川本町8-1�

 ☎453-7350
 453-7351

休（第2月曜）、年末年始  

■神之木
神之木町7-1　

 ☎435-1712
 435-1796

休（第4月曜）、年末年始  

■神大寺
神大寺2-28-18

 ☎491-4441
 491-4442

休（第3月曜）、年末年始  

■白幡
白幡上町44-12

 ☎430-3050
 401-0021

休（第3火曜）、年末年始  

■菅田
菅田町1718-1

 ☎471-2913
 471-2914

休（第2木曜）、年末年始  

金沢区

■金沢
泥亀2-14-5

 ☎784-5860
 789-3599

休（第3月曜）、年末年始  

■釜利谷
釜利谷南1-2-1�

 ☎786-2193
 786-2194

休（第2月曜）、年末年始  

■富岡並木
富岡東4-13-2

 ☎775-3692
 775-3792

休（第3月曜）、年末年始  

■能見台
能見台東2-1

 ☎787-0080
 787-0090

休（第1月曜）、年末年始  

■六浦
六浦5-20-2

 ☎788-4640
 788-4641

休（第4月曜）、年末年始  

港南区

■港南
日野1-2-31

 ☎841-8411
 841-8424

休（第1月曜）、年末年始  

■港南台
港南台5-3-1

 ☎835-2811
 835-2812

休（第4月曜）、年末年始  

■永谷
芹が谷5-47-5

 ☎823-7789
 823-7847

休（第2月曜）、年末年始  

■野庭
野庭町612

 ☎848-0100
 848-0101

休（第3月曜）、年末年始  

■東永谷
東永谷1-1-12

 ☎826-3882
 826-3910

休（第3月曜）、年末年始  

港北区

■菊名
菊名6-18-10

 ☎421-1214
 431-4101

休（第3月曜）、年末年始  

■篠原
篠原東2-15-27

 ☎423-9030
 423-9032

休（第3月曜）、年末年始  

■城郷小机
小机町2484-4

 ☎472-1331
 472-1332

休（第4月曜）、年末年始  

■綱島
綱島西1-14-26

 ☎545-4578
 531-5771

休（第3月曜）、年末年始  

■新田
新吉田町3236

 ☎591-0777
 591-0045

休（第2月曜）、年末年始  

■日吉
日吉本町1-11-13

 ☎561-6767
 561-5841

休（第4月曜）、年末年始  

栄区

■上郷
上郷町1173-5

 ☎892-8000
 892-8022

休（第4火曜）、年末年始  

■豊田
飯島町1368-1

 ☎895-1390
 895-1480

休（第3月曜）、年末年始  

■本郷
小菅ケ谷1-5-4（SAKAESTA
内）

 ☎392-5157
 894-9903

休（第3月曜）、年末年始  

（→「公会堂」の続き）

■南公会堂
浦舟町2-33（区役所内）

☎341-1261
（同上）

休（第2月曜）、年末年始
交通 �地下鉄「阪東橋」駅徒歩8
分／京急「黄金町」駅徒
歩14分

 

　会議室、料理室、和室、体育室な
どが利用できます。親子で遊べる
プレイルーム、図書コーナー、囲
碁・将棋を楽しめる娯楽コーナー
もあります。
　時間の記載がない場合は下記時
間開館しています。
�9:00〜21:00（日祝は17:00
まで）
休 �（　）内の施設点検日（祝日の場
合翌日）

青葉区

■美しが丘西
美しが丘西3-60-15

 ☎903-9204
 903-9206

休（第3火曜）、年末年始  

■大場みすずが丘
みすずが丘23-2

 ☎974-0861
 974-0862

休（第2火曜）、年末年始  

■奈良
奈良町1843-11

 ☎963-5380
 963-5381

休（第2火曜）、年末年始  

■藤が丘
藤が丘1-14-95

 ☎972-7021
 972-7031

休（第4火曜）、年末年始  

■山内
あざみ野2-3-2

 ☎901-8010
 901-5544

休（第3月曜）、年末年始  

■若草台
若草台20-5

 ☎961-0811
 961-1632

休（第2月曜）、年末年始  

旭区

■市沢
市沢町9

 ☎371-6662
 371-6663

休（第4月曜）、年末年始  

■今宿
今宿町2647-2

 ☎392-1500
 392-1501

休（第2月曜）、年末年始  

■希望が丘
中希望が丘145-4

 ☎361-0424
 361-0437

休（第3月曜）、年末年始  

■白根
白根4-6-1

 ☎953-4428
 953-4461

休（第2月曜）、年末年始  

地区センター
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瀬谷区

■阿久和
阿久和南2-9-2

 ☎365-9072
 365-9112

休（第4月曜）、年末年始  

■瀬谷
瀬谷3-18-1

 ☎303-4400
 303-4464

休（第3月曜）、年末年始  

■中屋敷
中屋敷2-18-6

 ☎304-3100
 304-3110

休（第2月曜）、年末年始  

都筑区

■北山田
北山田2-25-1

 ☎593-8200
 593-8201

休（第2月曜）、年末年始  

■都筑
葛が谷2-1

 ☎941-8380
 942-3979

休（最終火曜）、年末年始  

■中川西
中川2-8-1

 ☎912-6973
 912-6983

休（第2月曜）、年末年始  

■仲町台
仲町台2-7-2

 ☎943-9191
 943-9131

休（第2月曜）、年末年始  

鶴見区

■潮田
本町通4-171-23

 ☎511-0765
 511-0760

休（第4月曜）、年末年始  

■駒岡
駒岡4-28-5

 ☎571-0035
 571-0036

休（第3月曜）、年末年始  

■末吉
上末吉2-16-16

 ☎572-4300
 586-1229

休（第4月曜）、年末年始  

■寺尾
馬場4-39-1

 ☎584-2581
 584-2583

休（第4月曜）、年末年始  

■生麦
生麦4-6-37

 ☎504-0770
 504-2662

休（第3月曜）、年末年始  

■矢向
矢向4-32-11

 ☎573-0302
 573-0304

休（第2月曜）、年末年始  

戸塚区

■踊場
汲沢2-23-1

 ☎866-0100
 866-0101

休（�第2月曜）、年末年始
日祝は18：00まで

 

■上矢部
上矢部町2342

 ☎812-9494
 812-9199

休  （�第3月曜）、年末年始
日祝は17:00まで

 

■大正
原宿3-59-1

 ☎852-4111
 852-1541

休   （�第3月曜）、年末年始
日祝は18：00まで

 

■戸塚
戸塚町127

 ☎862-9314
 862-9315

休    （�第3月曜）、年末年始
日祝は18：00まで

 

■東戸塚
川上町4-4

 ☎825-1161
 825-1162

休     （�第2月曜）、年末年始
日祝は18：00まで

 

■舞岡
舞岡町3020

 ☎824-1915
 824-1925

休     （�第2月曜）、年末年始
日祝は18：00まで

 

中区

■竹之丸
竹之丸133-3

 ☎651-5575
 651-5576

休（第3木曜）、年末年始  

■野毛
野毛町3-160-4�

 ☎241-4535
 241-4889

休（第2月曜）、年末年始  

■本牧
本牧原16-1

 ☎622-4501
 622-4828

休中図書館 P104 に準ずる  

西区

■西
岡野1-6-41

 ☎314-7734
 320-4260

休     （�第2月曜）、年末年始
日祝は18：00まで

 

■藤棚
藤棚町2-198

 ☎253-0388
 253-0389

休     （�第3月曜）、年末年始
日祝は18：00まで

 

保土ケ谷区

■今井
今井町412-8

 ☎352-1183
 352-1196

休（最終火曜）、年末年始  

■西谷
西谷3-15-1

 ☎371-3794
 370-3161

休（第3月曜）、年末年始  

■初音が丘
藤塚町15-1

 ☎352-3992
 442-3559

休（第3月曜）、年末年始  

■ほどがや
天王町1-21

 ☎333-0064
 520-1650

休（第3月曜）、年末年始  

緑区

■十日市場
十日市場町808-3

 ☎981-9573
 982-3161

休（第1月曜）、年末年始  

■中山
中山2-1-1

 ☎935-1982
 935-1983

休（第4月曜）、年末年始  

■長津田
長津田町2327

 ☎983-4445
 983-6945

休（第2月曜）、年末年始  

■白山
白山1-2-1

 ☎935-0326
 935-6039

休（第3月曜）、年末年始  

南区

■大岡
大岡1-14-1

 ☎743-2411
 743-6290

休（第3月曜）、年末年始  

■中村
中村町4-270

 ☎251-0130
 251-0133

休（第3月曜）、年末年始  

■永田
永田台45-1

 ☎714-9751
 714-9752

休（第3月曜）、年末年始  

■南
南太田2-32-1

 ☎741-8812
 741-8813

休（第3月曜）、年末年始  

市立図書館の個人貸出し

　はじめて利用するときは、健康
保険証、運転免許証など、住所を確
認できるものを添えて登録してく
ださい。カードは全館共通で、2
週間借りられます。
　本は、どこの市立図書館で借り
て、どこの市立図書館で返却して
も構いません。
対象 市内在住・在勤・在学者
　市内在住の方は、川崎市・鎌倉
市・藤沢市・逗子市・大和市・横須賀
市・町田市の図書館でも利用登録
できます。詳しくは各市の図書館
に問い合わせてください。

電子書籍サービス

問 中央図書館 調査資料課

☎262-0050　 262-0054

対象 市内在住・在勤・在学者
　24時間いつでもどこでも読書
を楽しめます。1人2点まで2週
間借りられます。

中央図書館

問  ☎262-0050　 262-0052　　

西区老松町1
火-金�9:30〜20:30
　�土日月祝、12/28�9:30〜17:00
　1/4�12:00〜17:00
休 �施設点検日（月1回）、年末年始、
図書特別整理日

図書館

横浜市立図書館電子書籍サービス 検索
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■神奈川図書館
神奈川区立町20-1

 ☎434-4339
 434-5168

交通 �JR「東神奈川」駅徒歩9分、
東急「東白楽」駅徒歩12
分、京急「東神奈川」駅徒
歩10分

�

■金沢図書館
金沢区泥亀2-14-5

 ☎784-5861
 781-2521

交通 �京急・シーサイドライン
「金沢八景」駅徒歩7分

�

■港南図書館
港南区野庭町125

 ☎841-5577
 841-5725

交通 地下鉄「上永谷」駅徒歩4分 �

■港北図書館
港北区菊名6-18-10

 ☎421-1211
 431-5212

交通 JR・東急「菊名」駅徒歩7分 �

■栄図書館
栄区公田町634-9

 ☎891-2801
 891-2803

交通 JR「本郷台」駅徒歩13分 �

■瀬谷図書館
瀬谷区本郷3-22-1

 ☎301-7911
 302-3655

交通 相鉄「瀬谷」駅徒歩8分 �

■都筑図書館
都筑区茅ケ崎中央32-1

 ☎948-2424
 948-2432

交通 �地下鉄「センター南」駅徒歩
6分

�

■鶴見図書館
鶴見区鶴見中央2-10-7

 ☎502-4416 
 504-6635

交通 JR・京急「鶴見」駅徒歩7分 �

■戸塚図書館
戸塚区戸塚町127

 ☎862-9411 
 871-6695

交通 JR・地下鉄「戸塚」駅徒歩7分 �

■中図書館
中区本牧原16-1

 ☎621-6621 
 621-6444

交通 �JR「根岸」/「石川町」駅から
バス「本牧原」下車徒歩2分

�

■保土ケ谷図書館
保土ケ谷区星川1-2-1

 ☎333-1336 
 335-0421

交通 相鉄「星川」駅徒歩4分 �

■緑図書館
緑区十日市場町825-1

 ☎985-6331 
 985-6333

交通 JR「十日市場」駅徒歩4分 �

■南図書館
南区弘明寺町265-1

 ☎715-7200 
 715-7271

交通 �京急「弘明寺」駅徒歩1分、
地下鉄「弘明寺」駅徒歩8
分

�

■山内図書館（青葉区）
青葉区あざみ野2-3-2

 ☎901-1225 
 902-4492

交通 �東急・地下鉄「あざみ野」駅
徒歩3分

�

そのほかの図書館

詳細は各図書館の WEBを確認して
ください。
■県立図書館
西区紅葉ケ丘9-2

 ☎263-5900
 241-0985

神奈川県立図書館 検索

■県立公文書館
旭区中尾1-6-1

�☎364-4456
364-4459 

■放送ライブラリー
中区日本大通11�横浜情報文化

 ☎222-2828
 641-2110

センター8階

体育館
磯子区

■たきがしら会館
滝頭3-1-68

 ☎752-4050 
 752-4051

9：00〜21：00
休年末年始
交通 バス「滝頭」下車
※2022年６月〜2023年５月
まで工事のため休館予定

神奈川区

■横浜市平沼記念
体育館

 ☎311-6186 
 316-8521

三ツ沢西町3-1
休 �第3月曜（祝日の場合翌日）、
年末年始

交通 �バス「三ツ沢総合グラン
ド入口」下車徒歩1分

予約

■横浜銀行
アイスアリーナ

（神奈川スケートリンク）

 ☎411-8008
 411-8010

金沢区

■横浜市金沢産業
振興センター

 ☎782-9700 
 782-9712

福浦1-5-2
9:00〜21:00

休 �月曜（祝日の場合翌日）、年
末年始

交通 �シーサイドライン「産業振
興センター」駅徒歩１分

港北区

■横浜アリーナ
新横浜3-10

 ☎474-4000 
 474-4040

交通 �地下鉄「新横浜」駅7番出
入口徒歩4分／JR「新横
浜」駅徒歩5分

中区

■横浜武道館
翁町2-9-10

 ☎226-2100 
 226-2110

9:00〜22:00
休不定期
交通 �JR「関内」駅徒歩6分／地
下鉄「伊勢佐木長者町」駅
徒歩4分

■横浜文化体育館
不老町2-7

休館（再整
備）中

※2024年4月開館予定

神奈川県立公文書館 検索

放送ライブラリー 検索

スポーツ

アイスアリーナ 検索

交通 �京急「日ノ出町」駅徒歩5分�
JR・地下鉄「桜木町」駅徒歩10分

横浜市史資料室

問 総務局 行政マネジメント課

市史資料室（中央図書館地下1階）

☎251-3260　 251-7321

9:30〜17:00
休日曜、中央図書館休館日
　横浜市史資料室では、昭和初期
以降の歴史資料を公開しています。

移動図書館「はまかぜ号」

問 中央図書館 サービス課

☎262-0050　 231-8299

　図書館から遠い地域を中心に巡
回して、貸出・返却・予約本の受け
渡しを行っています。
　巡回場所や貸出方法については
問い合わせてください。

障害者支援事業

☎・ 250-1619

　点字・録音資料の貸出、活字資料
の対面朗読、配送貸出など。

図書の寄贈

問 中央図書館 調査資料課

☎262-0050　 262-0054

　市に関係する本・調べ物に役立
つ本・人気のある新刊書など、本の
寄贈に協力をお願いします。

地域の図書館

火-金�9:30〜19:00
　（山内図書館は9:30〜20:30）
　土日月祝、12/28�9:30〜17:00
　1/4�12:00〜17:00
休 �施設点検日（月1回）、年末年始、
図書特別整理日

■旭図書館
旭区白根4-6-2

 ☎953-1166
 953-1179

交通 相鉄「鶴ヶ峰」駅徒歩13分� �

■泉図書館
泉区和泉町6207-5

 ☎801-2251
 801-2256

交通 相鉄「いずみ野」駅徒歩3分 �

■磯子図書館
磯子区磯子3-5-1

 ☎753-2864
 750-2528

交通 JR「磯子」駅徒歩5分 �

※駐車場は、隣接の公共有料駐車場を利用
してください
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南区

■清水ケ丘公園体育館
清水ケ丘73-1

 ☎243-4447 
 243-4497

9:00〜21:00
休 �第1月曜（祝日の場合翌日）、
年末年始

交通 �京急「南太田」駅または
「井土ヶ谷」駅徒歩15分

予約
優

そのほかの体育館
保土ケ谷区

■県立保土ケ谷公園
体育館
花見台4-2

 ☎331-5321 
 333-7901

スポーツ会館

　バレー、バスケット（十日市場
を除く）、テニス（羽沢、瀬戸ケ谷、
本村、下野庭を除く）などができ
ます。卓球、バドミントンは個人
で楽しめる時間帯もあります。詳
しくは各会館へ問い合わせてくだ
さい。
　時間の記載がない場合は、下記
時間開館しています。
��9:00〜21:00（日祝17:00ま
で）

休施設点検日（月１回）、年末年始
青葉区

■新石川スポーツ会館
新石川3-1346
交通 �バス「新石川2丁目」下車
徒歩１分

☎911-9870
（同上）

 

旭区

■本村スポーツ会館
本村町15

 ☎365-1820
 442-7920

日祝も9：00〜21：00
交通 �相鉄「二俣川」駅徒歩10分

神奈川区

■羽沢スポーツ会館
羽沢町1700-1
交通 バス「羽沢町」下車徒歩1分

 ☎381-2540
 383-3380

 

金沢区

■六浦スポーツ会館
六浦南5-19-2

☎788-5428
（同上）

交通 京急「六浦」駅徒歩15分 優 　　

港南区

■下野庭スポーツ会館
野庭町136-4
交通地下鉄「上永谷」駅徒歩5分

☎842-9624
（同上）

神奈川県立保土ケ谷公園体育館 検索

港北区

■小机スポーツ会館
小机町1800-1
交通 JR「小机」駅徒歩12分

☎471-0050
（同上）

都筑区

■大熊スポーツ会館
大熊町310
交通バス「折本橋」下車徒歩7分

☎941-9880
（同上）

■東山田スポーツ会館
東山田町105-2
交通 �バス「東山田町」または「東
山田スポーツ会館前」下車

☎593-4682
（同上）

保土ケ谷区

■瀬戸ケ谷スポーツ
会館

☎712-2412
（同上）

瀬戸ケ谷町71
交通 �バス「保土ケ谷橋」下車徒
歩5分

緑区

■十日市場スポーツ
会館
十日市場町1633
交通 JR「十日市場」駅徒歩10分

☎983-9490
（同上）

南区

■六ツ川スポーツ会館
六ツ川2-112-1
交通 バス「大池」下車徒歩2分

☎713-4803
（同上）

 

そのほかのスポーツ会館
神奈川区

■県立スポーツ会館
三ツ沢西町3-1

 ☎311-7871 
 311-0637

スポーツセンター

　気軽にスポーツを楽しめるよう
トレーニング室や体育室での個人
利用のほか、各種スポーツ教室な
どを開催しています。体育室など
は貸切利用もできます。
　 、休、料金などは、各施設で異
なります。詳しくは各施設へ問い
合わせてください。
●個人利用
体育室（卓球・バドミントン）、ト
レーニング室、プール（西）など
●貸切利用
予約市民利用施設予約システム利
用可能
体育室、研修室、弓道場（泉・戸塚）、
テニスコート（港北・保土ケ谷）な
ど

神奈川県立スポーツ会館 検索

利用日と時間

（1） 毎日 9:00〜21:00

（2）
月〜土 9:00〜23:00

日祝 9:00〜21:00

（3）
月〜土 9:00〜23:00

日祝 7:30〜21:00

（4）
月〜土 7:30〜23:00

日祝 7:30〜21:00

（5）
月〜土・祝 9:00〜21:00

日 7:30〜21:00

（6）
月〜金 9:00〜23:00

土日祝 7:30〜21:00

（7）
月〜金 7:30〜21:00

土日祝 9:00〜21:00

（8）

月〜金 9:00〜22:00

土 9:00〜23:00

日祝 7:30〜22:00

（9）

月〜木 9:00〜21:00

金 9:00〜23:00

土日祝 7:30〜21:00

（10）

月水金土 9:00〜23:00

火木 9:00〜21:00

日祝 7:30〜21:00

（11）

月〜金 9:00〜23:00

土 7:30〜23:00

日祝 7:30〜21:00

（12） 毎日 7:30〜21:00

休館日

（1）
第2月曜（祝日の場合翌日）、10月の
み第1月曜、年末年始

（2）
第3月曜（祝日の場合翌日）、年末年
始

（3）
第4月曜（祝日の場合翌日）、年末年
始

■青葉スポーツ
センター
市ケ尾町31-4
（2）　休（2）

交通 東急「市が尾」駅徒歩10分
※2023年3月31日まで休館
予定

 ☎974-4225
 972-0309

優

■旭スポーツセンター
川島町1983
（6）　休（2）

交通 �相鉄「二俣川」駅からバス
「左近山第一」下車徒歩
3分

 ☎371-6105
 382-8044

優

■泉スポーツセンター
西が岡3-11
（1）　休（3）

交通 �相鉄「弥生台」駅からバス
「福祉センター前」下車
すぐ

 ☎813-7461
 813-7463

優

■磯子スポーツセンター
杉田5-32-25
（6）　休（1）

交通 �JR・シーサイドライン「新
杉田」駅徒歩5分

 ☎771-8118
 771-8120

優

（次ページに続く）
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■保土ケ谷スポーツセン
ター
神戸町129-2
（3）　休（1）

交通 相鉄「星川」駅徒歩7分

 ☎336-4633
 336-4635

優

■緑スポーツセンター
中山1-29-7
（1）　休（1）

交通 �JR・地下鉄「中山」駅徒歩
3分

 ☎932-0733
 934-7048

優

■南スポーツセンター
大岡1-14-1
（1）　休（2）

交通地下鉄「弘明寺」駅徒歩5分

 ☎743-6341
 743-6519

優

その他スポーツ施設

■横浜スタジアム
交通 �JR・地下鉄「関内」駅／み
なとみらい線「日本大通
り」駅徒歩3分

☎661-1251
664-7011

予約  

■三ツ沢公園陸上・
補助陸上競技場
神奈川区三ツ沢西町3-1
交通�「横浜」駅西口からバス
「三ツ沢総合グランド入
口」下車

 ☎548-5147
 548-5148

■日産スタジアム
（横浜国際総合競技場）
港北区小机町3300
交通 JR「小机」駅徒歩7分

 ☎477-5000
 477-5002

優

地域のプール

　25ｍ・子ども用プールがありま
す。☎は営業期間中のみ。
�7月第2土曜〜9月第1日曜�9:00
〜18:00（子ども用プールは
16:00まで）

青葉区

■千草台公園プール
千草台17-1

 ☎973-5400

旭区

■大貫谷公園プール
若葉台4-35

 ☎922-4153

■鶴ケ峰本町公園プール
鶴ケ峰本町1-16-2

 ☎954-1827

泉区

■しらゆり公園プール
中田東1-41-1

 ☎803-2061

磯子区

■磯子腰越公園プール
磯子8-12-3

 ☎751-4911

■森町公園プール
森3-2

 ☎761-6148

プール

■洋光台南公園プール
洋光台6-37-1

 ☎831-3818

■芦名橋公園プール
磯子2-15-6
※子ども用のみ

 ☎751-4912

神奈川区

■六角橋公園プール
六角橋6-1

 ☎432-3346

■白幡仲町公園プール
白幡仲町17
※子ども用のみ

 ☎431-5620

■子安小学校プール
新子安1-36-1

 ☎421-8750
（期間中のみ）

6月〜9月の土日祝日、学校夏
季休業日等（学校利用日除く）
9:00〜18:00（9月は17:00

まで）

金沢区

■富岡八幡公園プール
富岡東4-12-1

 ☎774-2379

港南区

■野庭中央公園プール
野庭町613

 ☎842-3653

港北区

■綱島公園プール
綱島台1

 ☎531-9021

■菊名池公園プール
菊名1-8-1

 ☎431-6921

瀬谷区

■宮沢町第二公園プール
宮沢1-58

 ☎303-3455

都筑区

■山崎公園プール
中川4-19

 ☎912-6011

鶴見区

■潮田公園プール
向井町2-71

 ☎504-4791

■岸谷公園プール
岸谷3-20

 ☎573-1832

■平安公園プール
平安町2-17

 ☎504-4792

戸塚区

■大坂下公園プール
戸塚町2974-1

 ☎881-3870

西区

■岡野公園プール
岡野2-9-1

 ☎311-0734

保土ケ谷区

■川辺公園プール
川辺町4-4

 ☎331-5768

南区

■弘明寺公園プール
弘明寺町265-1

 ☎721-5948

（→「スポーツセンター」の続き）

■神奈川スポーツセンター
三ツ沢上町11-18
（1）　休（3）

交通 �地下鉄「三ツ沢上町」駅徒
歩5分

 ☎314-2662
 314-4115

優

■金沢スポーツセンター
長浜106-8
（3）　休（3）

交通 �シーサイドライン「並木
中央」駅徒歩7分

 ☎785-3000
 785-7000

優

■港南スポーツセンター
日野1-2-30
（1）　休（3）

交通 �地下鉄「港南中央」駅徒
歩5分

 ☎841-1188
 841-9417

優

■港北スポーツセンター
大豆戸町518-1
（12）　休（2）

交通 �JR・東急「菊名」駅、JR・
地下鉄「新横浜」駅徒歩
15分

 ☎544-2636
 544-1859

優

■栄スポーツセンター
桂町279-29
（8）　休（2）

交通 JR「本郷台」駅徒歩9分
※2023年2月末まで休館予
定

 ☎894-9503
 894-9505

優

■瀬谷スポーツセンター
南台2-4-65
（5）　休（1）

交通 �相鉄「三ツ境」駅からバ
ス「瀬谷スポーツセンタ
ー」下車すぐ

 ☎302-3301
 301-9442

優

■都筑スポーツセンター
池辺町2973-1
（10）　休（3）

交通 �地下鉄「仲町台」駅からバ
ス「都筑スポーツセンタ
ー」下車徒歩すぐ

 ☎941-2997
 949-0477

優

■鶴見スポーツセンター
元宮2-5-1
（9）　休（1）

交通 �JR・京急「鶴見」駅からバ
ス「森永工場前」徒歩7分

※6月1日 か ら2023年4月
30日まで休館予定

 ☎584-5671
 584-5673

優

■戸塚スポーツセンター
上倉田町477
（11）　休（1）

交通 �JR・地下鉄「戸塚」駅徒歩
3分

 ☎862-2181
 881-6995

優

■中スポーツセンター
新山下3-15-4
（9）　休（3）

交通 �横浜駅からバス「みなと
赤十字病院入口」下車す
ぐ

※6月から2023年5月まで
休館予定

 ☎625-0300
 624-1969

優

■西スポーツセンター
浅間町4-340-1
（4）

休（2）
交通 相鉄「天王町」駅徒歩15分

 ☎312-5990
 312-6040

優
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■中村公園プール
中村町4-269-2

 ☎261-3958

温水室内プール

　おむつの必要な幼児は入水でき
ません。
　夏季（7月20日〜8月31日）は利
用時間を拡大しています。詳細は各
施設へ問い合わせてください。
旭区

■旭プール
白根2-33-1

 ☎953-5010
 953-5012

�10:00〜20:00（日曜は
17:00まで。夏季は9:00
〜20:00）

　夏季は屋外プールあり
休 �最終火曜（祝日の場合翌
日。7・8月は無休）、施設
点検日、年末年始

優  

金沢区

■リネツ金沢
幸浦2-7-1

 ☎789-2181
 789-2185

9:00〜20:00
休 �第4火曜（祝日の場合翌日。
7・8月は無休）、施設点検
日、年末年始

優  

港南区

■港南プール
港南台6-22-38

 ☎832-0801
 832-0803

�9:00〜20:00（ 日 曜 は
18:00まで）

休 �第4火曜（7・8月は無休）、
施設点検日、年末年始

 
優

港北区

■スポーツ医科学センター
小机町3302-5

 ☎477-5050
 477-5052

（日産スタジアム内）
休 �施設点検日、年末年始

 

■日産ウォーターパーク
小机町3302-5

 ☎477-5040
 473-3117

交通 JR「小机」駅徒歩7分
休 �第3火曜（祝日の場合翌日。
7・8月は無休）、施設点検
日、年末年始

優

都筑区

■都筑プール
葛が谷2-2

 ☎941-8385
 941-8387

�10:00〜20:00（日曜は
17:00まで。夏季は9:00
〜20:00�）

休 �最終火曜（祝日の場合翌
日。7・8月は無休）、施設
点検日、年末年始

優  

■横浜国際プール
北山田7-3-1
交通 地下鉄「北山田」駅徒歩5分
休施設点検日、年末年始

 ☎592-0453
 592-1402

予約  
優  

テニスコート、サブアリーナ（体育館）、ス
ポーツフロア（冬季のみ）、会議室などあり

鶴見区

■ふれーゆ
末広町1-15-2

 ☎521-1010
 642-8150

�9:00〜21:00���　　　　��
（10月〜3月は20:00まで）
休 �第2火曜（7月、8月は無休）、
施設点検日、年末年始

大浴場、展示温室などあり

優

保土ケ谷区

■保土ケ谷プール
狩場町238-3

 ☎742-2003
 742-2005

�9:00〜17:00
休 �第4火曜（祝日の場合翌日。
7・8月は無休）、施設点検
日、年末年始

優

南区

■清水ケ丘公園プール
清水ケ丘87-2

 ☎243-2131 
 243-2206

�10:00〜19:00（7・8月 は
9:00〜20:00）

休 �施設点検日、年末年始

優  

屋外プール

　詳細は WEB を確認してくださ
い。

そのほかの屋外プール
鶴見区

■県立三ツ池公園プール
三ツ池公園1-1

 ☎581-0287
 573-0889

保土ケ谷区

■県立保土ケ谷公園
プール
花見台4-2

 ☎331-5321 
 333-7901

泉区

■しらゆり集会所
中田東1-41-1

☎804-3779
（同上）

神奈川区

■幸ケ谷集会所
栄町12

☎453-2660
453-0968

 

■松見集会所
松見町1-10-1

☎431-6001
431-5375

 

横浜市 スポーツ施設等の運営 検索

神奈川県立三ツ池公園プール 検索

神奈川県立保土ケ谷公園プール 検索

集会所

中区

■上台集会所
本郷町2-50

☎622-4171
（同上）

西区

■平沼集会所
西平沼町5-70

☎320-9608
320-9686

 

　文化活動や発表の場として利用
できます。
�9:00〜22:00（フィリアホール
のみ10:00〜22:00）

休 施設点検日（月１回程度）、年末
年始
青葉区

■フィリアホール（青葉区
民文化センター）

☎985-8555
985-8560

青葉台2-1-1�青葉台東急スク
エアSouth-1本館5階

予約

■横浜市民ギャラリー
あざみ野

☎910-5656
910-5674

あざみ野南1-17-3

旭区

■サンハート
（旭区民文化センター）

☎364-3810
391-6930

二俣川1-3�二俣川ライフ5階 予約

泉区

■テアトルフォンテ
（泉区民文化センター）

☎805-4000
805-4100

和泉中央南5-4-13 予約

磯子区

■杉田劇場
（磯子区民文化センター）

☎771-1212
770-5656

杉田1-1-1�らびすた新杉田4階 予約

神奈川区

■かなっくホール（神奈
川区民文化センター）

☎440-1211
440-1139

東神奈川1-10-1 予約

港南区

■ひまわりの郷（港南区
民文化センター）

☎848-0800
848-0801

上大岡西1-6-1
ゆめおおおか中央棟4階

予約

港北区

■横浜市大倉山記念館
大倉山2-10-1

☎544-1881
544-1084

予約

区民文化センター・
市民プラザ

（次ページに続く）
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■桂台
（桂小学校内）

☎962-5467
（同上）

桂台1-4

■鴨志田
（鴨志田第一小学校内）

☎962-2813
（同上）

鴨志田町805

■さつきが丘
（さつきが丘小学校内）

☎974-2543
（同上）

さつきが丘8

■すすき野
（すすき野中学校内）

☎902-9832
（同上）

すすき野3-4-3

■みたけ台
（みたけ台中学校内）

☎973-3833
（同上）

みたけ台30

■山内
（山内中学校内）

☎904-2531
（同上）

美しが丘5-4

旭区

■今宿南
（今宿南小学校内）

☎951-6141
951-6149

今宿南町1879-2

■上白根
上白根町233-6

☎954-1691
954-1692

■左近山
（左近山特別支援学校内）

☎351-2686
489-6270

左近山1011

■鶴ケ峰
鶴ケ峰本町1-16-1

☎953-2313
489-5966

■ひかりが丘
（旧ひかりが丘小学校内）

☎952-3822
489-7875

上白根町1306-14

■東希小
（東希望が丘小学校内）

☎363-2889
489-3102

東希望が丘155�

■横浜わかば学園
（若葉台特別支援学校内）

☎922-3221
（同上）

若葉台2-1-1

泉区

■いずみ野
（いずみ野小学校内）

☎805-3901
（同上）

和泉町6211

■いちょう
（旧いちょう小学校内）

☎804-4799
（同上）

上飯田町3220-4

■葛野
（葛野小学校内）

☎805-0487
（同上）

中田南5-15-1

■新橋
新橋町33-1

☎392-5538
392-5548

■中田
中田南4-4-28

☎802-2244
802-4960

■中和田
（中和田小学校内）

☎805-1401
（同上）

和泉中央南4-9-1

■西が岡
（西が岡小学校内）

☎814-4050
（同上）

西が岡3-12-11

■みなみ
（中和田南小学校内）

☎805-3339
（同上）

和泉町987

磯子区

■岡村
（岡村中学校内）

☎758-2017
（同上）

岡村1-14-1

■滝頭
滝頭2-31-39

☎761-7928
754-4666

■根岸
（根岸中学校内）

☎754-2600
（同上）

西町17-13

■浜小
（浜小学校内）

☎758-2540
（同上）

磯子台23-1

■浜中
（浜中学校内）

☎772-0770
（同上）

杉田3-30-11

■洋光台第三
（洋光台第三小学校内）

☎832-8331
（同上）

洋光台2-4-1

■洋光台第四
（洋光台第四小学校内）

☎833-6940
（同上）

洋光台6-6-1

神奈川区

■浦島丘
（浦島丘中学校内）

☎435-3749
434-8828

白幡東町27-1

■神奈川
（神奈川中学校内）

☎421-5993
421-5994

西大口141

■幸ケ谷公園
幸ケ谷4

☎441-3788
441-5016

■六角橋
（六角橋中学校内）

☎482-1149
（同上）

六角橋5-33-1

金沢区

■小田
（小田中学校内）

☎775-3600
（同上）

富岡西1-73-1

■西金沢
（西金沢学園分校舎内）

☎701-1727
（同上）

釜利谷西4-8-1

■大道
（大道小学校内）

☎788-2626
（同上）

大道2-3-1

（→「区民文化センター・市民プラザ」の続き）
栄区

■リリス
（栄区民文化センター）

☎896-2000
896-2200

小菅ケ谷1-2-1 予約

瀬谷区

■あじさいプラザ
（瀬谷区民文化センター）

☎301-3500
301-3502

瀬谷4-4-10
ライブゲート瀬谷内

予約

鶴見区

■サルビアホール
（鶴見区民文化センター）

☎511-5711
511-5712

鶴見中央1-31-2
シークレイン内

予約

戸塚区

■さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

☎866-2501
866-2502

戸塚町16-17
戸塚区総合庁舎内

予約  
 

西区

■横浜市民ギャラリー
宮崎町26-1

☎315-2828
315-3033

保土ケ谷区

■岩間市民プラザ
岩間町1-7-15

☎337-0011
337-2500

予約

緑区

■みどりアートパーク
（緑区民文化センター）

☎986-2441
986-2445

長津田2-1-3 予約  

南区

■吉野町市民プラザ
吉野町5-26

☎243-9261
243-9263

予約

　グループ活動などに利用できる
研修室や和室などがあります。開
館時間などは直接問い合わせてく
ださい。
青葉区

■青葉台
青葉台2-25-4

☎981-1400
981-9883

■荏田
（赤田東公園内）

☎479-1149
（同上）

あざみ野南1-4-1

■荏田西
（荏田富士塚公園内）

☎507-1213
（同上）

荏田西1-4-2

コミュニティハウス
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■富岡
（富岡小学校内）

☎775-0549
（同上）

富岡西7-13-1

■並木
並木2-8-1

☎781-7110
（同上）

■並木北
（並木第一小学校内）

☎774-3405
（同上）

並木1-7-1

■八景
（八景小学校内）

☎790-1757
（同上）

泥亀1-21-2

■六浦南
（六浦南小学校内）

☎785-7474
（同上）

六浦南3-22-1

■柳町
柳町1-3

☎785-2403
（同上）

港南区

■上大岡
上大岡東2-9-38

☎352-7177
352-7178

■上永谷
（上永谷中学校内）

☎843-8950
（同上）

上永谷4-12-14�

■港南台
（港南台第三小学校内）

☎832-2320
（同上）

港南台2-14-1

■桜道
港南6-2-3

☎843-5406
843-5109

■野庭すずかけ
（野庭すずかけ小学校内）

☎843-9765
（同上）

野庭町346-2

■日限山
（日限山小学校内）

☎845-1155
（同上）

日限山2-16-1

■日野南
日野南6-14-1

☎843-2092
843-2093

港北区

■大綱
（大綱中学校内）

☎547-2761
（同上）

大倉山3-40-2

■菊名
菊名4-4-1

☎401-4964
401-4968

■下田
（下田小学校内）

☎565-2850
（同上）

下田町4-10-1

■日吉台
（日吉台中学校内）

☎565-2840
（同上）

日吉本町4-9-1

■師岡
師岡町700

☎534-2439
546-4568

トレッサ横浜南棟3階

■新羽
新羽町1240-1

☎542-7207
531-7011

栄区

■飯島
飯島町1863-5

☎891-1766
891-1786

■上郷矢沢
桂台南2-34-2

☎895-1037
896-2406

■庄戸
（旧庄戸中学校内）

☎890-1877
890-1878

庄戸3-1-1

■本郷
（本郷小学校内）

☎895-5588
896-2430

中野町16-1

瀬谷区

■東野
（東野中学校内）

☎304-4301
（同上）

東野130

■瀬谷さくら
（瀬谷さくら小学校内）

☎304-1755
（同上）

下瀬谷3-58-1

■原
（原中学校内）

☎391-1166
（同上）

阿久和西2-1-6

■南瀬谷
（南瀬谷小学校内）

☎303-8415
（同上）

南瀬谷1-1-1

都筑区

■勝田
（勝田小学校内）

☎592-1877
（同上）

勝田町266

■川和
（川和小学校内）

☎934-8666
（同上）

川和町1463

■北山田
（北山田小学校内）

☎591-8444
（同上）

北山田5-14-1

■都田
（都田小学校内）

☎941-9522
（同上）

池辺町2831

■つづきの丘
（つづきの丘小学校内）

☎945-2949
（同上）

荏田東1-22-1

■中川
（中川中学校内）

☎591-3131
（同上）

大棚町240

■東山田
（東山田中学校内）

☎591-7240
（同上）

東山田2-9-1

鶴見区

■市場
（市場小学校内）

☎574-1972
（同上）

元宮1-13-1

■潮田公園
向井町2-71-2�潮田公園内

☎511-0880
511-0851

■上寺尾
（上寺尾小学校内）

☎585-3770
（同上）

馬場3-21-21

■寛政
（寛政中学校内）

☎503-3808
（同上）

寛政町23-1

■新鶴見
（新鶴見小学校内）

☎574-1976
（同上）

江ケ崎町2-1�

■鶴見市場
市場下町11-5（ゆうづる内）

☎500-6688
500-6612

■鶴見中央
鶴見中央1-31-2

☎511-5088
511-5089

シークレイン2階

戸塚区

■秋葉
（秋葉中学校内）

☎814-1985
（同上）

秋葉町271-3

■柏尾
（柏尾小学校内）

☎825-4358
（同上）

柏尾町1317

■倉田
上倉田町1865-4

☎866-1800
（同上）

■下郷
（下郷小学校内）

☎864-6236
（同上）

戸塚町2447-2

■名瀬
（名瀬中学校内）

☎812-8405
（同上）

名瀬町791-6

■東汲沢
（東汲沢小学校内）

☎864-6632
（同上）

汲沢1-16-1

■平戸台
（平戸台小学校内）

☎825-8144
（同上）

平戸町1165

■深谷
（深谷小学校内）

☎851-7801
（同上）

深谷町1688-2

中区

■大鳥
（大鳥中学校内）

☎624-1651
（同上）

本牧原22-1

■仲尾台
（仲尾台中学校内）

☎623-6787
（同上）

仲尾台23

■中本牧
本牧町2-351

☎623-8483
622-5517

■本牧
（本牧中学校内）

☎623-6699
（同上）

本牧和田32-1

23-115_行政.indd   109 2022/02/25   13:39



施
設
ガ
イ
ド

問 問合せ　対象対象者など　申込申込・申請方法　交通公共交通機関　 P00 ページ案内　 時間　休 休み　￥料金など　 WEB ウェブページ110

（→「コミュニティハウス」の続き）

■森の台
（森の台小学校内）

☎937-5602
（同上）

森の台13-1

■山下みどり台
（山下みどり台小学校内）

☎933-0012
（同上）

北八朔町2031-3

南区

■浦舟
浦舟町3-46

☎243-2496
243-2497

浦舟複合福祉施設10階

■永田台
（永田台小学校内）

☎721-0730
（同上）

永田みなみ台6-1

■別所
別所3-4-1

☎721-8050
（同上）

■蒔田
宿町3-57-1

☎711-3377
711-2662

■六ツ川一丁目
六ツ川1-267-1

☎721-8801
721-8812

■六ツ川台
（六つ川台小学校内）

☎716-5688
（同上）

六ツ川3-65-9

■睦
睦町1-25

☎741-9436
731-4853

磯子区

■神奈川県総合薬事保
健センター

☎761-4046
751-4460

西町14-11

■横浜市社会教育コー
ナー

☎761-4321
（同上）

磯子3-6-1-1

神奈川区

■かながわ県民センター
鶴屋町2-24-2

 312-1121㈹

312-1862

 

港南区

■ウィリング横浜
上大岡西1-6-1

☎847-6666
847-6676

ゆめおおおかオフィスタワー内

■横浜市消費生活総合
センター

☎845-6604
845-7720

上大岡西1-6-1�ゆめおおおか
オフィスタワー4・5階

港北区

■スポーツ医科学セン
ター

☎477-5050
477-5052

小机町3302-5（日産スタジア
ム内）

会議室・集会室

栄区

■上郷・森の家
上郷町1499-1

☎895-5151
895-5005

優

中区

■大さん橋ホール
海岸通1-1-4

☎211-2307
211-2309

優

■かながわ労働プラザ
（Ｌプラザ）

☎633-5413
633-5416

寿町1-4

■KKRポートヒル横浜
山手町115

☎621-9684
621-6667

■波止場会館
海岸通1-1

☎201-3842
201-3854

■万国橋会議センター
海岸通4-23

☎212-1034
212-1036

■ホテル メルパルク横浜
山下町16

☎661-8155
661-1349

■横浜市技能文化会館
万代町2-4-7

☎681-6551
664-9400

予約

優

■横浜ワールドポータ
ーズ

☎222-2400
212-3165

新港2-2-1  

■ワークピア横浜
山下町24-1

☎664-5252
664-6743

 

西区

■神奈川婦人会館
紅葉ケ丘2

☎231-2567
231-2565

■パシフィコ横浜
みなとみらい1-1-1

☎221-2155
221-2136

 
優  

　詳細は WEB を確認してくださ
い。

そのほかの公園

■県立境川遊水地公園
泉区下飯田町5-5

☎805-0223
805-3917

交通 �地下鉄「湘南台」駅�
徒歩30分

詳細は WEBを確認してください。

公園・公園緑地事務所

横浜市　公園 検索

神奈川県立境川遊水地公園 検索

■山元
（山元小学校内）

☎212-9099
（同上）

山元町3-152

■横浜吉田
（旧富士見中学校跡地）

☎262-2629
（同上）

山田町3-9

西区

■東
（東小学校内）

☎263-1111
（同上）

東ケ丘59

■稲荷台
（稲荷台小学校内）

☎263-0614
（同上）

藤棚町2-220

■軽井沢
（軽井沢中学校内）

☎324-6771
（同上）

北軽井沢24

■戸部
御所山町1-8

☎231-9865
231-9866

■西前
（西前小学校内）

☎311-8043
（同上）

中央2-27-7

■浅間
浅間町5-375-1

☎311-6085
311-6050

グランドマスト横浜浅間町2階

保土ケ谷区

■くぬぎ台
（旧くぬぎ台小学校内）

☎371-7611
（同上）

川島町1374-1

■権太坂
権太坂3-1-1

☎713-6625
713-6695

■桜ケ丘
岩崎町15-30

☎331-5368
331-8990

■上菅田笹の丘
（上菅田笹の丘小学校内）

☎381-0392
（同上）

上菅田町1422

■常盤台
常盤台53-2

☎348-8277
348-8288

■峯
（峯小学校内）

☎337-3319
（同上）

峰岡町1-10

緑区

■いぶき野
（いぶき野小学校内）

☎981-3113
（同上）

いぶき野14-1

■霧が丘
霧が丘3-23

☎922-2100
922-0050

■竹山
（竹山小学校内）

☎939-3099
（同上）

竹山3-1-16

■東本郷
（東本郷小学校内）

☎475-0707
（同上）

東本郷5-40-1
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■県立三ツ池公園
鶴見区三ツ池公園1-1

☎581-0287
573-0889

詳細は WEBを確認してください。

■大黒ふ頭中央緑地
鶴見区大黒ふ頭1

☎501-6233
（同上）

詳細は WEBを確認してください。

■ハンマーヘッドパーク
中区新港2-14-1

☎671-7272
201-8983

詳細は WEBを確認してください。

■カップヌードル
ミュージアムパーク

☎671-2888
651-7996

中区新港2-6
詳細は WEBを確認してください。

■象の鼻パーク
中区海岸通１

☎671-2888
651-7996

詳細は WEBを確認してください。

■日本丸メモリアルパーク
西区みなとみらい2-1-1

☎221-0280

詳細は WEBを確認してください。

■臨港パーク
西区みなとみらい1-1

☎221-2155
（総合案内）

詳細は WEBを確認してください。

■県立保土ケ谷公園
保土ケ谷区花見台4-2

☎333-5515
333-7901

詳細は WEBを確認してください。

■横浜市児童遊園地
保土ケ谷区狩場町213

☎741-1015
742-7604

詳細は WEBを確認してください。

■県立四季の森公園
緑区寺山町291

☎931-7910

詳細は WEBを確認してください。

■弘明寺公園
南区弘明寺町244-5

☎341-1106
（南土木事務所）

詳細は WEBを確認してください。

神奈川県立三ツ池公園 検索

大黒ふ頭中央緑地 検索

ハンマーヘッド 検索

カップヌードルミュージアムパーク 検索

象の鼻パーク 検索

日本丸メモリアルパーク 検索

臨港パーク 検索

神奈川県立保土ケ谷公園 検索

横浜市児童遊園地 検索

神奈川県立四季の森公園 検索

弘明寺公園 検索

公園緑地事務所

月-金 8：45〜17：00

■北部公園緑地事務所
（こども自然公園内）

☎353-1166
352-3086

旭区大池町65-1
（青葉・旭・神奈川・港北・都筑・鶴見・保土ケ
谷・緑区）

■南部公園緑地事務所
（港南台中央公園内）

☎831-8484
831-9389

港南区港南台3-5-1
（泉・磯子・金沢・港南・栄・瀬谷・戸塚・南区）

■南部公園緑地事務所
都心部公園担当

☎671-3648
550-3917

（環境創造局内）
中区本町6-50-10（市役所27階）（中・西区）

　男女共同参画に関する資料及び
情報の収集・提供、講座・講演会の
開催、相談などさまざまな事業を
行っています。また、ホール、会議
室、セミナールームなどを、市民、
事業者の活動・交流の場として利
用できます。
■男女共同参画センタ
ー横浜（フォーラム）

☎862-5050
865-4671

戸塚区上倉田町435-1
�9:00〜21:00（日祝は9:00
〜17:00）

休 �施設点検日（第4木曜）、年末
年始

（予約制）
予約  

■男女共同参画センタ
ー横浜南（フォーラム南
太田）

☎714-5911
714-5912

予約  

南区南太田1-7-20
�9:00〜21:00

休 �施設点検日（第3月曜）、　
年末年始

■男女共同参画センタ
ー横浜北（アートフォー
ラムあざみ野）

☎910-5700
910-5755

（予約制）
予約青葉区あざみ野南1-17-3

�9:00〜21:00（日祝は9:00
〜17:00）

休 �施設点検日（第4月曜）、年末
年始

山手西洋館（7館）

　いずれも公園の中に建つ、歴史的建造物
で、無料で自由に見学できます。詳細は各施
設に問い合わせてください。

9:30～17:00（7・8月は土日祝18：00まで）
休各休館日（祝日の場合翌日）、年末年始

男女共同参画センター

文化施設・
観光施設・動物園

山手イタリア山庭園内

■外交官の家
（明治末期築）

☎662-8819
（同上）

中区山手町16
休第4水曜
東京・渋谷に建てられた明治時
代の外交官・内田定槌邸を移築
したもの。国重要文化財（旧内
田家住宅）。喫茶室あり。

■ブラフ18番館
（大正末期築）

☎662-6318
（同上）

中区山手町16
休第2水曜
フランス瓦の屋根、暖炉と煙
突、サンルームなどにこの時
代の洋館の特徴が。当時元町
で作られていた横浜家具も復
元展示。ホール（60人）あり。

元町公園内

■エリスマン邸
（大正末期築）

☎211-1101
（同上）

中区元町１-77-4
休第2水曜
元町公園に移築復元された洋
館。白い板壁に緑色のよろい
戸が映える。地下ホール（60
人）あり。

■ベーリック・ホール
（昭和5年築）

☎663-5685
（同上）

中区山手町72
休第2水曜
英国人貿易商の邸宅として建
てられた、現存する戦前の山
手の外国人住宅としては最大
規模の洋館。多彩な装飾など
建築学的にも価値がある。

■山手234番館
（昭和初期築）

☎625-9393
（同上）

中区山手町234-1
休第4水曜
もとは外国人向けの共同住
宅。館内には、館の歴史や間取
りを紹介したパネルを展示。
ギャラリー、会議室（8人）、レ
クチャールーム（35人）あり。

港の見える丘公園内

■山手111番館
（大正15年築）

☎623-2957
（同上）

中区山手町111
休第2水曜
スパニッシュスタイルの洋
館。赤瓦と白い壁が美しい。
喫茶室やギャラリーあり。

 

■横浜市イギリス館
（昭和12年築）

☎623-7812
（同上）

中区山手町115-3
休第4水曜
旧英国総領事公邸。前面には
港の見える丘公園のイングリ
ッシュローズの庭が広がる。
ホール（60人）や集会室（14
人）あり。

予約  
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■三溪園（国指定名勝） ☎621-0634・5

中区本牧三之谷58-1� 621-6343

￥ 入園料（一般700円、市内
在住の65歳以上と子ども
200円）

休年末
広大な日本庭園内に、京都や鎌
倉などから集められた17棟の
古建築と、四季折々の自然との
調和が美しい。三溪記念館で
は、原三溪ゆかりの美術品等を
展示。

 
優

■JICA横浜
海外移住資料館

☎663-3257
222-7162

中区新港2-3-1
￥無料
休月曜（祝日を除く）、年末年始
日本人の海外移住の歴史と海
外日系人のくらしを紹介する
海外移住資料館と、日本の国
際協力を紹介するJICAプラ
ザよこはまがある。港が見え
るレストランでは世界の料理
が楽しめる。

 

■シルク博物館
中区山下町１�シルクセンター

☎641-0841
671-0727

2階
￥ 一般500円、65歳以上／大
学生300円、高校生／小・中
学生100円（特別展は別途
料金）

休  月曜（祝日の場合翌日）、　
年末年始、臨時休館

横浜と絹の歴史、絹の製造過
程、絹の服飾工芸品などを展
示。機織体験（無料）やかい
この観察もできる。

 
優

■県立地球市民
かながわプラザ

☎896-2121
896-2299

（あーすぷらざ）
栄区小菅ケ谷1-2-1
￥ �常設展示は一般400円、
未就学児無料、小・中学生
100円、高校生〜20歳未
満・65歳以上200円

休 �月曜（祝日を除く）、年末年
始

“国際”、“多文化共生”、“平和”、
“こども”をキーワードに常設
展示やさまざまな企画展、イベ
ントを開催。映像や本を楽しめ
るライブラリーがある。会議室
など貸出施設もあり。

 
優

■ニュースパーク
（日本新聞博物館）

☎661-2040
661-2029

中区日本大通11�横浜情報文
化センター内
￥ �一般400円、大学生300
円、高校生200円（中学生
以下無料）

休 �月曜（祝日の場合翌平日）、
年末年始

情報化社会の進展と新聞・ジ
ャーナリズムの役割を体験型
の展示で紹介。オリジナル新
聞作りが体験できる。

優  

■日本郵船氷川丸
中区山下町山下公園地先

☎641-4362
641-4366

￥ �一般300円、65歳以上200
円、小中高100円

休 �月曜（祝日の場合翌平日）、
臨時休館

1930年に建造され、北米航
路に就航した貨客船。船内
はアール・デコの装飾が優雅。
2016年に重要文化財に指定。

優

■日本郵船歴史博物館
中区海岸通3-9

☎211-1923
211-1929

￥ �一般400円、小学生以下無
料、中高生・65歳以上250
円

休 �月曜（祝日の場合翌平日）、
年末年始、臨時休館

近代日本海運の歴史を紹介。
迫力ある大型モデルシップな
どを展示。

優  

■はまぎん
こども宇宙科学館

☎832-1166
832-1161

磯子区洋光台5-2-1
￥ �一般400円、小中学生200
円（土曜は小中高生入館無
料）（プラネタリウムは別途
料金）

休 �第1・3火曜、年末年始、臨
時休館あり

宇宙と科学をテーマにした参
加体験型の科学館。プラネタ
リウムでは美しい星空を楽し
むことができる。

 
優

■帆船日本丸・横浜みな
と博物館

☎221-0280
221-0277

西区みなとみらい2-1-1
￥ 施設に確認してください
休 �月曜（祝日の場合翌日）、年
末年始、臨時休館あり

帆船日本丸は船内見学可。
※横浜みなと博物館は、2022
年4月頃まで休館予定

（博物館のみ）
優

■山手資料館 ☎622-1188

中区山手町247�山手十番館
庭内
￥ �無料
休 �月曜（祝日の場合翌日）、年
末年始

明治後期の木造洋館。ギヤマ
ン、ポンチ絵など開港以来の横
浜や山手に関する資料を展示。

■横浜開港資料館
中区日本大通3

☎201-2100
201-2102

￥ �一 般200円、小・中学生
100円

休 �月曜（祝日の場合翌日）、年
末年始、臨時休館あり

開港期から昭和初期までの横
浜の歴史を展示。閲覧室もあ
る。旧館は旧英国総領事館の
建物。

優  

文化施設

￥一般の入場、入館、入園料金のみ掲載して
います

■岩崎博物館
（ゲーテ座記念）

☎623-2111
623-2257

中区山手町254
￥入館料（一般300円、小中
学生100円）
休  月曜（祝日の場合翌日）、年
末年始

開港期の西洋劇場ゲーテ座跡
地に建つ。古代から現代まで
の服飾の変遷や、アール・ヌー
ヴォー期のガラス工芸などを
展示。

■馬の博物館
（根岸競馬記念公苑）

☎662-7581
662-7713

中区根岸台1-3
￥ 一般100円（特別展期間等
は変更あり）

休  月曜（祝日・振替休日の場合
翌平日）

ポニーセンターでは毎週土曜
に馬の餌やり体験ができる。

優  

■大
お さ ら ぎ

佛次郎記念館
中区山手町113

☎622-5002
622-5071

￥一般200円
休  月曜（祝日の場合翌日）、施設
点検日、年末年始

横浜ゆかりの作家、大佛次郎
が集めた文献や自筆原稿を展
示。会議室（20人）あり。港
の見える丘公園内。

優

■久良岐能舞台
磯子区岡村8-21-7

☎761-3854
754-4050

休施設点検日、年末年始
人間国宝を育んだ由緒ある能
舞台。梅や桜、楓や竹など四
季折々の木々や草花の庭園も
魅力。

■県立神奈川近代文学館
中区山手町110

☎622-6666
623-4841

￥展示により異なる
休  月曜（祝日を除く）、展示替
期間、年末年始、臨時休館

夏目漱石、中島敦など、神奈川
にゆかりの文学者の資料を展
示。港の見える丘公園内。

優  

■県立金沢文庫
金沢区金沢町142

☎701-9069
788-1060

￥ 一般250円（特別展は別料
金）

休  月曜（祝日の場合翌日）、　
年末年始、臨時休館

主に鎌倉時代の絵画や彫刻、
古文書、古書などを展示。隣
の称名寺庭園も美しい。

優  

■県立歴史博物館
中区南仲通5-60

☎201-0926
201-7364

￥ 一般300円、20歳未満・学
生200円、65歳以上・高校
生100円

休  月曜（祝日の場合は除く）、
年末年始、臨時休館

先史から現代までの神奈川の
文化と歴史を紹介。建物は国
の重要文化財で荘厳。

優  
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■横浜外国人墓地資料館
中区山手町96

☎622-1311
（同上）

外国人墓地敷地内
￥ �無料
休 �月曜（祝日の場合翌日）、年
末年始

外国人墓地に眠る、日本の近
代化に貢献した著名外国人の
資料を展示。

■横浜市技能文化会館
中区万代町2-4-7
休第2水曜、年末年始
匠プラザでは、ハマの職人た
ちの道具や作品を展示。工芸
室など貸室もあり。

☎681-6551
664-9400

予約
優

■横浜市三殿台考古館
磯子区岡村4-11-22

☎761-4571
761-4603

￥無料
休 �月曜（祝日の場合翌日）、年
末年始

縄文・弥生・古墳時代の遺跡。
復元された竪穴住居や出土
品・貝塚地層断面標本などを
見学できる。

■横浜市電保存館
磯子区滝頭3-1-53

☎754-8505
754-8507

￥ �一般300円、3歳から中学
生100円、65歳以上200
円

優

休 �月曜（祝日の場合翌日。臨時
開館日あり）、年末年始

懐かしい市電7両を展示。「横
浜の発展と交通」をテーマに
した歴史展示や市電の運転を
体験できるコーナーも。

 

■横浜市陶芸センター
中区本牧三之谷59-3

☎623-8904 
625-9087

本牧市民公園内
休 �施設点検日、年末年始
初めてでも参加できる陶芸教
室や、経験者がより深く学べ
る教室、自由に作陶できる教
室など開催。

■横浜市八聖殿郷土資
料館

☎622-2624
622-2657

中区本牧元町76-1
￥無料
休第3水曜、年末年始
八角形のユニークな建物の中
に地域の漁具・農具とともに8
聖人の像が建つ。

■横浜市歴史博物館
都筑区中川中央1-18-1

☎912-7777
912-7781

￥ 一般400円、高校・大学生
200円、小中学生100円
（土曜は小中高生無料）、
市内在住の65歳以上100
円

休 �月曜（祝日の場合翌日）、　
年末年始

原始から近現代の横浜の歴史
を紹介。

 
優

■横浜税関資料展示室 ☎212-6053

（クイーンのひろば）
中区海岸通1-1
￥無料
休施設点検日、年末年始
横浜税関の歴史や貿易の変
遷、偽ブランド品の展示や密
輸の手口などを紹介。

 

■横浜都市発展記念館
中区日本大通12

☎663-2424
663-2453

￥ 一般200円、小中学生100円
（土曜は小中高生無料）、市
内在住の65歳以上100円

休 �月曜（祝日の場合翌日）、　
年末年始

昭和期を中心に都市横浜の歴
史をテーマ別に紹介。

優  

■横浜にぎわい座
中区野毛町3-110-1

☎231-2525
231-4545

休施設点検日
落語、漫才などの大衆芸能の
専門館。寄席の雰囲気の芸能
ホール、多目的な小ホール（の
げシャーレ）で様々な公演を。
各室貸出もあり。

 

■横浜人形の家
中区山下町18

☎671-9361
671-9022

￥ �一般400円、小中学生200円
　（企画展は別料金）
休 �月曜（祝日の場合翌日）、　
年末年始

世界100か国以上1万点以上
の人形を収蔵。常設展、企画
展を開催。ミュージアムショ
ップ・カフェ併設。

 
優

■横浜能楽堂
西区紅葉ケ丘27-2

☎263-3055
263-3031

休 �施設点検日、年末年始
140年以上の歴史を誇る横
浜市指定有形文化財の能舞
台。催し物のない時は館内見
学可（要事前確認）。

 

■横浜美術館
西区みなとみらい3-4-1
横浜開港以降の近・現代美術
及び写真を中心に収蔵。
※2023年度まで休館予定

休館中
☎221-0300
221-0317

（月～金、祝
休日を除く）

優  

■横浜みなとみらいホール
西区みなとみらい2-3-6
パイプオルガンがあり音響
に優れた大ホール（客席数
2,020）と小ホール（客席数
440）がある。
※2022年10月まで休館予定

休館中
☎682-2020
682-2023

（月～金、祝
休日を除く）

優  

■関内ホール
中区住吉町4-42-1

☎662-1221
662-2050

芸術文化の香りのする横浜・
関内に位置し、大ホール・小ホ
ールを備えた多目的公共施設。

予約  

■神奈川県民ホール
中区山下町3-1
国際レベルの音楽、舞台芸術、
そして美術に親しむ空間。世
界で活躍するアーティストを
中心に、幅広い催しが行われ
ている。

☎662-5901
（代）

641-3184

 

■横浜山手テニス発祥
記念館

☎681-8646
（同上）

中区山手町230�山手公園内
￥無料
休 �第3月曜（祝日の場合翌日）、
年末年始

日本のテニス発祥の地・山手
公園内にあり、当時の服装や
道具などが見られる。

優  

■横浜ユーラシア文化館
中区日本大通12

☎663-2424
663-2453

￥ 一般200円、小中学生100円
（土曜は小中高生無料）、市
内在住の65歳以上100円

休 �月曜（祝日の場合翌日）、年
末年始

ユーラシアの文化と多様な民
族の歴史を、時代を超えてテ
ーマ別に紹介。

優  

■横浜港大さん橋国際
客船ターミナル

☎211-2304
212-3872

中区海岸通1-1-4
￥無料
世界の人々を出迎える海の玄
関であり、市民と港を結ぶ交
流拠点。

 
優

■新港ふ頭客船ターミ
ナル

☎671-7272
201-8983

（横浜ハンマーヘッド）
中区新港2-14-1
近代産業遺産のハンマーヘッ
ドクレーンがシンボルの複合
施設。

 

■横浜港シンボルタワー
中区本牧ふ頭1-16

☎622-9600
（同上）

￥無料
休施設点検日、年末年始
展望室や展望ラウンジがあ
り、大型船の出入港や港の様
子を眺めることができる。

 

■横浜マリンタワー
中区山下町14-1
昭和36年に横浜開港100周
年を記念して建設された、高
さ106mの横浜港のシンボ
ル。
※2022年度中に再開業予定

休業中
☎671-3652
663-6540

優

創造界隈拠点

（文化芸術創造のための活動拠点）

　市が進めている「文化芸術創造
都市・横浜」の取組の中核を担う
活動拠点です。文化芸術関連のイ
ベントやアーティストによる創造
活動が行われています。
　施設の詳細は WEBを確認してく
ださい。

横浜市　創造界隈拠点 検索
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自然とのふれあい

■環境活動支援センター
保土ケ谷区狩場町213

☎711-0635 
721-6356

￥無料
9:00〜17:00

休土日祝、年末年始
児童遊園地・こども植物園な
どと一体となった緑豊かな公
園。交流スペースでは森に関
する情報発信、各種イベント
を開催。

優  

■こども植物園
南区六ツ川3-122

☎741-1015
742-7604

￥無料
9:00〜16:30

休 �第3月曜（祝日の場合翌日）、
年末年始

バラ園、くだもの園、野草園な
どが整備され、植物について
学ぶことができる。

 

■都筑民家園
（旧長沢家住宅）

☎594-1723
594-2019

都筑区大棚西2
￥無料
休 �第2・4月曜（祝日の場合翌
日）、年末年始

市の指定有形文化財。馬屋な
どもある江戸時代中期の茅ぶ
き屋根の建物。

 

■せせらぎ公園古民家
都筑区新栄町17

☎353-1166
352-3086

￥無料
9:00〜17:00

休 �毎月第1・３木曜（祝日の場
合翌日）、年末年始

江戸時代の古民家と長屋門の
門構えが移築保存されていま
す。

■寺家ふるさと村
四季の家
青葉区寺家町414
￥無料
9:00〜17:00

休火曜（祝日の場合翌日）
そば打ちやみそ造り教室の開
催、天然記念物ミヤコタナゴ
の飼育展示などを実施。研修
室利用貸出しあり。

☎962-7414
962-6321

 

■舞岡ふるさと村
虹の家
戸塚区舞岡町2832
￥無料
9:00〜17:00

休火曜（祝日の場合翌日）
竹の子掘り、じゃがいも掘り
などの収穫体験や料理教室、
動植物の観察会を開催。研修
室利用貸出しあり。

☎826-0700
826-0749

 

遊ぶ・学ぶ・体験 ■みその公園横溝屋敷
鶴見区獅子ケ谷3-10-2

☎574-1987
574-2087

￥無料
9:00〜16:30

休 �第1・3月曜（祝日の場合翌
日）、年末年始

市の有形文化財に指定の古民
家。かつての農村の生活を伝
える。

 

■横浜自然観察の森
栄区上郷町1562-1

☎894-7474
894-8892

休 �月曜（祝日の場合翌日）、　
年末年始

横浜市南部にある動植物の観
察や散策の拠点。自然観察セ
ンターでは自然に関する情報
提供やイベントも開催。

優  

市営の研修・宿泊保養施設

■上郷・森の家
栄区上郷町1499-1

☎895-5151
895-5005

ホールやミーティングルー
ム、多目的室に加え、企業研修
やゼミ合宿、ダンス合宿など
の団体様にも利用可。

 

市民の森・ふれあいの樹林

問 環境創造局

みどりアップ推進課

☎671-2624　 224-6627

　山林所有者の協力により、市民
の憩いの場として、一般公開して
います。
　利用にあたっては、注意事項が
あります。詳細は WEBを確認して
ください。

横浜食肉市場ＰＲ館

問 経済局 食肉市場運営課

☎511-0446　 502-5989

鶴見区大黒町3-53
10:00〜15:00

休 �土日祝、年末年始、横浜市食肉市
場の休場日�
　横浜市中央卸売市場食肉市場
が、安全・安心な食肉の流通を担っ
ていることを知ってもらうための
施設です。館内ではお肉の流通や
衛生管理などに関する展示のほ
か、市場直送の「ハマモツ」や加工
品などの販売をしています。

横浜市 市民の森・ふれあいの樹林 検索

横浜食肉市場ＰＲ館 検索

動物園

■金沢動物園
金沢区釜利谷東5-15-1

☎783-9100 
782-9972

￥ 一般500円、高校生300
円、小中学生200円、毎週
土曜は小中高生入園無料
（要学生証）
 9:30〜16:30　　　　　　
（入園は16:00まで）
休  月曜（祝日の場合翌日、5
月・10月は無休）、年末年
始

コアラ、キリン、ゾウ、サイな
ど、世界の希少な草食動物を
大陸別に見ることができる。

 
優  

■野毛山動物園
西区老松町63-10

☎231-1307 
231-3842

￥ 無料
 9:30〜16:30　　　　　　
（入園は16:00まで）
休  月曜（祝日の場合翌日、5
月・10月は無休）、年末年
始

キリンやレッサーパンダから
ハ虫類まで間近で観察できる。

優  

■万騎が原ちびっこ動
物園（こども自然公園内）

☎351-5442 
352-1409

旭区大池町65-1
￥ 無料

 9:30〜16:30（コンタクト
コーナーの利用時間につい
ては動物園に問い合わせて
ください）

休  月曜（祝日の場合翌日、5
月・10月は無休）、年末年
始

モルモットとふれあえるコン
タクトコーナーが人気。

 

■よこはま動物園
ズーラシア
旭区上白根町1175-1

☎959-1000
959-1450

￥ �一般800円、高校生300
円、小中学生200円� �
毎週土曜は小中高生入園
無料（要学生証）
�9:30〜16:30　　　　　　
（入園は16:00まで）
休 �火曜（祝日の場合翌日）、年
末年始

生息地の環境を再現した園
内で、アフリカのサバンナで
一緒に過ごすキリンやチータ
ー、熱帯雨林に生息するオカ
ピなど世界の動物たちに出会
える。

優  
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出入国在留管理庁

●各種問合せ
■東京出入国在留管理局横浜支局
☎0570-045259（総務課＝10）
（IP電話・PHS・海外からは☎769-1729）
金沢区鳥浜町10-7
●在留手続に関する問合せ
■外国人在留総合インフォメーショ
ンセンター
☎0570-013904（IP電話・PHS・海外からは
☎03-5796-7112）

横浜市国際交流協会（YOKE）

問 �☎222-1171（代）　 222-1187

西区みなとみらい1-1-1　　
パシフィコ横浜�横浜国際協
力センター5階

　在住外国人を支援する事業や国
際理解・国際協力を促進するため
の事業を行っています。
■横浜市多文化共生総合相談セン
ター
☎222-1209　 222-1187
�月-金10：00〜17：00（受付は16：30
まで）、第2・4土10：00〜13：00（受付
は12：30まで）

【対応言語】
日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、
ネパール語、インドネシア語、タガログ語、
タイ語、ポルトガル語、スペイン語
※土曜日の電話対応は、日本語、英語、中国
語、スペイン語のみ

■よこはま日本語学習支援センター
☎222-1173　 222-1187

国際交流ラウンジ

　外国人のための生活情報提供、
多言語での相談、日本語教室、通訳
ボランティアの派遣、外国人と日
本人の交流活動などを行っていま
す。
■青葉国際交流ラウンジ
青葉区田奈町76

☎989-5266
982-0701

青葉区区民交流センター（田
奈ステーション）内

■いずみ多文化共生
コーナー
泉区和泉中央北5-1-1

☎800-2487
800-2518

泉区役所1階

■金沢国際交流ラウンジ
金沢区泥亀2-9-1

☎786-0531
786-0532

金沢区役所2階

■港南国際交流ラウンジ
港南区上大岡西1-6-1

☎848-0990
848-3669

ゆめおおおかオフィスタワー
13階

出入国在留管理庁・
国際交流ラウンジなど

■港北国際交流ラウンジ
港北区大豆戸町316-1

☎430-5670
430-5671

大豆戸地域ケアプラザ2階

■都筑多文化・青少年交
流プラザ

☎914-7171
914-7172

都筑区中川中央1-25-1
ノースポート・モール5階

■鶴見国際交流ラウンジ
鶴見区鶴見中央1-31-2

☎511-5311
511-5312

シークレイン2階

■なか国際交流ラウンジ
中区日本大通35

☎210-0667
224-8343

中区役所別館1階
なか区民活動センター内

■ほどがや国際交流ラ
ウンジ

☎337-0012
337-0013

保土ケ谷区岩間町1-7-15
岩間市民プラザ1階

■みどり国際交流ラウ
ンジ

☎532-3548
532-3549

緑区中山1-6-15
パームビュービル5、6階

■みなみ市民活動・多文
化共生ラウンジ

☎232-9544
242-0897

南区浦舟町3-46�浦舟複合福
祉施設10階

国際協力機構横浜センター

（JICA横浜）

問 �☎663-3251（代）　 228-8242

中区新港2-3-1
　「JICAプラザよこはま」では、開
発途上国への国際協力に参加した
い方への案内や企画展示をしてい
ます。

地方法務局・出張所

■横浜地方法務局
中区北仲通5-57

☎641-7461
（代）

横浜第2合同庁舎内

　詳細は WEB を確認してくださ
い。

裁判所

　詳細は WEB を確認してくださ
い。

地方法務局・裁判所

横浜地方法務局　一覧 検索

横浜市　裁判所　一覧 検索

横浜地方気象台

　現在発表されている予報や注意
報・警報をお知らせします。
☎623-5899（自動応答装置）

神奈川県庁

問 ☎210-1111（代）

中区日本大通1
交通 �みなとみらい線「日本大通り」駅
（県庁口出口からすぐ）

パスポートセンター

■神奈川県パスポートセンター
（電話案内センター）☎222-0022

■横浜市センター南パスポートセ
ンター
（電話案内センター）☎222-0022

※申請書は市民情報センター、区役所広報
相談係や行政サービスコーナーでも配布し
ています

郵便局

　詳細は WEB を確認してくださ
い。

農政事務所

■北部農政事務所
（都筑区総合庁舎内）

☎948-2477
948-2488

（青葉・旭・神奈川・港北・都筑・
鶴見・保土ケ谷・緑区）

■南部農政事務所
（戸塚区総合庁舎内）

☎866-8491
862-4351

（泉・磯子・金沢・港南・栄・
瀬谷・戸塚・中・西・南区）

その他公共施設

郵便局・ATMをさがす 検索

23-115_行政.indd   115 2022/02/25   13:39




