港北区に転入・港北区内で転居された方
※平成 31 年４月現在のご案内です。年度途中で窓口や制度が変わる場合がありますので、
電話やホームページ等でご確認ください。

項目・担当窓口
・住所変更
・小中学校の
学区の変更
戸籍課
登録担当
２階２１番
国民年金
保険年金課
国民年金係
２階２５番
年金を受給
している方
港北年金事務所

手続き・【□手続きに必要なもの 】
新住所に住み始めた日から 14 日以内に転入届（転居届）を提出してください。
□本人確認資料 □転出証明書 □委任状 （代理人の場合）
□通知カードまたはマイナンバーカード □住基カード (お持ちの方)
●外国籍の方 □在留カードまたは特別永住者証明書
●お子さまの学区の変更手続きは住所変更と合わせて行ってください。
□在学証明書
※後日学校のお手続きのみにきた場合は２２番窓口にお越しください。
☎ : ５４０－２２５４ Fax : ５４０－２２６０
□年金手帳
□印鑑

☎ : ５４０－２３４６ Fax : ５４０－２３５５
区役所での手続きは不要です。ただし、住民票と違う住所を年金機構へ届出
している方は年金事務所にご確認ください。
☎ : ５４６－８８８８
●国民健康保険
□国民健康保険証 □高齢者受給証（70～74 歳） □限度額適用・標準負担
額減額認定証（お持ちの方のみ） ※市内で引っ越しをした方
□口座番号がわかるもの＋届出印 ※市外から転入した方
国民健康保険・
●介護保険（65 歳以上の方）
介護保険・後期高齢 □介護保険被保険者証 □負担割合証、負担限度額認定証（お持ちの方の
者医療制度
み） □印鑑 □受給資格証明書 （要介護認定を受けていた方、前住所の市
保険年金課
区町村が発行）
保険係
●後期高齢者医療制度（75 歳以上の方または 65 歳以上で後期高齢者医療制度
２階２７番
の認定を受けている方） □印鑑 □後期高齢者医療被保険者証 □限度額
適用・標準負担額減額認定証（お持ちの方のみ）※県内で引っ越しをした方
□負担区分証明書 ※県外から転入した方
☎ : ５４０－２３４９ Fax : ５４０－２３５５
要介護認定
高齢・障害支援課 市外から転入された方は最初に２階２７番保険年金課保険係にお越しくださ
高齢者支援担当・ い。
□受給資格証明書 （前住所の市区町村が発行）
介護保険担当
１階１１番
（福祉保健相談受付） ☎ : ５４０－２３２５ Fax : ５４０－２３９６
敬老特別乗車証
市外から転入されて新たに発行を希望される７０歳以上の方
高齢・障害支援課 □印鑑 □生年月日の明記された本人確認書類 （健康保険証等）
高齢・障害係
□課税証明書 （前住所の市区町村が発行したもの）
１階１１番
（福祉保健相談受付） ☎ : ５４０－２３１７ Fax : ５４０－２３９６
●小児医療証
□印鑑 □お子さまの健康保険証
□課税証明書 (市外から転入された方、必要な年度についてはお問い合わせく
小児・重度障害者・ ださい。) ※０歳児以外には所得制限があります。
ひとり親家庭等医療 ●重度障害者医療制度
□印鑑 □健康保険証
証
□身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳
保険年金課
※該当する障害の程度については窓口でお問い合わせください。
保険係
●ひとり親家庭等医療費助成制度
２階２６番
□印鑑 □健康保険証等 ※所得制限があります。
☎ : ５４０－２３５１ Fax : ５４０－２３５５
●中学校修了前のお子さまがいる方 ※市外からの転入
児童手当
□請求者名義の預金通帳
こども家庭支援課 □印鑑
□健康保険証の写し (厚生年金等加入者の方)
こども家庭係
１階１４番
☎ : ５４０－２３４０ Fax : ５４０－２４２６
●妊娠中または４歳未満のお子さまがいる方
母子健康手帳
こども家庭支援課 □母子健康手帳 （前住所地で交付されたもの）
□妊婦健診補助券 （前住所地で交付されたもの）
こども家庭係
１階１４番
☎ : ５４０－２３４０ Fax : ５４０－２４２６

児童扶養手当
ひとり親家庭等
こども家庭支援課
こども家庭支援担当
１階１１番

□印鑑
□児童扶養手当証書 （前住所地で交付されている方）
※所得制限があります。世帯構成に変更のある場合の必要書類はお問い合わ
せください。

（福祉保健相談受付） ☎ : ５４０－２３２０ Fax : ５４０－２４２６

保育所等
こども家庭支援課
保育担当
１階１４番－１
予防接種
福祉保健課
健康づくり係
３階３７番
小児慢性特定疾病
医療給付制度
こども家庭支援課
こども家庭係
１階１４番
指定難病医療費
助成制度
高齢・障害支援課
高齢・障害係
１階１１番

手続き・必要書類については、窓口でお問い合わせください。
●市外の保育所に継続入所する場合
□課税証明書
☎ : ５４０－２２８０ Fax : ５４０－２４２６
●市外からの転入で、定期の予防接種が完了していない方
窓口で予診票をお渡しします。
□母子健康手帳 □お子さまの健康保険証
●海外からの転入の場合
□海外で受けた予防接種の記録
☎ : ５４０－２３６２ Fax : ５４０－２３６８
窓口で必要書類をお渡しします。
※対象疾患、対象年齢等詳細はお問い合わせください。
☎ : ５４０－２３４０ Fax : ５４０－２４２６
窓口で必要書類をお渡しします。
※対象疾患等詳細はお問い合わせください。

（福祉保健相談受付） ☎ : ５４０－２３１７ Fax : ５４０－２３９６

身体障害者手帳・
療育手帳
自立支援医療
（更生医療）受給者
特別児童扶養手当・
障害児福祉手当・
特別障害者手当・
在宅重度障害者手当
等
精神保健福祉手帳
自立支援医療（精神
通院医療）受給者証
犬の登録
生活衛生課
環境衛生係
３階３９番
原動機付自転車
税務課
市民税担当
３階３０番
粗大ごみ
粗大ごみ受付
センター

１階１１番（福祉保健相談受付）
＜18 歳未満＞
こども家庭支援課こども家庭支援担当
☎ : 540-2320 Fax : 540-2426
＜18 歳～64 歳＞
高齢・障害支援課障害者支援担当
☎ : 540-2237 Fax : 540-2396
＜65 歳以上＞
高齢・障害支援課高齢者支援担当
☎ : 540-2327 Fax : 540-2396
１階１３番
高齢・障害支援課 障害者支援担当
☎ : 540-2377 Fax : 540-2396
（正午～午後１時の間お取扱いできません）

手帳の住所変更手続き
□身体障害者手帳
□療育手帳
手続き・必要書類については、
窓口でお問い合わせください。
手続き・必要書類については、
窓口でお問い合わせください。
手帳の住所変更手続き
□精神保健福祉手帳 □印鑑
手続き・必要書類については、
窓口でお問い合わせください。

飼い犬の登録事項変更届出 ※詳細は窓口でお問い合わせください。
（手数料が必要な場合があります）
□犬の鑑札 □注射済票または注射済証明書
●海外からの転入の場合 □犬の輸入検疫証明書
☎ : ５４０－２３７３ Fax : ５４０－２３４２
●転入 □印鑑
□廃車証明書または〔標識交付証明書とナンバープレート〕
●区内転居 □印鑑 □標識交付証明書
☎ : ５４０－２２７１ Fax : ５４０－２２８８
有料による個別収集です。電話・インターネットで申し込んでください。家
庭ごみに関するお問い合わせは港北事務所へ☎５４１－１２２０
一般加入電話から ☎０５７０‐２００‐５３０
携帯電話・ＰＨＳ・ＩＰ電話から ☎０４５‐３３０‐３９５３
https://www.sodai.city.yokohama.lg.jp

固定資産税・
市外から転入された方で区内に不動産（土地・家屋）をお持ちの方は、窓口
都市計画税
にお越しください。
税務課土地担当
家屋担当
３階３４番・３５番 ☎ : ５４０－２２７５－２２８１ Fax : ５４０－２２８８
歩数計又は歩数計アプリを持って
歩いて楽しみながら健康づくり

よこはまウォーキングポイント

で検索！横浜市港北区役所 〒２２２－００３２ 横浜市港北区大豆戸町２６番地１

