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引っ越し
越しや
や 就職、退職に伴う手続
◆

住所異動(引っ越し)の手続

2階 21番窓口

届出期間

転入
区内転居

手続
転出届を提出して
「転出証明書」
を受け取る
(新住所地で転入届の提出が必要)

市外へ

引っ越し日の
前後14日以内

市内の他区へ

港北区役所での手続は不要 (新住所地で転入届の提出が必要)

市外から

引っ越し日から
14日以内

市内の他区から

※郵送での手続可
※マイナンバーカードを使えばオンラインで手続可

転入届を提出

※今まで住んでいた市区町村で発行
した
「転出証明書」
の原本を持参

◆

▲

手続に必要な物

・戸籍謄本と戸籍の附票(国外から転入する日本人のみ) ・転出証明書(市外から転入の場合のみ)
◆

就職等で、勤務先の
健康保険に加入したとき

必要な物

医療費助成等の手続

2階 26番窓口

住所や健康保険が変更になったときは、小児医療証・重度障害者
医療証・福祉医療証・限度額適用認定証の変更手続が必要です。

・委任状(本人以外による届出の場合のみ)

ふ ひょう

手続が必要な場合

2階 25番窓口

※就職等で、勤務先の厚生年金等に加入するときは、区役所での国
民年金の手続は不要です。勤務先での手続となります

・本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等) ・マイナンバーカード(持っている場合のみ)

国民健康保険の手続

国民年金の手続

※退職日と同月に再就職する場合は、手続が不要です

※国外からの転入、国外への転出も手続が必要です

と う ほ ん

詳細は
区ウェブサイトへ

退職等で、国民年金に 退職日の分かる書類 (退職証明書や離職
加入するとき
票等)、年金手帳

転居届を提出

・住民基本台帳カード(持っている場合のみ)

郵送でできる
手続があります

手続が必要な場合

転入届を提出

※引っ越し前は
届出不可

区内での引っ越し

混雑状況は
区ウェブサイトで
確認できます

◆

転出

3月～4月は区役所窓口が大変混雑します

2階 27番窓口
第2・4土曜(9時～12時)の取扱業務

必要な物
勤務先の健康保険証(被扶養者分含む)、
国民健康保険証

●

戸籍の届出(婚姻・出生届等)、戸籍謄本・抄本の発行、住所異動の届出、住民票の写
しの発行、印鑑登録、印鑑証明書の発行、マイナンバーカードの交付(事前予約制)等

健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類
退職等で、国民健康保険に
(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) 、
加入するとき
通帳かキャッシュカード、銀行印
※退職の場合、勤務先の健康保険の任意継続制度もあります。勤務先か加入し
ていた健康保険組合に確認してください

市コールセンター

● 国民健康保険、
医療費等の助成、国民年金の届出等
● 母子健康手帳の交付、
児童手当の申請・受付

※他都市や他機関(年金事務所等)への照会を含む業務、住民基本台帳ネットワークに係る
業務、一部書類の発行等、取扱できないものもあります。事前に確認してください

664-2525

664-2828

第10 回

港北区は、市内で最も製造業の事業所が多い区です。区内製造業の工場を見学してもらうことで、
ものづくりの魅力を伝えるイベント
「港北オープンファクトリー」を毎年開催しています。2022年は
区内小学校を対象に、オンライン工場見学の形で実施しました。児童たちは熱心
に見学し、
「時間をかけて作っていることが分かり、物を大切に使いたいと思った」、
「失敗しても次に生かすのがすごい」
といった感想が出ました。

株式会社バネックス

東洋測器株式会社の見学の様子

★ どんな物を作っているの？

★ 企業の特色は何？
設計・鈑金(金属板の加工)・塗装・組立配線を

制御する「制御盤」
という装置を主に作っています。制

一貫して行っているところが特色です。通常

御盤は遊園地の遊具の制御

は、電気会社が設計して、鈑金会社が作った

や、学校の校庭で決まった時

金属の箱を塗装会社が塗装して、
また電気会

間に散水するスプリンクラー

社が組立配線を行います。当社では全ての工

の制御等、身近な場所にも多

程を自社で行うことができるため、納期を短

く使われています。

く、品質も保証できています。

そのほか、建物内でそれ

★ 最後に一言

ぞれの部屋に電気を分ける
さ い と う

齋藤取締役会長

ば ん き ん

エレベーターやロープウエー等の自動で動く機械を

「分電盤」や、電柱から送ら

2021年6月に創業50周年を迎えました。当社が所在する新羽地区は、工場と住居が

れる6600ボルトの電気を100ボルト

混在した地区なので、毎週金曜の始業15分前から社員全員で近くの公園の清掃を行

～200ボルトに変圧する「キュー
ビクル」という装置も作って
います。

作業の様子

う等、地域でボランティア活動にも積極的に取り組んでいます。
これからも地域に根
制御盤

企画調整係

差した企業として、発展していきたいと考えています。
540-2229

540-2209
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ド

生ごみブレン土プロジェクト

犬の飼い主の皆さんへ
犬の飼い主として、ルールを守ることや、周囲の人に対する心配りが大切です。近隣の
環境に十分配慮し、犬との生活を楽しいものにしましょう。

生活の中でなかなか減らない調理くずや食べ残し等の生
ごみを、捨てずに簡単な方法で生かしてみませんか。

ス リ ム

適量の生ごみを土に埋めるだけで、生ごみが削減され、
植物を育てるのに最適な土ができます。

ふんは持ち帰りましょう
▲

自宅でトイレを済ませるよう
にしつけましょう

近所迷惑にならないように
しましょう

は い せ つ

▲

飼い犬が外で排 泄した場合
は、おしっこは水で流し、ふん
は持ち帰ってトイレに流しま
しょう

必要な物

▲

鳴き声や悪臭等に気を付けま
しょう

▲

普段からしつけておくと、災害時
等のいざという時にも安心です

土

生ごみ

水

かき混ぜるシャベル

やり方

❶

放し飼いはやめましょう
迷子や事故の原因になります

2～3センチメートルにカットした

「ヨコハマ3R夢！」
マスコット イーオ

へら星人
ミーオ

生ごみを、土団子ができるぐら

▲ ▲

いの湿り気がある土に埋める

もしも飼い犬が人をかんでし
まったら、すぐに生活衛生課
(区役所3階39番窓口)に届
け出てください

❷

臭いの発生や虫が寄ることを防

ぐため、❶の上に乾いた土を被
せ、
ときどき混ぜる

❸
飼い主の3大義務

今年の狂犬病予防注射
出張会場は、新型コロナ

1 登録

ウイルス感染症の拡大を

2 毎年1回の狂犬病予防注射

防止する観点から中止し

3 鑑札と注射済票の装着

早ければ10日程度で生ごみの形がなくなり、完成

区役所中庭で「生ごみを土にかえそう説明会」を開催します。詳細

生ごみブレン土
プロジェクトの
詳細はこちら

は次月号以降の本紙「こうほくインフォメーション」を確認してくだ
さい。

ます。かかりつけや近く
の動物病院で注射をお

資源化推進担当

願いします。

540-2244

540-2245

港北エコアクション
鑑札

エコに関する情報をお届けします!

狂犬病予防注射済票

環境衛生係

540-2373

港北産の食材を食べよう!

540-2342

地元の食材は…

新鮮でおいしく、旬の食材を味わえる
生産者の顔が見えて、安心・安全

オンライン開催!

食材を運ぶ距離が短いため、二酸化炭素の

港北美術展

排出量が少なく、環境に優しい

2022年の港北美術展も区ウェブサイトで開催します。
作品をクリックすると、拡大して見ることができ、数多く

紅ほっぺ、おいCベリー、あまおとめ、
よつぼし、

のすてきな作品に出会えます。オンラインで美術展を

桃 薫 の 5 品 種 のイチゴを育てています。スー

楽しみませんか。

パーでは目にすることが少ない、おいCベリーが

と う く ん

閲覧はこちらから→

特に人気です。また、有機性肥料を使用して育
て、完熟状態になっ
てから収穫してい
るため、味が濃
ながさわファーム
なが さわ

掲載期間

いです。

長澤さん

3月14日(月)～27日(日)
掲載部門

絵画・書・写真・工芸

区内の直売所・地産地消サポート
店を紹介している「直売所マップ」
を見て、近所の直売所に行ってみ

作品数

130点程度

ませんか。マップは区役所で配布し
ているほか、区ウェブサイトにも掲
載しています。

生涯学習支援係

540-2239

540-2245

企画調整係

540-2229

540-2209

詳細はこちら
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マイナンバーカード、 区民限定！
新横浜臨時窓口で申請できます
マイナンバーカードの交付申請が、新横浜臨時窓口でできるようになりました。

新横浜2-6-1 アーバス新横浜2階

こんろ周りは整理し、
ストーブの上に洗濯物を干していない
ストーブの周りに

検索

※持ち物が不足していると

詳細はこちら

市マイナンバーカード専用ダイヤル

350-8484

0120-321-590

燃えやすい物を置いていない
灰皿に水を入れて、たばこの火が消えたことを

受付できません

※IP電話等でつながらない場合は、 550-5454へ
（月～金曜 8時30分～20時

調理中はこんろから離れないようにしている
燃えやすい物を置いていない

新横浜駅(JR横浜線北口･市営地下鉄8番出口)から徒歩5分
新横浜 マイナンバーカード

えるに当たり、
この期間中に、
こんろ周りの確認、住宅用火災警報器や消火器の点検

住宅防火診断

受付時間 月～金曜 ９時～1１時、
13時～16時（祝休日・年末年始除く）
場所

毎年3月1日から7日は「春の火災予防運動」期間です。火災が発生しやすい時季を迎
をしましょう。

1 顔写真を撮影（無料）
2 事前予約不要
3 カードは自宅で郵送受取

新横浜臨時窓口
申請のメリット

春の火災予防運動実施中！

確認している
ごみは指定された日時・場所に出している
港北消防署キャラクター
ハマくま

土・日曜、祝休日・年末年始 9時～17時30分）
港北消防署予防係

・ 546-0119

第3回

3月下旬頃から4月上旬頃にかけ
て、桜の装飾をした「桜バス」を区
内で運行します。桜バスに乗りな
がら、外に咲く桜を見ることがで
きるかもしれません。

民生委員・児童委員は、子育てや介護等の相談に応じ、関係機関や福祉サービス
を紹介するほか、福祉活動も行う
「地域のつなぎ役」です。さまざまな立場の人から
話を聞き、民生委員・児童委員の魅力に迫ります。

あ お

あけみ様から、活動への思い、区民の皆様へのメッセージをお聞きしました。
私はもともと人と関わるのが好きで、誰かの役に
立てればと思い民生委員になりました。始めたばか
りの頃は自分の仕事との両立に悩みましたが、
「会
議や研修は行けるときでいい、皆と同じでなくても
いいので、できる範囲で頑張ってほしい。」
という事
務局の人の言葉に背中を押され、民生委員を続けて
14年が経ちます。
民生委員は学びの場です。活動を楽しみながら、福祉サービスの知識を身
に付け、地域の人と関わる中で傾聴する姿勢を学び、自分を磨くことができ
ました。
助けを必要とする人をすぐに見つけ出すことは困難です。初めから悩みを
と う か ん

話してくれる人はいません。行政と連携して、声掛けやメモの投函で顔見知
りになり、世間話ができる関係になって初めて見守りにつながります。相手を
尊重し、縁を大事にしながら活動していく中で、私自身も周りにたくさん助け
られています。民生委員として、一緒に助け合いの輪を広げていきませんか。

皆様のご乗車をお待ちしています
交通局港北営業所

545-1804

健診等の日程

運営企画係

545-1805

申込制 は電話で申込が必要です

540-2339

540-2368

＊詳細は、各家庭に配布している「保存版 福祉保健センターからのお知らせ」もご覧ください
＊基本健康診査は、各医療保険者が「特定健康診査」もしくは「健康診査」として実施します

参加する際には、体温測定等の健康管理やマスク着用等の感染症対策をお願いします。

健康づくり係

540-3026

生活習慣改善相談
受付時間
①9時～9時45分
②12時45分～13時30分
▲

乳幼児健診 当日直接区役所へ
4か月児▶3月18日、4月8日(金)
1歳6か月児▶3月17日、4月7日(木)
3歳児▶3月22日、4月5日(火)

540-2340

▲

こども家庭係
こども家庭
係

歯つらつ1歳歯みがき教室 申込制 (3月15日～)、区ウェブサイトでも申込可
親子でむし歯予防の話や歯磨き実習、区役所
2021年7月、8月、9月生まれ：4月12日(火)9時30分～
2021年2月、3月、4月生まれ：4月12日(火)10時30分～、13時30分～
申込制（受付中）
、

乳幼児(未就学児)・妊産婦(産後1年未満)歯科相談
			
区ウェブサイトでも申込可
歯科健診や相談、歯磨きのアドバイス、区役所
3月23日(水) 乳幼児：13時15分～14時30分受付

540-2362

540-2368

申込制（受付中）

生活習慣病(高血圧・脂質異常・糖尿病等)に関する個別相談、1時間、区役所
3月14日(月)・23日(水) 13時30分～、14時30分～、15時30分～

子どもの食事相談

申込制（受付中）

子どもの食事(離乳食を食べない、小食、偏食等)に関する個別相談、1時間 、区役所
3月23日(水)・28日(月) 13時30分～、14時30分～、15時30分～

7～8か月児の離乳食教室

当日直接区役所へ

離乳食の進め方や作り方(30分)。離乳食が2回食になった7～8か月児、離乳食手
帳(お持ちの方は持参、そうでない方は当日配布)
3月14日(月)・23日(水)・31日(木) 受付：10時～11時(10組ごとに教室を実施）

禁煙相談
妊産婦：14時30分受付

き

最終回となる第6回は、港北区民生委員児童委員協議会PR検討委員会長の青木

申込制（受付中）

個別相談。申込時に日時調整、区役所

