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区の人口：351,287人　世帯数：168,393世帯（2019年3月1日現在）
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6月22日は港北区制80周
年記念マッチです。区民の
皆さん、日産スタジアムで
盛り上がりましょう！応援
よろしくお願いします。

　6月22日の松本山雅FC戦は「港北区制80
周年記念マッチ」として開催されます。当日
は、マリノスケやミズキーが登場するスペ
シャルステージを行います。皆さんもイベン
トに参加して、日産スタジアムで横浜F・マリ
ノスを応援しましょう！

ラグビーワールドカップ 2019TM

横浜国際総合競技場が舞台に

●問合せ　区役所企画調整係　　540-2230　　540-2209

TM © RWCL 2015

4月1日現在

         　   ノットロールアウェイ
 （タックルした選手かタックルを受けた選手が  
   地面に倒れ、ボールから離れない反則）

ラグビールールコーナー

　サモアは、人口約20万人の南太平洋の島
国です。
　サモア代表は｢マヌ・サモア｣の愛称で知
られています。ヨーロッパ・オセアニアプ
レーオフで、ドイツを108‒43で破り、大会
出場権を獲得しました。
　過去4大会はプール戦敗退が続いてお
り、前回大会では日本に5-26で敗北してい
ます。今大会は、リベンジに燃えています。

ラグビーワールドカップ2019 出場チーム紹介

サモア
世界ランキング16位
（2019年2月18日現在）
前回大会結果：プール戦敗退

8

開催期間：9月20日(金)～11月2日(土)

プ
ー
ル 

A 
港北区港北区港北区

J1リーグ 　横浜 F・マリノス試合日程 　（日産スタジアム） 

● 問合せ　区役所地域活動係 　  540-2234　  540-2245

ジェイワン よこはま エフ しあ い にってい

日時
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喜田 拓也 選手

4月13日   土  19 時 キックオフ  VS 名古屋グランパス 
4月28日         日  13 時 キックオフ  VS 鹿島アントラーズ

こ う ほ く く よ こ は ま エ フ

にっさん

住所異動（引っ越し）に伴う手続き住所異動（引っ越し）に伴う手続き
2階 21番窓口

・本人確認書類（運転免許証、パスポート、在留カードなど）
・通知カードまたはマイナンバーカード
・住民基本台帳カード（持っている場合のみ）
・委任状(本人以外による届出の場合のみ)
・戸籍謄本と戸籍の附票(国外から転入する日本人のみ)

届出期間 手続き

転出

転入

区内
転居

市外へ 引っ越し日の前後14日以内
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）

市内の他区へ 港北区役所での手続きは不要（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
※引っ越し前は届出不可

引っ越し日から14日以内
※引っ越し前は届出不可

転入届を提出
※今まで住んでいた市区町村で発行
    された「転出証明書」を持参

市内の他区から 転入届を提出

区内での引っ越し 転居届を提出

※国外からの転入、国外への転出も手続きが必要です
◆手続きに必要な物
※ 詳細は電話かホーム
ページで確認してく
ださい

ふひょう

が                します 窓口混雑へのご
理解とご協力を
お願いします。例年、4～5月は区役所の住民登録の窓口(2階21番)が大変混み合います。時間に余裕を持って来庁してください。

※天候や時間帯によって混雑 
状況は変化します
※現在の混雑状況は、区ホーム
ページで確認できます

●問合せ　区役所登録担当　   540-2254     540-2260

4月・5月混雑予想カレンダー

4月

5月

閉庁日

港北　窓口混雑         検索

混雑が予想される時間帯

アイルランド

スコットランド

日本

ロシア

サモア

港北区制 80周年 記念マッチを
観戦しよう！

6月22日
開催 かんせん

4月・5月は住民登録の窓口 大変混雑
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