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申告書作成会場を開設します (所得税・贈与税・個人消費税)
2月17日(月)～3月16日(月)、9時15分～17時(受付16時まで)
※土・日曜、祝日除く。2月24日(月・休)、3月1日(日)は開設　※提出は8時30分～17時
※混雑時は受付を早めに締め切る場合あり　※車での来場不可

神奈川税務署(大豆戸町528-5)

2019 年 12 月 15 日、港北公会堂で横浜港北区
民吹奏楽団によるウインターコンサートが開催
されました。｢世界の音楽｣ をテーマに、｢日本
縦断民謡まつり｣、｢アラジン｣、｢パプリカ｣ など、
子どもから大人まで楽しめる曲が盛りだくさん
でした。観客も手拍子で参加し、会場が一体と
なって楽しみました。次回の演奏会は、4 月 12
日に港北公会堂で行う定期演奏会です。お楽
しみに。

ウインターコンサート
音楽で世界一周旅行

 神奈川税務署からのお知らせ
～所得税の確定申告～

 神奈川税務署     544-0141

2019 年 12 月 15 日、区役所で港北わくわく消
防フェスタを開催しました。消防車両の展示や
消防服の着装体験、防災大道芸など、子ども
たちはかっこいい消防車に大喜び。はしご車の
搭乗体験では、空高くまで上がるはしごに、緊
張と興奮の様子が見られました。来場者の男
の子は ｢大好きな消防車に乗れて楽しかった。
大きくなったら消防士さんになりたい｣ と笑顔
で話していました。

港北わくわく消防フェスタ
消防士に大変身!

自宅から確定申告書をe
イータックス

-Tax(インターネット)で送信する方法
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、e-Taxで提
出できます。　※申告方法の詳細は、国税庁ホームページを確認してください

① ID・パスワード方式　※スマホやタブレット端末も利用可
　税務署で、事前にIDとパスワードの発行手続が必要です

② マイナンバーカード方式
　マイナンバーカードとICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応のスマホも
　可)が必要です

日 時

会 場

 区役所学校連携・こども担当　  540-2212   540-2426

　2019年9月28日、開校70周年を迎えた港北小学校のチャレンジス
ポーツフェスティバルが開催されました。6年生を中心に一致団結
し、児童は競技や演技に真剣に取り組みました。保護者や地域の皆
さんも精いっぱいの声援を送り、会場は大変盛り上がりました。
　特に、特別種目｢一つにしよう港北の心! 全力応援!!｣や5・6年生
の演技｢『星』～全力・輝き・繋がり～｣は圧巻で、見ている人に感動
を与えました。
　これまで大切にしてきた伝統をさらに発展させていくことを願っ
ています。

港北小学校

一つにしよう港北の心! 全力応援!!｢星｣～全力・輝き・繋がり～

チャレンジ スポーツ フェスティバル

   ◆申告には、下記①②のいずれかの提示または写しの添付が必要
　   ①マイナンバーカード 
 　  ②個人番号確認書類(通知カードなど)と本人確認書類(運転免許証など)

ひっとプラン港北は｢誰もが安心して健やかに暮らせるまち 港北｣を目指し、地域住
民と団体、行政等が連携して地域の福祉保健課題の解決に取り組み、助け合いや支
え合いのある地域づくりを進めるための計画です。2021年度から始まる第4期計画
の策定に向けて、区計画骨子の策定や地区計画の振り返りを進めていま
す。4月からは地域の皆さんと一緒に地区計画の策定を行っていきます。

　　　　　　港北区地域福祉保健計画

 　  ひっとプラン港北

 区役所事業企画担当　  540-2360　  540-2368

詳細はこちら

区内に固定資産(土地・家屋)を持つ皆さんへ
納税通知書を送付する住所に
変更はありませんか

 区役所税務課　  540-2277(土地担当)   540-2281(家屋担当) 　  540-2288

4月上旬に｢固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書｣を正しく送付する
ため、3月13日までに区役所で送付先変更の手続をしてください。

※手続をしないと手元に届くまでに時間がかかります

＜固定資産税＞
毎年1月1日現在の固定資産
(土地・家屋・償却資産)の所
有者が、その価格に応じて納
める税金です。

 区役所地域活動係　  540-2234　  540-2245

消費者トラブル
おかしいな、困ったなと思ったら
気軽に相談を

※祝日・休日、年末年始除く
※昼や夕方は、つながりにくい場合があります
※面接相談(予約制)やメール相談もあります

詳細はこちら

手続が必要な人
① 区内に固定資産を所有し、以下に該当する人

・市外から市内へ転入した人　・2月～3月に引っ越しをする人
・海外へ転出する人　　　　　・海外から転入した人

② 区内に固定資産を所有している家族が亡くなり、
　 相続登記が済んでいない人

＜都市計画税＞
市街化区域内の土地・家屋
の所有者が、固定資産税と
併せて納める税金です。

計画に基づいて地域でこんな取組をしています

多世代の交流が
見られる地域食堂

認知症
｢さがしてネット｣
啓発訓練の様子

 845-6666
 845-7720

横浜市消費生活
総合センター

平日：9時～18時
土・日曜(電話相談のみ)：9時～16時45分

商品やサービスの契約トラブ
ルなどについて相談を受け、解
決に向けた助言などを行って
います。

相談事例
◆ 公的機関や企業名をかたった、身に覚えの

ない請求(はがき・メールなど)
◆アダルトサイトのワンクリック請求
◆オンラインゲームにおける未成年のトラブル
◆クーリングオフのやり方
◆アパート退去時の高額請求
◆ 災害に便乗したリフォーム工事の訪問勧誘

や義援金詐欺　など
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4か月児▶ 2月21日・28日、3月6日(金)　9時～9時45分受付
1歳6か月児▶ 2月13日・20日・27日(木)　9時～9時45分受付

3歳児▶ 2月18日・25日、3月10日(火)　12時45分～13時30分受付

乳幼児健診　当日直接区役所へ

子どもの小食や偏食、大人の生活習慣病(高血圧・脂質異常・糖尿病など)の個別
相談、1時間程度
2月12日(水)・17日(月)・27日(木)、13時30分～、14時30分～、15時30分～、区役所

生活習慣改善相談　 申込制（受付中）

離乳食の進め方や作り方、試食。離乳食が1日2回程度食べられる7～8か月児、子
ども用スプーン・エプロン・手拭きタオル・飲み物、離乳食手帳(4か月健診で配布)
持参　1人1回まで　受付：10時～
2月17日(月)区役所、2月26日(水)樽町地域ケアプラザ、
3月2日(月)日吉本町地域ケアプラザ

7～8か月児の離乳食教室　当日直接会場へ 

歯科健診や相談、歯磨きのアドバイス、区役所
2月25日、3月10日(火)　乳幼児：9時15分～10時30分受付　妊産婦：10時30分受付
3月4日(水)　乳幼児：13時15分～14時30分受付　妊産婦：14時30分受付

乳幼児(未就学児)・妊産婦(産後1年未満)歯科相談　 申込制（受付中）

 
個別相談と呼気中一酸化炭素濃度測定。申込時に日時調整、区役所
禁煙相談　 申込制（受付中）

＊詳細は、各家庭に配布している「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

申込制 は電話で申込が必要です健診などの日程

区役所こども家庭係 540-2340 540-2426・

区役所健康づくり係 540-2362 540-2368・

 
親子でむし歯予防の話や歯磨き実習、むし歯菌チェック　10時～、13時30分～、区役所
2019年2月、3月、4月生まれ:3月25日(水)

歯つらつ1歳歯みがき教室　申込制 (2月17日～)、 区ホームページでも申込可

港北区港北区港北区

 区役所地域活動係　  540-2234　 540-2245

　2019年12月7日、港北区制80
周年となる記念の年に、横浜F・
マリノスが15年ぶり4度目のJ1
リーグ優勝を成し遂げました! 12
月24日・25日には、優勝チーム

に贈られるシャーレとトロ
フィーが区役所でも展示
され、多くの人でにぎわい
ました。
　今年も横浜F・マリノス
を応 援して盛り上 がりま
しょう！

 2月23日（日・祝） vs ガンバ大阪日時

日 時 2月22日(土)・23日(日・祝)
10時～16時　※荒天中止

場 所 大倉山公園梅林　※駐車場なし

　大倉山公園の梅林にある46種類・約220本の梅
が見頃を迎えます。
　観梅会では、琴・尺八などのステージや野だて(有
料)のほか、梅林の梅を使った梅酒の試飲や軽食販
売もします。

ステージの様子

野だての様子

募集作品　2020年1月～3月に区内で撮影した「梅」に関する作品　
写真サイズ　四つ切り判プリント ※単写真に限る　
応募点数　1人2点まで　

応募　所定の用紙(4月3日まで、区ホーム
ページや区役所、地区センターなどで入手
可)を写真裏面に貼付し郵送（消印有効）か
直接、区役所地域活動係(4階46番窓口)へ

2019最優秀賞｢古木も頑張る｣

日時   2月18日（火）～24日（月・休） 
　　  10時～17時 （18日は13時～）

区の花「梅」をテーマにした写真コンテストを開催します。
奮って応募してください。

2019入賞作品展
場所  大倉山記念館

はがき(3月6日必着)
行事名と住所、氏名、電
話番号を記入し、 (株)横
浜アリーナへ
(〒222-0033 新横浜3-10)

※当選者の発表はチケット
の発送をもって代えます

　＜午前＞公開稽古

　＜午後＞幕下以下取組、初
しょっ

切
き り

、相撲甚
じ ん

句
く

、太鼓打
う ち

分
わ け

、髪結い実演、　　
　　幕内・横綱土俵入り、記念セレモニー、幕内取組、弓

ゆ み

取
と り

式
し き

など

区内在住者
（50組100人）

イスB席（2階）

　　　4月25日(土) 9時開場　　　　　 横浜アリーナ

 (株)横浜アリーナ　 474-4000 474-4040

・ 区役所地域活動係 540-2234 540-2245

大相撲 横浜アリーナ場所
横浜アリーナで大相撲を開催します。区内在住者を
抽選で招待します。

令和二年春巡業

土俵上の4面大型ビジョンでも観戦できます

 大会について：大会事務局　 ・  562-2989
     市民招待について：市民局スポーツ振興課　 671-4574 664-0669

国際プロテニス大会へ招待！
招待日

慶應義塾大学日吉キャンパス
蝮
まむし

谷
だ に

テニスコート
抽選各日100組(200人)定 員

場 所 

｢横浜慶應チャレンジャー｣は、ウィン
ブルドンなどにつながるポイントを
獲得できる、国内では希少なプロテ
ニス大会です。世界各国から、将来を
期待されている選手が出場します。

横浜慶應チャレンジャー

日 時 場 所

シャーレとトロフィーが
区役所に展示されました!

 第32回大倉山観梅会

※座席の指定はできません

対 象

座 席

興行内容

シ
ャ
ー
レ（
左
）と
ト
ロ
フ
ィ
ー（
右
）

男子大会 女子大会
準々決勝 4月17日(金) 3月6日(金)
準決勝 4月18日(土) 3月7日(土)
決勝 4月19日(日) 3月8日(日)

Ⓒ1992　Y.MARINOS

昨年の様子（杉田祐一選手）

ホームページ(2月24日まで)
市民局スポーツ振興課へ

※ 当選者の発表はチケットの
発送をもって代えます




