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 区民利用施設担当　  540-2241　  540-2245

 企画調整係　  540-2229　  540-2209

港北公会堂 リニュ港北公会堂 リニューーアルクイズアルクイズ
4月にリニューアルオープンする港北公会堂について、クイズ形式で紹介します。

 区役所地域活動係　  540-2234　  540-2245
     港北警察署　　　　  546-0110

そのメール、架空請求ですそのメール、架空請求です 屋上庭園の閉鎖と屋上庭園の閉鎖と
区庁舎周辺花壇の整備区庁舎周辺花壇の整備

身に覚えのない有料サイトの使用料やパソコンの修理費用等を、コンビニエンスス
トアで販売している電子マネーカードで支払うよう要求してくる架空請求詐欺が区
内で発生しています。

　屋上庭園は、区役所屋上防水工事に伴い、4月1日(木)から閉鎖します。2021年度
中に区民の憩いの広場としてリニューアルする予定です。併せて、区役所周辺花壇
の整備工事を行います。
　ご理解とご協力をお願いします。

電子マネーを要求する架空請求に注意！

ポイント
港北公会堂の講堂の
天井はどれでしょう？

港北公会堂の講堂の
座席はどれでしょう？

港北公会堂の控室は
どれでしょう？
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 環境衛生係　  540-2373　  540-2342

「狂犬病予防注射出張会場」「狂犬病予防注射出張会場」
　　　中止のお知らせ　　　中止のお知らせ

　今年の狂犬病予防注射出張会場は、新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点
から中止になりました。かかりつけや近くの動物病院で注射をお願いします。
　その際は、3月中旬ごろに飼い主宛に郵送される「狂犬病予防注射済票交付申請書

（3連の用紙）」を持参してください。

請求書

請求書
登録料金の未納が発生しております。
本日ご連絡がない場合、法的手続に
移行します。

お客様サポートセンター
03-××××-××××

区内の特殊詐欺発生状況 （2020年）

被害総額
約5,500万円

発生件数
35 件

 「身に覚えのない請求」は詐欺
   請求が来ても慌てず「無視」
   記載された番号には絶対に電話せず、

　 すぐに警察に相談

港北警察署キャラクター
「ぽのちゃん」
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Q

狂犬病予防注射済票鑑札

飼い主の3大義務
1 登録
2 毎年1回の狂犬病予防注射
3 鑑札と注射済票の装着

放し飼いはやめましょう
▲ 迷子や事故の原因になります

▲ もしも飼い犬が人をかんでし
まったら、すぐに環境衛生係

（区役所3階39番窓口）に届
け出てください

鑑札・注射済票を
首輪等に着けましょう

▲ 犬を登録すると交付される
鑑札を着けましょう

▲ 毎年、狂犬病予防注射を受
け、交付される注射済票を
着けましょう

近所迷惑にならないように
しましょう

▲ 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
害時にも安心です

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

▲ 飼い犬が外で排泄
せ つ

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

犬の飼い主さんへお願いします

Q3… ア

Q2… イ

老朽化していた控室もリニューアルしま
した。より快適に過ごせる空間となり、パ
フォーマンスに集中できます。

（イ：都筑公会堂　ウ：神奈川公会堂）

傷んでいた講堂の座席をリニューアル
し、照明器具もLEDに交換したことで省
エネ化しました。さらに明るく、心地よい
講堂になりました。

（ア：神奈川公会堂　ウ：都筑公会堂）

東日本大震災で、多くの建築物の天井が
脱落したことを受け、来館者の安全を確
保し、災害時の防災機能を十分に果たせ
るよう、天井脱落対策工事を行いました。

（ア：都筑公会堂　イ：神奈川公会堂）
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おうち港北オープンファクトリーおうち港北オープンファクトリー

広告

 企画調整係　  540-2229　  540-2209

 事業企画担当　 540-2360　  540-2368　  ko-fukuhoplan@city.yokohama.jp

第4期 港北区地域福祉保健計画 第4期 港北区地域福祉保健計画 
「ひっとプラン港北」意見募集中「ひっとプラン港北」意見募集中

・素案概要版に付属の専用はがき
・区ウェブサイト
・メール
・ファクス

配布・閲覧場所

締切

意見提出方法

計画期間：2021～2025年度

港北区は市内で製造業の事業所が最も多い区です。普段見られない
優れた技術を持つ区内の企業を動画で見学し、ものづくりの魅力を感
じてみませんか。

株式会社 第一鉸
しぼり

製作所

へら鉸りの様子

★どんな物を作っているの？
　力を加えて金属を変形させる「鉸加工」を行っています。特に、
金属板を回転させながら、へら棒と呼ばれる棒を押し当てて、職
人が形を作る「へら鉸り」加工が得意です。へらから体に伝わる
感触で力を加減しながら加工するため、高精度な製品を作るこ
とができます。
　作った製品は、高速道路トンネル内排気のジェットファンや送
風機、電力、建設機械関連等、さまざまな部品として使われてい
ます。

★おうち港北オープンファクトリー
　に向けて一言
当社は1971年に綱島に移転し、今年で50
周年を迎えました。オープンファクトリーで
は、高い技術を持つ職人による、へら鉸りの
細やかな作業や、スピニングマシンによる
金属が擦れる迫力のある音を、ぜひ体感し
てください。

動画を見てクイズに答えると、抽選で10人に
「モノづくりたまご（技術と遊び心が光るグッ
ズ）」をプレゼント ！ 応募方法は区ウェブサイト
を確認してください。

エリア 企業名

綱島・樽町 (有)鈴木機械彫刻所、(株)第一鉸製作所、
(株)田島精研、(株)宮川製作所

新羽 (株)シルファー、(株)東京ダイス、東洋測器(株)、
日本軸受加工(株)、(株)バネックス

新吉田・高田 (株)オースズ、(株)キョーワハーツ、シュリーマン(株)

3月10日(水)10時～公開日時

応募はこちらから

渡
わ た な べ

辺専務取締役

ストラップ（日本軸受加工（株）提供） 分解できるパズルブロック（（株）東京ダイス提供）

　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、地域住民や関係団
体、行政等が連携して、地域のつながりによる支え
合いを広げるための計画です。
　第4期計画の策定にあたり、幅広く区民の皆さん
から意見を募集します。

検 索ひっとプラン港北

3月31日（水）(消印有効)

・事業企画担当
  (区役所3階36番窓口)

・区社会福祉協議会
・区内地域ケアプラザ等
・区ウェブサイト

人のつながりで進める
安心なまちづくり

支援がとどく仕組みづくり

理解と参加のひろがりによる
活発な地域づくり

プレゼント企画

※いずれか1つ（選べません）プレゼントの一例

応募期間
3月10日（水）10時～24日（水）
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本紙の情報は区ウェブサイトに掲載しています

広告

＊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」として実施します申込制 は電話で申込が必要です健診等の日程

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
3月25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）

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
3月15日(月)・25日(木)　13時30分～、14時30分～、15時30分～、区役所

子どもの食事相談　 申込制（受付中）

新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から休止とします。最新の情報は、
区ウェブサイトを確認してください

7～8か月児の離乳食教室

 
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）

健康づくり係健康づくり係  540-2362　  540-2368・

4か月児▶ 3月12日・19日(金)　 9時～9時45分受付
1歳6か月児▶ 3月11日・25日(木)　 9時～9時45分受付

3歳児▶ 3月16日・30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

歯科健診や相談、歯磨きのアドバイス、区役所
3月15日(月)　乳幼児：13時15分～14時30分受付　妊産婦：14時30分受付
3月30日(火)　乳幼児：   9時15分～10時30分受付　妊産婦：10時30分受付
4月   6日(火)　乳幼児：   9時15分～10時30分受付　妊産婦：10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）

こども家庭こども家庭係係  540-2340　  540-2426・

 
親子でむし歯予防の話や歯磨き実習、むし歯菌チェック
2020年3月、4月、5月生まれ：4月14日(水)　10時～、13時30分～、区役所

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

※3月26日(金) 、4月8日(木)・9日(金)の受付時間は、対象者に個別に通知します

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。

 
40歳以上、先着各6人、検診料680円　5月13日(木)
9時～9時30分、9時30分～10時、10時～10時30分、10時30分～11時、区役所

肺がん検診　 申込制（4月12日～）

 市コールセンター　  664-2525　  664-2828

 
▲

 手続に必要な物
・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)
・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

と う

本
ほ ん

と戸籍の附
ふ

票
ひょう

(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)

◆  住所異動(引っ越し)の手続　　 2階 21番窓口

手続が必要な場合 必要な物

退職等で、国民年金に
加入するとき

退職日の分かる書類(退職証明書や離職
票等)、年金手帳 

※退職日と同月に再就職する場合は、手続が不要です
※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

◆  国民年金の手続　 2階 25番窓口

手続が必要な場合 必要な物

就職等で、勤務先の
健康保険に加入したとき

勤務先の健康保険証(被扶養者分含む)、
国民健康保険証

退職等で、国民健康保険に
加入するとき

健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類
(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)、
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

◆  国民健康保険の手続 2階 27番窓口

◆  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。

引引っっ越し越しやや就職、退職に伴う手続就職、退職に伴う手続

※国外からの転入、国外への転出も手続が必要です

届出期間 手続

転出
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)
※マイナンバーカードを使えばオンラインで手続可

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)

転入
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

転入届を提出

市内の他区から 転入届を提出

区内転居 区内での引っ越し 転居届を提出

※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

第2・4土曜(9時～12時)の取扱業務
● 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交付(事前予約制)等

● 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

詳細は
区ウェブサイトへ

3月～4月は区役所窓口が大変混雑します

混雑状況は
区ウェブサイトで

確認できます

郵送でできる
手続があります


