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市・区役所等の一覧 
１ 市役所 

健康福祉局高齢健康福祉部 電話 FAX 主な業務内容 

高齢健康福祉課 
計画調整係 671-3412 550-3613

高齢者健康福祉施策の企画・

調整 

生きがい係 671-2406 550-3613 高齢者の生きがい施策 

地域包括ケア推進課 
地域包括ケア

推進係 
671-3464 550-4096

地域包括ケアシステムの構

築、高齢者の生活支援体制整

備、介護予防施策 

高齢在宅支援課 
在宅支援係 671-2405

550-3612
在宅福祉施策 

認知症等担当 671-4129 認知症施策 

高齢施設課 
施設運営係 671-3923

641-6408
施設サービスの管理・運営 

施設整備係 671-4119 高齢者施設の整備 

介護保険課 

庶務担当 671-4252

550-3614

介護保険制度全般 

認定担当 671-4256 要介護認定 

資格担当 671-4253 被保険者資格 

保険料担当 671-4254 保険料 

給付担当 671-4255 保険給付 

介護事業指導課 

指導監査係 671-3461

550-3615

居宅・地域密着型サービス事

業所の指導・監査 

運営支援係 

671-3413
居宅サービス事業所の指定・

更新 

671-3466
地域密着型サービス事業所の

指定・更新 

【所在地】 〒231-0005 中区本町６丁目 50番地の 10 市庁舎 16階

【交 通】 みなとみらい線 「馬車道駅」 １C出入口直結 

  ＪＲ・市営地下鉄「桜木町駅」 徒歩 3分
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２ 区役所 

区役所名 
電 話 所 在 地 アクセス 

URL（ホームページアドレス） 

青葉区役所 

045-978-2323

（総合案内番号）

〒225-0024  

市ケ尾町 31-4 

東急田園都市線「市が尾」駅西

口徒歩８分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/ 

旭区役所 

045-954-6161

（総合案内番号）

〒241-0022  

鶴ケ峰 1-4-12 

相鉄本線「鶴ケ峰」駅北口徒歩

７分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/ 

泉区役所 

045-800-2323

（総合案内番号）

〒245-0024 

和泉中央北 5-1-1 

相鉄いずみ野線「いずみ中央」

駅徒歩５分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/ 

磯子区役所 

045-750-2323

（総合案内番号）

〒235-0016 

磯子 3-5-1 
JR「磯子」駅西口徒歩５分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/ 

神奈川区役所 

045-411-7171

（総合案内番号）

〒221-0824  

広台太田町 3-8 

JR「東神奈川」駅西口、 

東急東横線「反町」駅徒歩７分、 

京急線「仲木戸」駅徒歩９分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/ 

金沢区役所 

045-788-7878

（総合案内番号）

〒236-0021 

 泥亀 2-9-1 

京急線・シーサイドライン 

「金沢八景」駅徒歩 13分、 

京急線「金沢文庫」駅徒歩 11分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/ 

港南区役所 

045-847-8484

（総合案内番号）

〒233-0003 

港南 4-2-10 

市営地下鉄「港南中央」駅出口 1

徒歩 2分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/ 

港北区役所 

045-540-2323

（総合案内番号）

〒222-0032 

大豆戸町 26-1 

東急東横線「大倉山」駅徒歩７

分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/ 

栄区役所 

045-894-8181

（総合案内番号）

〒247-0005 

桂町 303-19 
JR「本郷台」駅徒歩 10分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/ 

瀬谷区役所 

045-367-5656

（総合案内番号）

〒246-0021 

二ツ橋町 190 
相鉄本線「三ツ境」駅徒歩 10分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/seya/ 

都筑区役所 

045-948-2323

（総合案内番号）

〒224-0032 

茅ケ崎中央 32-1 

市営地下鉄「センター南」駅出

口 1徒歩６分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/ 

鶴見区役所 

045-510-1818

（総合案内番号）

〒230-0051 

鶴見中央 3-20-1 

JR「鶴見」駅東口徒歩９分、 

京急線「京急鶴見」駅徒歩７分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/ 
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区役所名 
電 話 所 在 地 アクセス 

URL（ホームページアドレス） 

戸塚区役所 

045-866-8484

（総合案内番号）

〒244-0003 

戸塚町 16-17 

「戸塚」駅：JR 西口、市営地下

鉄出口 7 番または戸塚区役所連

絡口徒歩１分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/ 

中区役所 

045-224-8181

（総合案内番号）

〒231-0021 

日本大通 35 

みなとみらい線「日本大通り」

駅出口３徒歩４分、 

JR「関内」駅南口徒歩７分、 

市営地下鉄「関内」駅出口 1 徒

歩７分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/ 

西区役所 

045-320-8484

（総合案内番号）

〒220-0051 

中央 1-5-10 

京急線「戸部」駅徒歩８分、 

相鉄本線「平沼橋」駅徒歩 10分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/ 

保土ケ谷区役所 

045-334-6262

（総合案内番号）

〒240-0001 

川辺町 2-9 
相鉄本線「星川」駅徒歩２分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/ 

緑区役所 

045-930-2323

（総合案内番号）

〒226-0013 

寺山町 118 

JR「中山」駅南口徒歩５分、 

市営地下鉄「中山」駅出口２徒

歩５分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/ 

南区役所 

045-341-1212

（総合案内番号） 

〒232-0024 

浦舟町 2-33 

市営地下鉄「阪東橋」駅出口 1B

徒歩８分、 

京急線「黄金町」駅徒歩 14分 

http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/ 
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