






【問合せ】　登録担当 　930-2250 　930-2255

3月18日(金)～4月11日(月)ごろは住所異動(引っ越し)の手続などで区役所2階戸籍課は大変混み合います。
来庁する場合は待ち時間が長くなることがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

※オンライン手続にはマイナンバーカードと
　対応スマートフォンが必要です

【必要なもの】
●本人確認書類
有効期限内の運転免許証、パスポート、
在留カードなど
●マイナンバーカード／住民基本台帳カード　
持っている人のみ
●委任状　
本人または同一世帯以外の人が届け出る場合
●在学証明書 など　
小・中学生がいる世帯は必要な書類があります。
事前に問い合わせてください。

窓口の混雑状況を確認する
(住所異動の窓口のみ)

WEBで
確認

●現在の待ち人数
●呼び出し中の番号

イメージ

Webページで分かること
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【問合せ】　土地担当 　930-2268 　930-2286／
家屋担当 　930-2274 　930-2286

【問合せ】財政局納税管理課(口座担当)
 　671-3747 　664-3030

固定資産税・都市計画税 納税通知書などの発送と縦覧制度

　固定資産税には「縦覧」という制度があります。官公署発行の顔写真付き本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参してください。
※代理人の場合は、委任状が必要です。

8時45分～17時

　納税通知書と課税明細書を4月に発送します。第1期納期限は5月2日(月)です。

市税の納付は口座振替で！

市民税・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税(土地・
家屋)、固定資産税(償却資産)
※ただし、随時納付の随時月分は口座振替できません。

　指定した金融機関の口座から、納期限の日に自動的に
引き落として納税する便利な制度です。

住所異動(引っ越し)手続
緑区役所2階22番窓口平日は9時～14時が最も混雑します！

最小限の人数での来庁をお願いします

混雑を避けた引っ越し手続　3つのポイント

縦覧期間
時　　間 場所

市・県民税の申告期限
●　郵送でも申告できます。期限間近は窓口が大変混み    
　合いますので、できるだけ早めの申告をお願いします。
●　来庁する場合は、できるだけ少人数でお越しください。

【問合せ】　市民税担当
　930-2261～3 　930-2286

4月1日(金)～5月2日(月) ※土・日曜日、祝日を除く

緑区役所3階35番窓口
提出期限
場　　所

3月15日(火)

利用できる市税

【問合せ】　軽自動車税担当
　930-2264 　930-2286

原付バイク等の廃車・名義変更などの手続は済んでいますか？
●　軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。
●　車両そのものを廃棄・譲渡しても、4月1日までに廃車・名義変更の手続を行わないと、
 引き続き課税されますので、ご注意ください。
●　乗らなくても所有している場合は、廃車できません。
●　納税通知書は5月上旬に発送します。

横浜市　原付バイク　検索詳しい手続は横浜市
Webサイトで確認

緑区役所3階税務課窓口

ポイント

1
ポイント

2
ポイント

3混雑予測カレンダーを
見て来庁日を決める
カレンダーは14ページ
(横浜市版)、緑区Web
ページに掲載しています。

郵送・オンラインで
手続する(一部手続のみ)

市外への転出届は
来庁せずに手続できます。  

WEBで
詳しく
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アイコン
について

　日時・日程　　会場　　内容　　講師・出演者　　対象・定員　　コース　　費用・チケット　　持ち物　　保育あり　　申込み　　問合せ先
　電話　　ファクス　　はがき　　郵送　　Eメール　　往復はがき　　Webサイト　　窓口　　先着　　抽選　　申込み不要、当日直接会場へ

i【3月は自殺対策強化月間】 様子がおかしいな？と思ったら、声をかけ、気持ちを聞いてみましょう。あなたのその一言で、救える命があるかもしれません。

イベントは変更・中止することがあります。参加する前にWebサイト・問合せ先で確認してください! !



アイコン説明・
注意事項は上部に
記載しています。

よりどり
区からのお知らせ

みどり情報

イベント参加・施設利用のルール
・体調が良くない人は参加しない
・マスクの着用・検温・消毒にご協力を
・主催者・管理者の指示を守る

公立保育園に遊びに来ませんか
要予約。詳しくは各保育園へ問い合わ
せてください。

鴨居保育園
　933-2106　 933-2104

講演・講座

催し

スポーツ

保健・福祉
会場の記載のないものは緑区役所です。

　健康づくり係
　930-2357 　 930-2355
　高齢者支援担当
　930-2311 　 930-2310
　こども家庭係
　930-2361 　 930-2435
　子ども・家庭支援相談担当
　930-2356 　 930-2435
月～金8時45分～12時、13時～17時

1

2

3

4

申込み・問合せ先

健康づくり

福祉

3

母親(両親)教室(全4回)
　5月13日(金)・20日(金)・25日(水)・31日
(火)13時15分～15時(13時から受付)
　 妊娠中のこと、出産・育児について学ぶ
　2022年9月出産予定(目安)の初産の人
　母子健康手帳、子育てガイドブック
「どれどれ」、筆記用具、飲み物
　4月1日～20日に二次元
コード　　　で

2

もの忘れ相談
　3月11日(金)13時30分～16時30分
(1人1時間程度)　　専門医による認知
症状・高齢者のうつ症状などの相談　
　　で

4

ひきこもり等の困難を抱える若者の
専門相談(予約制)

　3月17日、4月7日(木)13時30分～
16時20分(1回50分)　　横浜市在住
の15～39歳の本人、家族、支援者、地域
の人　　　で

抗HIV抗体・梅毒検査(匿名制)
　3月17日(木)9時～9時30分受付　　
　前日16時までに　で 1
食と生活の健康相談
　3月18日(金)9時～11時、4月5日(火)
13時～15時　　生活習慣病予防の相談
　　で 1

2

介護者のつどい
　3月12日(土)13時～15時　　中山
地域ケアプラザ　　介護についての
勉強会や交流会　　　で

園庭あそび
　3月14日(月)11時～12時(雨天中止)
　1歳以上の未就学児と保護者　10組

　①4月23日(土)②5月14日(土)③6月
18日(土)④7月16日(土)―①②③10時
30分～12時30分④9時～10時30分
　にいはる里山交流センター　　
　①種まき②追肥・土寄せ③花粉付け・
電気柵張り④収穫・釡ゆで　　①に必ず
参加できる横浜市在住者・グループ(4人
まで)　20組　　1組3,800円(収穫
するトウモロコシ8本付き)　　3月15日
0時から　で新治恵みの里　　北部農政
事務所(　948-2480 　948-2488)

新治恵みの里 
トウモロコシ作り教室(全4回)

　3月13日(日)10時～13時　　玄海田
公園　　輪投げ・ナインゴール・グラウンド
ゴルフなどの体験会　　緑区さわやか
スポーツ普及委員会事務局
(　080-4654-5031 　934-7048) 

さわやかスポーツタイムin玄海田公園

3

プレパパ・プレママ講座
　4月23日(土)9時30分～11時30分
(9時15分から受付)　　沐浴実習、
胎児の成長や産後の生活について　
　緑区在住の初産の妊婦(実施日に妊娠
7～9か月)とこれから父親に
なる人　　3月11日～31日
に二次元コード　　　で

もくよく

妊産婦歯科相談
　3月24日(木)9時20分～10時
　妊娠中または産後1年未満の人
　母子健康手帳　　　で 3

母乳育児相談
　3月28日（月）9時30分～11時30分、
4月6日(水)13時～15時(1組30分程度)
　母乳育児中の母親と赤ちゃん　　母子
健康手帳、フェイスタオル　　　で 3

離乳食教室「もぐもぐ教室」
　3月23日(水)13時15分～14時、14時
45分～15時30分(各15分前から受付)
　7～8か月ごろの子と保護者各　10組
　手拭き用タオル、飲み物　　3月11日
から　　　で　(　は参加者全員の　　
　　　・子の生年月日を明記)

1

乳幼児健康診査
対象の子には個別通知を送付しています。
　①4か月児:3月25日(金)②1歳6か月児:
3月24日(木)、4月13日(水)③3歳児:3月
17日(木)、4月1日(金)　　　で　 3

　3月28日(月)12時10分～12時45分
　瀧川 鯉丸(落語家)　　　椅子席20席 
※立ち見不可　　みどりアートパーク
(　986-2441 　986-2445)

緑区役所 お昼のロビーコンサート
「今回はロビー寄席！ ～緑区在住の噺家
 瀧川 鯉丸～」

はなし

たきがわ こいまる

体操講座 自分で自分の体を守る
「仲間と一緒に運動」
　3月16日(水)①10時～11時②11時
30分～12時30分　　緑区休日急患
診療所　　健康長寿のための運動の
秘訣　　倉地 洋輔(㈱まちリハ代表 理学
療法士)　　　各　20人　　動きやすい
服装、飲み物、筆記用具　　3月15日
必着で　　　・参加希望の回(①または
②)を明記し　　　　　で緑区在宅医療
相談室(〒226-0019 中山3-16-2　
　937-2303 　935-6762
　con-mishikai@tiara.ocn.ne.jp)

くらちひけつ ようすけ

歯つらつ1歳児
　4月15日(金)10時～10時40分　
　虫歯予防の話、歯磨きアドバイス　
　2021年3月～6月生まれの子と
保護者　10組　　母子健康
手帳　　3月11日～31日に
二次元コード　 3

乳幼児歯科相談
　3月24日(木)9時30分～10時30分
　歯科健診、相談、歯磨きアドバイス
　未就学児　　　　で 3

子どもの食生活相談
　3月23日(水)9時～11時(1回30分
程度)　　離乳食、幼児～思春期の子の
食生活相談　　　で 1

　3月20日(日)9時30分～12時　　
　 「ミドリンウォーキングマップ」を元に
約7km　　　10人　　帽子、タオル、
カメラ、飲み物　　　　で十日市場
スポーツ会館(　　983-9490)

十日市場周辺ゆるやかウオーキング

第72回 硬式テニス教室
　4月～7月の第2・4日曜日15時～
17時 (5月22日を除く)　　長坂谷公園
　中学生以上の緑区在住・在勤・在学者・
緑区硬式テニス協会加盟団体員　40人
　6,000円　　動きやすい服装、テニス
シューズ、ラケット　　3月12日～27日
に参加料を添えて　で緑区硬式テニス
協会事務局(白山2-54-6 ラケット
ショップ オープン・スクエア 　　　　
　532-3084  　532-3686)

赤ちゃん・
子ども・女性　多くの人が来庁する区役所1階

ロビーで、サークルの活動作品を
展示してみませんか。
　会期:①5月23日(月)～27日(金)
②7月26日(火)～29日(金)③8月29日
(月)～9月2日(金)　　緑区内で創作
活動をしているサークル(絵、写真、
貼り絵、切り絵、川柳など) ※複数会
期の申込み可　　3月17日必着で
展示会名・団体名・代表者の〒・住所・
氏名・ふりがな・電話番号・希望会期
(①～③)、希望展示場所(壁またはパ
ネル)を明記し　　　　で　生涯学
習支援係 ※展示場所など、詳しくは緑
区Webページを確認してください

緑区サークルミニギャラリー
2022年度(5～9月)出展サークル募集

【問合せ】　生涯学習支援係 
930-2236 　930-2242 

md-gakushu@city.yokohama.jp

検索横浜市緑区 郵送手続
詳しくは

●戸籍・住民票の写しの請求
●国民健康保険の手続
●市・県民税(所得)の証明

郵送手続を利用してください

例

①実演を交えた京劇講座！
　3月14日(月)12時10分～12時45分
　魯 大鳴(京劇役者、明治大学兼任講師)
　魯｠大鳴(　442-3572 
　lu_sanguozhi_zhugeliang
@yahoo.co.jp)
②タヒチアンダンス ～Ori O'a TAHITI～
　3月29日(火)12時15分～12時45分
　Mahine
　市川 瑞絵(　090-3686-8400 　　
　orioa.tahiti@gmail.com)
③季節のクラフト ～ウキウキ ワクワク♪
春を楽しもう♪♪～
　3月15日(火)～18日(金) ※ワーク
ショップは16日を除く10時～15時　　
　鈴木 佳子　　鈴木 佳子
(　080-5472-8953 　　　　　　　
　tibi1623@yahoo.co.jp)
④陶芸 ～想いをカタチに～
　3月22日(火)～25日(金) ※ワーク
ショップは25日を除く11時～15時　　
　展示と絵付けワークショップ　 
　手拭き用タオル　　ゆいり陶房
(　080-3154-2914 　　　　　　　
　yuiritoubou@icloud.com)

オリ オア タヒチ

おも

ルー

マヒネ

いちかわ

すずき けいこ

みずえ

ダーミン

緑区役所 提案型ロビーイベント
共通
　③④展示:9時～17時。展示・ワーク
ショップともに初日は11時から、最終日
は15時まで　　①②　20人
※立ち見不可　　③④ワーク
ショップ500円 　※詳しくは
Webページ

　：緑区役所への郵便物は〒226-0013 緑区寺山町118 緑区役所〇〇係へ　　　　：行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきは返信面
■各施設の催しの申込み・問合せは各施設へ。施設の催しは特に記載のない場合、会場は各施設　■今月11日以降のお知らせです。特に記載のないものは0円　■敬称は省略　
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相談は　高齢・障害支援課まで 　930-2434 　930-2310

イベントは変更・中止することがあります。参加する前にWebサイト・問合せ先で確認してください! !
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