※区役所本館と区役所別館、中土木事務所に分かれています。

■中区役所

TEL224-8181（総合案内） 〒231-0021

階

名

1

階

中区役所業 務 案 内

中区役所業務案内
課

窓口番号

係名（TEL/FAX）

中区日本大通35／JR・地下鉄関内駅徒歩7分、みなとみらい線日本大通り駅徒歩4分、市バス薩摩町中区役所前
主

な

業

務

区会計室

会計係
TEL224-8321〜2

公金の収入・支出

横浜銀行派出所

TEL224-8323

市税・保険料等の納付、市収入証紙の販売

戸籍課証明発行窓口

戸籍全部・個人事項証明書（謄・抄本）
、平成改製原戸籍謄・抄本、
身分証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、印鑑登録証明書

戸籍課

保険年金課

階

3

生活支援課

階
税務課

階

5

総務課

窓口番号

係名（TEL/FAX）

主

な

業

務

61 庶務係
TEL224-8112〜4
FAX224-8109

防災、自動車の仮ナンバー、町名地番変更証明、
庶務

61 予算調整係
TEL224-8115
FAX224-8109

庁舎管理、経理

62 統計選挙係
TEL224-8116〜9
FAX224-8109

各種統計調査、各種選挙、不在者投票、選挙啓発、
選挙管理委員会、在外選挙出国時申請

63 広報相談係
TEL224-8121〜3
FAX224-8214

特別相談（法律・公証人・行政書士）
、要望、陳情、
広聴、広報（区版・英文・中文）
、情報公開受付

63 企画調整係・
まちづくり調整担当
TEL224-8127〜9
FAX224-8214

区内主要事業の企画調整・区運営方針、地域のまち
づくり相談、横浜市都市計画マスタープラン・中区
プラン

64 地域活動担当
TEL224-8131〜2
FAX224-8215

自治会町内会の振興・連絡、防犯活動の推進、
交通安全運動の推進、放置自転車対策

64 資源化推進担当
TEL224-8140
FAX224-8215

「ヨコハマ3R夢プラン」
の推進、街の美化推進事業、
不法投棄防止対策

64 地域力推進担当
TEL224-8136
FAX224-8215

市民主体の地域運営への支援

21 戸籍担当
TEL224-8291
22 登録担当
TEL224-8298

マイナンバーカードの交付

23 登録担当
TEL224-8295

転入･転出等の異動届、印鑑登録、公立小中学校の転入学、
住居表示･変更証明、不在住証明、特別永住者証明書、マイ
ナンバーの通知カード等

24 給付担当
TEL224-8317〜8
FAX224-8309

国民健康保険や介護保険の給付、後期高齢者医療、
小児医療費助成、重度障害者医療費助成、ひとり親
家庭医療費助成

25 保険係
TEL224-8315〜6
FAX224-8309

国民健康保険と介護保険の加入、資格喪失

26 収納担当
TEL224-8313〜4
FAX224-8309

保険料の納付相談

27 国民年金係
TEL224-8311〜2
FAX224-8309

国民年金の諸手続き

31 生活支援係
TEL224-8248〜9
8241
FAX224-8239

65 文化・スポーツ・青少年担当
TEL224-8134〜5、8137 地域のスポーツ・文化振興、青少年の健全育成
FAX224-8215

生活保護や生活困窮に関する相談、
生活保護の決定・実施

65 市民活動支援担当
TEL224-8134〜5、8137
FAX224-8215

41 事務係
TEL224-8155
FAX224-8149

生活保護費の支給、戦没者遺族特別弔慰金

●地下1階は駐車場（6台）です。
●5階には授乳室があります。

42 収納担当
TEL224-8225〜37
FAX224-8217

市税の納付・相談・滞納整理、公売

■中区役所別館 TEL224-8181（総合案内） 〒231-0021 中区日本大通35／
JR・地下鉄関内駅徒歩7分、みなとみらい線日本大通り駅徒歩4分、市バス薩摩町中区役所前

44 家屋担当
TEL224-8204〜6
FAX224-8216

固定資産税
（家屋）
の調査・評価・課税

45 土地担当
TEL224-8201〜3
FAX224-8216

固定資産税
（土地）
の調査・評価・課税

46 税証明発行窓口

市・県民税の課税証明、原動機付自転車・小型特殊
自動車の登録・廃車、固定資産
（土地・家屋・償却資
産）
の評価証明、住宅用家屋証明
（中古）
、納税証明

51 高齢・障害係
TEL224-8161〜2
FAX224-8159

高齢者・障害者（18歳以上）の福祉・保健に関する相談や
サービス利用の申請、介護保険の要介護認定申請の受
付、特定医療費（指定難病）
の申請

51 高齢者支援担当
TEL224-8167〜9
FAX224-8159

介護予防と介護保険外サービスの相談、訪問指導、
認知症と虐待の相談

51 地域包括ケア推進担当 地域包括ケアシステムに関すること、地域づくり
TEL224-8167
の支援
FAX224-8159
52 介護保険担当
TEL224-8163〜4
FAX222-7719

介護保険の要介護認定、居宅介護支援事業者等へ
の支援

53 障害者支援担当
TEL224-8165〜6
FAX224-8159

身体障害者手帳・愛の手帳
（18歳以上）
、障害者へ
の福祉保健サービス、精神障害者保健福祉手帳、難
病患者支援

54 こども家庭係
TEL224-8171〜2
FAX224-8159

母子健康手帳、児童手当、乳幼児健診、ひとり親家庭の福祉、女性福祉相

区政推進課
6

地域振興課

階

課

名

福祉保健課
4

生活衛生課

窓口番号

係名（TEL/FAX）

区民利用施設の管理・総合調整

主

な

業

務

401 運営企画係
TEL224-8151〜2
FAX224-8157

民生委員・児童委員関係

401 事業企画担当
TEL224-8330〜1
FAX224-8157

地域福祉保健計画、地域ケアプラザや福祉保健活
動拠点の管理運営

402 健康づくり係
TEL224-8332〜4
FAX224-8157

予防接種、結核・感染症・HIV、がん検診、肝炎治療
医療費助成、原爆被爆者援護、生活習慣病・食生活
相談

411 食品衛生係
TEL224-8337〜8
FAX681-9323

食中毒防止や食品衛生の相談、食品営業関係の申
請、医療機関や薬局の申請、医療従事者の免許申請

412 環境衛生係
TEL224-8339〜40
FAX681-9323

環境衛生に関する相談、ハチの駆除方法、
犬の登録、犬猫に関する相談

●1階にはナカナ・カフェ、なか区民活動センター、なか国際交流ラウンジがあります。
●2階には授乳室があります。

■中土木事務所 TEL641-7681 FAX664-6196 〒231-0023 中区山下町246／JR石川町駅徒歩7分、市バス吉浜橋
階

2

階

こども家庭
支援課

名

階

高齢・
障害支援課

課

出生・婚姻等戸籍届書受理、除籍全部・個人事項証明書（謄・
抄本）
、埋葬・火葬・改葬の許可、不在籍証明書、独身証明書等

43 市民税担当
TEL224-8191〜3（市・県民税） 個人市・県民税の申告受付・調査・課税、軽自動車税の
TEL224-8196（軽自動車税） 調査・課税
FAX224-8213

4

階

階

階

2

中区ホームページアドレス https://www.city.yokohama.lg.jp/naka/

課

名

中土木事務所

係名

主

な

業

務

管理係

道路・水路・下水道の占用許可、道水路境界に関する
こと、私道整備助成、身近な公園の占用・行為・設置
の許可・管理など

道路係

道路の維持管理、修繕、道路整備等の工事監督、街
路樹の維持管理

下水道・公園係

下水道・水路・身近な公園の維持管理・再整備、
工事監督等、公園愛護会の運営

談、子育ての相談、保育所の入所、身体障害者手帳・愛の手帳（18歳未満）
、
障害児（18歳未満）の福祉・保健に関する相談やサービス利用の申請

54 学校連携・こども担当
放課後児童育成、地域と学校との連携
TEL224-8139
FAX224-8159

