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23
24
25

戸 籍 担 当
証明発行窓口
登 録 担 当
登 録 担 当

婚姻・出生・死亡などの届出、身分証明、除籍謄・抄本
☎978-2225
戸籍謄・抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し
転入・転出・転居などの異動届、印鑑登録、個人番号カード・住民基本台帳カード・電子証明書
☎978-2233
小学校・中学校の就学、転入学
☎978-2231

福祉保健センターの主な業務内容
27

保険年金課
FAX 978-2417

28
29
30

生活支援課
FAX 978-2416

65

32

高 齢・障 害
支 援 課
FAX 978-2427

こども家 庭
支 援 課

34

37

FAX 978-2422

福祉保健課
FAX 978-2419

64

63

生活衛生課

61

FAX 978-2423

62

保険係（給付担当）
保険係（資格・賦課担当）
保険係（収納担当）
国 民 年 金 係
事
務
係
生 活 支 援 係
介護保険担当
高齢者支援担当
高齢・障害事務係
障害者支援担当
こど も 家 庭 係
子育て支援担当
保 育 担 当
子ども家庭支援相談
学校連携・こども担当
事業企画担当
運 営 企 画 係
健 康 づ くり 係
食品衛生担当
環境衛生担当

高額療養費、重度障害者・小児・ひとり親家庭の医療費援助、入院時食事代、後期高齢者医療制度、国民健康保険・介護保険の給付、出産育児一時金
☎978-2337〜2338
国民健康保険・介護保険への加入・喪失の届出、
国民健康保険料・介護保険料の仕組みや決め方、
葬祭費、
限度額認定証
☎978-2335〜2336
国民健康保険料の納付・相談、介護保険料の納付
☎978-2430
国民年金の手続（第1号被保険者）、相談、福祉年金の諸届出
☎978-2331〜2332
保護費支払事務
☎978-2435
生活保護の相談・申請、生活困窮者自立支援
☎978-2446〜2447
介護保険認定
☎978-2479
要援護高齢者支援、介護予防支援、訪問指導、中途障害者支援
☎978-2449〜2452
福祉保健相談の受付窓口、指定難病、敬老特別乗車証
☎978-2444〜2445
身体障害者福祉、知的障害者福祉、精神保健福祉、難病患者支援
☎978-2453
児童手当、小児慢性特定疾病医療、養育医療、育成医療、母子福祉、女性福祉相談、障害児福祉
☎978-2457、2459
母子健康手帳、乳幼児健康診査、母子訪問指導、子育て支援
☎978-2456、2458
市立保育園の管理運営、認可保育園、横浜保育室等
☎978-2428
乳幼児期から学童期・思春期までの子育てに関する相談
☎978-2460
放課後児童健全育成事業、学校との連携等
☎978-2345
地域福祉保健計画、地域ケアプラザ等の運営・管理
☎978-2436〜2437
民生委員・児童委員、保健活動推進員
☎978-2433
結核・感染症対策、予防接種、生活習慣病予防、がん検診、栄養・健康増進、歯科保健
☎978-2438〜2441
食品関係営業の許可・届出、食品衛生の相談、薬局等の許可、医療系免許の申請
☎978-2463〜2464
理容・美容・クリーニング等の営業施設の届出、ビルの衛生管理、受水槽水道の衛生、ネズミ・害虫相談、住まいの衛生相談、犬・猫の適正飼育相談
☎978-2465〜2466

Registration Division

Registration
Section
of Certificate
23
Issuance
Registration
24
Section
Registration
25
Section
21

Registration
Division
fax:978-2418

户籍课的主要业务内容

notification of marriage/child-birth,/death,ID,copy of
nullified family register /partial copy of family register

☎978-2225

partial copy of family register, Copy of Juminhyo, Certificate of Seal Registration,
Copy of Family Registry Record
Notification of Moving into/out of the town Seal Registrarion, Individual
Number Card, Card of Basic Resident Register, E-Certificate ☎978-2233
admission/ transfer of elementary school and
Junior high school

户籍课
传真:978-2418

☎978-2231

Public Health and Welfare Center
Health
Insurance
and Annuity
Division
fax:978-2417
Public
Assistance
Division
fax:978-2416

Elderly/Disabled
People Support
Section
fax:978-2427

Children and
Families Support
Division
fax:978-2422

Health and
Welfare
Division

fax:978-2419

Environmental
Sanitation
Division
fax:978-2423

1

Health Insurance
Section
(Medical Benefits)

High-Cost Medical Care Expenses, Medical Coverage for People with Severe Disabilities/
Infants/Single-parent Families, Meal Costs during Hospitalization, Late-stage Medical Care
System for the Elderly, National Pension/Long-term Care
Insurance Benefits, Childbirth/child-raising Subsidies
☎978-2337〜2338

28

Health Insuranace
Section

Enrollment and Notification of Disqualification of National Health Insurance/Long-term Care
Insurance, System and calculating the benefits of National Health Insurance/Long-term
Care Insurance, Funeral Expenses, Certificate of
Ceiling Amount
☎978-2335〜 2336

Health Insurance
Premium Collection/Consulting of National Health Insurance
29 Section (Insurance
Payment of Long-term Care Insurance
Premium Collection)
☎978-2430
National Annuity Procedures of National Pension ( Category-I insured person), Consulting,
30
Applications of Welfare Annuity
☎978-2331〜2332
Section
Payment Affairs of Public Assistance Benefit
Public Assistance
☎978-2435
Operation Section
65
Public Assistance Consultation/Application of Welfare, Self-support for the needy
☎978-2446〜2447
Section
Long-term Care
Certification of Long-term Care Insurance
32
☎978-2479
Insurance Section
Elderly People
Elderly People in Emergency Support, Care Needs Prevention Support, Home
Guidance, Adventitious Disabled People Support
☎978-2449〜2452
Support Section
Elderly/Disabled
Reception Window of Welfare Consultation, Qualified Diseases,
Special Transport Pass for Elderly People
34 People General
☎978-2444〜2445
Affaires Section

Children and Families
Support Section
Child-care Support
Section
Nursery Affairs
37 Section
Consultation about
Child-care
School Cooperation
and Children Support
64

户 籍 担 当

23

发行证明材料窗口

24

登 录 担 当

25

登 录 担 当

高额疗养费，重度残疾者・幼儿・单亲家庭的医疗费补助、
住院期间的伙食费、后期高龄者医疗制度、国民年金保险・
电话: 978-2337～2338
・护理保险的加入・资格丧失的申请、
保险负责人 国民健康保险
28
国民健康保险费・护理保险费的构成和制定方法、
（资格・征收担当） 丧葬费、限额认定书
电话: 978-2335～2336
27

保险年金课
传真:978-2417

29

Child Allowance, Care for Specific Child Chronic Diseases, Newborn Medical Care, Fostering Medical Care, Maternal
and Child Welfare, Consultation of Women’s Welfare, Disabled Children Welfare ☎978-2457、
2459

30

生活支援课
传真:978-2416

65

老龄人・伤残
人援助课
传真:978-2427

传真:978-2422

34

Management and
Plan Section

Local Welfare Commissioners, Health Promotion adviser

☎978-2433

Health Promotion Prevention, Cancer Screening, Nutrition and Health promotion,
Section
Dental Health Care
☎978-2438〜2441

61

Food Sanitation
Section

62

Registration for Businesses(Hairdressing, Laundry and others), Building Sanitation
Environmental
Management, Water Supply Tank Sanitation, Rats and Pests Control Advisory,
Sanitation Section House Hygiene Advisory, Dogs and Cats keeping Advisory
☎978-2465〜2466

Application and Registration for Food-related Businesses, Food Safety
Advisory, Registration for Pharmacies,
Application of Medical Profession License
☎978-2463〜2464

係

国民健康保险费的缴付・咨询、

福利保健课

64

传真:978-2419

生活卫生课
传真:978-2423

电话: 978-2430
国民年金手续（第1号被保险者）、咨询、
通知各种福利养老金
电话: 978-2331～2332
发放低保费事务
电话: 978-2435
低保户的咨询·申请手续、支援生活困难者自力更生
电话: 978-2446～2477

护理保险担当

护理保险的认定

高齢者支援担当

对需要援助的老年人提供援助服务、护理预防服务（老年病预防）
、
家庭访问指导、后天性伤残人援助
电话: 978-2449～2452
受理福利保健咨询窗口、特别指定的疾病、
敬老特别乘车证
电话: 978-2444～2445
身体残疾者福利、智力障碍者福利、精神保健福利、
疑难病症患者援助
电话: 978-2453
儿童补贴、幼儿特别指定疾病医疗、养育医疗（未成熟儿）、育成医疗（18 岁以下有特定疾病
的）、母子福利咨询、女性福利咨询、残疾儿童福利
电话: 978-2457、2459
母子健康手册、婴幼儿健康体检、母子家庭访问指导、
育儿援助
电话: 978-2456、2458
市立保育园的管理运营、认可保育园、横滨保育室等
电话: 978-2428
有关从幼儿期到学龄前、以及思春期的咨询
电话: 978-2460
放学后儿童的培育事业、与学校协作等
电话: 978-2345
地域福利保健计划、地域ケアプラザ（护理中心）等的运营・管理
电话: 978-2436～2437
（照顾居民生活困难的）民生委员・儿童委员、
促进保健活动委员
电话: 978-2433
肺结核・传染病对策、预防接种、克制不良生活习惯、
癌症检查、改善营养结构、牙齿保健
电话: 978-2438～2441
食品设施的营业申请・申报、有关食品卫生的咨询、
药局等机构的许可、医疗行业许可的申请
电话: 978-2463～2464
理发、美容、洗衣店等营业设施的申报,大楼的卫生管理,
储水槽水管的卫生管理,有关灭鼠、灭害虫的咨询,住宅的卫生咨询,
正确饲养猫狗的咨询。
电话: 978-2465～2466

高齢・障害事務係

保 育 担 当

学校协作·儿童担当

TB & Infections Diseases Control, Vaccinations, Life-style related Diseases

63

务

儿童家庭支援咨询

☎978-2345

☎978-2436〜2437

事

育儿支援担当
37

☎978-2460

Project Planning
Section

国民年金係

儿童家庭科

☎978-2428

Local Health and Welfare Plan, Management of Regional Care Plazas

保险负责人

障害者支援担当

こども家庭
支援課

After-school childcare services, coopertation with schools

（ 发 放 担 当 ） 护理保险的发放、分娩一次性补助金

生活支援係
32

Maternal and Child Health Handbook, Checkups for Infants, Home guidance
of Mothers and Child,Child Rearing Support
☎978-2456、
2458
Consultation about Child rearing from babies to teenagers.

保险负责人

（ 收 纳 担 当 ）护理保险费的缴付

Physically Disabled People Welfare, Intellectually Disabled People
Welfare, Mentally Disabled People Welfare, Incurable Diseases
Patients Support
☎978-2453

Management of Municipal Nurseries, Accredit Nurseries,
Yokohama Hoikushitsu

婚姻・出生・死亡等的报告证明、身份证明、
电话:978-2225
户口本・副本材料
户籍证明・副本材料、住民票的复写、印章登记证明书、
户籍证明的附票
户口的迁入·迁出·搬家等的变动报告、印章登记、
个人编号卡·居民基本信息台账卡·电子证明书 电话: 978-2233
小学·初中就学、转学
电话: 978-2231

福利保健中心的主要业务内容

27

Disabled Support
Section

21

事业规划担当
运营规划係

63

健康づくり係
（促进健康）

61

食品卫生担当

62

环境卫生担当

电话: 978-2479

あお ば ふく し

しゅうへん

ほ けん

青葉福祉保健センター周辺マップ
しぶや

至渋谷

こうかいどう

公会堂
スポーツセンター

いちがおえき

市が尾駅

くやくしょ

区役所・

こうえん

ふくしほけん

国道246号

2

こくどう

公園

福祉保健センター

ながつだ

至長津田

けいさつしょ

青葉
警察署

鶴見川 つるみがわ
しょうぼうしょ

消防署

どぼくじむしょ

土木事務所

てい とういんがくえんほうめん

1 …バス停（桐蔭学園方面）
てい いちがおえきほうめん

2 …バス停（市が尾駅方面）

あお ば

く やく しょ

青葉区役所
区役所は、区民の皆さんに公共的サービスを提供する行政機関です。

〒225−0024

横浜市青葉区市ケ尾町 31−4（青葉区総合庁舎内）

TEL. 045-978-2323（総合案内・日本語によるご案内になります）
開庁時間：月曜〜金曜日 午前 8 時 45 分〜午後 5 時
東急田園都市線「市が尾」駅下車徒歩 8 分、またはバス 3 分
（市が尾駅前バス乗り場⑧、⑨から「青葉区総合庁舎」下車）
お車での来所はご遠慮下さい。
あお ば ふく し

ほ けん

青葉福祉保健センター
福祉保健センターでは、ソーシャルワーカーと保健師が福祉と保健に関する相談に応じて
います。相談の内容は、高齢者（介護保険などの申請を含む）、身体障害、知的障害、精
神障害、ひとり親家庭、ＤＶなどに関する事です。ご相談を受けた後、各担当に引き継ぎ、
適切なサービスの提供につなげています。

〒225−0024

横浜市青葉区市ケ尾町 31−4（青葉区総合庁舎内）

TEL. 045-978-2445（日本語によるご案内となります）
開庁時間：月曜〜金曜日 午前 8 時 45 分〜午後 5 時
東急田園都市線「市が尾」駅下車徒歩 8 分、またはバス 3 分
（市が尾駅前バス乗り場⑧、⑨から「青葉区総合庁舎」下車）
お車での来所はご遠慮下さい。
よこ はまあお ば こくさい こうりゅう

横浜青葉国際交流ラウンジ
市民及び地域の国際交流団体が外国人市民と国籍を越えて友好を深め、情報交換する場
です。
〒227−0064

横浜市青葉区田奈町 76（田奈ステーション内）

TEL. 045-989-5266

FAX. 045-982-0701

E-mail : aobaloungeintl89h1@t07.itscom.net
URL : http://aoba-lounge.com/
開館時間：月曜〜土曜日 午前 9 時〜午後 9 時
日曜日 午前 9 時〜午後 5 時
休館日：第 4 日曜日、年末年始
東急田園都市線「田奈」駅徒歩 1 分
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Aoba Ward Office
(Aoba Kuyakusho)

31-4, Ichigao-cho,Aoba-ku,Yokohama
225-0024
Tel. 045-978-2323 (reception desk)
Hours: Mon.- Fri. 8:45a.m.- 5:00p.m.
The ward office provides various public
services to the residents of Yokohama.

Aoba Public Health and
Welfare Center (Aoba
Fukushi Hoken Senta)

31-4,Ichigao-cho,Aoba-ku,Yokohama
225-0024
Tel. 045-978-2445(reception desk)
Hours:Mon.-Fri. 8:45a.m.- 5:00p.m.
Public Health and Welfare Center is staffed
with social workers and public health nurses
who give advice
on welfare and health care.
Advices are about senior people( including
application of various insurances such as a
long-term care insurance ),physical disability, intellectual disability, mental disability,
single parent families, and domestic
violence.
After consultation, you will be advised to the
proper section staff and given appropriate
services.
It’s a 8-min. walk from Ichigao Station on the
Tokyu Den’en toshi line or you can take the
municipal bus (bus stop No.8 or 9) from
Ichigao Station, and get off at Aoba-ku sogo
chosha mae.
Parking is not available at Public Health and
Welfare Center. Please use public transportation.

Yokohama City Aoba
International Lounge

Aoba International Lounge offers a place
where citizens, citizen groups involved in
international exchange, and foreign
residents can make friends and share
information.
Aoba International Lounge
c/o Tana Station of Aoba Community and
Cross-Cultural Center
76 Tana-cho, Aoba-ku, Yokohama-shi,
227-0064
(One minute's walk from Tana Station on
Tokyu Den'en Toshi Line)
Tel. 045-989-5266
Fax. 045-982-0701
E-mail:aobaloungeintl89h1@t07.itscom.net
URL:http://aoba-lounge.com/
Hours:9:00a.m.-9:00p.m.
Sundays & Holidays 9:00a.m.-5:00 p.m
The Lounge is closed on the 4th Sunday of
every month and on New Year holidays.

つう やく

せい ど

通訳ボランティア制度

日本語のわからない人が区役所や福祉保健センターなどの公共機関の窓口に用事があって
来庁したり、電話で問い合わせする場合、横浜市には市民ボランティアを無料で頼める制
度があります。
（派遣依頼方法）区役所、福祉保健センターの窓口で依頼、または外国人ご本人が電話で
お申し込み下さい。
（依頼先）青葉国際交流ラウンジ TEL. 045-989-5266（休館日：第４日曜日、年末年始）
横浜市国際交流協会（ヨーク）TEL. 045-222-1171
ち いき いく じ きょうしつ

地域育児教室

【お問い合わせ】子育て支援担当

TEL. 045 - 978 -2456

内 容： １歳までのお子さんを初めて子育てする方を対象に、地域の18 会場で育児教室を
実施しています（予約不要）。
※会場によって、10 か月までの参加とさせていただきます。
日程・会場についてはお問い合わせください。
こ そだ

し えん しゃ

こ そだ

そうだんかいじょう

TEL. 045 - 978 -2456

子どもを遊ばせながら、相談ができます。お気軽にお越しください。（予約不要）
時 間：午前 10 時〜正午
※ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ・青葉台コミュニティハウス・鴨志田地域ケアプラ
ザは、午前 9 時 30 分〜11 時 30 分
休館日、祝祭日はお休みです。会場の都合で臨時にお休みになる場合もあります。
会

場

名

曜 日

青葉台コミュニティハウス・美しが丘地域ケアプラザ・みたけ台コミュニティハウス・
奈良２丁目自治会館

毎月曜日

ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ・山内地区センター

毎火曜日

大場みすずが丘地区センター・美しが丘西地区センター・鴨志田地域ケアプラザ・
荏田地域ケアプラザ

毎水曜日

藤が丘地区センター・奈良地区センター

毎木曜日

若草台地区センター・青葉区区民交流センター
（「田奈ステーション」内）・
恩田地域ケアプラザ

毎金曜日

※「地域育児教室」と「子育て支援者による子育て相談会場」は、休館日及び会場の都合
や悪天候により会場が使用できない場合は、休みになる場合があります。

5

The organizations below can introduce you
to volunteer interpreters to help you to
communicate and understand procedures at
the Ward Office, City Office, Public Health
and Welfare Center, Municipal Schools,
Hospitals and other city facilities.
There is no charge for this service.
Procedures:
You can request interpreting assistance via
the clerks at the ward office and Public
Health and Welfare Center or by calling the
following directly.
Inquiries:Aoba International Lounge
Tel. 045-989-5266
Fax. 045-982-0701
URL:http://home.h00.itscom.net/aobalnge/
Lounge Hours : 9a.m - 9p.m.
The Lounge is closed on the 4th Sunday of
every month and on New Year holidays.
Yokohama Association for International
Communications and Exchanges (YOKE)
Tel. 045-222-1171

Local Child-raising Classes

子育て支援者による子育て相談会場

【お問い合わせ】子育て支援担当

Volunteer Interpreting
Service

Inquiries: Child-Care Support
Tel: 045-978-2456
What to do: Child raising classes are open for
parents/guardians who have the first baby
under one year old.
(appointment not needed)
18 classes are open. Some classes are open
for babies under 10 months old. Please ask
about details at the office.

Hello! We Support Child Raising
‘Kosodate-sodan Kaijo’

Inquiries: Child-Care Support
Tel. 045-978-2456
No appointment required
We are conducting consultation activities for
bringing-up children as well as supporting
people’s group activities on child raising.
Hours: 10:00a.m.-12:00p.m.
・Aobadai Community House : Monday
9:30a.m.-11:30a.m.
・Utsukushigaoka Care Plaza : Monday
・Mitakedai Community House : Monday
・Viola Ichigao Care Plaza : Tuesday
9:30a.m.-11:30a.m.
・Yamauchi Community Center : Tuesday
・Nara 2 Chome Jichi-Kaikan : Monday
・Oba-Misuzugaoka Community Center : Wednesday
・Utsukushigaokanishi Community Center : Wednesday
・Kamoshida Care Plaza : Wednesday
9:30a.m.-11:30a.m.
・Eda Chiiki Care Plaza : Wednesday
・Fujigaoka Community Center : Thursday
・Nara Community Center : Thursday
・Wakakusadai Community Center : Friday
・Aoba Cross-cultural and Community Center : Friday
・Onda Care Plaza : Friday
*Local
Child-raising
Classes
and
Kosodate-sodan Kaijo may be cancelled
due to facilities’ opening schedule and bad
weather.

こ

か てい し えん そうだん

Children and family Support Consultation

子ども家庭支援相談

【お問い合わせ】子ども家庭支援相談 TEL. 045- 978 -2460
乳幼児期から学童期・思春期までの子育てに関する相談窓口です。保健師・保育士・教
育相談員・学校カウンセラーが電話や面接（予約制）で相談をお受けします。相談は無料
です。また、いろいろな専門機関等の情報を提供しています。まずは、お気軽にご利用下
さい。
受付時間：月〜金 午前 8 時 45 分〜午後 5 時（正午から午後 1 時を除く）
ぼ し けん こう て ちょう

母子健康手帳

Maternal and Child Health Handbook

【お問い合わせ】子育て支援担当 TEL. 045 - 978 -2456
母子健康手帳は、妊婦の健康状態と子どもの成長を記録する大切なものです。母子健康手
帳と一緒に妊婦健康診査費用補助券や医療機関乳幼児健康診査受診票等をお渡しします。
妊婦が市内在住の方か（住民票が横浜市内にあるか）と、妊婦の個人番号を確認しますので、
在留カードや特別永住者証明書等と個人番号カードなどをお持ちください。
区役所には、英語版・中国語版・ハングル版・ポルトガル語版・スペイン語版があります。
い りょう き かん

む りょういく じ そうだん

医療機関での無料育児相談

【お問い合わせ】子育て支援担当 TEL. 045 - 978 - 2456
母子健康手帳別冊に組み込まれている「医療機関乳幼児健康診査受診票」の月齢に該当す
るお子さんは、横浜市医師会に加入している医療機関で無料で健診と指導が受けられます。
ははおや きょうしつ

【お問い合わせ】子育て支援担当（37 番窓口） TEL. 045-978-2456
対
象：はじめて出産される妊婦さんとその家族
会
場：福祉保健センター 1 階 15・16 番
受付時間：午前 8 時 50 分〜9 時（終了予定時間 午前 11 時 30 分）
持 ち 物：子育てガイドブック「どれどれ」、母子健康手帳、筆記用具
【妊娠出産編 全２回 予約不要】
内
容：＜１回目＞母乳で育てるために、お産の経過と呼吸法
6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1回目

5（水） 10（水） 7（水） 5（水） 2（水） 6（水） 4（水） 8（水） 6（水） 10（水） 7（水） 7（水）

2回目

12（水） 17（水） 14（水） 12（水） 9（水） 13（水） 11（水） 15（水） 13（水） 17（水） 14（水） 14（水）

出産予定日

8月

9月

10月

11月

12月 30年1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

【先輩ママとの交流会 １回 予約制：妊娠出産編参加時に予約を受け付けます。】
内
容：先輩ママとの交流、産後のママの健康、情報提供等
定
員：35 人（妊娠 35 週までの妊婦さん）
4月

5月

６月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

Free Child-raising Consultation at
Medical Institutions

Seminar for Mothers

＜２回目＞妊娠中の栄養、歯科衛生、情報提供、交流会
5月

The Maternal and Child Health Handbook is
an important document to record the
medical condition of the mother and child.
In addition to this handbook, you can get
Maternity Checkup Vouchers and tickets for
consultation about child care.
It is necessary to confirm your address and
individual number, so bring your ID
(residence card / special permanet resident
certificate) and individual number card.
Maternal and Child Health Handbook is
available in English, Chinese, Korean,
Portugese and Spanish.

Inquiries : Children and Families Support Division
Tel. 045-978-2456
Recommendation for using the tickets for consultation about child care. Babies up to 12 months (see
eligibility on the tickets found in the Maternal and
Child Health Handbook-Separate Volume) can
receive health checkups and advice free of charge
at the medical institutions affiliated with the
Yokohama city medical association.

いち ぶ よ やくせい

母親教室（一部予約制）

4月

Inquiries: Family Support Section
Tel: 045-978-2460
This is a consultation window for matters related
for children from infant to adolescences. You can
get advices from health nurses, education counselors and schooling counselors by phone, or seeing
directly. Counseling is free. You can get information about various specialized agency. Feel free.
Hours: Monday to Friday 8:45 a.m.-5:00 p.m.
(except noon- 1:00 p.m.)

1月

2月

3月

（水） 28
（水） 19（水） 30（水） 20（水） 25（水） 22（水） 27（水） 24（水） 28
（水） 28（水）
26（水） 24

Inquiries: Child-care Support Section (window
37) Tel:045-978-2456
Open to : first-time expecting mothers and
their families
Place: Public Health and Welfare Center 1st
floor, #15 #16
Reception time: 8:50 a.m.-9:00 a.m. (sessions
end around 11:30 a.m.)
Bring: Child-raising Guidbook ‘Dore Dore’,
Maternal and Child Hand Book (Boshi Kenko
Techo), pen/pencil.
【Seminar
about
Pregnancy
and
Child-birth】
two-sessions no apointment necessary
1st session: breastfeeding, how to give birth,
breathing techniques
2nd session: nutrition during pregnancy,
dental health, information exchange,
Exchange meeting
【get-together with experienced mothers】
one-session
Appointment necessary: Make an appointment on the first day of the seminar..
Program: get-togather with experienced mothers,
discuss health care for postnatal mothers,
share useful information
Limit: 35 people (expectant mothers who are
less 35 weeks)
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こ そだ

きょうしつ

よ やくせい

パパの子育て教室（予約制）ご夫婦で参加ください。

Child Raising Class for
Fathers

【お問い合わせ】子育て支援担当（37番窓口）TEL. 045-978-2456
内

容：沐浴体験、妊婦疑似体験、赤ちゃんの抱き方・衣類交換体験、交流会等

対

象：はじめて父親、母親（教室当日が妊娠27〜35週の人）になる方

申 込 方 法：区のホームページから申し込みください
申込受付期間
【平日開催】会

教室開催月の前月1日から15日まで

場：福祉保健センター1階15・16番

定

員：30組

受 付 時 間：午前8時50分〜9時（終了予定時間

午前11時30分）

4月

6月

8月

10月

12月

2月

19（水）

21（水）

23（水）

18（水）

20（水）

21（水）

【日曜日開催】会
場：ビオラ市ヶ尾地域ケアプラザ
定
員：25組
受 付 時 間：午前9時20分〜30分（終了予定時間

午前12時）

5月

7月

9月

11月

1月

3月

14（日）

9（日）

10（日）

12（日）

14（日）

11（日）

【土曜日開催】会
場：青葉区地域子育て支援拠点ラフール
定
員：20組
受 付 時 間：午前9時30分〜40分（終了予定時間 午前11時30分）
内
容：沐浴体験、妊婦疑似体験等体験実習、
ラフール見学、交流会
4月

6月

7月

8月

9月

10月

12月

2月

3月

1（土）

3（土）

1（土）

5（土）

2（土）

7（土）

2（土）

3（土）

3（土）

じょせい

けん こうそう だん

by appointment only
Please come with your partner.
Program:bathing a baby, pregnancy experience
simulation, how to hold a baby, changing clothes of
a baby, Exchange meeting
Eligibility:Those who will be a father or a mother for
the first time.
(mothers who are 27-35 weeks' pregnant)
How to apply: apply on the website of Aoba ward
between the 1st day and the 15th day of preceding
month of the class open month
Weekday Class
Place:Public Health and Welfare Center 1st fl.
window 15 and 16.
Limit:30 pairs
Reception time:from 8:50am - 9:00 (will end at 11:30am)
Sunday Class
Place: Viola Ichigao Chiiki Care Plaza
Limit:25 pairs
Reception time: from 9:20am - 9:30am (will end at
noon)
How to apply:Call Viola Ichigao Chiiki Care Plaza (
first come first served basis)
Saturday Class
Place: Lafull, Child Care Support Center of Aoba Ward
Limit: 20 pairs
Reception time: 9:30am -9:40 am (will end at 11:30am)
Program: bathing a baby, pregnancy experience
simulation, Lafull facility tour, Exchange meeting
How to apply: Call Lafull at 045-981-3306, first
come first served basis

Health Counseling for Women
(by appointment only)

よ やくせい

女性の健康相談（予約制）

【お問い合わせ】子育て支援担当（37番窓口）TEL. 045-978-2456
更年期、思春期の体の悩み、不妊相談、妊娠中産後の体と心の心配、赤ちゃんの体重の増え

Counseling about menopause disorder, troubles
at puberty, infertility, physical and mental problem
during pregnancy and after child birth, growth of a
baby and how to end breast feeding.

方や卒乳

こ そだ

Nurseries that support
child-raising
(registration necessary)

おうえん ほ いくえん

子育て応援保育園

【お問い合わせ】保育担当

TEL. 045-978-2428

市立保育園では育児体験や育児相談等を行っています。予約が必要な場合があるので、希
望する保育園にご連絡ください。
対

象：出産予定の方（これからお父さん、お母さんになる方）、子育て中の方（0歳から2
歳までのお子さんを家庭で子育てしている方）
保育園名
美しが丘
奈良
すすき野

所 在 地
美しが丘2-2-1
奈良町1843-1
すすき野2-8-6

電 話
901-7221
961-6276
902-7207

保育園名
荏田
荏田西
荏田北

所 在 地
荏田北2-11-40
荏田西4-5-2
荏田北3-6-14

電 話
913-7952
911-3623
912-4828

ホームページ http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/00life/04child/ouen.html
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Inquiries: Nursery Affairs Section
Tel: 045-978-2428
Municipal nurseries provide experience of
child-raising, and consultation of child-raising.Some nurseries require the reservation,
so please ask your preferred nursery.
Eligibility: parents who will have the first
baby and parents/guardians who are raising
a child of 0-2 years old at home
h t t p : / / w w w. c i t y. y o k o h a m a . l g . j p / a o ba/00life/04child/ouen.html

ほ いくえん

にゅう しょ

How to enroll Nursery
Schools

保育園の入所について

【お問い合わせ】保育担当

TEL. 045-978-2428

『保育所入所のしおり〜青葉区版〜』は、青葉福祉保健センター２階37番窓口、あざみ野駅
行政サービスコーナー、長津田駅行政サービスコーナー等で配布しています。
また、青葉区ホームページからダウンロードできます。
（http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/00life/04child/youji.html）
保育所入所に必要な様式は、横浜市こども青少年局ホームページからもダウンロードできま
す。
(http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/h29riyou.html)

にゅうよう じ けん こう しん さ

乳幼児健康診査

【お問い合わせ】子育て支援担当

TEL. 045-978-2456

持 ち 物：母子健康手帳、問診票、筆記用具、バスタオル（4 か月児のみ）
会
場：福祉保健センター 1 階（受付 9 番窓口）
所要時間 ： 2 時間を目安としています。（健診開始以前の待ち時間は含みません。）
受診者数など当日の状況によって変わりますので、ご理解、ご協力をお願いします。
※健診日は、健診３週間前までに個別に通知します。指定された日が都合の悪い方は、次
回以降の健診日になるべく早めにお越しください。指定日から２か月以上空く場合はご
連絡ください。
※健診日に、
それぞれの対象年齢（月齢）に達していないと受診できません。
※区役所１ 階（101 会議室）に休憩場所をご用意していますので、昼食や授乳等にご利用
ください。（会場の都合により、ご利用いただけない場合もあります。）
※転居等で健診日がわからない場合は、子育て支援担当までご連絡ください。
4か月児健診

… 曜日・火曜日

受付時間：午後0時30分〜午後1時30分
（健診は午後0時50分から開始します）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

4日

9日

6日

4日

1日

5日

3日

7日

5日

16日

6日

6日

18日

23日

20日

25日

22日

26日

17日

21日

19日

23日

20日

20日

内

3月

計測、診察、歯科相談、生活相談、栄養相談

容

1歳6か月児健診 … 曜日・木曜日

受付時間：午後0時30分〜午後1時30分
（健診は午後0時45分から開始します）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

6日

11日

8日

6日

3日

7日

12日

9日

7日

11日

1日

1日

20日

18日

22日

20日

17日

21日

19日

16日

14日

18日

15日

15日

27日

25日

29日

27日

24日

28日

26日

30日

21日

25日

22日

29日

内

3月

計測、診察、歯科相談（歯ブラシ持参）、生活相談、栄養相談
歯科健診の時に、むし歯予測テストを実施します。後日、むし歯予防のお話や歯みがきの練習、定期歯科健診を
受けられます。対象者には郵送で日時をお知らせします。

容

3歳児健診

… 曜日・金曜日

受付時間：午後0時30分〜午後1時30分
（健診は午後1時から開始します）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

7日

12日

9日

7日

4日

1日

6日

10日

1日

12日

2日

2日

21日

19日

16日

14日

18日

15日

20日

17日

15日

19日

16日

16日

28日

26日

23日

21日

25日

22日

27日

24日

22日

26日

23日

23日

内

容

計測、診察、尿検査、歯科相談（歯ブラシ持参）、生活相談、栄養相談
健診当日の尿を同封の容器に入れ、問診票と一緒にお持ちください。

3月

inquiries: Nursery Affairs 045-978-2428
The Nursery School Guidebook of
Aoba ward is available at
Aoba Public Health and Welfare Center 2nd
Floor, #37,
The Nursery School Guidebook of Aoba
ward is available at Aoba Public Health and
Welfare Center 2nd Floor, #37, Azamino
Administration Service Corner, Nagatsuta
Administrative Service Corner and some
other places.
The guide can be downloaded from following websites.
-http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/00life/
04child/youji.html
- h t t p : / / w w w. c i t y. y o k o h a m a . l g . j p / k o domo/shien-new/h29riyou.html

Checkups for Infants

Inquiries: Child-care Support Section
(window 37)
Tel: 045-978-2456
Bring: Maternal and Child Health Book,
questionnaire sheet, writing materials,
bath towel (for 4-month baby only),
Place: Public Health and Welfare Center 1st
floor (window 9)
Time required: About two hours are needed for
the checkup. Not including waiting time.
It may be delayed if there are many applicants.

-The time schedule will be mailed to you at least three
weeks before your scheduled day.
If you can’t come on the scheduled day, you may
come as early as possible on the next scheduled
day.
If you will come more than two months later than the
scheduled day, please contact the center.
-The babies should be old enough to receive
checkups on the day.
-Waiting room is also available on the 1st floor (101
room) of the ward office. This room is available for
eating lunch or feeding babies.
(*The space may not be available due to other
schedule conflicts.)
-If you are a new-comer and don’t know when to
come, please ask at the Child-care Support Section

Recommended Checkups conducted for:

Checkup for 4-months babies
Date: Tuesday
Hours: 12:30 p.m.-1:30 p.m.(checkup starts
at 12:50 p.m.)
Checkups: Measurement, Medical exams, Dental
checkup, Consultation, Nutritional counseling

Checkups for 18-months babies
Date: Thursday
Hours: 12:30 p.m.-1:30 p.m.(checkup starts
at 12:45 p.m.)
Checkups: Measurement, Medical exams, Dental
checkup, Dental Counseling (please bring a
toothbrush), Consultation, Nutritional counseling.
A cavity test is done with dental checkups.Some
children may receive an invitation to cavity
prevention/tooth-brushing lessons and be
invited to the regular dental checkups.Applicable
children will receive a postcard of the schedule.

Checkups for 36-month babies
Date: Friday
Hours: 12:30 p.m.-1:30 p.m.(checkup starts
at 1:00 p.m.)
Checkups: Measurement, Medical exams,
Dental checkup, Consultation, Nutritional
counseling, Please bring child’s urine in an
enclosed container. (please bring a toothbrush)
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にゅうよう じ

し

か そうだん

Dental Consultation for infants

乳幼児歯科相談

【お問い合わせ】子育て支援担当

TEL. 045-978-2456

内
容：歯科相談、歯科健診、歯みがきなどのアドバイス
対
象：乳幼児（0 歳〜就学前のお子さん）
定
員：25 名（予約制 先着順）
持 ち 物：歯ブラシ、母子健康手帳
会
場：福祉保健センター 1 階 12 番 歯科相談室
日
程：
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

24日（月） 29日（月） 26日（月） 31日（月） 28日（月） 27日（水） 30日（月） 27日（月） 25日（月） 29日（月） 26日（月） 26日（月）

時

間：午後 1 時 30 分〜2 時 45 分

にゅうよう じ

しょくじ そうだん

きょうしつ

乳幼児の食事相談・教室

【お問い合わせ】健康づくり係
会
日

TEL. 045-978-2438〜2441

場：福祉保健センター１階 18 番栄養室
程：お問い合わせください

●乳幼児食生活健康相談（個別相談）
内容：子どもの離乳食や食生活についてお悩みの方、お気軽にご相談下さい。（予約制）
●離乳食教室①
対
象：６〜７か月の子どもを持つ保護者（離乳食を開始してから、
１か月たった頃）
定
員：35 人（６〜７か月児の同伴も可能）
予約制
●離乳食教室②
対
象：８か月半〜９か月半の子どもと保護者
定
員：35 組
予約制
●離乳食完了講座
内
容：離乳食から幼児食へ切り替えるための講座
対
象：１歳０〜 3 か月の子どもと保護者
定
員：20 組 予約制
しょうがくせい

ほう か ご

小学生の放課後

【お問い合わせ】学校連携・こども担当

Counseling Programs for
Infants Meals

Inquiries :Health Promotion Section
Kenko-tsukuri kakari
Tel: 045-978-2438〜2441
Place: Public Health and Welfare Center 1st floor
window 18 Nutrition Counseling room
Date: Please call
・Counseling about Infant Meals
Program: Baby food and eating habit of
children (By appointment only)
・Baby food class ①
applicants: parenting guardians who have 6
to 7 month old babies
Limit: 35 persons (6 to 7 months old baby
can be accompanied)(By appointment only)
・Baby food class ②
applicants: 8 to 9 month old babies and their guardians
Limit : 35 pairs ( By appointment only)
・Table food start class
Program: This class gives a hint how to
make the switch to table food from baby
food.
applicants:12-15 month old babies and their
guradians
Limit:20 pairs (By appointment only)

TEL. 045-978-2345

小学生が放課後を楽しく安全に過ごせる場所として、小学校の施設を活用した「放課後キッ
ズクラブ」や「はまっ子ふれあいスクール」及び地域で運営されている
「放課後児童クラブ（学
童保育）」があります。開設時間や申込み等の詳細は、各クラブにお問い合わせください。
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Inquiries: Child-care Support Section
Tel. 045-978-2456
Examinations are available to infants through
kindergarten aged children (around 6 years old).
Capacity
is
25
persons
on
a
first-come-first-served basis. Appointment
necessary. Examinations include: dental
checkup, consultations on dental matters,
advice on how to brush teeth, etc. Please
bring: a toothbrush, and the Maternal and
Child Health Handbook.
place: Public Health and Welfare Center, 1st
floor, window 12
Hours:1:30p.m.-02:45p.m.

After-school programs for
elementary school students

Inquiries: School Cooperation and Children
Support
Tel. 045-978-2345
Following programs are provided for
elementary school students to spend time
safely and pleasantly after school: ‘after
school kids club’ , ‘Hamakko Fureai School’
and
‘after school children's club
(after-school childcare)’ managed by local
group. About opening hours and application, please call each club.

こ

よ ぼう せっ しゅ

子どもの予防接種

【お問い合わせ】健康づくり係

Vaccinations for Children
Inquiries: Health Promotion Section
Tel. 045-978-2438~2441

TEL. 045-978-2438〜2441

1. Please read ‘Notice of vaccinationYobosesshu-no-Shiori’ delivered at Child Care
Support Section.(Precations/side effects of
vaccinations and vaccination age/medical
institutions are shown in the ‘Notice of vaccinationYobosesshu-no-Shiori’.)
2. Consult with the doctor when your child
feel bad after receiving vaccination.
3. If you move in the City recently and don’t
have a consultation form;
About a child under the age of 7and a half years,
ask the window 37-Child-Care Support.
About a child of 7 and a half years and older, ask
the window 63-Health Promotion Section.

①予防接種の前に、子育て支援担当で配布している
「予防接種のしおり」
をお読みください。
（「予防接種のしおり」は、予防接種時の注意・副反応、予防接種対象年齢・医療機関
で受けられる予防接種などを紹介したものです。）
②接種後まれに副反応が起こることがありますので、具合が悪くなった場合は、すみやか
にかかりつけの医師にご相談ください。
③市外からの転入などで予診票をお持ちでない方について
・7 才 6 か月未満の子どもについては、
子育て支援担当（37 番窓口）
でお渡しします。
・7 才 6 か月以上の子どもについては、健康づくり係（63 番窓口）
でお渡しします。

●Vaccinations for Japanese encephalitis have
not been recommended since May, 2005.
However, after April, 2010 these vaccinations
have been resumed.
Children who were born between April 2,
1996 and April 1, 2007 inclusive can receive
free vaccinations before they will turn to be
20. For more details, ask Health Promotion
Section.
●From October 1 2014 chickenpox vaccinations
were added on the vaccination schedule.
●Hepatitis b vaccine has been added as a
routin vaccination since October 1, 2016. (0
year old infants who were born on and after
April, 1 2016 are eligible.)
●Based on an advice of Ministry of Health, Labor
and Welfare, cervical cancer vaccination is not
strongly recommended as of January, 2016.

●日本脳炎は平成 17 年 5 月以降積極的な勧奨を差し控えていましたが、平成 22 年 4
月から接種を再開しています。
生年月日が H8.4.2〜Ｈ19.4.1 の間の方は、救済期間として、20 歳未満まで接種が無
料で受けられます。詳しくは健康づくり係までお問い合せください。
●平成 26 年 10 月 1 日から、水痘予防接種が新たに定期接種となりました。
●平成 28 年10 月１日から、Ｂ型肝炎ワクチンが新たに定期接種となりました。
（平成 28 年
４月１日以降に生まれた１歳未満の乳幼児が対象です。）
●厚生労働省の勧告に基づき、平成 29 年１月現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種を
積極的にはお勧めしていません。

予防接種名
Vaccine
ヒブ
Hib vaccine

対象疾病
Effective for
Hibによる髄膜炎、
急性喉頭がい炎等
Meningitis, acute
epiglottitis by Hib

接種をおすすめする年齢（標準の接種年齢）
と接種方法
Recommended age of vaccination (standard vaccination age）and vaccination program

回
肺炎球菌による肺炎、 初
First term
髄膜炎、中耳炎等
pediatric pneumococcal.
Vaccine
pneumonia,
追
加
osteomyelitis,
Addition
otitis media by
pneumococcus
Ｂ型肝炎

Hepatitis B

Hepatitis B

四種混合
DPT-IPV vaccine

ＢＣＧ
麻しん風しん混合

ジフテリア、破傷風、
百日せき、ポリオ
diphtheria, tetanus,
pertussis, polio

3回目
3rd.

１回目接種後、139日以上の間隔で１回（生後７か月〜８か月）
1 time at least 139 days after completion of the first inoculation
(at an age of 7 to 8 months)

1 期初回
1st term
First time

生後3か月〜12か月の間に20日〜56日の間隔で３回
three times while a baby is from 3 months old to 12 months old,
with 20 to 56 days interval

1 期追加
1st term
additional

初回接種終了後、12か月〜18か月の間に１回
After the first time, once while a baby is from 12 months old to 18 months old.

生後5か月〜8か月未満の間に１回

水痘

水痘

Chickenpox

Chickenpox

日本脳炎

Japanese Encephalitis
vaccine

Japanese Encephalitis

ジフテリア、破傷風
二種混合
Diphtheria-Tetanus vaccine Diphtheria Tetanus
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生後１歳未満
（対象：平成28年４月１日以降に
生まれた方）

通

年

（7歳6か月）未満
市内の協力 生後3か月〜90か月
医療機関 from three months old to
89 months old.

under 1 year old
生後12か月〜24か月未満

once while a baby is from 12 months old to 23 months old

from 12 months old to 23 months old

2
期
2nd term

5歳〜7歳未満で小学校入学1年前の4月1日〜入学する年の
3月31日までの間に１回

5歳〜7歳未満で小学校入学1年前の
4月1日〜入学する年の3月31日まで

once while a child is from 5 years old to 6 years old before
entering elementary school (by March 31)

from April 1 to March 31 of the year of
entering elementary school

初
回 生後12か月〜15か月未満の間に１回
The first time once from 12 months to 14 months old
初回接種終了後、6〜12か月の間に１回
after the first vaccination, once while a baby is from 6 months to 12 months old

３回
3 times

４回
4 times

year-round
cooperating
medical
lnstitutions 生後1歳未満

生後12か月〜24か月未満の間に１回

期

４回

Under 1 year old
(Children born on April 1, 2016 or
later are eligible)

1st term

1

追
加
Additional
日本脳炎

生後2か月〜60か月
（5歳）未満

From 2 months old to 59 months old 4 times
(under 5 years)

１回目、２回目 生後２か月〜３か月の間に27日以上の間隔で２回
1st. 2nd.
2 times with 27 days intervals Vaccinated while a baby is from 2 months old to
3 months

once while a baby is from 5 months old to 7 months old

麻しん、風しん

４回

from 2 months old to 59 months old 4 times
(under 5 years)

初回接種終了後60日以上の間隔で１回 (生後12〜15か月)
After more than 60 days from the first time,
once (while a baby is 12 months old to 15 months old)

tuberculosis（BCG）

＊single vaccine for measles or
rubella is possible

接種完了チェック
Inoculated
無料で受けられる年齢（接種対象年齢）
The age for free vaccination
接種回数 完了した場合は○
(vaccination age)
Number Mark ○ when
of times
inoculated
生後2か月〜60か月
（5歳）未満

生後２か月〜７か月未満の間に接種開始し、生後12か月までに27日以上の間隔で３回
3 times with 27 days intervals vaccinated while a baby is from 2 months old to
6 months old, and completed by 12 months old

結核（ＢＣＧ）

measles-rubella vaccine Measles rubella

schedule
vaccination
places

初
回 生後2か月〜7か月未満の間に接種開始し、生後12か月までに27日〜56日の間隔で３回
The first time 3 times with 27 to 56 days intervals vaccinated while a baby is from 2 months old to
6 months old, and completed by 12 months old
追
加
初回接種終了後、7か月〜13か月の間に１回
Addition
After the first vaccination, once while a baby is from 7 months old to 13 months old

小児用肺炎球菌

Ｂ型肝炎

実施期間
接種場所

１回
once

２回
twice

生後12か月〜36か月未満（1歳、2歳）

２回

From 12 months old to 35 months old
(under 3 years)

2 times

1 期初回
First term

3歳中に6日〜28日の間隔で２回
twice while a baby is 3 years old with an interval from 6 to 28 days

1 期追加
First term

4歳中に１回(初回接種終了後、おおむね１年後)
once while a child is 4 years old (about one year after the first time)

2
期
2nd term

9歳中に１回
once while a child is 9 years old

9歳〜13歳未満
from 9 years old to 12 years old

2
期
2nd term

11歳中に１回
once while a child is 11 years old

11歳〜13歳未満
from 11 years old to 12 years old

生後6か月〜90か月
（7歳6か月）未満

４回

From 6 months old to 89 months old
(under 7 and half years old)

4 times

１回
once

こ
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Vaccinations for Children - age
and rest - period

かんかく

子どもの予防接種（接種する年齢と接種の間隔）

【お問い合わせ】健康づくり係

TEL. 045-978-2438〜2441

●vaccination age and standard vaccination age
Children can receive a vaccination during the
period of vaccination age, though we recommend
to let them vaccinated at the standard age.
●Places where you can get vaccinations individually
All kinds of vaccinations-mandatory vaccinations are individually available at cooperating medical institutions .
Things to bring: Maternal and Child Health
Handbook, Boshi Kenko Techo pre-examination
sheet (attached to Handbook additional volume,
if not, you can get one at the hospital)
*Dates/hours:Dates and hours vary at each clinics/
hospitals, so please check by yourself.
*Cooperating Medical Institutions: the names
of these institutions (clinics and hospitals)
are listed in the Cooperating Medical Instituions List.
*Individual vaccination procedures started
as of October 2005 in Aoba Ward.
When you want to know the Cooperating
Medical Institutions that administer BCG,
ask the Health Promotion Section.
*Things to bring: Maternal and Child Health
Handbook, Vaccination Coupons that are
attached in the Maternal and Child Health
Handbook-Separate Volume.
Vaccination Coupons of combined vaccination of Measles and Rubella (2nd period)
are available at medical institutions.

●接種対象年齢と標準の接種年齢
予防接種は接種対象年齢であれば、無料で受けることが可能ですが、できる限り標準の
接種年齢で接種することをお勧めしています。
●接種できる場所
全ての予防接種（法定予防接種）は予防接種協力医療機関で個別に接種を実施しています。
【日時】実施日時や予約の有無などは医療機関によって異なりますので、直接医療機関にお
問い合せください。
【協力医療機関】予防接種協力医療機関名簿に掲載されています。
【持ち物】母子健康手帳・予診票（母子健康手帳別冊にあります。なお、母子健康手帳についてい
ない予診票は医療機関に置いてあります。）
接種をお勧めする年齢（標準の接種年齢／丸数字は接種回数）
recommended age(standard vaccination age/
The circled number represents the necessary times of vaccinations)

①

無料で受けられる年齢 ＊1 （法律で定められている接種対象年齢）
The age of free vaccinations ＊1 (vaccination age designated by law)
＊1

＊1

無料で受けられる年齢
例えば「生後3か月〜90か月未満」
とは、3か月になった日の当日から90か月になる日の前日までを指します。

the age of free vaccinations
The age period from three months to nine months means the period starts at the 90th day and ends at one day before the 270th day.
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20years old
歳

18

19years old
歳

17

18years old
歳

16

17years old
歳

15

16years old
歳

14

15years old
歳

13

14years old
歳

13years old
歳

12

20

①

B型肝炎
Hepatitis B

①

＊2

麻しんは感染力が強く重症化することがあるので、生後12カ月を過ぎたら他のワクチン
に優先して麻しん風しん混合ワクチンを受けましょう

＊2

Measles are highly contagious and possible to become severe, so we strongly
recommend to have children vaccinated as soon as they turn to be 12 month old
prior to other vaccination.

＊3

5歳〜7歳未満で小学校入学1年前の4月1日から入学する年の3月31日までの間に接種
してください。

＊3

Children(5 -6 years old) should be vaccinated between April 1 before entering
elementary school and March 31 in the year of entering elementary school

①②
③

四種混合
DPT-IPV vaccine

③
①

ＢＣＧ

①

麻しん風しん混合
measles-rubella vaccine

①＊2

麻しん、風しん単独ワクチンの接種も可
＊single vaccine for measles or
rubella is possible

①＊3

水痘
Chickenpox

①

救済措置 （平成23．5月20日〜）
ただし、生年月日が平成8年4月2日〜平成19年4月1日の間に生まれたこどもに限ります。
relief measure period ( after May 20, 2011 )
valid only for children born between April 2, 1996 and April 1 ,2007

②

日本脳炎
Japanese Encephalitis
vaccine

①②
③
①

二種混合
Diphtheria-Tetanus vaccine

①

●他の予防接種との間隔
予防接種を安全に受けるためには、次のような間隔が必要です。ただし、同一ワクチン
で 2 回以上接種の必要なものについては、それぞれの接種項目の間隔になります。

他 の 予 防 接 種との 間 隔 は？
前にうけた予防接種

隔

不 活 化 ワクチン

ポリオ・四種混合・二種混合・
日本脳炎・インフルエンザ・
B型肝炎・HIb・肺炎球菌・
子宮頸がん

6日以上

Rest Period

ＢＣＧ
Measles-Rubella combined at least 27 days
Measles, Rubella
Mumps
Chiken Pox
Rotavirus
and other
Polio , DPT-IPV vaccine
DT (Diphtheria,
Tetanus combination)
Japanese encephalitis,
influenza
hepatitis B, Hib,
pneumococcus
cervical cancer

at least 6 days

Next
Vaccination

Any vaccination

など

Rest period between vaccinations

Current
Vaccination

Inactivated vaccine

27日以上

今回接種するもの

●Rest period between vaccinations
In order to safely vaccinate your child, it is
important to follow the recommended rest
period between vaccinations.
Depending on the vaccinations, the rest
period varies. Please refer to the schedule
of each vaccination.

Live vaccine

ＢＣ Ｇ
麻しん風しん混 合
麻しん、風しん
おた ふくか ぜ
水 痘（水 ぼうそう）
ロタウイルス

間

すべての予防接種

生 ワクチン
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11

12years old
歳

10

11years old
歳

10years old
歳

9years old
９歳

8years old
８歳

7years old
７歳

6years old
６歳

5years old
５歳

4years old
４歳

3years old
３歳

2years old
２歳

1years old
１歳

③

9months
９か月

小児用肺炎球菌
pediatric pneumococcal.
Vaccine

8months
8か月

③

6months
６か月

ヒブ
Hib vaccine

5months
5か月

3months
３か月

2months
2か月

生後

予防接種名

よ ぼう せっしゅ

と

あ

さき

予防接種の問い合わせ先

予防接種全般のお問合せは横浜市予防接種コールセンター（平成
29年４月３日開設）へお願いします。
TEL.045-330-8561

FAX.045-664-7296

受付時間：9:00〜17:00（土日祝日・年末年始を除く）

がた

がたかんえん

けん さ

B型・C型肝炎ウィルス検査
●内

容

・Ｂ型・Ｃ型肝炎ウィルスの感染の有無を確認する血液検査
●対象者
・過去に肝炎ウィルス検査を受けていない市民
●実施場所

けん

けん しん

・肝炎ウィルス検査実施医療機関

けん さ

検（健）診・検査

【お問い合わせ】健康づくり係

●費用
TEL. 045-978-2438〜2441

けんしん

がん検診
●対象者

・40 歳以上（子宮がんは、20 歳以上）の市民で、職場の健診
など他に受診機会のない人。
・既に症状のある方は、受診できない場合があります。
●実施場所
①青葉福祉保健センター ：胃がん（X 線のみ）、肺がん
②がん検診実施医療機関：胃がん（Ｘ線、50 歳以上の人はＸ線
または内視鏡）、肺がん、乳がん、子宮がん、
大腸がん
※胃がん検診は、①と②では料金が異なりますので、ご注意くだ
さい。なお実施医療機関での検診を希望される場合は、直接
医療機関に予約ください。
※青葉福祉保健センターで実施する日程・予約開始日について
は、健康づくり係までお問い合わせください。
けん こう しん さ

健康診査
●内

容

・生活習慣病予防対策としての健康診査
（問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査）
●対象者
・75 歳以上の市民等。詳しくは健康づくり係までお問い合わせ
ください。
●実施場所
・健康診査実施医療機関
※40〜74 歳の人は、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
けん さ

PSA検査
●内

容

・前立腺がんを発見するための血液検査
●対象者
・50 歳以上の男性市民
●実施場所
・PSA 検査実施の医療機関

19

・無料
※詳しくは健康づくり係までお問い合わせください。

けん さ

む りょう

とく めい

エイズの検査（無料・匿名）

【共通事項】

・受診できる医療機関や料金については、健康づくり係までお
問い合わせください。
・その他ご不明の点につきましては、健康づくり係までお問い
合せください。
実施場所

実施日時※

予約方法

青葉福祉保健センター
（梅毒も実施）

毎週月曜日
09：00〜09：30

045-978-2438
に電話予約

横浜 AIDS 市民活動
センター
（梅毒も実施）

毎週火曜日
18：00〜19：30

予約不要

神奈川県
結核予防会中央健康
相談所

毎週土曜日
（即日検査可）
14：00〜17：00

045-664-2525
横浜市コールセンターに
電話予約

神奈川県予防医学協会
中央診療所

第2・第4日曜日
（即日検査可）
14：00〜17：00

045-664-2525
横浜市コールセンターに
電話予約

※年末年始・祝日は実施しておりません。

Contact information: For general information
about vaccination
For general information about vaccinations, contact Yokohama city

Hepatitis B/C Virus Examination

● What to do: Blood test to check the infection of hepatitis C/B virus
●Applicants: persons who have never received

Vaccination Call Center. ( starts opereated on April 3, 2017)
TEL 045-330-8561

FAX 045-664-7296

hepatitis B/C virus

examination
●Place: medical institution that conduct hepatitis B/C virus examination

Open: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. (closed on weekends and national holidays,

●Fee: free

and during the New Year holiday period)

*Ask for details at Health Promotion Section.
*Call at Health Promotion Section about details such as eligibility of

Health Checkup, Examinations
Health Promotion Section

Cancer Examination

●Applicants: Persons of 40 years old and over who have no chance to
receive health checkups. About uterus cancer examination,
persons of 20 years are eligible.
If you have a symptom, you may not get checkup.
●Places:
①Aoba Public Health and Welfare Center for Stomach Cancer (X-ray
exam only) and Lung Cancer
Application: Pleases call at the center.
Fee: charged reservation necessary
②Cooperating Medical Institutions for Stomach Cancer (x-ray
exam/x-ray exam or endoscopic exam for people over 50 years old)
and Lung/Breast/Cervic/Large Intenstine Cancer
Notice: Fee for Stomach Cancer varies according to the places. If you
want to have an exam at one of Cooperating Medical Institutions, please
make a direct reservation to the institution.

applicants and places.

Examination of AIDS
(at no charge, on an anonymous basis)
Notice
*Feel free to call the office if you have any question.
Inquiries
Health Promotion Section, Public Health and Welfare Division
Tel. 045-978-2438~2441
places

Health Checkups

●What to do: checkups to prevent Life-style related diseases
(doctor’s interview, body measurement, blood measurement, urine test, blood test)

reservation

every Monday
9:00am-9:30am

045-978-2438
reservation by phone please

Yokohama AIDS Action
and Information Center
（Syphilis test is conducted.）

every Tuesday
6:00pm- 7:30pm

no reservation
necessary

Japan
Anti-Tuberculosis
Association

every Saturday
2:00pm-5:00pm
(examination may be
done on the same day)

045-664-2525
Yokohama Call Center
Appointment by telephone

Kanagawa
Health Service
Association Chuo Clinic

the 2nd and 4th Sunday
(test available on the day
when you come)
2 p.m.-5 p.m.

*Ask Health Promotion Section about the program schedule/reservation
schedule offered by Aoba Public Health and Welfare Center.

dates and hours*

Aoba Public Health
and Welfare Center
（Syphilis test is conducted.）

045-664-2525
Yokohama Call Center
Appointment by telephone

*No checkups and examination on year-end and new-year holidays and
public holidays.

●Applicants: persons over 75 years old
Ask for details at Health Promotion Section.
●Place: affiliated medical institutions where health checkups are provided
*If you are between 40 and 74 years old, please ask for details
at the Health Insurance Societies by which you are covered.

PSA Test (Prostate-Specific Antigen Test)
● What to do: Blood test to find prostate cancer

● Eligible applicants: men of fifty years old and over
● Place: Medical institutions where PSA test are provided
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介護保険制度

【お問い合わせ】介護保険担当

개호보험제도
TEL. 045-978-2478〜2479

横浜市健康福祉局介護保険課
TEL. 045-671- 4252

[문의]서비스과 개호보험상담
Tel. 045-978-2478~9
요코하마시 건강 복지국 개호보험과
Tel. 045-671-4252

区役所窓口に各言語対応の冊子がありますので、お問い合わせ下
さい。
（英語・スペイン語・ポルトガル語・中国語・ハングル対応）

개호보험제도에 준한 써비스제공은 평성12년4월부터 개시되고
있습니다.
구약소와 아오바 국제교류라운지에 상세한 안내문이(영.중.한.
스페인어로)
준비되어 있습니다.

Long-term Care Insurance System
‘Kaigo-Hoken’

（Insurance for the Care and Assistance of the Elderly）
Inquiries: Long-term Care Insurance Section
Tel. 045-978-2478 〜 2479
Long-term Care Insurance Division, Health and Social
Welfare Bureau Tel. 045-671-4252
Guidebooks about Kaigo-Hoken in English, Spanish, Portuguese,
Chinese and Korean are available at the window.

EL SISTEMA DE SEGURO PUBLICO
PARA EL CUIDADO Y TRATAMIENTO DE
LAS PERSONAS DE EDAD(Kaigo-Hoken)

División de Servicios, Seción de Seguro Público para Cuidados y
Tratamientos:Tel. 045-978 - 2478 ~ 9 Departamento de Asistencia

social de salud de la Ciudad de YOKOHAMA, División de Seguro
Público para Cuidados y Tratamientos. (Kaigo-Hoken): Tel.
045-671- 4252.

Para más informaciones consulte a la ventanilla del Ayuntamiento,

护理保险制度
咨询处 : 介護保険担当

existen folletos en varios idiomas (inglés, chino, coreano, español y
电话 : 045-978-2478 ～ 2479

横浜市健康福祉局介護保険課

portugués) .

电话 : 045-671-4252

在区役所的服务窗口有各种语版的资料（英语版、中文版、韩国
语版、葡萄牙语版、西班牙语版），请向工作人员索取。
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医療給付制度

Medical Benefits Systems

この表に該当する方は、医療費などが援助される場合がありますの
で、お問い合せください。
制度の名称

主

な

対

象

疾

病

な ど

対象者の範囲

対象疾病は「小児慢性特定疾病情報センター」

（ ）

(http://www.shouman.jp/)

疾 病 医 療

18歳未満

継続して
更新手続きを
された場合
20歳まで
延長可

ホームページをご覧ください。

小児慢性特定

自己負担

＜指定医療機関のみ＞

原則２割
負担
※1・２

肢体不自由、視聴覚障害、
音声・言語・そしゃく機能障害、

育 成 医 療
（自立支援医療）

18歳未満

心臓・腎臓・その他の内臓障害、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害

※１・２

＜指定医療機関のみ＞
未熟児等で入院養育が必要な０歳児

養 育 医 療

＜指定医療機関のみ＞
結核、骨関節結核

療 育 医 療

＜指定医療機関で長期入院治療をする場合＞
お問合せ

こども家庭係（37番窓口）

原則１割
負担
（所得制限
あり）

０歳児

なし

18歳未満

世帯所得に
応じた
自己負担あり

全身性エリテマトーデス、パーキンソン病、

年齢制限

潰瘍性大腸炎など306種類の難病

先天性血液凝固

なし

血友病など11疾病

因子障害医療

お問合せ

20歳以上

高齢・障害事務係（34番窓口）

一

あり※ 1

なし

保険適用外のものは自己負担です。

指定医療機関で、障害を軽減したり機能を回復
更生医療
（自立支援医療）

術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、
じ
ん移殖術、唇顎口蓋裂の歯科矯正、抗HＩＶ療
法など）

精神通院医療

精神疾患で病院や診療所に通院されている人

（自立支援医療） ＜指定医療機関のみ＞
入院援護金

身体障害者
手帳をお持
ちの方
年齢制限
なし

精神障害で病院や診療所に入院されている方

障害者支援担当（34番窓口）

原則
１割負担
（所得制限あり）
※１・２

所得制限あり

Tel 978−2453

Ｃ型肝炎のインターフェロン治療・インターフェ
肝炎
治療医療費助成

年齢制限

ロンフリー治療
Ｂ型肝炎のインターフェロン治療・核酸アナロ

なし

グ製剤治療
お問合せ

健康づくり係（63番窓口）

Tel 978−2439

保険適用外のものは自己負担です。
※1

生活保護を受給されている方などは、
自己負担がない場合があります。

※2

対象疾病や所得によって負担上限が異なります。
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世帯所得に
応じた
自己負担あり

Applicable Diseases and Cases

Eligible

Individual Payment

Targeted diseases are listed on the
website of Information Center for
Specific Pediatric Chronic Diseases,
Japan.
(http://www.shouman.jp/)
＜at designated medical institutions only＞

Age under 18
possible to
extend
ongoing
support to
the age 20

20% of total
expenses in
principal
*1・2

2
Fostering Medical Care
(medical payment for
services and supports for
persons with disabilities)

Physical handicaps, Cleft palates,
Audio and visual disorders,
Cardiac diseases,
Congenital organ diseases
＜at designated medical institutions only＞

Age under 18

10% of total
expenses in
principal subject
to an income limit
*1・2

3
Newborn
Medical Care

Newborns who are premature,
Newborns who need a transfusion for
blood type incompatibility
＜at designated medical institutions only＞

Newborns

not required

4
Health Care

18歳以上の

（月額 10,000 円）
お問合せ

Types of Systems

部

自己負担

Tel 978−2444

したりするための医療（角膜手術、関節形成手

1-4
Inquiries: Children and Families Support Section (window 37)
Tel:978-2459
You must pay the cost by yourself other than insurance coverage.
5-6
Inquiries: Elderly/Disabled People General Affaires Section
Tel:978-2444
You must pay the cost by yourself other than insurance coverage.
7，8，9
Inquiries:Disabled Persons Support Section Tel. 045-978-2453
window35
10
.inquiries: Health Promotion Section (window 63)
045-978-2439
You must pay the cost by yourself other than insurance coverage.

1
Medical Support
for Specified
Infantile Diseases

Tel 978−2459

保険適用外のものは自己負担です。

指定難病医療

Foreigners, who are registered Yokohama residents and are contributing members of the National Health Insurance Program or
members (and their families) of workplace-based insurance or other
appropriate health insurance systems, qualify for financial assistance
for the health conditions.
Services are provided in Japanese only, so an interpreter may be
needed.

Tuberculosis,
Bone and Joint Tuberculosis
Age under 18
＜in case a long-term treatment at
the designated medical institution is needed＞

portion of the medical
expenses to be paid
individually
depending
on house income

5
Medical care for
specified intractable
diseases

Medical Support for Specified
Diseases. 306 specified diseases
including, Systemic Lupus Erythematosus,
Parkinson's disease, Ulcerative colitis

Any age

portion of
medical
expense to be
paid individually
*1

6
Medical Support
for Congenital
Disorders

11 Diseases including Haemophilia

From age 20

not required

7
Medical Rehabilitation
Care
(medical payment for
services and supports
for persons with
disabilities)

medical care to ease conditions of disabilities
and/or restore functions at designated
medical institutions
(corneal surgery, plastic surgery of joints,
plastic surgery of external ears, heart
surgery, dialysis treatment, kidney transplant,
orthodontic treatment due to cleft lip/cleft
palate, anti-HIV therapy)

Age 18 and
over
with physical
disability
certificate

10 % of total
expenses in
principal
(Subject to an
income limit)
*1・2

8.
Medical Care for
Outpatients with
Mental Disorders
(medical payment for
services and supports for
persons with disabilities)

Outpatients with Mental Disorders
Any age
(at designated medical institutions only)

9
Subsidies for
Hospitalization

inpatients with Metal Disorders
(10,000 yen/month)

Subject to an income limit

10
Medical Allowance
for Hepatitis
Treatment

Interferon therapy for Hepatitis
C/Interferon-free therapy for Hepatitis C
Interferon therapy for Hepatitis B/
treatment of hepatitis B with nucleic
acid analogpreparations

Any age

portion of the
medical expenses
to be paid individually
depending on
house income

*1 You may get an exemption if you receive public assistance.
*2 Payment ceiling may vary subject to an income limit and applicable
diseases.

しゃ かい
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マイナンバー（社会保障・税番号）制度
2015 年 10月からマイナンバー
（社会保障・税番号）制度が導入されました。
住民票のある外国人（中期在留者、特別永住者等）の方にもマイナンバー
は通知されます。
福祉保健センター窓口での一部の手続きについて、マイナンバーの記入が
必要になります。
受付時に窓口で、
①個人番号（マイナンバー）の確認、②本人確認 を行います。
※「個人番号カード」「通知カード」及び運転免許証などの本人確認書類
をお持ちください。

The Social Security and Tax Identification
Number System( My Number system)
My number system started since October 2015.
This individual number (My number) will be sent to foreign
people resistered as residents in Japan. ( mid and long term
residents, special permanent residents)
Some administration procedures require the individual number.
At the window, the following items will be conﬁrmed.
1) The number of applicantʼs My number
2) Applicantʼs identiﬁcation
Please bring either of your ʻPersonal number cardʼ, notiﬁcation
card ,driverʼs lisence or the likes which verify your ID.

マイナンバー制度について、詳しくはコールセンターへお問い合わせくだ
さい。
●マイナンバー総合フリーダイヤル（英語・中国語・スペイン語・ポルト
ガル語対応）（通話料は無料です。）
・マイナンバー制度に関すること
TEL 0120-0178-26
・通知カード、個人番号カードに関すること
TEL 0120-0178-27

About My Number System, please call at the Call Center.
●Toll Free Number is available about My Number System (in
English, Chinese, Spanish, Portuguese) (the call is free of
charge)
・About the system
TEL 0120-0178-26
・About notiﬁcation card, personal number card
TEL 0120-0178-27

●登録担当（通話料は有料です。）
・通知カードや個人番号カードの受け取り等
TEL 045-978-2233

●Registration Section (calls are charged)
・About notiﬁcation card, how to receive personal number card
TEL 045-978-2233

个人编号（社会保障与纳税人识别号）制度
2015年10月开始实施个人编号（社会保障与纳税人识别号）制度。持有住
民票的外国人（中期在留者、特别永驻者等）也将收到个人编号的通知。
在福祉保健中心窗口办理的一部分手续，将需要登记个人编号。
办理手续时，在窗口需要确认①个人编号、②本人身份证明。
※请携带“个人编号卡”或“通知卡”以及驾驶执照等可证明本人身份的
资料。
关于个人编号制度的详情，请咨询电话咨询中心。
●个人编号综合免费电话(英语·汉语·西班牙语·葡萄牙语对应)(通话免费)
・有关个人编号制度的咨询
TEL 0120-0178-26
・有关通知卡、个人编号卡的咨询
TEL 0120-0178-27
●登录担当(通话需付费)
・有关领取通知卡以及个人编号卡的咨询
TEL 045-978-2233

마이 넘버(사회보장・세금 번호）제도

2015년 10월부터 마이넘버(사회보장・세금 번호）제도가 도입됩니다
주민표가 있는 외국인 (중기재류자,특별영주자 등)도 마이 넘버가
통지됩니다
복지보건센터의 일부 창구에서 수속을 할 때 마이넘버를 기입해야 할
필요가 있습니다
접수할 때 창구에서
① 개인 번호(마이 넘버)의 확인, ② 본인 확인을 실시합니다
※「개인번호 카드」「통지카드」및 운전 면허증 등 본인 확인 서류를
지참해 주세요
마이넘버 제도의 자세한 안내는 콜센터에 문의해 주십시오.
●마이넘버 종합 수신자 부담 전화 (영어,중국어, 스페인어, 포르투갈어 대응)
(통화료는 무료입니다.)
・마이 넘버 제도에 관한 문의
TEL 0120-0178-26
・통지 카드, 개인 번호 카드에 관한 문의
TEL 0120-0178-27
●등록담당 (통화료는 유료입니다)
・통보 카드나 개인 번호 카드 수령 등
TEL 045-978-2233

Sistema de Número Personal ( Seguros Sociales – Impuestos)

A partir de octubre del 2015 será necesario el Número Personal (Seguros Sociales – Impuestos) igualmente los extranjeros con certificado de residencia (residentes con visa de media estadía, visa de residente permanente especial, etc.) recibirán la notificación de su número personal.
En algunos trámites en la ventanilla del Centro de Bienestar Social y Salud Pública, será necesario rellenar con el Número Personal.
En la ventanilla de recepción, se solicitará
① Constatar su Número Personal ( My Number). ② Documento que verifique su identidad.
※Portar un documento de identidad「Tarjeta de Número Personal」
「Notificación del Número Personal」licencia de conducir, etc.
Para mayor información sobre el sistema del Número Personal, pregunte al Servicio de Llamadas Call Center.
●Llamadas sin costo del Número Personal en general (se atiende en inglés, chino, español y portugës)(llamada gratuita)
・Sobre el Sistema de Número Personal.
TEL 0120-0178-26
・Sobre la notificación de la tarjeta, tarjeta de número personal.
TEL 0120-0178-27
●Sección de Registro (la llamada es gratuita).
・Sobre la recepción de la Notificación de la tarjeta, tarjeta de Número Personal, etc.
TEL 045-978-2233

28

こく みん けん こう ほ けん

National Health Insurance

国民健康保険

Foreign residents who will to stay in Japan

【お問い合わせ】青葉区保険年金課保険係

for more than three months and are not

TEL. 045-978-2335（日本語で受付になります）

covered by employee health insurance

３か月を超えて日本に在住する見込みのある外国人で、勤務先の社会保険などに加入でき
ない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入して保険料を納めますと、
かかった医療費の30％を支払うだけで医師
の診療が受けられます。

きゅうびょう

of the actual cost.

For further inquiries, in Japanese contact:

Yokohama Municipal Office Insurance and
Premium Division
Ｒ246

○青葉区休日急患診療所
TEL. 045-973-2707

青葉区市ケ尾町31-21
診療科目：内科、小児科
付：休日
（日曜、祝日）
および
12月30日〜1月3日
受付時間：9：00〜12：00
13：00〜16：00

第１駐車場
青葉公会堂

消防署

○横浜市歯科保健医療センター
TEL. 045-201-7737

中区相生町6-107（桜木町駅下車）
診療科目：歯科
付：休日
（日曜、祝日）
および
毎夜間、12月29日〜1月4日
診療時間：休日
（日曜、祝日）、
１２月２９日〜１月４日
：１０：００〜１６：００
毎夜間
（１２月２９日〜１月４日含む）
：１９：００〜２３：００

市が尾駅
Ichigao Sta.

insurance.

Ｐ
鶴見川

土木事務所 青葉警察署

Those who have not completed foreign

months can not join the national health

Ｐ

第２駐車場

Note!!

registration or stay in Japan less than 3

青葉区総合庁舎
Aoba ward office

青葉区休日急患診療所
Emergency Medical
Center for Holidays

よこは まししか ほ けん いりょう

Insurance Section Tel. 045-978-2335

BOOK”

あおばくきゅうじつきゅうかんしんりょうじょ

受

medical treatment may be obtained at 30%

“NATIONAL HEALTH INSURANCE GUIDE

とき

休日に急病の時

受

When premiums are paid into the plan,

Health Insurance and Annuity Division

外国人登録をしていない人、在留期間が３か月以下の人は原則として加入できません。
【ご注意】
きゅう じつ

should join the national health insurance.

For Emergency Treatment
on Holidays:
Aoba-ku
Shinryojo

Kyujitsu

Kyukan

Tel. 045-973-2707

31-21 Ichigaocho, Aoba-ku

*Internal Medicine and Pediatrics
Open

:

Sundays,

National

(including Dec. 30 to Jan. 3)

holidays

Hours: 9:00 a.m.-noon,

1:00 p.m.-4:00 p.m.

For night and holiday dental treatment

Yokohama Dental Health and
Medical Center
Tel. 045-201-7737

6-107 Aioi-cho, Naka-ku
*Dentistry

Open : Sundays, National holidays Dec. 29

to Jan. 4 (10:00am to 4:00pm),
Every night (7:00pm to 11:00pm)
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とき

夜間に急病の時
よこはましきゅうきゅういりょう

さくらぎちょうやかんきゅうびょう

○横浜市救急医療センター（桜木町夜間急病センター）
TEL. 045 -212-3535

所 在 地：横浜市中区桜木町1-1（健康福祉総合センター内）
交

通：JR、市営地下鉄

桜木町駅下車

徒歩1分

診療科目：内科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科
受付時間：20：00〜24：00（内科・小児科・眼科・耳鼻咽喉科）

Emergency Treatment at
Night
Yokohama Kyukyu Iryo Center
(Sakuragi-cho Yakan Kyubyo
Center)
Tel. 045-212-3535

1-1 Sakuragi-cho, Naka-ku

Access: a 1 min. walk from Sakuragi-cho
Sta. on the JR, Municipal Subway

Available Treatment/

* Internal Medicine and Pediatrics
(Children)

* Ophthalmology (Eyes)

* Otolaryngology (Ear, Nose, and Throat)

Hours: 8:00 p.m.-midnight
(Internal Medicine,

Pediatrics(children),Ophthalmology(e
yes) and Otolaryngology(ear, nose
and throat

よこはましほくぶ や か んきゅうびょう

○横浜市北部夜間急病センター
TEL. 045 - 911- 0088

所 在 地：横浜市都筑区牛久保西1-23-4（都筑区休日急患診療所内）
交

通：市営地下鉄 センター北駅下車

徒歩5分

診療科目：内科、小児科
受付時間：20：00〜24：00

Yokohama Hokubu Yakan Kyubyo
Center
Tel. 045-911-0088

1-23-4, Ushikubo-Nishi, Tsuzuki-ku
* Internal and Pediatrics (Children)
/20:00-24:00 every night

Access : a 5 min. walk from Center-Kita Sta.
on the Municipal Subway

! Contact the Yokohama Emergency Medical Care

Information Center (Tel.#7119（045-222-7119） 24

hrs/day) if you are unsure what to do about your

illness or injury (the Center can suggest an
appropriate hospital/clinic).

※横浜市救急相談センター：病気などで困った時、病院などを紹介します。
TEL. #7119（045-222-7119）
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生活衛生に関するもの
食べものと身の回りの衛生

【お問い合わせ】食品衛生担当

TEL. 045-978-2463〜4

環境衛生担当

TEL. 045-978-2465〜6

・食品衛生担当
（61番窓口）
：食品関係営業の許可、食品衛生に関す
る相談、薬局等の許可、医療系免許の
申請
・環境衛生担当
（62番窓口）
：理容所・美容所・クリーニング所などの
開設、住まいの衛生、
ハチ・ゴキブリなど
の衛生昆虫に関する相談

か

いぬ

とう ろく

飼い犬の登録

【お問い合わせ】環境衛生担当
（62番窓口） TEL：045-978-2465〜6
犬を飼う場合には飼い犬を狂犬病から守ると同時に、社会に対す
る責務として狂犬病予防法に基づく、飼い犬の登録と狂犬病予防注
射の接種が義務づけられています。生後91日以上の犬は、登録を行
わなければなりません。狂犬病予防注射は１年に１回受け、届け出て
ください。登録すると鑑札が交付され、飼い主は犬に着ける義務があ
ります。
（横浜市の委託を受けた動物病院等でも、登録することができ
ます。詳しくは環境衛生担当までお問い合わせください。）
●福祉保健センター窓口での登録
福祉保健センター窓口にお持ちいただくもの
初めて登録の方

2年目以降の方

1.

狂犬病予防注射済証
（動物病院で犬の狂犬病予防注射を受けるともらえます。）

2.

手数料3,550円
（登録手数料3,000円、注射済票交付手数料550円）

1.

狂犬病予防注射済証
（動物病院で犬の狂犬病予防注射を受けるともらえます。）

2.
3.

福祉保健センターからのお知らせ通知
注射済票交付手数料550円

※ 2をお持ちでない場合は窓口でお申し出ください。

鑑札は犬の生涯有効で、
引っ越しなどの時に登録済みであるという
証明にもなりますので紛失しないようにしてください。

犬の収容業務に正しいご理解を

犬にかまれる事故は、毎年全国で多数発生しています。
「放れている犬がいる」
との区民の方からの通報
があれば、福祉保健センターや動物愛護センターでは、
その犬の収容業務を行います。
この業務は、狂犬
病の発生を予防するとともに、犬にかまれる事故を防止することを目的にしています。
しかし、残念なこと
に、
これらの業務に従事する職員は、時としてあたかもひどいことをしているかのような差別的な発言や
対応を受けることがあります。
そのことによって職員は心に大きな傷を受けます。皆様が安全で快適な生
活を安心して送るための業務であることをご理解いただきますようお願いいたします。

Food Sanitation and Environmental
Sanitation
Sanitation about food and environment

Inquiries:Food Sanitation Section Tel. 045-978-2463~4

Environmental Sanitation Section Tel. 045-978-2465~6
Food Sanitation Section window 61: Registration for

Food-related Businesses, Food Safety Advisory, Registration for
Pharmacies, Application of Medical Profession License
Environmental Sanitation Section window 62:
Office/Store Registaration for

Businesse (Hairdressing, Laundry & others), House Hygiene

Advisory, pest control (bees and wasps prevention control, rodents
control)

Dog Registration

Environmental Sanitation Section window 62
Tel:045-978-2465〜6

Dog registrations and Rabies vaccinations are both dog-owers’
responsibility to the society.

All dogs over 91 days old must be registered. Rabies vaccination
should be done once a year and reported.

Dog’s license tag is issued after registration. The registered dog
should always wear a collar

with the tag.（Dog registration can be done also at the animal
hospitals entrusted by Yokohama city.）

Registration at Public Health and Welfare Center
What to bring with
Initial registration

1.Certificate of Rabies Vaccination (You can receive at the animal
hospital after having your dog vaccinated.)

2.Fee: 3,550 yen (handling fee-550 yen + registration 3,000 yen)
Registered Dogs

1.Certificate of Rabies Vaccination (You can receive at the animal
hospital after having your dog vaccinated.)

2.Notice from Public Health and Welfare Center
3. Fee: 550 yen (handling fee)

note: if you don’t have notice, please let us know at the registration.

Dog license tag is valid as long as the dog lives and can be the
certificate of registered dog when you move. Therefore please don't
loose your dog license tag.

Request from the Animal Control Officersplease understand our job.

We must prevent the spread of rabies, through dog bites!

Health and Welfare Center or Animal Care Center will send an

animal control officer to round up a stray dog when receiving reports
of loose animals.

Controlling loose animals is necessary to prevent the spread of
rabies and dog bites incidents.

Treat animal control officers with respect and courtesy.

We request your understanding and cooperation to maintain a safe
and comfortable community.
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こま

とき

そうだん き かん

Support Services

困った時の相談機関
り こん おっと

ぼうりょく

そうだん

○離婚・夫またはパートナーの暴力についての相談
区役所こども家庭支援課こども家庭係 ＴＥＬ．045-978-2457
多言語相談（神奈川県配偶者暴力相談支援センター）
月曜から土曜 １０時から１７時 ＴＥＬ. 050-1501-2803

（英語、
中国語、韓国・朝鮮語、
スペイン語、
ポルトガル語、
タガログ語、
タイ語）
い りょう

○医療

AMDA国際医療情報センター東京

TEL. 03-5285-8088
http://amda-imic.com/

港町診療所

TEL. 045-453-3673

そう だん

○相談

難民移住移動者横浜司牧センター

TEL. 045-222-3075

カラバオの会

TEL. 045-662-5699
http://homepage3.nifty.com/kalabaw/

横浜いのちの電話外国語相談窓口

TEL. 045-335-4343（日本語）
TEL. 045-336-2477（スペイン語）
TEL. 045-336-2488（ポルトガル語）

か

な がわ けん がい こく せき けん みんそう だん

○神奈川県外国籍県民相談
よこ はま し

い

し かい

○横浜市医師会

TEL. 045-896-2895

医療機関検索

（外国語が通じる医療機関の検索が出来ます）
http://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/

※「外国人のための医療機関リスト」が横浜市青葉国際交流ラウンジ、青葉区福祉保健
センターに備えてあります。参考にしてください。
つう やく は けん

MICかながわ

TEL. 045-314-3368
http://mickanagawa.web.fc2.com/

ざい たく こう れい しゃ ぎゃくたい そう だん

○在宅高齢者虐待相談

区役所高齢・障害支援課高齢者支援担当

TEL. 045-978-2449

上記の情報は2017年3月現在のものです。連絡先、曜日など変更することがあります
のでご確認下さい。
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Medical Treatment

●The AMDA International Medical
Information Center Tokyo
Tel. 03-5285-8088
http://amda-imic.com/
●Minatomachi Clinic
Tel. 045-453-3673

Consultation

●Solidarity Center for Migrant
Tel. 045-222-3075
●Kalabaw-no-kai
Tel. 045-662-5699
http://homepage3.nifty.com/kalabaw/
●Yokohama Inochi no Denwa (Yokohama
Life Line)
Tel. 045-335-4343（Japanese）
http://www.jso.5u.com/lal/
Tel. 045-336-2477（Spanish）
Tel. 045-336-2488（Portuguese）

Counseling Center for Foreign
residents in Japan, Kanagawa
Kenmin Center
Tel. 045-896-2895

いりょうきかんけんさく

○通訳派遣

○Divorce/Spousal Violence Counseling
Children and Families Support Division,
Children and Families Support section
Tel. 045-978-2457
●Multi-lingual Counseling (Kanagawa
Spousal Violence Counseling Center)
Mon-Sat 10:00 a.m.-5:00 p.m.
Tel. 050-1501-2803
(available in English, Chinese, Korean,
Spanish, Portuguese, Tagalog, Thai)

Yokohama Medical Association

You can search the internet sites for medical
facilities that offer foreign language assistance.
http://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/

Medical Interpreting Services

MIC Kanagawa Tel. 045-314-3368
http://mickanagawa.web.fc2.com/

Consultation of Elderly Abuse at
home

Health and Welfare Guidance and Inquiries
Section
hours: 8:45 am-5:15 pm (open weekdays
only) Tel. 045-978-2449
consultation for anybody who notices
elderly abuse or victims of elderly abuse
* A list of doctors, who speak foreign
languages is available at the Aoba International Lounge and at Public Health and
Welfare Center.
Information above mentioned is as of march
2017. The access numbers and the schedule are subject to change. Please confirm
the current information in advance.

ふくし

ほ けん

かん

そうだんまどぐち

ばんまどぐち

福祉と保健に関する相談窓口（34 番窓口）

【お問い合わせ】高齢・障害事務係 TEL. 045-978-2445
●福祉保健センターでは、ソーシャルワーカーと保健師が福祉と保健に関する相談に応じています。相談の内容は、高齢者（介護保険など
の申請を含む）
、身体障害、知的障害、精神障害、ひとり親家庭、DV などに関することです。
ご相談を受けた後、各担当に引き継ぎ、適切なサービスの提供につなげています。
●身近な各地域ケアプラザでも、高齢者などに関する相談に応じています。
※土・日・祝日も下記の時間帯で開館していますのでご利用ください。
相談時間（各施設共通） 月〜土 9：00〜21：00、日・祝日 9：00〜17：00
休館日は施設によって異なりますので、各施設にお問い合わせください。休館日及び閉館時間帯は地域ケアプラザからの転送委託により、
特別養護老人ホーム「ビオラ市ケ尾」につながりますが、デイサービスのお休み、ケアマネジャーへの連絡については受け付けていません。
地域ケアプラザの相談時間に連絡してください。
青葉区内の地域ケアプラザ
名

称

所在地

電

話

FAX

名

称

所在地

電

話

FAX

荏田地域ケアプラザ

荏田町494−7

911-8001 911-8121

鴨志田地域ケアプラザ

鴨志田町547−3

961-6911 960-6011

もえぎ野地域ケアプラザ

もえぎ野4−2

974-5402 974-5405

ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ

市ケ尾町25-6

308-7081 308-7082

奈良地域ケアプラザ

奈良町1757−3

962-8821 962-9847

青葉台地域ケアプラザ

青葉台2-8-22

988-0222 985-1588

さつきが丘地域ケアプラザ

さつきが丘12−1

972-4769 972-4759

恩田地域ケアプラザ

あかね台2-8

988-2010 988-0901

美しが丘地域ケアプラザ

美しが丘4−32−7

901-6665 901-6718

たまプラーザ地域ケアプラザ

新石川２-１-１５

910-5211 910-5231

大場地域ケアプラザ

大場町383−3

975-0200 979-3200

すすき野地域ケアプラザ

すすき野1-8-21

909-0071 909-0072

Consultation Service on Welfare and Health Care (window 34)

Inquiries: Elderly/Disabled People General Affaires Section Tel:045-978-2445
●Public Health and Welfare Center is staﬀed with social workers and public health nurses who give advice on welfare and health care.
Advices are about senior people (including application of various insurances such as a long-term care insurance), physical disability,
intellectual disability, mental disability, single parent families, and domestic violence.
After consultation, you will be advised to the proper section staﬀ and given appropriate services.
●At your local community health care facilities, you may also receive consultation about senior citizens.
＊Local Health Care Facilities are open as follows on weekdays as well as Saturdays, Sundays and Holidays.
Consultation : from Monday to Saturday 9:00 a.m.-9:00 p.m. Sundays and Holidays 9:00 a.m.-5:00 p.m.
Closed days vary according to facilities,so please ask for details respectively.
If you call on Closed days and/or beyond reception hours, your call is transferred to ‘Midori-no-Sato (Special Nursing Home). However, this
Midorino-Sato is not in charge of managing to reschedule your day-care program or to report your care-manager. In this case, please call to the
community care plaza.

有关福利和保健方面咨询的窗口（３４号窗口）

[ 咨询处 ] 老龄人・伤残人事务係 电话 : 045-978-2445
●福利保健中心有社会工作者和保健师，受理有关福利和保健方面的咨询．咨询的内容包括老年人（包含护理保险等申请）身体障碍，智力障碍，单亲家庭，
家庭暴力等方面的咨询．
接受咨询后，各负责人等将会接手处理，并为您提供适当的服务。
●自家附近的地区护理设施，也受理有关老年人问题的咨询。
＊星期六日和节假日也是以下所列时间段开馆，欢迎利用。
咨询时间（各个馆所相同）是：星期一～星期六 9:00 ～ 21:00，星期日和节假日为 9:00 ～ 17:00，各个馆所的休馆日期不同，请向各个馆所问询。
在休馆日和闭馆的时间段，如果接到从地域ケアプラザ的电话，将转到“緑の卿”老人特别养护中心。但是，不负责转达“不利用デイサービス”等的
电话联络，
请在地区护理设施的咨询时间内进行联系。

복지와 보건에 관한 상담 창구 (34번 창구)

【문의처】: 고령.장애사무계 Tel. 045-978-2445
●복지보건센터에서는 소셜워커와 보건사가복지와 보건에 관한 상담에 대응하고 있습니다.
상담내용은 고령자(개호보험등의 신청 포함),신체장애, 지적장애, 편모가정, DV등에 관한것 입니다.
●가까운각지역 케어시설에서도,고령자등에 관한 상담에 응하고 있습니다.
＊토.일.축일도 아래 시간대에서 개관하므로 이용해 주십시오
상담시간(각시설공통) 월～토 9:00～21:00, 일.축일9:00～17:00
휴관일은 시설에 따라 다르므로 각시설에 문의해 주십시오
휴관일. 및 폐관시간대는 지역케어프라자에서의 전송위탁의따라,특별양호노인홈. 미도리의고향
（緑の郷）연결되어 있습니다만. 시설내 차 서비스의 유무,서비스 담당자와 연락에 대해서는 접수를 받지 않으므로 , 지역 케어프라자의
상담시간에
연락해 주십시오.

VENTANILLA DE CONSULTAS DE BIENESTAR Y SALUD PÚBLICA (Ventanilla n°34)

Sección de la oficina de servicios para personas de la tercera edad y discapacitados Tel. 045-978-2445
●En el Centro de Bienestar y Salud Pública, expertos en salud y asistentes sociales atienden consultas de salud y bienestar. Se puede
consultar sobre; las personas de la tercera edad (incluyendo la solicitud de Kaigo-hoken), discapacidad física o intelectual, hogares
monoparentales, violencia doméstica.
Después de recibir las consultas se coordinará a los respectivos encargados para prooveer los servicios adecuados.
●En los “Kea-Chisetsu” (centros de cuidado) de su zona, también atienden consultas referentes a personas de la tercera edad.
＊Las instituciones estan abiertas los sábados, domingos y feriados en sus respectivos horarios de atención. El horario de consulta (el
mismo para todas las instituciones) es;
De lunes a sábado de 9:00 - 21:00 h, domingos y feriados de 9:00 - 17:00 h. Los días de descanso varían según cada institución,
consulte dentro del horario de atención. En los días de descanso, o en el horario fuera de atención, se conectaran las llamadas
directamente con el asilo de ancianos “Midori no Sato”. Tenga en cuenta que las consultas referentes al descanso del “Dei Saabisu” o
los recados al “Kea Maneja”, solamente pueden ser atendidas por los “Kea-Chisetsu” dentro del horario de atención.
青葉福祉保健センター
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