


市営73系統 【中山脈 ･ふれあいの丘祐EI】

く中山駅北口始発 9 00 ft暮1発 I8 00.鮪Lj始発9 :札 牡終発17 30.30JJlに14こ)

6)(pLU駅南口まT)り=中山】駅帝ロ ー西相場 一中山町 一高市波前一男含蝿 一他較持前 一神社前-佐江戸 -弁天前一池辺町一間戸 一塁JT省 一坂下一岡原 -平台 一

北払工ji!萌一芭i郎 ＼一na5いの丘 -大丸 -高uJ-川和高臥 ロー川和高校荊 一都】粍ケ丘-1lLl和田Ⅰ一日秋 l学校萌 -王鵜昏寺和一川和公会空前 一様土木事務所前-

法務局萌一貝の坂一千代碓 一連生寺前一書t畠-醐 一中山脈北口

地蔵年前一票舌端 -局馬渡萌 -中LUq 一西村腐 -q)LU択開口

場所一都汎ふれあいの丘-大丸-高LLJ一川和高校入【コー川手0高校所

市宮88系統 ･東急パス 【中LLJ脈 ･】王中坂下間】

く中山yt他党 6 48.fl終托 20 】6. 6 8 】】 12 14 17 】9 20時に l本〉

①本線 =中LulR司D-西村揖 -高周波前 一落合t4一也だE専BtJ-神社前 -1左三工戸 一弁天前-文EZ辺町一関戸 一室ケ谷一iE･下 一向塀 一茅ヶ崎中学校入口一飯EB肖防

②跳 ､れあいの丘撞EB=中山l択開口-西村iS一高市波荊一頭含4 -1位屈等駒一神二牡鹿 一佐江戸 一弁天百日-∋tgSZ]町一閃戸 一畳JTi当一坂下 -向原 一平台 一北部

田 -i中坂下

市営8g系統 【≡エEE]JR･市か届mrEq)

(flEtけミ発 9 01と H 31の- E124.)

EE)ド=ルー小県谷戸-江Eヨ駅

⑳F5ガ罵駅 川和高校萌 (58に 1度)=F5打電脈 一朝光春荊 -黒埼寺前一乗F571罵小学校前一乗EB向一泉天JT谷公園 一川手0一句投入ロ ー川和高校前

市営300某氏 【三工EZ)lR.新t六浜IRFq】

<l工rlll択触発 6 101土井党 23 05 朝夕10分EJ中20713,さ〉

新耶 -港北インター 一天21良-小机新道-1■山大絹 -新横浜駅南

市営301系統 ･東急パス 【=工田耶 ･市か尾ARrq】
く印がId凱好】発 6 211と終発 22 37 1咋l川Zノト)

(9本挽=F5ガ尾駅 -明光寺前 一乗福等荊一乗両方尾小学校前 -東庄】l司-東天ケ谷公観--川和高校入口 -高LLJ一大丸-≡tEZEEト 荏田南 一荏田高校荊 一冨=塚一江
田駅入⊂⊃-≦工EB】眼

⑦年谷戸eF汀)り-両か罵択 一明光寺前 一粟福春雨一票F5Zl尾小学校前 一泉田同 一泉天ケ谷公Eg一牛谷戸 一荏田高投入口 一荏田帝一浪EB-大丸 一高LLJ-川初高

校入⊂コ一東天ケ谷公句 一泉田l司一粟両方尾小学校成 一粟穏春雨 一･的光寺前 -F571罵駅

⑳高LIJ芦T)り-両方尾択 一頼光等荊 -受箱寺前一更両方罵小学校前一泉田内 一票天ケ呂公国 -川和高投入口-竜UJ-大丸 一過EB-荏田南一荏EB高投入口 一年

市営302系統 【北川It南 .斬l■浜耶間】

く北川伯f垢始発 7 27Jと終托 19 24 1叫IHI2本〉

北川堀商-海北=典tg]地前 一西一新栄高校北ロー新栄高校前一北原 一長手昌寺前 一所本場 一淡島神1工飢 一新開場 一港北インター ー矢之損-JJ＼机新道一馬LU大場 一
斬槻主RIR前

､ ･.1':r.J.i:.塘 '.てL∴ ･-."n).､ざ■;･" 1

∃誤 写昌≡芸書聖謡 讐 雷管魚 雷竺云表 芸蒜 芸忘莞 表芸完 書芸 竺表芸 二票芸 軍票豊雲表芸警 ㌫ 禁 芸 二霊 芝諾 二芸漂 芸

合庁舎前 一新葡名馬 1港北丁零等所 -3を北車庫荊一横浜フフリーナ萌 -7rtテJL,前一新頒i兵脈庁j

市営304系統 E江田朋 ･みずきガl丘循tIl

くu二Ell駅始発 8 05AkJk先 22 05 1叫Ill12ノト〉

新栄高校北[コー港北工熊E軋噂専卜 西-北川橘開

馬-新発高校翫 一新柴高校北ロー西 一巻北=薬Eg地前-]UIlt名商

市営305系統 【中山IR北口 ･市ケJtl駅】

くJ'がIW l鶴莞6 55 1上井覚 21 55､0け 3L),/11=14: Lj中 1時rNl=L4･)

向-粟F5Zl尾小学校-冥福寺萌 -明光寺前IF5ガ1毛駅

aバス 【あざみ野l尺･市が馬IRⅦ】
Iと終 発 21 50 1B判ILlZノト〉

市営307系統 ･兼&/てス 【市かJtJFZ･王中iJf句】
(市がJtl択始発 gLO Al性弗 16:30 Bqt争EHl休 IRtrul1- 2本〉

F5ガ鳥脈 一朝光寺前-粟福香南一乗両方軌 l学校前一泉EEl同一棄天JT苔公唇一川手0高校入口一高LU一大丸 -御影領 一中の親 -センタ一再-港北ニュータウン

メイズ玩 -梶田一事り~時節竜一毒草LU一大崎溝一中日小学校 一勝田 -大胡 -EPH中学校雨一宮の下 一SE百の内 -LIJ田 -道中坂下

貫急/(ス (江田脈 RJBlRrLBl
くil和利的托 6 301と終発 22 49 0JI夕10分日中20JJ1おき)

中坂下 一票LUEEl町 一下損住宅 -肯EE)LE前一大岡メタル荊 -粟荒岡器南 一高EEl-■島田t壬宅前 一言EB□-看EE)格 一上田J一別所 一網島駅

東急バス tJB田所;長所 ･Nも駅q】

(特El川i出席統覚 6 09Al終発 22 56 糾5,JyL]Ll･ ケltT･,Ihき〉

所 一新EE中学南 一新看EE)qJ一岩田dt一上司】-別所 -桶帥

■くらしに関係する官公庁

■港北ニ ュータウン

行政サー ビスコーナー
I港北区役所

+繰 区役所

Il北都支所

I港 北保健所

■緑保健所

)港北警察署

I緑暮蕪等

+掃 北書累等

Il持 柁ltt

t押葉川棚 著

D川和郵便局

I横浜荏 田東郵便局

■横浜 大棚郵便局

■横浜勝 田郵便局

J横浜乗LuE]]郵便局

4横浜すみTLが丘郵便局

茅ヶ崎B71820
丘の tzンタ- l暗

港北区大豆戸町2611

掃 区寺LU町 118

掠区市 ヶ尾町25-6

港北区総合庁 舎内

繰 区総合庁舎内
港北区大豆戸町508

様 区台村町 13514
線 区市 ヶ尾町29-I
椋 区長津EEld-I-12
神奈川区実印816
掠 区川和町950-I
緑 区荏 EE]乗3-6
港北区大棚 町275
港北区勝田町294
港北区葉山田町 1466
港 北区すみれが丘37

団田El臼
■余暇のために

℡9d217375

℡543-1212
℡933-1212
℡963-2323
℡5∠】3-1212

℡933-1212

℡546-0110
℡932-0日D
℡972-0110
℡981-11Lll
℡Lj5311371
℡931-2132
℡94117925
℡591-6971
℡591-6972
℡59116807
℡593-I177

』家を建てるときは

■横浜市郡市計画局港北ニ ュータウン淫投部事業管理課 ℡67112682
L横浜市郡市計画局港北ニ ュータウン埋投事務所 ℡9∠12-2481

b横浜市建築相三gi所 ℡9∠12-8753

1住宅 ･都市整備公団港北開発局事案計画第二評 ℡9∠1317407
+ (財)港北二ュ-タウン生活対策協会 ℡94218745

■lひっこしのときは

d自動車の登録変更

神票川 県陸iZ事務所 緑区池辺町3540 ℡932-32∠ll
r運転免許!正住所のT換え

所管書寮等

I水】菖

横浜 市水道局巷北宮某所 港北区大豆戸町 155 ℡531-L1251
横浜市水iE局掠 営業所 緑 区寺LLJqI18 ℡933-2753

■ガス

東京ガス割 ヒ営業所 ,%北区新偶浜219-1 ℡47214911
■屯気

東京奄力お宅梗概 宍寒 中区伊 勢佐木町 1-311 ℡241-8500
東京電力中LLJ営業所 縁 区中山町309-6 ℡93ト2631

東京電力切見支社 覗見区碍見中央3120-22℡52l-1311
lLt王よ

局番TJ:し ℡116

■医療機関

夜間 ･休日医療施設

I横浜市救急医頚 セ ンター 中区桜 木B71-1 夜間℡212-3535

情 報セ ンター ℡201-1199
T横浜市歯科保健医群セ ンター 中区相生町6-I07 ℡20ト7737

■港北区休 E]急患診オ所 港北区東名414-22 ℡433-231I
J繰区休 E]急患診燕所 緑区藤が丘2-20-10 ℡97312707

救急告示病院 ･診療所
■新横浜病院 港北区仲手原2-43-48 ℡432-8111

1山王ク リニ ック 掠 区池辺町4093 ℡934-5121

■片LUク リニ ック 緑 区荏田粟3-6-6 ℡gd1-6663

J港北図書gE

I山内Eg]暮館

p老北区書少年園書館

■緑区1少年図書f官

■;葦北公会空

Ij操公会堂

■都筑ふれあ いの丘
地区セ ンター

北部 プール

港北区菊名6- 18-10
℡d21-1211

線区あざみ野2-3-2
℡901-1225

,%北区菊名J4-4-1
℡aロ1-496∠】

緑区青葉台2-25-4
℡981-i400

港北区大豆戸町26-1
℡543-7926

繰区寺LLJ田7118

℡933-1212

線区葛が谷2-1

℡94I18380
℡9∠= 18385

老人福祉セ ンター つづき緑寿荘 ℡gd1-83E30

障害者研修保兼セ ンター 横浜あ ゆみ荘 ℡947-8383
■港北スポー ツセ ンター 割 と区大豆戸町518-I

℡5∠I4-2636

●繰 スポー ツセ ンター 繰区中山町329-25
℡932-0733

1乗LU田スポー ツ会柁 薦北区乗LU田町 105-2
℡593-4682

q新石川 スJlt-ツ会館 緑区新石川3-13∠16
℡911-987ロ

■ハマふれん とスポーツプラザ 緑区大丸 15
℡9d1-2101

L葛が谷公噺 多目的iZh広喝 哲理運営委員会 (野中)
℡941-6171

+牛 ケ谷公Eg多目的運動広場 管理運営委員会 (上杉 )
℡94I-5202

■東方公取 多El的運Jh広場 管理運営委員会 (村田)

℡94l-1081

■テレホンガイド

(▼印はテレホンサービスです)

J災害fr稚TJ:ど 消防テ レホ ン二 ユ-ス▼℡334-0119
1病気 につ いての問合せ ･病院紹介 ▲℡20l-1199
1エイズの予防法 ･相王鞘 ▼℡671-4□00

1障害福祉 ･健康相談 ･ぼけ相 談､点字 ･録音図暮な ど

横浜 而社会福祉協班会佃康福祉用 抜室 ℡20ト8676
r子 ともの しつけ､非行､辞書などの相玖

横浜市中央児手相 H所 ℡333-4152

r交通情報テ L,/ホンサー ビス ▼℡212-111I
4JJ貸 ･分訊住宅の書兼や案内

住宅 ･都市整備公団横浜 案内所 ℡312-2651
現在書集中の もの ▲ ℡oヨ-236-260D
県住宅供給公社 ℡65l1 831▼℡64119406

市住宅供給公社 ℡6511461▼℡662-3507-8

)耳い物 について 横浜市満文書セ ンター ℡662-5626
訪問販売な どの苦t*相は ▼℡313-2929

■陣等書､高齢者､母子零度 な どの技能訓練や進路指事

横浜 市熊能開発捻合セ ンター ℡65ト2195▼℡312-2200
横浜パー トバ ンク ℡465-2051▼℡20l-8100
横浜而労働情報セ ンター ℡67112343

D横浜市 ス/lt-1ツ情報セ ンタ- ℡4651202D

D横浜市域光案内所 横浜駅構内 ℡44ト7300
r海外旅行の旅券の 申臥 予防接種TJ:ど

旅券事務所 ℡67117201▼℡65ト1781

1行政染料の聞合せ 横浜 市市民情 報セ ンター ℡67ト39DO
横浜市行政サ- ビス コ-ナ- ℡453-2525
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