
各種手続・窓口案内・市営交通の案内など   横浜市コールセンター
664 -2828
callcenter@city.yokohama.jp

毎日8時～21時

に こ に こ
人　口
世帯数

3,733,791人
1,673,422世帯

※紙面中、特に記載がない場合、市
外局番は横浜「045」です
※いただいた個人情報やご意見は
「横浜市個人情報の保護に関す
る条例」に従い、目的の範囲内で
適正に管理・利用します

横浜市役所  〒231-0017  中区港町1-1  　671-2121（代表）     www.city.yokohama.lg.jp

（2017年9月1日現在）

　残暑から解放されて、秋風の中、少し体を動かしてみよう、と思うこの季
節。普段の散歩道をひと工夫して、ちょっと遠回りしてみてはいかがで
しょう。私も散策のコースを時々変えては、涼しい風に揺れるコスモスの

花や色づき始める木々に季節の移り変わりを感じたり、知らないお店を見つけたり、日々新しい発
見をしながら秋を満喫しています。
　ときには赤や黄色の秋色の花々で彩られた里山ガーデンに足をのばしてみたり、横浜トリエン
ナーレなど街中のアートを楽しむのも良いですね。散歩の後は、地産地消の飲食店にも寄ってみ
てください。新鮮な横浜野菜や果物など、旬の味覚も充実しています。
　そして、この秋は市民の皆様が楽しみにしていらっしゃる横浜マラソンが行われます。2015年
にフルマラソンになった横浜マラソンは、今大会から10月の開催です。ぜひ、応援にお出かけく
ださい。真っ青な秋空のもと、2万8千人のランナーの皆様が横浜のまちを駆け抜けます。
　日毎に秋が深まる横浜の街に出かけて、心と体を動かしてみませんか。

秋本番！心も体も、健康に

スタート時刻：8時20分　7分の1フルマラソン（車いす）
8時30分　フルマラソン、7分の1フルマラソン
9時40分　2km（車いす）

横浜マラソン 検 索組織委員会　　 651-0666　　 226-5037 詳しくは2ページで
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国道15号線は渋滞が
予想されます。
国道1号線も、う回路として
利用してください

横浜港シンボルタワーと
本牧海づり公園施設は
本牧陸橋経由で通行可

国道357号線は南部市場から先、通行止。
国道16号線にう回してください

並木出口を出たら
国道16号線にう回してください

南本牧エリアへは本牧陸橋経由で通行可

市場

パシフィコ横浜前
展示ホール北

栄町
中央市場入口

橋本町二丁目

横浜税関前
開港広場前

相生町一丁目
花咲町二丁目
本町三丁目

相生町一丁目

山下橋
B突堤入口

横浜港シンボルタワー

錦町錦町

三溪園
間門八幡橋

新中原南側

鳥浜町

横浜南部市場

横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ

鎌
倉
街
道

通町一丁目

車橋

日野立体
笹
下
釜
利
谷
道
路

関ノ下

保土ケ谷橋

環状2号線

富岡町

井土ケ谷

両側交通規制
片側交通規制
（矢印方向通行可）

首都高速道路など
う回路

凡例

前里町四丁目

N

11
1312

8時～
15時20分

8時～
10時30分

横浜マラソン交通規制コールセンター　　 594-7565  9時～17時 （9月1日～10月20日  月～金曜（祝日は除く）、10月21日～29日  毎日）

花咲町二丁目
本町三丁目

吉野町三丁目吉野町三丁目

打越

みなとみらい大橋（スタート）

横浜スタジアム付近

本牧市民公園前付近

根岸駅付近

磯子駅付近

横浜南部市場

首都高49.3kmポスト

山下公園付近（復路）

パシフィコ横浜（フィニッシュ）

●フルマラソンのランナー通過予想時間

7
8

臨港パーク入口

サークルウオーク

石
川
町
駅

石
川
町
駅

屏風ケ浦

青砥坂
栗木

※コース沿道や会場付近で無人航空機（ドローン・ラジコン飛行機など）を飛行させることはできません

先頭 最後尾
8時30分ごろ　　  8時57分ごろ

8時45分ごろ　　  9時40分ごろ

9時15分ごろ　　10時40分ごろ

9時20分ごろ　　11時00分ごろ

9時30分ごろ　　11時25分ごろ

9時40分ごろ　　11時50分ごろ

10時15分ごろ　　13時15分ごろ

10時50分ごろ　　14時40分ごろ

10時55分ごろ　　15時00分ごろ

橋本町二丁目→コットン大橋・パシフィコ横浜
方面通行止め。国道15号線にう回してください

横浜マラソン2017開催に伴う 交通規制のお知らせ

横浜公園出口（ベイブリッジ方向）

横浜公園入口（横浜駅方向）

新山下出入口（ベイブリッジ方向）

本牧JCT～幸浦　東行西行　各出入口

横浜横須賀道路　金沢支線並木出口（ベイブリッジ方向）から先、通行止め

6時30分ごろ～9時40分ごろ

7時40分ごろ～9時50分ごろ

7時50分ごろ～9時50分ごろ

7時50分ごろ～9時50分ごろ

7時50分ごろ～9時50分ごろ

6時30分ごろ～9時50分ごろ

6時30分ごろ～9時50分ごろ

6時30分ごろ～9時40分ごろ

7時50分ごろ～15時30分ごろ

7時50分ごろ～15時30分ごろ

8時00分ごろ～15時20分ごろ

8時00分ごろ～15時20分ごろ

8時00分ごろ～10時30分ごろ

8時10分ごろ～15時10分ごろ

8時20分ごろ～14時50分ごろ

8時20分ごろ～14時50分ごろ

8時20分ごろ～11時30分ごろ

8時40分ごろ～11時40分ごろ

8時40分ごろ～12時10分ごろ

8時50分ごろ～12時30分ごろ

7時50分ごろ～10時40分ごろ

7時50分ごろ～10時40分ごろ

5時00分ごろ～16時00分ごろ

5時00分ごろ～16時00分ごろ湾岸線

横羽線
狩場線

大会に伴い規制される一般道路規制時間
区間（コース） 規制時間（目安）

大会に伴い通行止めになる首都高速道路等の本線・出入口など

・規制時間は目安であり、競技状況などで変更する可能性があります

①とちのき通り西～②ポートサイド中央（海側）

②ポートサイド中央～③栄町（海側）

④中央市場入口～⑥市場（海側）

⑤橋本町二丁目～⑥市場（海側）

⑥市場～ a みなとみらいトンネル

a みなとみらいトンネル～⑧展示ホール北

①とちのき通り西～⑦臨港パーク入口

⑧展示ホール北～⑨パシフィコ横浜前（海側）

⑨パシフィコ横浜前～⑩サークルウオーク（海側）

⑩サークルウオーク～⑪横浜税関前

⑪横浜税関前～⑬開港広場前

⑬開港広場前～⑭山下橋

⑪横浜税関前～⑫相生町一丁目～⑬開港広場前

⑭山下橋～⑮B突堤入口（海側）

⑮B突堤入口（海側）～⑯横浜港シンボルタワー

⑯横浜港シンボルタワー～⑰錦町

⑰錦町～⑱小港橋～⑲間門（海側）

⑲間門～⑳八幡橋（海側）

⑳八幡橋～○21新中原南側（海側）

○21新中原南側（海側）～○22鳥浜町

横浜公園

とちのき通り西
ポートサイド中央
とちのき通り西
ポートサイド中央

●　　　　　　　　2017（平成29）年 10 月号2 　　　　　　　 2017（平成29）年 10 月号　●3

　いよいよ10月29日に開催される「横浜マラソン」。国内外から
参加する2万8000人のランナーが横浜を駆け抜け、7000人を越
えるボランティアがランナーを支えます。

横浜マラソンEXPO2017
　熱い声援でランナーを包み込む会場に、世界で活躍したトップアス
リート、著名人、パフォーマンス団体が大集結します。そのほか、スポー
ツ、健康などに関連した企業ブースや「横浜マラソン2017」のオフィシャ
ルグッズを販売するショップが出店し、誰もが楽しめる3日間です。

名所を駆け抜ける！
　横浜らしさあふれるコースは必見です。

　2015年から市民参加型フルマラソンとして生まれ変わった「横浜
マラソン」。3回目となる今回は、気軽に参加することができる7分
の1フルマラソン（6.0278km）を新たに設定し、参加ランナーの裾野
を広げます。

　給水所は国内マラソンで有数の
規模の18か所。それぞれの給水所
で「ランナーを元気づける」をコン
セプトに繰り広げられるさまざま
なパフォーマンスは、ランナー以外
の皆さんも必見です。
　首都高速湾岸線、本牧ふ頭内など
観戦者は立ち入りできない場所が
ありますので、注意してください。

東京2020オリンピック開会1000日前を迎えます
　2020年7月24日（金）に開会する東京2020オリンピックまで、今年の
10月28日（土）でちょうど1000日前になります。
　横浜マラソンEXPO2017会場では、1000日前を記念したステージ
イベントやブース出展を行います。東京
2020オリンピックを横浜全体で盛り上げて
いきましょう。

日時：10月27日（金）・28日（土） 11時～20時　   29日（日） 9時～15時
会場：赤レンガ倉庫イベント広場（中区新港1-1）

市民局オリンピック・パラリンピック担当
　 671-3697　　 664-0669

「横浜マラソン2016」給水パフォーマンスの様子

　29年10月現在、市会で審議されている28年度一般会計決算の概要を
お知らせします。 財政局財政課　　 671-2231　　 664-7185

●市税収入は2年ぶりの増収、
　市税収納率は過去最高を更新
個人市民税や固定資産税の増収などにより、市税収入は対
前年度比0.2％の増となり、2年ぶりの増収となりました。
また、市税収納率は6年連続で過去最高を更新し、99.0％と
なりました。

●一般会計が対応する借入金残高の縮減
特別会計・企業会計・外郭団体を含めた「一般
会計が対応する借入金残高」は、前年度末に
比べ483億円の縮減を図り、3兆1,830億円と
なりました。

●人や企業が力を発揮できる取組を加速
「中期4か年計画 2014～2017」の折り返しを迎えた28年度は、計画の目標達成
に向け、都市インフラの強化や防災・減災対策を進めるとともに、保育所待機
児童ゼロの取組継続など子育て支援の推進、福祉・教育施策の充実、男女共同
参画行動計画の推進、中小企業の振興と経済成長分野の育成・強化などに取り
組みました。

歳入
A

1兆5,397億円

歳出
B

1兆5,288億円

差引
C=AーB

109億円

実質収支
CーD

25億円

繰越財源
D

84億円

7,500

7,000

6,500

0

3兆5,000
3兆4,000
3兆3,000
3兆2,000
3兆1,000

0

市税収入額の推移 一般会計が対応する借入金残高の推移

平成24 25 26 27 28 平成24 25 26 27

7,190 7,208

7,012
7,074

7,200 34,303

28

（億円） （億円）

（年度） （年度）

28年度一般会計の決算は、歳入決算額1兆5,397億円、歳出決算額1
兆5,288億円となりました。また、歳入歳出差引額から、29年度に
繰り越すべき財源を除いた実質収支は25億円の黒字となりました。

33,382
32,725

31,830

横浜市債マスコット
「ハマサイ」

32,313

ポ
イ
ン
ト

28年度 一般会計決算の概要 知ってほしい横浜市の財政情報

ハマの台所事情 詳しくはこちら→

受け取っていない人はお早めに  2015年送付のマイナンバー通知カード  交付終了
　2015年11～12月中に郵送され、不在などで区役所に返送された通知カード
は、10月31日で交付を終了します。
　まだ受け取っていない人は、居住区の戸籍課に顔写真付き公的本人確認書
類を持参し、受け取ってください。
　11月以降は再発行扱いとなり、手数料（500円）がかかります。

マイナンバー（個人番号）を知らせるカード
通知カードの見本

紙製

交付終了日
10月31日（火）

注意
●引っ越しなどをしている場合、現在の居住区で
通知カードを受け取れない場合があります
●紛失などによる通知カードの再発行は有料です

コンビニ交付サービス 一時休止
　システムメンテナンスのため、住民票など
のコンビニ交付サービスを休止します。各種
証明書の交付は、区役所または行政サービス
コーナーを利用してください。
【サービス休止日】  10月23日(月)終日

市コールセンター　　 664-2525　　 664-2828
または区役所戸籍課 横浜市　通知カード　受取 検 索

横浜市　若者自立支援 検 索

　ひきこもりは「部屋から出られない」「家族となら
外出できる」「夜間に近所のコンビニには出かけら
れる」など状態がさまざまです。市では、15歳～39
歳の若者のそれぞれの状態に合わせて、継続的に相
談・支援する事業を実施しています。相談は、本人
のほか、保護者からも受け付けています。ひきこも
りの状態を、本人・家族だけで解決していくのは困
難です。まずは若者自立支援機関に電話で相談し
てください。相談は無料で、秘密は守ります。

一緒に考えます！

こども青少年局青少年育成課　　 671-2324　　 663-1926

青少年相談センターで、困りごとの対応方法など、
その時々に応じてアドバイスをいただき、
助かっています。（30代男性の母）

若者サポートステーションの相談で、現状と自分の
気持ちを整理でき「自分はどうしたいのか」を考え、
就職に向けて動けるようになりました。（10代女性）

青少年に関する総合相談　
青少年相談センター

ひきこもりからの回復期の青少年の居場所　
地域ユースプラザ

キャリアカウンセラーによる個別相談・セミナー・就労体験
若者サポートステーション

　青少年相談センター（南区浦舟町3-44-2）　　　   260-6615　　262-4156
　月～金曜 8時45分～17時（祝休日を除く）

　地域ユースプラザ
東部ユースプラザ（鶴見区鶴見中央3-23-8）　　　 642-7001　　642-7003
西部ユースプラザ（保土ケ谷区天王町1-30-17）　　334-3041　　334-3040
南部ユースプラザ（磯子区西町12-1）　　　　　  761-4313　　761-4023
北部ユースプラザ（都筑区茅ケ崎中央11-3）　　　 948-5503　　948-5505

各プラザ共通  月～土曜 11時～19時（第3月曜・祝休日を除く）
各地域ユースプラザのスタッフが、区役所で毎月2回、専門相談（予約制）を実施しています。
詳しくは各プラザに問い合わせてください。

　よこはま若者サポートステーション（西区北幸1-11-15）
　 290-7234　　290-7235  月～土曜 10時～18時
（第3月曜〈祝休日の場合は第2月曜〉・祝休日を除く）

　湘南・横浜若者サポートステーション（鎌倉市小袋谷1-6-1）
　 0467-42-0203　　0467-42-0204
月～金曜 10時～18時（祝休日を除く）

「よこはま型若者自立塾」では、共同生活や就農・就労体験を中心としたプロ
グラムを通じ、生活リズムの立て直しや体力の回復などを目指します。

よこはま型若者自立塾（ジョブキャンプ専用、磯子区東町9-9）　
　 750-5453　　 751-9460  月～土曜 11時～19時

生活リズムを整えたいなど働く前段階の悩みに生活リズムを整えたいなど働く前段階の悩みに

・人と関わることが苦手で外出ができない
・学校や仕事を辞めてから毎日家で過ごしている
・子どもがひきこもっていて将来が心配

・気軽に行ける居場所がほしい
・外に出てみたい
・仲間がほしい

・働きたいけど何から始めれば
いいのか分からない

・どんな仕事が自分には
できるのだろう

自
立
へ

広報よこはま拾い読み 検 索

おすすめ観戦スポット情報を動画で紹介！
「広報よこはま拾い読み」でも、横浜マラソンについて
紹介しています。　

～ひきこもりなど困難を抱える若者の自立支援～
若者自立支援機関合同説明会
　どこに相談したらよいかわからないなど、相談
をためらっている人を対象に、各機関の事業内容
などの紹介や個別相談を実施します。

日時：10月27日（金）・28日（土）
14時～17時

会場：青少年交流・活動支援スペース
（中区桜木町1-1 ぴおシティ6階）

マリンタワー 首都高速湾岸線

【コース】
みなとみらい大橋（ス
タート）→赤レンガ倉
庫→山下公園→横浜南
部市場→首都高速湾岸
線（杉田～本牧）→山下
公園→パシフィコ横浜
（フィニッシュ）

小港橋小港橋

マイナンバー
キャラクター
マイナちゃん
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国道15号線は渋滞が
予想されます。
国道1号線も、う回路として
利用してください

横浜港シンボルタワーと
本牧海づり公園施設は
本牧陸橋経由で通行可

国道357号線は南部市場から先、通行止。
国道16号線にう回してください

並木出口を出たら
国道16号線にう回してください

南本牧エリアへは本牧陸橋経由で通行可

市場

パシフィコ横浜前
展示ホール北

栄町
中央市場入口

橋本町二丁目

横浜税関前
開港広場前

相生町一丁目
花咲町二丁目
本町三丁目

相生町一丁目

山下橋
B突堤入口

横浜港シンボルタワー

錦町錦町

三溪園
間門八幡橋

新中原南側

鳥浜町

横浜南部市場

横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ

鎌
倉
街
道

通町一丁目

車橋

日野立体
笹
下
釜
利
谷
道
路

関ノ下

保土ケ谷橋

環状2号線

富岡町

井土ケ谷

両側交通規制
片側交通規制
（矢印方向通行可）

首都高速道路など
う回路

凡例

前里町四丁目

N

11
1312

8時～
15時20分

8時～
10時30分

横浜マラソン交通規制コールセンター　　 594-7565  9時～17時 （9月1日～10月20日  月～金曜（祝日は除く）、10月21日～29日  毎日）

花咲町二丁目
本町三丁目

吉野町三丁目吉野町三丁目

打越

みなとみらい大橋（スタート）

横浜スタジアム付近

本牧市民公園前付近

根岸駅付近

磯子駅付近

横浜南部市場

首都高49.3kmポスト

山下公園付近（復路）

パシフィコ横浜（フィニッシュ）

●フルマラソンのランナー通過予想時間

7
8

臨港パーク入口

サークルウオーク

石
川
町
駅

石
川
町
駅

屏風ケ浦

青砥坂
栗木

※コース沿道や会場付近で無人航空機（ドローン・ラジコン飛行機など）を飛行させることはできません

先頭 最後尾
8時30分ごろ　　  8時57分ごろ

8時45分ごろ　　  9時40分ごろ

9時15分ごろ　　10時40分ごろ

9時20分ごろ　　11時00分ごろ

9時30分ごろ　　11時25分ごろ

9時40分ごろ　　11時50分ごろ

10時15分ごろ　　13時15分ごろ

10時50分ごろ　　14時40分ごろ

10時55分ごろ　　15時00分ごろ

橋本町二丁目→コットン大橋・パシフィコ横浜
方面通行止め。国道15号線にう回してください

横浜マラソン2017開催に伴う 交通規制のお知らせ

横浜公園出口（ベイブリッジ方向）

横浜公園入口（横浜駅方向）

新山下出入口（ベイブリッジ方向）

本牧JCT～幸浦　東行西行　各出入口

横浜横須賀道路　金沢支線並木出口（ベイブリッジ方向）から先、通行止め

6時30分ごろ～9時40分ごろ

7時40分ごろ～9時50分ごろ

7時50分ごろ～9時50分ごろ

7時50分ごろ～9時50分ごろ

7時50分ごろ～9時50分ごろ

6時30分ごろ～9時50分ごろ

6時30分ごろ～9時50分ごろ

6時30分ごろ～9時40分ごろ

7時50分ごろ～15時30分ごろ

7時50分ごろ～15時30分ごろ

8時00分ごろ～15時20分ごろ

8時00分ごろ～15時20分ごろ

8時00分ごろ～10時30分ごろ

8時10分ごろ～15時10分ごろ

8時20分ごろ～14時50分ごろ

8時20分ごろ～14時50分ごろ

8時20分ごろ～11時30分ごろ

8時40分ごろ～11時40分ごろ

8時40分ごろ～12時10分ごろ

8時50分ごろ～12時30分ごろ

7時50分ごろ～10時40分ごろ

7時50分ごろ～10時40分ごろ

5時00分ごろ～16時00分ごろ

5時00分ごろ～16時00分ごろ湾岸線

横羽線
狩場線

大会に伴い規制される一般道路規制時間
区間（コース） 規制時間（目安）

大会に伴い通行止めになる首都高速道路等の本線・出入口など

・規制時間は目安であり、競技状況などで変更する可能性があります

①とちのき通り西～②ポートサイド中央（海側）

②ポートサイド中央～③栄町（海側）

④中央市場入口～⑥市場（海側）

⑤橋本町二丁目～⑥市場（海側）

⑥市場～ a みなとみらいトンネル

a みなとみらいトンネル～⑧展示ホール北

①とちのき通り西～⑦臨港パーク入口

⑧展示ホール北～⑨パシフィコ横浜前（海側）

⑨パシフィコ横浜前～⑩サークルウオーク（海側）

⑩サークルウオーク～⑪横浜税関前

⑪横浜税関前～⑬開港広場前

⑬開港広場前～⑭山下橋

⑪横浜税関前～⑫相生町一丁目～⑬開港広場前

⑭山下橋～⑮B突堤入口（海側）

⑮B突堤入口（海側）～⑯横浜港シンボルタワー

⑯横浜港シンボルタワー～⑰錦町

⑰錦町～⑱小港橋～⑲間門（海側）

⑲間門～⑳八幡橋（海側）

⑳八幡橋～○21新中原南側（海側）

○21新中原南側（海側）～○22鳥浜町

横浜公園

とちのき通り西
ポートサイド中央
とちのき通り西
ポートサイド中央
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　いよいよ10月29日に開催される「横浜マラソン」。国内外から
参加する2万8000人のランナーが横浜を駆け抜け、7000人を越
えるボランティアがランナーを支えます。

横浜マラソンEXPO2017
　熱い声援でランナーを包み込む会場に、世界で活躍したトップアス
リート、著名人、パフォーマンス団体が大集結します。そのほか、スポー
ツ、健康などに関連した企業ブースや「横浜マラソン2017」のオフィシャ
ルグッズを販売するショップが出店し、誰もが楽しめる3日間です。

名所を駆け抜ける！
　横浜らしさあふれるコースは必見です。

　2015年から市民参加型フルマラソンとして生まれ変わった「横浜
マラソン」。3回目となる今回は、気軽に参加することができる7分
の1フルマラソン（6.0278km）を新たに設定し、参加ランナーの裾野
を広げます。

　給水所は国内マラソンで有数の
規模の18か所。それぞれの給水所
で「ランナーを元気づける」をコン
セプトに繰り広げられるさまざま
なパフォーマンスは、ランナー以外
の皆さんも必見です。
　首都高速湾岸線、本牧ふ頭内など
観戦者は立ち入りできない場所が
ありますので、注意してください。

東京2020オリンピック開会1000日前を迎えます
　2020年7月24日（金）に開会する東京2020オリンピックまで、今年の
10月28日（土）でちょうど1000日前になります。
　横浜マラソンEXPO2017会場では、1000日前を記念したステージ
イベントやブース出展を行います。東京
2020オリンピックを横浜全体で盛り上げて
いきましょう。

日時：10月27日（金）・28日（土） 11時～20時　   29日（日） 9時～15時
会場：赤レンガ倉庫イベント広場（中区新港1-1）

市民局オリンピック・パラリンピック担当
　 671-3697　　 664-0669

「横浜マラソン2016」給水パフォーマンスの様子

　29年10月現在、市会で審議されている28年度一般会計決算の概要を
お知らせします。 財政局財政課　　 671-2231　　 664-7185

●市税収入は2年ぶりの増収、
　市税収納率は過去最高を更新
個人市民税や固定資産税の増収などにより、市税収入は対
前年度比0.2％の増となり、2年ぶりの増収となりました。
また、市税収納率は6年連続で過去最高を更新し、99.0％と
なりました。

●一般会計が対応する借入金残高の縮減
特別会計・企業会計・外郭団体を含めた「一般
会計が対応する借入金残高」は、前年度末に
比べ483億円の縮減を図り、3兆1,830億円と
なりました。

●人や企業が力を発揮できる取組を加速
「中期4か年計画 2014～2017」の折り返しを迎えた28年度は、計画の目標達成
に向け、都市インフラの強化や防災・減災対策を進めるとともに、保育所待機
児童ゼロの取組継続など子育て支援の推進、福祉・教育施策の充実、男女共同
参画行動計画の推進、中小企業の振興と経済成長分野の育成・強化などに取り
組みました。

歳入
A

1兆5,397億円

歳出
B

1兆5,288億円

差引
C=AーB

109億円

実質収支
CーD

25億円

繰越財源
D

84億円

7,500

7,000

6,500

0

3兆5,000
3兆4,000
3兆3,000
3兆2,000
3兆1,000

0

市税収入額の推移 一般会計が対応する借入金残高の推移

平成24 25 26 27 28 平成24 25 26 27

7,190 7,208

7,012
7,074

7,200 34,303

28

（億円） （億円）

（年度） （年度）

28年度一般会計の決算は、歳入決算額1兆5,397億円、歳出決算額1
兆5,288億円となりました。また、歳入歳出差引額から、29年度に
繰り越すべき財源を除いた実質収支は25億円の黒字となりました。

33,382
32,725

31,830

横浜市債マスコット
「ハマサイ」

32,313

ポ
イ
ン
ト

28年度 一般会計決算の概要 知ってほしい横浜市の財政情報

ハマの台所事情 詳しくはこちら→

受け取っていない人はお早めに  2015年送付のマイナンバー通知カード  交付終了
　2015年11～12月中に郵送され、不在などで区役所に返送された通知カード
は、10月31日で交付を終了します。
　まだ受け取っていない人は、居住区の戸籍課に顔写真付き公的本人確認書
類を持参し、受け取ってください。
　11月以降は再発行扱いとなり、手数料（500円）がかかります。

マイナンバー（個人番号）を知らせるカード
通知カードの見本

紙製

交付終了日
10月31日（火）

注意
●引っ越しなどをしている場合、現在の居住区で
通知カードを受け取れない場合があります
●紛失などによる通知カードの再発行は有料です

コンビニ交付サービス 一時休止
　システムメンテナンスのため、住民票など
のコンビニ交付サービスを休止します。各種
証明書の交付は、区役所または行政サービス
コーナーを利用してください。
【サービス休止日】  10月23日(月)終日

市コールセンター　　 664-2525　　 664-2828
または区役所戸籍課 横浜市　通知カード　受取 検 索

横浜市　若者自立支援 検 索

　ひきこもりは「部屋から出られない」「家族となら
外出できる」「夜間に近所のコンビニには出かけら
れる」など状態がさまざまです。市では、15歳～39
歳の若者のそれぞれの状態に合わせて、継続的に相
談・支援する事業を実施しています。相談は、本人
のほか、保護者からも受け付けています。ひきこも
りの状態を、本人・家族だけで解決していくのは困
難です。まずは若者自立支援機関に電話で相談し
てください。相談は無料で、秘密は守ります。

一緒に考えます！

こども青少年局青少年育成課　　 671-2324　　 663-1926

青少年相談センターで、困りごとの対応方法など、
その時々に応じてアドバイスをいただき、
助かっています。（30代男性の母）

若者サポートステーションの相談で、現状と自分の
気持ちを整理でき「自分はどうしたいのか」を考え、
就職に向けて動けるようになりました。（10代女性）

青少年に関する総合相談　
青少年相談センター

ひきこもりからの回復期の青少年の居場所　
地域ユースプラザ

キャリアカウンセラーによる個別相談・セミナー・就労体験
若者サポートステーション

　青少年相談センター（南区浦舟町3-44-2）　　　   260-6615　　262-4156
　月～金曜 8時45分～17時（祝休日を除く）

　地域ユースプラザ
東部ユースプラザ（鶴見区鶴見中央3-23-8）　　　 642-7001　　642-7003
西部ユースプラザ（保土ケ谷区天王町1-30-17）　　334-3041　　334-3040
南部ユースプラザ（磯子区西町12-1）　　　　　  761-4313　　761-4023
北部ユースプラザ（都筑区茅ケ崎中央11-3）　　　 948-5503　　948-5505

各プラザ共通  月～土曜 11時～19時（第3月曜・祝休日を除く）
各地域ユースプラザのスタッフが、区役所で毎月2回、専門相談（予約制）を実施しています。
詳しくは各プラザに問い合わせてください。

　よこはま若者サポートステーション（西区北幸1-11-15）
　 290-7234　　290-7235  月～土曜 10時～18時
（第3月曜〈祝休日の場合は第2月曜〉・祝休日を除く）

　湘南・横浜若者サポートステーション（鎌倉市小袋谷1-6-1）
　 0467-42-0203　　0467-42-0204
月～金曜 10時～18時（祝休日を除く）

「よこはま型若者自立塾」では、共同生活や就農・就労体験を中心としたプロ
グラムを通じ、生活リズムの立て直しや体力の回復などを目指します。

よこはま型若者自立塾（ジョブキャンプ専用、磯子区東町9-9）　
　 750-5453　　 751-9460  月～土曜 11時～19時

生活リズムを整えたいなど働く前段階の悩みに生活リズムを整えたいなど働く前段階の悩みに

・人と関わることが苦手で外出ができない
・学校や仕事を辞めてから毎日家で過ごしている
・子どもがひきこもっていて将来が心配

・気軽に行ける居場所がほしい
・外に出てみたい
・仲間がほしい

・働きたいけど何から始めれば
いいのか分からない

・どんな仕事が自分には
できるのだろう

自
立
へ

広報よこはま拾い読み 検 索

おすすめ観戦スポット情報を動画で紹介！
「広報よこはま拾い読み」でも、横浜マラソンについて
紹介しています。　

～ひきこもりなど困難を抱える若者の自立支援～
若者自立支援機関合同説明会
　どこに相談したらよいかわからないなど、相談
をためらっている人を対象に、各機関の事業内容
などの紹介や個別相談を実施します。

日時：10月27日（金）・28日（土）
14時～17時

会場：青少年交流・活動支援スペース
（中区桜木町1-1 ぴおシティ6階）

マリンタワー 首都高速湾岸線

【コース】
みなとみらい大橋（ス
タート）→赤レンガ倉
庫→山下公園→横浜南
部市場→首都高速湾岸
線（杉田～本牧）→山下
公園→パシフィコ横浜
（フィニッシュ）

小港橋小港橋

マイナンバー
キャラクター
マイナちゃん
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よこはまシニア通信 よこはま
健康ファミリィ
キャラクター ワタシ ジィジ バァバ

ヘルスィ

パパ ママ

よこはまシニアボランティアポイント
地域貢献を通じて生きがいづくり

登録研修会　いずれも13時開始

対象となる活動例

よこはまシニアボランティアポイントとは？
　介護施設などでボランティア活動を行った場合にポ
イントがたまり、ポイントに応じて、寄附・換金できる
仕組みです。参加には登録研修会の受講が必要です。

○介護施設などでのお茶出しやゲームの手伝い
○地域の高齢者への配食・会食サービス

65歳以上の市民が対象

10月31日（火）／中山地区センター
11月 7日（火）／磯子公会堂
11月24日（金）／開港記念会館

かながわ福祉サービス振興会
　 671-0296　  671-0295

健康福祉局介護保険課　
　 671-4252　
　 681-7789

現在の参加者は
1万5000人を
突破しました！

12月 5日（火）／泉公会堂
12月13日（水）／港北公会堂
12月21日（木）／開港記念会館

イメージキャラクター
健康ほうし君

11月27日（月）　11時～17時　新都市ホール（西区高島2-18-1）
「介護の日＆よこはま健康スタイル」フォーラム
　いつまでも健康でいきいきと暮らし続けるために、健康づくりや、介護・介護予防の理解を深め
るイベントを開催します。

市コールセンター　
　 664-2525　　 664-2828

ブース出展
　市の事業や協賛企業を紹介するブースを出展します。
　健康・介護関連食品の試飲や配布、健康機器の体験、音楽に合わせた体操など、「健康」
や「介護（予防）」に関する体験や各種相談ができます。

スカイビル
マルイシティ横浜

ルミネ
横浜店

崎陽軒

ヨコハマ
プラザホテル

首都高速・国道1号

◀東京・品川 上大岡・戸塚▶

横浜
新都市ビル

新都市ホール
（横浜新都市ビル9階）

東口

横浜駅

横浜駅東口
地下街ポルタ

基調講演

講 演 会

「わたしのプロジェクトＸ  ～歌は病を超えて～」

「脱ロコモ宣言 
～正しい姿勢と歩きを手に入れよう～」

フリーアナウンサー　国井雅比古さん

NHKのエグゼクティブアナウンサーを経て、現在はフリーのアナウンサーとして活躍。
NHK Eテレ「団塊スタイル」に出演。

13時～14時30分 （開場12時50分）
※入場には入場券が必要です。入場券は当日11時から会場で配布します（1人1枚）

11時30分～12時40分 （開場11時15分）

11月5日（日）
●スタート受付 10時30分～12時　
●ゴール受付　 12時30分～15時

横浜駅東口はまテラス
（横浜新都市ビル＜西区高島2-18-1＞２階　屋外広場「風の広場」）

当日スタート地点に集合
※コースマップを配布。
　おすすめ2コースを用意しています

よこはまエンジョイウオーク2017  
～横浜の歴史を感じる～

　横浜の魅力を感じられる、みなとみらい21地区や関内地区などを舞台に、
チェックポイントを巡ってゴールを目指すウオーキングイベントを開催。
ゴールでは完歩賞をプレゼント（景品はなくなり次第終了）。参加者限定の抽
選会も行います。

3周年記念 

【日 時】

【スタート・
ゴール地点】

【参加方法】

よこはまウオーキングポイント 検 索

入場券 必
要

先着

480人

申込不要

「認知症の人の気持ち  
～思いを理解してかかわる～」
株式会社きらめき介護塾 代表取締役　渡辺　哲弘さん
15時10分～16時40分 （開場14時50分）

く に い ま さ ひ こ

老人福祉センター

●9時～17時
　（上記の施設内容によって異なります）

●趣味・教養を高める教室など
　（カラオケ、囲碁・将棋、卓球など）
●大広間、浴室（一部センターを除く）・
　シャワー室、会議室の貸出しなど

●市内在住の60歳以上の人と付添人
●市内在住者の父母・祖父母
　または子で、60歳以上の人

施設内容

利用できる人

利用時間

各区のセンターについてはホームページで
確認してください

センターではさまざまな活動をしています。
生きがいづくりに利用してください。

健康福祉局　老人福祉センター 検 索

市コールセンター　
　 664-2525　　 664-2828

　利用者が先生となり小学生にシャフル
ボード※を教える体験会、絵手紙教室、昔
あそびや消しゴムはんこ作りなどで、地域
と交流しています。高齢者と子どもたち
のふれあいは、地域づくりや防犯にも役立
ちます。地域との交流に興味がある人は、
戸塚柏桜荘に問い合わせてください。

戸塚柏桜荘（戸塚区戸塚町2304-5）　
　 865-3281　　 865-3283

※円盤を押し出し、到達地の得点を競うゲーム

シャフルボードを通じた世代間の交流

戸塚柏桜荘 世代間交流会

教　室
プ ー ル：各種水泳教室・水中ウオーキングなど
ス ポ ー ツ：ノルディックウオーキング・やさしいヨガなど
文化教養系：健康麻雀教室・色を楽しむぬり絵など

　 ふれーゆ（鶴見区末広町1-15-2）　
　 　 521-1010　　 521-1099
開館時間：９時～21時

（10月～3月は20時まで）

休 館 日：毎月第２火曜（7・8月除く） 運行経路など詳細は
問合せを

申込先
※事前申込みが必要です

一般社団法人ケア・ウオーキング普及会 
代表理事、健康運動指導士　       　　黒田恵美子さん

申込不要

横浜市 × そごう横浜店 × 京急グループ  共同企画  第1弾

横浜市 × そごう横浜店 × 京急グループ  共同企画  第2弾

はくおうそう
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■市長とのティー・ミーティング
参加グループ（平成29年度分）

市長と意見交換。申込方法等詳細はチ
ラシ（区役所広報相談係で配布）か で
15歳以上（中学生除く）のグルー
プ、抽選3組
10月31日まで
市民局広聴相談課（ 671－2333 
212－0911）

■市立小学校外国人非常勤講師
4月から1年間、1日3～4時間、週2回
程度。時給3150円（予定。交通費込）
2018年3月31日時点で65歳未満で、
英語と日本語の日常会話ができ、
大学卒か同程度以上で就労制限の
ない在留資格のある外国人（帰化
による日本国籍取得者含む）。選考
11月16日までに履歴書、在留カー
ドか旅券の写し、82円切手貼付
の返信先明記の定型封筒を、教
育委員会国際教育課（〒231－
0017中区港町1－1、 671－3585
664－5499）へ

■母子訪問指導員
妊娠・出産・育児の保健指導等。申
込方法等詳細は問合せを
保健師か助産師。旭・磯子・金沢・
港北・瀬谷・中区、各区若干名
募集区の区役所こども家庭支援
課かこども青少年局こども家庭
課（ 671－2455 681－0925）

■全日本学生音楽コンクール
　市民賞選定員
詳細は応募要領（区役所広報相談
係で配布）か で
11月30日（木）～12月6日（水）
みなとみらいホール
16歳以上、各部門抽選24人
10月20日まで
文化観光局文化振興課（ 671－
3715 663－5606）

■下水道排水設備工事責任技術者
　①更新講習会②試験
①1月17日（水）・18日（木）の希望日

　②2月8日（木）
5200円
11月30日までに申込書（①対象者
へ10月中旬発送②10月10日～11月
17日に環境創造局管路保全課〈
671－2830 641－5330〉で配布）で
前記か東京都下水道サービス
（ 03－3241－0843）

■市営住宅入居者
580戸。所得制限ほかあり。詳細
は10月6日から募集のしおり（区
役所広報相談係、行政サービスコ
ーナーで配布）で
6か月以上在住か在勤の成人、抽選
10月20日まで
市住宅供給公社（ 451－7777
451－7769）

■子育てりぶいん入居者
12月・24戸予定。詳細は10月2日か
ら申込書（区役所広報相談係、行
政サービスコーナーで配布）で
18歳未満の子がいるか妊娠中の
人がいる世帯、抽選
10月16日まで
建築局住宅政策課（ 671－4121 

641－2756）
■ユニット型特別養護老人ホーム

入居者
2018年4月開所予定。契約予定者
に12月以降連絡。費用等詳細は申
込書（区役所高齢・障害支援課、地
域ケアプラザで配布）で。①しょ
うじゅの里鶴見小野（鶴見区、
576－5020）②太陽の家 羽沢（神奈
川区､ 046－841－2088）③羽沢の
家二番館（神奈川区､ 372－1239）
要介護3～5の認定者、要介護1・
2で特例要件該当者、各選考。①
100人②110人③90人
10月2日～11月20日
各施設か健康福祉局高齢施設課
（ 671－3923 641－6408）

■中央職業訓練校  12月生募集
　① OA経理科、介護・医療事務 OA科
　②ITビジネス科、IT・Webプログ

ラミング科③介護総合科、医療・
調剤事務OA科

費用等詳細は申込書（ハローワーク
で配布）か で（①は10月5日から）
①12月11日（月）～3月28日（水）の65
日間②③12月14日（木）～3月26日
（月）の60日間
離職中の求職者（ひとり親家庭
の親、生活保護受給者の優先枠
あり）、各科選考①20人②③30人
①11月14日②③10月27日まで
説明会　各10時・14時、問合先
で。①10月24日（火）②10月17日（火）
③10月18日（水）
会場の中央職業訓練校（中区山下
町253、 664－6825 664－2081）

■障害者パソコン講習会
　写真の取込と加工
申込方法等詳細は で
各13時、全2回。①11月20日（月）・
21日（火）②11月22日（水）・24日（金）
横浜ラポール
文字入力可能な15歳以上（中学
生除く）の肢体・内部・精神・聴覚
等障害者、各抽選8人
500円
10月20日まで
障害者社会参加推進センター
（ 475－2060 475－2064）か健康
福祉局障害福祉課（ 671－3602）

■講座｢聞こえと補聴器」
申込方法等詳細は で
各13時30分。11月13日（月）・17日
（金）・20日（月）
横浜ラポール
聞こえに不安のある人と家族、
各抽選60人
10月26日まで
障害者社会参加推進センター
（ 475－2060 475－2064）か健康
福祉局障害福祉課（ 671－3602）

■ヨコハマトリエンナーレ2017 
　一部開場延長
10月27日（金）～29日（日）、11月2日（木）
～4日（土）は20時30分まで（入場は

20時）
ハローダイヤル（ 03－5777－
8600）か組織委員会（ 663－7232 
681－7606）

■市民広間演奏会
　①秋の部②特別演奏会
①12月1日までの火・金曜（11月3
日除く）12時10分～50分
　②11月18日（土）14時
①市役所市民広間②みなとみら
いホール（西区みなとみらい2－3－6）
②2000円（当日2500円）、後記事
務局か会場で販売中
事務局（ヤマハ横浜店内、 311
－1310 313－4687）か文化観光局
文化振興課（ 671－3715）

■関内ホールで
　①ダンスインライフヨコハマ 

ライトな兄弟
　②陽だまりコンサート
①10月21日（土）14時・18時、22日
（日）14時
　②11月12日（日）13時30分
②3歳以下入場不可
①3500円（当日4000円）②1000
円、問合先で販売中
会場の関内ホール（中区住吉町4
－42－1､ 662－8411 662－2050、
10月10日休み）

■クラシック・ヨコハマ
11月のコンサート。日程・費用等
詳細はチラシ（区役所広報相談係
で配布）か で
池田サロン､岩崎ミュージアム、
馬の博物館､県立歴史博物館､そ
ごう美術館､ フェリス女学院大
学、訪問の家 朋､マリンタワー
文化観光局文化振興課（ 671－
3715 663－5606）

■スマートイルミネーション横浜
　ボランティアスタッフ
申込方法等詳細は で
10月26日（木）～11月6日（月）
象の鼻パークほか
18歳以上、選考60人
10月25日まで
事務局（ 633－9660 662－0082）

■北西線建設現場フォトコンテスト 
　作品募集
申込方法等詳細は で
12月31日まで
道路局横浜環状北西線建設課
（ 671－3630 651－3269）

■シンポジウム｢人生の最終段階
をどこで過ごしますか｣
10月19日（木）14時
健康福祉総合センター（中区桜
木町1－1）
当日先着280人
横浜市医師会（ 201－7366 201
－8768）か医療局がん・疾病対策
課（ 671－2444）

■健康セミナー
10月31日（火）14時
在住の60歳以上、先着40人
10月13日から か に 性
別を書いて、会場のシルバー人
材センター（ 847－1800 847－
1716）へ

■みなと赤十字病院で  教室
　①｢成人ぜん息の吸入療法｣
　②「関節リウマチの合併症」
各15時

　①11月1日（水）②11月7日（火）
各先着50人
10月11日から か に を書
いて、会場のみなと赤十字病院
（ 628－6381 628－6101）へ

■看護職復職支援研修会
技術体験と見学。申込方法等詳細
は で
11月4日（土）・9日（木）・10日（金）10時､
全3回
済生会横浜市東部病院ほか
鶴見区内で勤務希望の看護師免
許所持者、先着10人
10月11日から
済生会横浜市東部病院（ 576－
3000 576－3525）

■講座｢循環器疾患とは何か｣
11月29日（水）14時
開港記念会館
先着300人
10月11日から で市大地域貢
献センター（ 787－8930 701－
4338）へ。 からも可

■教室｢息苦しさを楽にする呼吸
筋ストレッチ｣
11月16日（木）14時
鶴見中央コミュニティハウス
ぜん息や肺気腫等の人と家族、
先着20人
10月11日から か に を
書いて、健康福祉局保健事業課
（ 671－2482 663－4469）へ

■よこはま地域福祉フォーラム
会場等詳細は申込書（問合先で配
布）か で
12月8日（金）10時30分
11月17日まで
市社会福祉協議会（ 201－2090 
201－8385）

■防災ライセンス資機材取扱講習会
申込方法等詳細は で
各9時。①11月25日（土）②12月3日（日）
①長津田第二小学校②根岸中学校
各抽選48人
①11月2日②11月10日まで
総務局危機管理課（ 671－2011 
641－1677）

■猫セミナー 行動学編
ペット同伴不可
10月14日（土）10時30分
当日先着100人
会場の市動物愛護センター（神奈
川区菅田町75－4、 471－2111
471－2133）

■シンポジウム｢緑×農｣
申込方法等詳細は で
10月28日（土）14時
市教育会館
緑の協会（ 228－9421 680－
2031）

■これからの住まいを考えるセミ
ナー

高齢者の住み替え、防犯対策ほか
10月28日（土）14時
ハウスクエア横浜（都筑区中川 
1－4－1）
当日先着60人
建築局住宅政策課（ 671－3975 
641－2756）
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■インターンシップ3期生募集
研修から就職までを支援。説明会
あり。日程等詳細は で
各選考。①18～39歳、13人
　②キャリアブランクのある女
性、16人
10月27日まで
会場の市就職サポートセンター
（ 0120－915－574）か経済局雇
用労働課（ 671－2304 664－
9188）

■講座｢マイノリティと多様性｣
日程・申込方法等詳細はチラシ（市
立図書館で配布）か で
かながわ労働プラザ
教育委員会生涯学習文化財課
（ 671－3283 224－5863）

■犯罪被害者等支援市民講演会
申込方法等詳細は10月2日から で
11月17日（金）13時
戸塚公会堂
先着500人
予約制
10月11日から
市民局人権課（ 671－3118 681
－5453）

■講演｢ブラック企業・ブラックバ
イトに負けない｣
詳細は で
11月18日（土）14時
先着40人
10月12日から で会場の中央図
書館（ 262－7336 262－0054）へ

※手話・筆記通訳希望者は11月10
日までに申込みを

■講演｢高校生のための心理検査
法入門」
11月19日（日）13時
パシフィコ横浜
高校生、抽選50人
11月10日までに で
文化観光局MICE振興課（ 671
－3546 663－6540）

■青少年サイエンスプログラム
高校生による小中学生のための天
文教室。対象・申込方法等詳細は
で
11月19日（日）17時
横浜サイエンスフロンティア高校
11月10日まで
よこはまユース（ 662－4170
662－7645）

■ボランティア向けストーリーテ
リング講座
11月28日（火）・12月19日（火）10時､
全2回
先着40人
10月24日から で会場の中央図
書館（ 262－0050 231－8299）へ

■やっぱり読書の秋
大人のための朗読会ほか。詳細は
で
10月11日（水）～11月30日（木）
市立図書館18館ほか
中央図書館（ 262－7334 262－
0052）

■ディワリ・イン・ヨコハマ
インドの祭り。詳細は で
10月14日（土）・15日（日）10時～19時
山下公園
実行委員会（横浜印度商協会内、
662－1905）か国際局国際連携

課（ 671－3813 664－7145）
■防災減災ハロウィン
クイズラリー､ワークショップ
10月14日（土）～31日（火）
会場の市民防災センター（神奈

川区沢渡4－7、 312－0119 312
－0386、月曜休み）

■近代水道創設130年記念イベント
10月15日（日）11時～16時
クイーンズサークル（西区みな
とみらい2－3）
水道局公民連携推進課（ 633－
0157 663－2815）

■不動産鑑定士による無料相談会・
地価パネル展
10月20日（金）10時～16時
新都市プラザ（西区高島2－18－1
横浜新都市ビル）
県不動産鑑定士協会（ 661－
0280 661－0263）か都市整備局
企画課（ 671－3953）

■東京湾大感謝祭
展示、ステージほか。詳細は で
10月21日（土）・22日（日）10時～17
時（22日は16時30分まで）。荒天
中止
赤レンガ倉庫イベント広場ほか
事務局（ 03－5805－1059）か港湾
局賑わい振興課（ 671－7342
651－7996）

■よこはま技能まつり
職人技の披露、ものづくり体験ほ
か。一部有料
10月22日（日）9時30分～16時。荒
天中止
横浜公園
経済局雇用労働課（ 671－4098 
664－9188）

■南部市場大感謝祭
まぐろの解体ショーほか。公共交
通機関の利用を
11月5日（日）8時～13時。荒天中止
会場の南部市場（金沢区鳥浜町1
－1、 779－2002 779－2078）

■読書フォーラム
科学読み物講座ほか。時間・申込
方法等詳細は で
11月11日（土）10時～16時45分
中央図書館（西区老松町1）
10月11日から
教育委員会生涯学習文化財課
（ 671－3283 224－5863）

■西部地区子ども健康フォーラム
講演、健康相談。詳細は で
10月28日（土）14時
先着50人
10月11日から
事務局（ 0120－446－870 0120
－652－215）か会場の聖マリアン
ナ医科大学横浜市西部病院（
366－1111）

■よこはま朝食キャンペーン
料理教室ほか。詳細は で
10月～11月
市内各店舗
健康福祉局保健事業課（ 671－
4042 663－4469）

■市営地下鉄異常時総合訓練
申込方法等詳細は で
11月10日（金）9時30分
川和車両基地
抽選50人
10月20日まで
交通局運転課（ 326－3857 322
－3912）

■フォーラム「これからのデータ
活用を考える」

市の取組紹介とパネルディスカッ
ション。申込方法等詳細は10月4日
から で
10月31日（火）15時
情文ホール
先着200人
10月11日から
政策局政策課（ 671－2066 663
－4613） 

■まちづくりを行う市民と企業の
マッチング会
11月10日（金）17時30分
開港記念会館（中区本町1－6）
当日先着40人
都市整備局地域まちづくり課
（ 671－2679 663－8641）

■繁殖センター特別公開
施設公開と研究紹介
10月21日（土）・22日（日）13時（当日
11時30分からズーラシア北門
〈旭区上白根町1175－1〉で整理券
配布）。荒天中止
各当日先着40人
800円
会場の繁殖センター（ 955－
1911 955－1060）

■横浜農業探検隊  参加者募集
直売所見学と苅部大根収穫｡費用・
申込方法等詳細は で
11月8日（水）13時、西谷駅集合
抽選30人
10月16日まで
環境創造局農政推進課（ 671－
2635 664－4425）

■道志村①間伐体験②水源見学
道志の湯入浴（実費負担）も。費用・
申込方法等詳細は で
11月12日（日）7時45分、関内駅集
合、バスで移動
抽選計40人。①小学4年生以上
10月25日まで
地球温暖化対策推進協議会（
681－9910 681－3934）か温暖化対
策統括本部調整課（ 671－2719）

■水道工事現場見学会
申込方法等詳細は で
各9時30分。①11月15日（水）②11
月22日（水）。雨天時は①11月21日
（火）②11月29日（水）
①菊名ウオータープラザ
　②中村ウオータープラザ
各抽選20人
10月20日まで
水道局①北部方面工事課（ 531
－4341 531－4352）②南部方面
工事課（ 252－7081 241－1070）

■緑の協会から
　①チューリップ球根植え
　②昭和村産こんにゃく芋堀り体験
申込方法等詳細は で
11月18日（土）9時30分、雨天時翌日
横浜公園
各抽選。①200人②30人
10月20日まで
緑の協会（ 228－9433 641－
0821）

■吉田新田一周見学ツアー
遊覧船で見学。申込方法等詳細は
で
11月7日（火）・8日（水）の9時30分・13
時30分、ピア象の鼻集合
各抽選40人
10月20日まで
横浜港振興協会（ 671－7241）
か港湾局賑わい振興課（ 671－
2888 651－7996）

■市民クルーズ   飛鳥Ⅱ 
　①スペシャルクリスマス  オン  アスカⅡ
　②とっておき花火とクリスマス
横浜港発着。費用等詳細はチラシ
（10月2日から区役所広報相談係
で配布）か で
①12月18日（月）～20日（水）
　②12月21日（木）～23日（祝）
各抽選。①20室②40室
大人1人。①7万9900円～②8万
8200円～
10月31日までに取扱旅行会社へ
港湾局客船事業推進課（ 671－
7272 201－8983）

■横浜銀行アイスアリーナ 市民招待
11月23日（祝）10時・13時
10月16日から で
会場の横浜銀行アイスアリーナ
（ 411－8008 411－8010）

■スポーツ医科学センターで
　①減量・脂肪燃焼教室10月・11月
　②少年サッカー選手のためのケ

ガ予防講座
費用・申込方法等詳細は で
10月11日から
会場のスポーツ医科学センター
（ 477－5050 477－5052）

■健康の森ウオーキング
中学生以下は保護者同伴
10月21日（土）9時、下飯田駅集合。
雨天時翌日
先着30人
10月11日から か に
を書いて、泉スポーツセンター
（ 813－7461 813－7463）へ

■導水路ウオーキング
水道施設の見学も。コース・申込
方法等詳細は で
11月10日（金）
抽選30人
10月16日まで
小雀浄水場（ 851－1731 851－
7229）

■平成29年度個人市民税・県民税
　納期限（第3期）
10月31日（火）
居住区の区役所税務課か財政局
税務課（ 671－2253 641－2775）

■市有地の公募販売
価格等詳細は10月上旬から か募
集要領（市役所市民情報センター、
区役所広報相談係で配布）で

財政局取得処分課（ 671－2264 
662－5369）

■よこはまふれあい助成金
市社協受付分。申込方法等詳細は
10月2日から で
12月4日～22日
説明会　11月30日（木）10時、健康福
祉総合センター（中区桜木町1－1）で
市社会福祉協議会（ 201－8620 
201－1620）

■戦没者追悼式
横浜駅西口から無料送迎バスあり
11月1日（水）11時。荒天中止
三ツ沢公園（神奈川区三ツ沢西町3－1）
健康福祉局援護対策担当（ 671
－2411 664－0403）か区役所生
活支援課

■胃がんリスク検診開始
申込方法等詳細は で
5400円
会場の市民病院がん検診セン
ター（ 333－1581 341－9781）

■ホテル・旅館等に宿泊時は適
マークの確認を

防火・防災上一定の基準に適合の
場合に交付。詳細は で

消防局指導課（ 334－6643 334
－6610）

■近隣トラブル・離婚・相続等 調停相談会
民事・家事調停委員が対応
10月27日（金）10時～16時（受付15
時30分まで）
開港記念会館（中区本町1－6）
市民局市民相談室（ 671－2306 
663－3433）

市
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。
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市役所市民情報セン
ター、県内・都内の
主な書店ほかで発売

10月 7日

14日
21日
28日

※タイトルは変更になる場合があります

相鉄線特集
～季刊誌「横濱」秋号連動企画～
横浜の水
横浜でピクニック
読書の秋

10：47～10：52頃
5：10～5：20

9：30～10：00
16：30～16：35（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

相鉄線、
新たな魅力

10月6日発売

2017（平成29）年 10 月号

■みなとみらいホール〔西区みなと
みらい2－3－6、 682－2000 682－
2023、10月23日休み〕
①熱帯JAZZ楽団
②NHK交響楽団定期演奏会
③ジルヴェスターコンサート
①12月3日（日）19時②12月16日（土）
14時③12月31日（日）21時
①4000円②4600円～8800円③
5100円～1万300円､会場で販売中

■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－2、
263－3055 263－3031､ 10月16日
休み〕
①横浜狂言堂②能の五番  朝薫の五番
①｢磁石｣｢止動方角｣②能｢放下
僧」、組踊｢二童敵討」
各14時。①11月12日（日）②2月4日（日）
①2000円②5000円～7000円、①
10月7日②11月11日12時から
か で

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－
110－1、 231－2515 231－4545、10
月18・19日休み〕
①名作落語の夕べ②五街道雲助一
門会③よこはま文菊開花亭④三遊
亭円楽独演会⑤爆笑演芸会
①11月4日（土）18時②11月8日（水）
19時③11月10日（金）19時④11月13
日（月）14時⑤11月15日（水）14時
3100円、会場で販売中

■陶芸センター〔中区本牧三之谷
59－3、 623－8904 625－9087､ 10
月12・16日休み〕
陶芸祭
作陶展、体験教室（有料）ほか
11月3日（祝）～6日（月）10時～16時
（6日は15時まで）

■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝日休み〕
教室｢健康食品と機能性表示食品｣
11月28日（火）13時30分
港北公会堂（港北区大豆戸町26－1）
当日先着300人

※手話通訳希望者は11月7日まで
に申込みを

■男女共同参画センター横浜〔戸
塚区上倉田町435－1、 862－5052
862－3101、第4木曜休み〕
夫婦関係・離婚をめぐる法律講座
調停・裁判編
11月21日（火）10時
女性、先着35人
1200円
2か月～未就学児（予約制・有料）
10月11日から か直接会場へ

■三溪園〔中区本牧三之谷58－1、
621－0635 621－6343〕

菊花展
10月26日（木）～11月23日（祝）
700円

■都市発展記念館〔中区日本大通
12､ 663－2424 663－2453、月曜
（祝日の場合翌日）休み〕
展示｢みなとみらいの誕生｣
10月7日（土）～1月8日（祝）
300円

■自然観察の森〔栄区上郷町1562－
1､ 894－7474 894－8892、月曜（祝
日の場合翌日）休み〕
①つながりの森を歩こう
②生きものと出会う森さんぽ
申込方法等詳細は で。
①11月23日（祝）9時30分
　②12月2日（土）・3日（日）10時
各抽選｡①中学生以上､ 30人②3
～6歳の未就学児と保護者、40人
①11月10日②11月18日まで

■市立動物園〔 ズーラシア（旭区
上白根町1175－1、 959－1000 959
－1450、火曜休み・10月は無休）、
野毛山動物園（西区老松町63－10、
231－1307 231－3842、月曜〈祝日
の場合翌日〉休み・10月は無休）、
金沢動物園（金沢区釜利谷東5－15－
1、 783－9100 782－9972、月曜〈祝
日の場合翌日〉休み・10月は無休）〕
①ハロウィン装飾
②アニマルアートコラボ展
①10月1日（日）～31日（火）
　②10月7日（土）～11月5日（日）､ 荒
天中止
① ､②
800円 500円

■帆船日本丸・横浜みなと博物館
〔西区みなとみらい2－1－1、 221－
0280 221－0277、月曜（祝日の場
合翌日）休み〕
①展示｢江戸へ魚を送れ！｣
②総帆展帆
①10月7日（土）～11月26日（日）
　②10月29日（日）10時30分から帆を
広げ､ 16時までにたたむ。荒天中止

■山手西洋館〔ブラフ18番館（中区
山手町16、 ・ 662－6318、第2水
曜休み）〕
ハロウィンウオーク
仮装スタンプラリー｡先着6000人
にカードを配布｡詳細は で
10月29日（日）10時～16時。荒天中止
山手周辺13施設

■野島青少年研修センター〔金沢
区野島町24－2､ 782－9169 701－
9599〕
①もしもの備え 帰宅体験ハイク
② クリスマスキャンプボランティア募集
申込方法等詳細は （②は10月11
日から）で。②個別支援学級に通う
小中学生をサポート
①11月3日（祝）～5日（日）の2泊3日
②11月26日（日）と、12月9日（土）～
10日（日）の1泊2日
①小学3～6年生と保護者､抽選
20組40人②18～30歳（高校生除
く）、先着30人
①1組1万8000円
①10月20日まで②10月11日から

■個別ぜん息相談
各14時。①15歳以上（中学生除く）
＝11月8日・12月13日・1月10日・2月
14日の水曜②15歳未満＝11月16日・
12月21日・1月18日・2月15日の木曜
みなと赤十字病院
各先着｡①2人②3人
10月11日から で健康福祉局
保健事業課（ 671－2482 663－
4469）へ

■季刊誌「横濱」58号発売
「相鉄線、新たな魅力｣。デイジー
版は10月下旬から市役所市民情報
センターで販売
10月6日（金）
市役所市民情報センター、県内・

都内の主な書店ほか
610円
市民局広報課（ 671－2331 661
－2351）

■都市計画マスタープラン青葉区
プランの公表

関係図書縦覧は問合先か都市整備
局地域まちづくり課で。 からも可

青葉区企画調整係（ 978－2217 
978－2410）

■公共事業事前評価市民意見募集
　①（仮称）神奈川処理区横浜駅周辺雨

水幹線及び東高島ポンプ場整備事業
　②飯島雨水調整池整備事業
資料の閲覧・配布は期間中､市役所
市民情報センター、区役所広報相

談係（①神奈川・西区②栄区）、問合
先で。 からも可
10月2日～11月2日
環境創造局下水道事業マネジメ
ント課（ 671－2839 664－0571）

■市民意見募集
　①第3期障害者プラン中間見直し
　②住生活基本計画改定素案
　③防災計画｢震災対策編｣の修正
　④第2期健康横浜21中間評価
　⑤公共建築物の再編整備の方針
（素案）

　⑥第7期高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画

資料の閲覧・配布は期間中、市役所市
民情報センター、区役所広報相談係

（③は庶務係）、問合先で。 からも可
①10月25日まで②③10月2日～11
月1日④10月10日～11月10日⑤10
月24日～11月27日⑥10月31日～
12月28日
①健康福祉局障害企画課（ 671
－3604 671－3566）②建築局住
宅政策課（ 671－2922 641－
2756）③総務局危機対処計画
課（ 671－4096 641－1677）④
健康福祉局保健事業課（ 671
－2454 663－4469）⑤財政局
公共施設・事業調整課（ 671－
3845 651－7599）⑥健康福祉局
高齢健康福祉課（ 671－3412
681－7789）

横浜を感じるミニコラム

 『鈴なりの応援に驚いた』 瀬古 利彦（横浜DeNAランニングクラブ総監督）

　陸上競技を本格的に始めたのは高校から。中学
では野球部でしたが、陸上部の生徒より私の方が
走るのが速かったので、頼まれて市の陸上大会に
出場したら、2,000mで優勝しちゃった。それか
らは野球と陸上の掛け持ちをしていました。
　早稲田大学在学中は、箱根駅伝で「花の２区（鶴

見～戸塚）」を4年連続で走りました。毎年走って
いたのに、走ることで目いっぱいだったので、横
浜のまちを走ったイメージが全くないんです。の
ちに母校のコーチとして箱根駅伝に参加して、初
めて横浜駅前の歩道橋の上の観客の多さに驚きま
した。もう「鈴なり」ですよ。特に復路。横浜の人
の多さは、箱根駅伝のコースのなかでナンバー1
なんじゃないかな。あんなにたくさんの人が新年
に駅伝選手の応援に集まってくれる。すごいです。
　走る魅力は「自分に勝った」という満足感だと思
います。苦しい、やめたいという気持ちとの葛藤
と、走り終えた時の自分に勝ったという満足感。
自分に勝てたという自信。あぁ、幸せだな。自分
をほめようと思える時間。そんなご褒美のために
頑張れる。
　「走る」って、苦しいようにみえて本当はすごく

楽しい。もちろん、楽しくなるには時間が必要で
す。ただ走る、というのはしんどいけれど、目標
ができると練習に張りあいが出ます。どんどん試
合に出て、走る楽しさを知ってほしいですね。

瀬古利彦さん：1956年三重県桑名市生
まれ。高校時代から本格的に陸上を始
め、インターハイでは800m・1500mで二
冠を達成。名門早稲田大学では、故中村
清監督の下、ランナーとしての才能を開
花。箱根駅伝では4年連続で「花の2区」
を走り、3、4年次では区間新（当時）を獲
得。スーパーエースとして活躍し、名実
ともに日本長距離界、マラソンブームを
牽引してきた。現役引退後は指導者の
道に進み、オリンピック選手を3名輩出す
るなど後進の育成に注力している。

プロフィール
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市
政
へ
の
ご
提
案
は
、 「
市
民
か
ら
の
提
案
」
と
明
記
し
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
書
い
て
区
役
所
へ
。
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今
月
の
＠
ヨ
コ
ハ
マ
は
、横
浜
D
e
N
A
ラ
ン
ニ
ン
グ
ク
ラ
ブ
総
監
督
の
瀬
古
利
彦
さ
ん
。
掲
載
は
こ
の
ペ
ー
ジ
の
裏
で
す
。

【発行】  市民局広報課   671-2332     661-2351

　文化・芸術、社会貢献やスポーツを通じ、横浜市の文化
の発展に尽力し、その功績が顕著な人・団体に「横浜文化
賞」を、文化・芸術の分野で今後の活躍が期待される人・団
体に「文化・芸術奨励賞」を贈呈しています。
（各賞・部門50音順）

横浜文化賞

文化・芸術奨励賞
文化観光局文化振興課　　 671-3714 663-5606

横浜文化賞  29年度受賞者決定

横浜文化賞 検 索

スマートイルミ 検 索

チケットラグビー 検 索

スマートイルミネーション横浜2017

　省エネ技術とアートが織りなす、世界のどこにもない夜景作りのプ
ロジェクト「スマートイルミネーション横浜」。
7回目となる今年は、世界からアーティストたちが横浜に集結し、

象の鼻パークに加え、関内地区でも多様な表現を繰り広げます。市民・
アーティスト・歴史的建造物・街・企業などが連携し、創造的でイマジ
ネーション溢れる横浜夜景づくりに挑戦する特別な期間です。
また、今年も泉区で地域の特性を生かしたスマートイルミネーショ

ンを実施します。

【コアフェスティバル】  11月1日（水）～5日（日）　17時～22時
【ヨコハマ・イルミネーション・マンス】  11月1日（水）～12月31日（日）
会場：象の鼻パーク（中区海岸通1-1）ほか

Smart Illumination Yokohama　Photo：Hideo Mori

事務局　　 633-9660 662-0082
※プログラムにより開催期間が異なります

11月16日（木）  13時30分～15時30分
※コンサートは約30分

会場：みなとみらいホール
（西区みなとみらい2-3-6）

抽選 250人（市内在住・在勤・在学者）

往復はがきに、郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・人数（2人まで
可）・手話通訳の有無・車いす来場の有無・在勤または在学の人は、勤務先
もしくは学校名・返信面に住所と氏名を記入の上、10月20日（金）必着で、
以下の宛先へ。

〒231-0017  中区港町1-1
「横浜市文化観光局  横浜文化賞担当」宛

♪♬贈呈式・記念コンサートに市民の皆さんを招待！

　世界中のラグビーファンが憧れる強豪オーストラリアとの戦
い。横浜における今年最大のラグビーイベントを、ぜひ日産スタ
ジアムで感じてください。

鈴木  彩香さん
（女子日本代表選手）

林  敏之さん
（元男子日本代表選手）

吉田  義人さん
（元男子日本代表選手）

市民局ラグビーワールドカップ担当　　 671-4566 664-0669

リポビタンDチャレンジカップ2017

【文化・芸術部門】

新垣　　勉
（テノール歌手）

五味　文彦
（歴史学者）

横浜少年少女合唱団
（音楽団体）

新井　　卓
（写真家）

【社会貢献・スポーツ部門】

フランソワ・ウビダ
（駐日ブルキナファソ特命全権大使）

三浦　大輔
（横浜DeNAベイスターズスペシャルアドバイザー）

　毛利文香(27年度「文化・芸術奨励賞」受賞)に
よるバイオリンコンサートを開催します。

毛利文香

○C JRFU

11月4日（土）　
14時40分キックオフ　
日産スタジアム

阪田　知樹
（ピアニスト）

ラグビーワールドカップ2019TM開催に向け、ラグビーやラグビー
ワールドカップの魅力を発信する開催都市特別サポーターを委嘱
しました。（50音順）

日本代表 対 オーストラリア代表戦

会場周辺でラグビー体験イベントや
飲食ブースの出店も予定。大人も子
どももみんなで楽しみましょう！

●

チケット
販売中

※ラグビー日本代表 対 オーストラリア代表戦にも駆け付ける予定です！

（敬称略）

（港北区小机町3300）


