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　あけましておめでとうございます。皆様が新たな年を迎えられましたことを、
心よりお喜び申し上げます。
　今年は、これまで皆様と育んできた横浜の魅力、都市としての力を内外へ発信
する機会が続きます。3月に開幕する「全国都市緑化よこはまフェア」では、都心

部から里山に至るまで、街を美しい花と緑で彩り、皆様と進めてきた横浜の緑の取組をアピールします。5
月には「第50回アジア開発銀行年次総会」が行われます。開催への支援はもちろん、横浜市が進めてきた持
続可能な都市づくり、国際協力等の取組を世界に向けて発信します。8月に開催する「ヨコハマトリエン
ナーレ2017」は、これまでの開催実績を土台に、横浜だからこそできる、更なる可能性に満ちた国際展にし
ていきます。
　また今年は、「横浜市中期4か年計画2014～2017」の総仕上げの年です。市民生活を守る、福祉、医療、
子育て、教育、防災施策の充実に、全力で取り組みます。あわせて、都市の活力を生み出す経済の活性化や都
市基盤整備に力を注ぎ、市民の皆様とのお約束を、確実に果たしていきます。
　2年後にはラグビーワールドカップ2019、翌年には東京2020オリンピック・パラリンピックが開催さ
れます。昨年11月に推進委員会を設立し、「オール横浜」での準備を進めています。横浜に世界から注目が
集まる絶好のチャンスを、横浜の飛躍につなげてまいります。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

平成29年の年頭にあたって
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災害対策特集 水道工事にご協力をお願いします
　古くなった水道管は、大きな地震で管の継ぎ目が外れて漏水が発生し、断水が起こる可能性があり
ます。断水すると、水道管を修理するまで水が使えなくなってしまうため、古くなった水道管を地震
に強い管（耐震管）に取り替える工事を行っています｡

古くなった水道管を地震に強い管に取り替えています

東日本大震災で継ぎ目が外れた水道管 東日本大震災の津波にも耐えた耐震管（仙台市水道局提供）

●現在、市内の水道管は約9,200kmあり、そのうち、昭和40年代に設置された水道管約2,400kmが取り替え時期を迎え
ています。水道局では、年間約110kmを目標に、28年度は約214億円を投じて水道管の取り替え工事を行い、地震に
強い水道の整備を進めています。

●工事は皆さんから支払われる水道料金を財源として行っています。水道料金を効果的に使うため、水道管の設置年度
だけではなく、漏水頻度や断水の影響などを考慮し工事の優先順位を付け、計画的に取り組んでいます。

水道局キャラクター
「はまピョン」

水道管の取り替え工事はどんなことをするの？

工程1（約2か月） 工程2（約1か月） 工程3（約2か月） 工程4（約1か月） 工事
完了

　新しい水道管を埋めるための
場所を掘ります。近くに下水道
管やガス管などが埋められてい
る場合は、事前に管の位置など
を調査します。

　掘った部分に、地震に強い新
しい水道管を設置します。

　掘った場所を土で埋め、通行
できるように仮舗装します。最
終的な舗装は工程4で行います。

　工程3の終了後に道路
を元の状態に戻します。
仮舗装をきれいに舗装し
直して、工事完了です。

　古い水道管を撤去します。

地面を掘る（1回目）作業1 地面を掘る（2回目）作業4 地面を掘る（3回目）作業7 舗装作業10

給水管※の付け替え作業5 撤去作業8

仮舗装作業9仮舗装作業6

設置作業2

仮舗装作業3

●工事中は道路を掘ったり埋め戻
したりするため、音や振動が発
生します。
　工事期間中はご迷惑をおかけし
ますが、引き続き、水道工事への
理解と協力をお願いします。
●断水する場
合は、日時を
事前にお知
らせし、安全
かつ早期に
工事を完了
するよう努
めています。

工事中のお願い

疑問にお答え

　工程ごとに仮舗装をせず、設置から撤去までの作業を一度に行えば、
地面を掘るのは1回で済みますが、すべての作業が終わるまで長期間の
断水になります。そこで、各工程で仮舗装を繰り返し、断水※を作業5と
作業8のそれぞれで数時間にしています。
※工事場所によって、断水の回数が増える場合もあります

同じ所を何度も掘るのは…

水漏れして
いない所を工事
しているの
かな？

何度も同じ
所を掘って
いるの？

なぜ？
なぜ？

? ?

新しい
水道管を
設置して
います

古い水道管を
撤去して
います

　よこはま動物園ズーラシアでは、昨年9月にスマトラトラの赤ちゃん3頭が誕生
しました。3頭はすくすくと大きくなり、今年早々にはそのかわいい姿を公開予定
です。ぜひ遊びに来てください！

よこはま動物園ズーラシア　　 959-1000　　 959-1450
住所：旭区上白根町1175-1

【開園時間】　9時30分～16時30分（入園は16時まで）
【休 園 日】　原則火曜（1月1日休園、3日開園。臨時開園日など詳細は問合せを）

横浜が　　と　　にあふれます！春、春、 花花 緑緑

　3月25日から第33回全国都市緑化よこはまフェア
を開催します。「サクラ」「チューリップ」「バラ」の
テーマフラワーを中心に、専門家や市民の皆さんと
ともに美しい会場づくりを進めています。

　1月23日から全国のコンビニで住民票などの証明書を取得でき
る「コンビニ交付」がはじまります。早朝から深夜まで利用できる
ほか、手数料も窓口より50円安くなります（戸籍証明書を除く）。
コンビニ交付にはマイナンバーカードが必要
です。マイナンバーカードの取得方法などの
詳細はホームページで確認してください。

　よこはま動物園ズーラシアに隣接する郊外部会場の「里山
ガーデン」の入口では、よこはまフェアの広報親善大使である
三上真史さんが植栽をデザインする「ウェルカムガーデン」が
来場者を出迎えます。

環境創造局全国都市緑化フェア推進課
　 671-3789　　 663-0027 よこはまフェア 検 索

第33回全国都市緑化よこはまフェア
会期　3月25日（土）～6月4日（日）

©ITOON/GN2017
よこはまフェア

シンボルキャラクター
「ガーデンベア」

未来のバラ園（山下公園） ジャクリーンガーデン（新港中央広場）

ペットの飼い主へ

災害に備えましょう
　突然起こる災害に困らないよう、ペットのために日頃から対策
を考えておきましょう。いざという時のために、安心して託せる
預け先を事前に見つけておくことも重要です。

□ ペットの日用品の備蓄、
　 ペット用持ち出し袋の用意

□ 首輪と迷子札の着用、マイクロチップの装着
　 逃げてしまった時に、飼い主が分かるように
　 屋内飼いでも対応をおすすめします

□ 基本的なしつけ
　 「キャリーバッグやケージに慣らす」「無駄吠
　 えをさせない」など、周囲の人に迷惑を
　 かけないよう、しつけをしておきましょう

□ 不妊去勢手術
　 逃げてしまった時に、
　 繁殖させないために必要です

ペット用の
持ち出し袋には…

1月23日（月）からコンビニで住民票が取得できます

コンビニ交付について
利用時間
①②③　6時30分～23時（12月29日～1月3日を除く）
④⑤      月～金曜9時～17時（祝休日を除く）
利用店舗
セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・サークルKサンクス
（マルチコピー機設置店舗のみ。全国約5万店舗）
※今後、交付可能なコンビニが増える場合があります。詳しくはホームページを確認
　してください

利用方法
コンビニ店内のマルチコピー機を利用します。
案内画面のタッチパネルを見ながら簡単に操作できます。

必要なもの
マイナンバーカード
（利用者証明用電子証明書の搭載および暗証番号の入力が必要です）

コンビニ交付について
　 市コールセンター
　　  664-2525（８時～21時）
 　　 664-2828

マイナンバーカードの申請について
　 市民局窓口サービス課
　　  671-2176
 　　 664-5295

横浜市　コンビニ交付 検 索

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

市動物愛護センター　　 471-2111　　 471-2133

野毛山・金沢動物園でも動物の赤ちゃんが誕生し、公開されています。詳細はホームページで。

●ペットフード・水など
　最低５日分
●動物病院で処方
　されている薬や食事
●トイレ用品
●飼育手帳※

※かかりつけの動物病院・食事
量や回数・ワクチンの接種歴
などを記録しておきしょう。
ペットと飼い主の写真があ
ると、はぐれた時に役立ちま
す

取得できる証明書（市内在住者のみ）

①住民票の写し

②住民票記載事項証明書

③印鑑登録証明書
（市内に印鑑登録している人）

④戸籍の附票の写し
（市内に本籍がある人）

⑤戸籍（全部・個人事項）証明書
（市内に本籍がある人）

証明書交付手数料
コンビニ 区役所などの窓口

1通250円

1通450円
※戸籍証明書は窓口と同額

1通300円

大震災での被害はゼロ！

　水道管の取り替え工事は、大きく4つの工程に分けることができます。工事はおよそ6～8か月かかりますが、作業は工事区間の中を移
動しながら進めるため、1軒の家の前を掘るのは各工程で数日間です。なお、工事の規模などによっては何年もかかる場合があります。

古くなった水道管

新しい
水道管

給水管

個人所有

★いずれの工程も、工事区間全体の作業が終わり次第、次の工程へ進みます。

　家の前の給水管を古い水道管
から新しい水道管に付け替えま
す。
※水道管（水道局所有）から分岐して各家
庭に引き込んでいる管のこと（個人所
有）

この作業を行う時、一時的に
断水します。

この作業を行う時、一時的に
断水します。

オリンピックの感動を横浜で！東京2020オリンピック・パラリンピックの
野球・ソフトボール競技の主会場が「横浜スタジアム」に決定しました！

? ?
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シンボルキャラクター
「ガーデンベア」

未来のバラ園（山下公園） ジャクリーンガーデン（新港中央広場）

ペットの飼い主へ

災害に備えましょう
　突然起こる災害に困らないよう、ペットのために日頃から対策
を考えておきましょう。いざという時のために、安心して託せる
預け先を事前に見つけておくことも重要です。

□ ペットの日用品の備蓄、
　 ペット用持ち出し袋の用意

□ 首輪と迷子札の着用、マイクロチップの装着
　 逃げてしまった時に、飼い主が分かるように
　 屋内飼いでも対応をおすすめします

□ 基本的なしつけ
　 「キャリーバッグやケージに慣らす」「無駄吠
　 えをさせない」など、周囲の人に迷惑を
　 かけないよう、しつけをしておきましょう

□ 不妊去勢手術
　 逃げてしまった時に、
　 繁殖させないために必要です

ペット用の
持ち出し袋には…

1月23日（月）からコンビニで住民票が取得できます

コンビニ交付について
利用時間
①②③　6時30分～23時（12月29日～1月3日を除く）
④⑤      月～金曜9時～17時（祝休日を除く）
利用店舗
セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・サークルKサンクス
（マルチコピー機設置店舗のみ。全国約5万店舗）
※今後、交付可能なコンビニが増える場合があります。詳しくはホームページを確認
　してください

利用方法
コンビニ店内のマルチコピー機を利用します。
案内画面のタッチパネルを見ながら簡単に操作できます。

必要なもの
マイナンバーカード
（利用者証明用電子証明書の搭載および暗証番号の入力が必要です）

コンビニ交付について
　 市コールセンター
　　  664-2525（８時～21時）
 　　 664-2828

マイナンバーカードの申請について
　 市民局窓口サービス課
　　  671-2176
 　　 664-5295

横浜市　コンビニ交付 検 索

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

市動物愛護センター　　 471-2111　　 471-2133

野毛山・金沢動物園でも動物の赤ちゃんが誕生し、公開されています。詳細はホームページで。

●ペットフード・水など
　最低５日分
●動物病院で処方
　されている薬や食事
●トイレ用品
●飼育手帳※

※かかりつけの動物病院・食事
量や回数・ワクチンの接種歴
などを記録しておきしょう。
ペットと飼い主の写真があ
ると、はぐれた時に役立ちま
す

取得できる証明書（市内在住者のみ）

①住民票の写し

②住民票記載事項証明書

③印鑑登録証明書
（市内に印鑑登録している人）

④戸籍の附票の写し
（市内に本籍がある人）

⑤戸籍（全部・個人事項）証明書
（市内に本籍がある人）

証明書交付手数料
コンビニ 区役所などの窓口

1通250円

1通450円
※戸籍証明書は窓口と同額

1通300円

大震災での被害はゼロ！

　水道管の取り替え工事は、大きく4つの工程に分けることができます。工事はおよそ6～8か月かかりますが、作業は工事区間の中を移
動しながら進めるため、1軒の家の前を掘るのは各工程で数日間です。なお、工事の規模などによっては何年もかかる場合があります。

古くなった水道管

新しい
水道管

給水管

個人所有

★いずれの工程も、工事区間全体の作業が終わり次第、次の工程へ進みます。

　家の前の給水管を古い水道管
から新しい水道管に付け替えま
す。
※水道管（水道局所有）から分岐して各家
庭に引き込んでいる管のこと（個人所
有）

この作業を行う時、一時的に
断水します。

この作業を行う時、一時的に
断水します。

オリンピックの感動を横浜で！東京2020オリンピック・パラリンピックの
野球・ソフトボール競技の主会場が「横浜スタジアム」に決定しました！

? ?
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　847-6262　  848-4281
おかけ間違いのないようご注意ください

水道に関する問合せは、24時間365日いつでも 
水道局お客さまサービスセンターへ
水道料金のお支払いには口座振替・クレジットカード払いをご利用ください

はちよんなな

No.125家庭でも地震への備えを！
まずは飲料水を多めに備えておきましょう
　災害などで断水した場合、被害状況によって
は、発災後すぐに災害時給水所で給水できない
ことがあります。また、給水の順番が回ってく
るまで長時間待つ可能性もあります。そのた
め、家庭で1人あたり1日3ℓ、最低3日分で9ℓ以
上の飲料水を備蓄しましょう。

自宅近くの災害時給水所を確認しましょう
　災害などで浄水場や水道管などが被害を受けて断水した場合、誰でも飲料水
を得られる場所が「災害時給水所」です。災害時給水所には、災害用地下給水タ
ンク、配水池、緊急給水栓などがあります。
　発災直後から地域の皆さんの「共助」により使
用できる災害用地下給水タンクには、目印とし
て新たな標識を3月までに設置します。配水池、
緊急給水栓、給水車では、発災時に給水の準備が
整い次第、標識と同じマークがデザインされた
「のぼり」を目印として立てます。

　市全域で、水道局の職員を装い、金銭を請求するな
どの事例が相次いでいます。水道局では右記のよう
なことはしていませんので、注意してください。

●「市から委託されて水道管の検査に来た」と
家の中に入り、台所や風呂場の水道管を調査
●「大規模断水を行います」や「水道料金が未納
のため給水を停止します」という内容の電子
メールを送る

水道事業会計 27年度 決算の概要水道事業会計 27年度 決算の概要水道事業会計 27年度 決算の概要

〈収入〉　水道料金収入は節水機器の普及や節水意識の高まりなどに
より、減少傾向が続いています。（折れ線グラフ　 　）

〈支出〉　施設の維持管理費用を含む水道事業の運営に関する費用と
しての753億円のほか、老朽化対策や耐震化のための施設
等整備費用として、毎年約350億円を支出しています。今
後も老朽化する施設の更新費用が必要です。（折れ線グラ
フ　　 ）

〈今後の見通し〉
施設等整備費用は、施設更新に使うために積み立てたお金や金融機
関等からの借入れなどで対応していますが、水道料金収入の減少に
伴い今後も厳しい経営状況が続くことが見込まれ、一層の経営努力
が必要です。

水道施設の整備に関する収支

  95億円

382億円
（うち施設等整備費用：350億円）

合計

   975億円

1,135億円

収入
（税込）

支出
（税込）

※差引（収入－支出）の不足額は積み立てたお金で対応しています

水道事業会計、工業用水道事業会計決算の詳細は、水道局ホームページに掲載しています。 横浜水道　決算 検 索

9円

51円
51円

5円

18円 34円

168円

水源地から浄水場まで水を送る費用（５円）
浄水場で水をきれいにする費用（51円）
浄水場から自宅の蛇口まで水を届けるため
の費用（34円）
水道施設の修繕費など（18円）
将来の水道施設の更新に備える費用（51円）
借入金返済の利息（９円）

※500㎖のペットボトル2,000本分
1m3※の水を蛇口に届けるための費用【168円】

水道料金収入と施設等整備費用の推移
800

700

600

500

400

300

200
平成24 25 26 27 28 29 30 31

（億円）

（年度）

実績← →予算・計画

水道料金収入 施設等整備費用

区ごとに災害時給水所の場所がわかる「災害時給水マップ」を各水道事務所、各区役所で
配っています。

水は重く、運ぶのはとても大変です。マンションなどでエレベータが止まった場合は、階
段で運ぶことになります。このようなことからも、災害に備えて備蓄しておくと安心です。

災害時給水所の新たな標識 のぼり

●配達販売のみ
　（市内限定）

●配達料200円
　（11箱以上は無料）

備蓄飲料水「横浜水缶」
１箱（500mℓ×24本）1,800円（税込）

注文は水道局お客さまサービスセンターへ
（電話番号は4ページ下段を参照）

1月17日
から

3月21日
まで

配達料無料

キャンペー
ン

を実施！

賞味期限

製造日から
7年

　災害時給水所では水を運ぶための容器が
ないので、各自で容器を用意してください。
　また、1人あたり3日分として必要な水9ℓ
は、9kgになります。ポリ容器などに入れた
水は重く、運ぶのはとても大変です。そこで、
住環境に合わせて台車やリュックなどの水
を運ぶ道具も用意しておくと安心です。

水を運ぶためのポリ容器などの準備を

■スイスイまっぷ
水道局のホームページで、災害時給水所の場所を確認できます。
■ロケスマ／■全国避難所ガイド
災害時給水所を確認することができる、スマートフォン用の
無料アプリケーションです。

ロケスマ2次元バーコード

給水の順番を待つ人々

　水道に関することで訪問が
あった場合は、必ず身分証の提示
を求めましょう。不審な点がある
場合は、水道局お客さまサービス
センターへ連絡してください。

水道事業の運営に関する収支

880億円
（うち水道料金収入：702億円）

753億円

水道事業の
主な財源
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■市長とのティー・ミーティング
　参加グループ（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2組
1月31日まで
市民局広聴相談課（ 671－2333
212－0911）

■横浜観光親善大使
4月～30年3月に40回程度活動（平日含む）
選考会＝2月18日（土）
住民登録がある、29年4月1日時
点で18歳以上、選考若干名
2月3日までに申込書（1月10日か
ら観光案内所、区役所広報相談
係で配布。 から入手）で
観光コンベンション・ビューロー
（ 221－2111 221－2100）

■横浜開港祭①親善大使②ドリー
ム オブ ハーモニー参加者

申込方法等詳細は1月上旬から
で。①はPR活動、交通費支給
①4月中旬～6月3日の主に土・日
曜②6月2日（金）･3日（土）（練習は4・
5月の土・日曜）
①市内各所②臨港パークほか
①18歳以上の女性（高校生除く）、
選考12人②小学生以上、選考1000人
①3月7日②3月10日まで
実行委員会（ 212－5511 212－
5510）か文化観光局 MICE振興課
（ 671－3546）

■市ボランティアセンター運営委員
任期4月から2年。詳細は1月11日から
申込書（問合先で配布。 から入手）で
18歳以上、選考5人程度
2月20日まで
市ボランティアセンター（ 201－
8620 201－1620、1月1～3日・30日
休み）

■子育てりぶいん　入居者
市認定の民間住宅。3月・19戸予定。
所得制限ほかあり。収入に応じ家
賃助成あり
18歳未満の子がいるか妊娠中の
人がいる世帯、抽選
1月20日までに申込書（1月6日か
ら区役所広報相談係、行政サー
ビスコーナーで配布）で
建築局住宅政策課（ 671－4121
641－2756）

■高齢者向け優良賃貸住宅
　空家待ち登録者
市認定の民間住宅。旭区鶴ケ峰。事
前に抽選で順位を決め、空家発生
時に入居を斡旋。詳細はチラシ（1
月16日から区役所広報相談係、行
政サービスコーナーで配布）で
申込時に在住か在勤の60歳以上
1月31日まで
システムハウジング（ 742－1000）
か建築局住宅政策課（ 671－4121
641－2756）

■29年度妊婦歯科健診実施医療機関
登録希望機関は1月31日までに申請
書（1月13日送付予定）の提出を

こども青少年局こども家庭課
（ 671－2455 681－0925）

■ひとり親家庭への貸付①修学資
金②修業資金③就学支度資金

要事前相談（源泉徴収票か確定申告
書か直近3か月の給与明細と進学予
定校の資料を持参）、審査あり。①②
は5月頃に振込み。貸付限度額は問
合せを
母子父子家庭で、4月に子どもが
高校・短大・大学・専門学校等に
進学予定の人
①②のみは2月1日から、③のみは
3月31日までに、③と他の資金を同
時申請の場合は2月1日～3月31日
に居住区の福祉保健センターへ
前記かこども青少年局こども家
庭課（ 671－2395 681－0925）

■家具転倒防止器具取付代行
対象者等詳細はチラシ（区役所広報
相談係、行政サービスコーナーで
配布）か で
1月16日～2月10日
総務局危機管理課（ 671－2011
641－1677）

■中途失聴・難聴者の手話コミュ
ニケーション教室①入門②初級
4月1日～30年1月27日の火・土曜
14時、全25回
健康福祉総合センター
中途失聴・難聴者と関係者、各選
考。①30人②10人
1500円
2月15日 までに に
聴覚障害の有無を書いて、中途

失聴・難聴者協会（〒222－0035港北
区鳥山町1752、 475－2064）へ
前記か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602 671－3566）

■障害者パソコン講習会 基礎2
　①ワード②エクセル
各コース13時、全4回。①2月8日
～17日の水･金曜②2月13日（月）・
16日（木）・21日（火）・23日（木）
横浜ラポール
15歳以上（中学生除く）の肢体・内部・
精神・聴覚等障害者。基礎1受講者
か、①文書作成・編集可能な人②基
本的関数がわかる人。各抽選8人
3160円
1月20日までに に
障害名・等級、手話・筆記通訳

希望の有無を書いて、障害者
社会参加推進センター（〒222－
0035港北区鳥山町1752、 475－
2060 475－2064）へ
前記か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■関内ホールから①陽だまりコン
サート②煌めきコンサート
①2月10日（金）13時30分

　②2月26日（日）14時30分
①3歳以下と②未就学児は入場不可
①1000円②1500円、問合先で販売中
会場の関内ホール（中区住吉町4－
42－1、 662－1221 662－2050、1月
1日～3･10日、2月6･7日休み）

■消防音楽隊　定期公演
2月19日（日）14時
栄公会堂
抽選600人
1月20日までに に 人数（2
人まで）を書いて、消防音楽隊
（〒221－0844神奈川区沢渡4－7、
311－0100 312－0386）へ

■国際舞台芸術ミーティング（TPAM）
ボランティア募集
2月10日（金）～19日（日）
BankART Studio NYKほか
選考30人
1月20日までに で
国際舞台芸術交流センター（
03－5724－4660 03－5724－4661）
か市芸術文化振興財団（赤レン
ガ倉庫１号館内、 211－1515）

■書作展　作品募集
詳細はチラシ（区役所広報相談係で
配布）で
搬入＝3月15日（水）

　展示＝3月22日（水）～27日（月）
市民ギャラリー
18歳以上、1人1点、選考
5000円・6000円
事務局（牧野 ・ 761－1904）か
文化観光局文化振興課（ 671－
3715）

■都市緑化よこはまフェア
　フォトコンテスト作品募集
詳細は1月6日から申込書（区役所地
域振興課で配布）か で
展示＝4月14日（金）～16日（日）
2月28日までに事務局（横浜アーチ
スト内、 681－3733 681－3735）へ
前記か環境創造局全国都市緑化
フェア推進課（ 671－3789）

■講座「現場で学ぶ動脈硬化」
講義、医療体験ほか
1月21日（土）13時
18歳以上、抽選70人
1月15日 までに に を
書いて、会場の市民病院（〒240－
8555保土ケ谷区岡沢町56、 331－
1961 332－5599）へ。 からも可

■講座「がんについて｣
1月26日（木）14時
先着100人
500円
1月11日から か に を書い
て、会場の市総合保健医療セン
ター（ 475－0178 475－0002）へ

■地域医療構想講演会
1月29日（日）13時
はまぎんホール
先着500人
1月11日から申込書（1月6日から市
役所市民情報センターで配布）で
医療局医療政策課（ 671－2993
664－3851）

■講演「小児ぜん息と食物アレルギー」
2月5日（日）13時30分
横浜シンポジア
先着200人
1月16日から申込書（1月13日から
区役所広報相談係で配布）で
こども青少年局こども家庭課（
671－2455 681－0925）

■みなと赤十字病院から
　①教室「気管支ぜん息の治療について」
　②小児ぜん息・アレルギー教室
各15時。①2月15日（水）②2月23日（木）
各先着50人
②1歳～未就学児（予約制）
1月11日から か に （②は
保育希望の有無も）を書いて、会
場のみなと赤十字病院（ 628－
6381 628－6101）へ

■市大エクステンション講座
　①ラクトフェリンの内臓脂肪低

減効果②更年期障害
①2月10日（金）18時30分

　②2月24日（金）14時
①ウィリング横浜

　②アートフォーラムあざみ野
各先着。①100人②150人
②1歳6か月～未就学児（予約制・有料）
1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

■いのちの電話　相談ボランティア
　養成講座
日程等詳細は で
29年3月31日時点で23～69歳、選
考40人
7万2000円
2月10日までに申込書（市役所市
民情報センター、区役所広報相談
係で配布。 から入手）を、横浜
いのちの電話（ 333－6163 332－
5673）へ
前記か健康福祉局福祉保健課（
671－3929）

■手話講習会①入門②基礎③通訳
者Ⅰ④通訳者Ⅱ・Ⅲ

日程・費用・申込方法等詳細は で
4月から、①～③全43回④全44回
横浜ラポール
各選考（①は抽選）。①初心者、30
人②入門修了者数人③手話通訳
者を目指す奉仕員養成修了者、
25人④手話通訳者を目指す通訳
Ⅰ修了者、20人
2月10日まで
選考・説明会　参加必須。各土曜11
時。②3月11日③3月18日④3月25日
市聴覚障害者協会（ 475－2061
475－2112）か健康福祉局障害福祉
課（ 671－3602）

■手話講習会①入門②基礎
日程･費用・申込方法等詳細は で
4月から、全40回
かながわ県民センター
各18歳以上、選考。①初心者、25
人②入門修了者か1年以上の学
習経験者、30人
①2月10日②2月17日まで
選考・説明会　参加必須。各19時。
①2月24日（金）②3月8日（水）
健康福祉局障害福祉課（ 671－
3602 671－3566）

■結婚応援セミナー
申込方法等詳細はチラシ（区役所広
報相談係で配布）か で
2月26日（日）13時30分
ワークピア横浜
各抽選

　①保護者100人②本人90人
2月10日まで
こども青少年局企画調整課（
671－4282 663－8061）
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■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。①3月5日（日）②3月18日（土）
①金沢小学校②保土ケ谷中学校
各抽選48人
①2月10日②2月24日まで
総務局危機管理課（ 671－2011
641－1677）

■講座｢日本MRS大実験室」
先端科学の工作実験と講演。申込
方法等詳細は で
1月22日（日）13時
情文ホール
中学生、抽選100人
1月16日まで
文化観光局MICE振興課（ 671－
3546 663－6540）

■親子料理教室
申込方法等詳細は1月13日から で
2月25日（土）10時
中央卸売市場本場
小学3年生以上と保護者、抽選16組32人
1組1200円
2月10日まで
よこはま学校食育財団（ 662－
2541 662－7834）

■JAXAセミナー「宇宙教育」にふれよう
対象・申込方法等詳細は1月11日から で
3月4日（土）13時30分
市社会教育コーナー
1月16日から
教育委員会生涯学習文化財課
（ 671－3282 224－5863）

■シルバーIT講習　入門
申込方法等詳細は1月4日から問合せを
各コース火・水曜、全2回
　午前＝9時15分、午後=13時30分
　《初めてのパソコン》2月7・8日午
前、3月7・8日午前
　《初めてのワード》2月14・15日午
後、3月14・15日午後
　《初めてのエクセル》2月14・15日
午前、3月14・15日午前
各コース50歳以上、抽選18人
3700円
2月開催分は1月25日、3月開催分
は2月23日まで
会場のシルバー人材センター
（ 847－1800 847－1716）

■高校生就職フェア
1月24日（火）13時～16時30分
パシフィコ横浜（西区みなとみ
らい1－1－1）
3月卒業予定者・教諭・保護者
ハローワーク横浜（ 211－7759）
か経済局雇用労働課（ 671－
2343 664－9188）

■大学等卒業予定者・既卒者就職面接会
履歴書複数持参
2月9日（木）13時～16時30分（受付
は12時30分～15時30分）
新都市ホール（西区高島2－18－1
横浜新都市ビル）
3月卒業予定者と3年以内既卒者
神奈川労働局職業安定課（ 650
－2646）か経済局雇用労働課（
671－2343 664－9188）

■保育士就職面接会
１月28日（土）13時～16時
技能文化会館

保育士資格保有者か取得見込者
1月27日までに申込書（区役所広
報相談係で配布）で。 からも可
事務局（ 681－3734 681－3735）
かこども青少年局保育対策課
（ 671－4469）

■友好交流自治体（道志村と昭和
村）紹介展
1月11日（水）～2月19日（日）
会場の中央図書館（西区老松町
1、 262－7336 262－0054）

■市立学校総合文化祭　
　図画工作・美術・書道作品展
①特別支援学校、個別支援学級等
②小・中・義務教育・高等学校
1月25日（水）～30日（月）10時～18
時（30日は13時30分まで）
市民ギャラリー（西区宮崎町26－1）
教育委員会①特別支援教育課
（ 671－3958 663－1831）②指導
企画課（ 671－3266 664－5499）

■テクニカルショウヨコハマ
工業技術･製品の見本市
2月1日（水）～3日（金）10時～17時
パシフィコ横浜（西区みなとみ
らい1－1－1）
経済局ものづくり支援課（ 671
－2567 664－4867）

■ヨコハマ市民まち普請事業
　①2次コンテスト②バスツアー
①整備提案を選考②整備が実現し
た現場巡り
①1月29日（日）9時30分～17時②2
月11日（土）9時30分、関内駅集合
①横浜市市民活動支援センター
（中区桜木町1－1－56クリーンセ
ンタービル）
②先着30人
②1月11日から か に
所属、人数を書いて、アクショ
ンポート横浜（ ･ 662－4395、
info@actionport－yokohama.org）へ
都市整備局地域まちづくり課
（ 671－2679 663－8641）

■風力発電所バス見学会
1月30日（月）12時30分、関内駅集合
ハマウィングと省エネ住宅体感
パビリオン
抽選55人
700円
1月17日までに に 4人
までの を書いて後記事務局へ
事務局（地球温暖化対策推進協議
会内、〒231－0016中区真砂町4－43、
681－9910 681－3934）か温暖化

対策統括本部調整課（ 671－4372）
■マンション拡大交流会
2月18日（土）13時20分
開港記念会館
管理組合役員と居住者、先着90人
1月11日から に を書い
て、マンション管理組合サポー
トセンター（ ･ 663－5459）へ
前記か建築局住宅再生課（ 671
－2954）

■はまっ子未来カンパニープロ
ジェクト　本選会

起業家コンテスト。詳細は1月13日
から で
2月11日（祝）13時30分
情文ホール（中区日本大通11）
当日先着200人
教育委員会指導企画課（ 671－
4448 664－5499）

■水陸両用バス乗車体験会
横浜みなと博物館見学も
各14時。3月2日（木）・3日（金）
各日抽選40人
1月27日までに に 希望日、全
員（4人まで）の 代表者の
を書いて、横浜港振興協会（〒

231－0002中区海岸通1－1、 671
－7241 671－7350）へ
前記か港湾局賑わい振興課（
671－2888）

■飛鳥Ⅱ船内見学会
20歳未満は保護者同伴。申込方法
等詳細は で
3月3日（金）11時
大さん橋国際客船ターミナル
在住で、当日まで有効なパスポ
ートか運転免許証所持者か2月
17日までに取得見込者、抽選80
人（乳幼児も1人）
1月22日まで
事務局（ 212－2880 681－2695）か
港湾局客船事業推進課（ 671－7272）

■市民クルーズ　飛鳥Ⅱ
　①熊野・三河②日本一周
横浜港発着。詳細は1月4日からチラ
シ（区役所広報相談係で配布）か で
①3月15日（水）～18日（土）
　②3月26日（日）～4月4日（火）
各抽選。①23室②15室
大人1人。①13万2600円～②45
万500円～
①1月16日②1月20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）

■シティウオーク
馬車道駅発着
3月20日（祝）
1500円
申込書（1月18日から区役所地域振
興課、スポーツセンターで配布）で
市体育協会（ 640－0018 640－
0024）

■スポーツ医科学センターで
　①足が速くなる動きづくり
　②親子で学ぶ栄養学
①小学生＝2月5日（日）9時、指導
者＝2月6日（月）18時
　②2月5日（日）10時45分
①小学生＝先着40人、指導者＝
先着30人②親子、先着40組
1月11日から で会場のスポ
ーツ医科学センター（ 477－
5050 477－5052）へ

■市税納期限・確定申告相談会ほか
《①28年度個人市民税（普通徴収）
第4期納期限》1月31日
《申告書等の提出期限・提出先》1月31日
②給与支払報告書＝特別徴収センター
③償却資産申告書＝償却資産センター
《④28年分確定申告の受付期間・納
付期限》所得税及び復興特別所得
税＝2月16日～3月15日、贈与税＝2
月1日～3月15日、個人事業者の消
費税・地方消費税＝3月31日まで

《税理士無料申告相談会》
＝小規模納税者対象
＝年金受給者・給与所得者の還

付申告対象。混雑時は受付を終了
する場合あり。申告書等の提出の
みは直接所轄税務署に提出（郵送
可）を。車での来場不可
⑤鶴見税務署管内／鶴見区＝鶴見区役所
1月30日～2月3・6～9日。9時15分～

11時30分・13時～15時30分 2月10日。
9時30分～11時30分・13時～15時30分
⑥横浜中税務署管内／中・西区
本牧地区センター1月26・27日、2

月2・3日、藤棚地区センター1月30・
31日、2月1日、西公会堂2月6・7日。
9時30分～12時・13時～16時 税理
士会館2月8日。10時～16時
⑦保土ケ谷税務署管内／旭・瀬谷・保土ケ谷区
瀬谷公会堂1月31日～2月2日、旭
公会堂2月7～9日 保土ケ谷公会
堂2月3日。9時30分～15時30分
⑧横浜南税務署管内／磯子・金沢・
港南・南区＝ウィリング横浜、各9
時30分～12時・13時～15時30分
2月2・3・6～9日 2月4日
⑨神奈川税務署管内／神奈川・港北区
神奈川区役所2月2・3・6日、慶應

義塾大学日吉キャンパス協生館2
月8～10日。9時30分～15時 新横
浜グレイスホテル2月7日。10時～
12時・13時～16時
⑩戸塚税務署管内／栄・泉・戸塚区
栄公会堂1月25～27日、泉公会堂

2月1日～3日、大正地区センター2
月7日。9時～15時30分 戸塚法人
会館2月10日。9時30分～15時30分
⑪緑税務署管内／青葉・都筑・緑区
山内地区センター1月31日・2月1日、

緑公会堂2月2・3日、都筑公会堂2月7・
8日。9時30分～12時・13時～15時30
分 県宅建協会横浜北支部会館2月
22・23日。10時～12時・13時～15時
①財政局税務課（ 671－2253
641－2775）②特別徴収センター
（ 671－4471 210－0480）③償却
資産センター（ 671－4384 663
－9347）、④～⑪各税務署

■市有地のインターネット入札
申込期間等詳細は1月中旬から で

財政局取得処分課（ 671－2264
662－5369）

■29年度木造住宅の耐震改修補助
額の増額

期間限定で75万円から105万円に
昭和56年5月以前の木造住宅。平成30
年3月31日までに工事着手するもの
4月3日から直接、建築局建築防
災課（中区相生町3－56－1JNビル、
671－2943 663－3255）へ

■感震ブレーカー設置費用の補助
条件等詳細は か問合せを
1月31日まで
総務局危機管理課（ 671－2011
641－1677）

■生産緑地追加指定　仮申請
北部方面＝1月16日（月）・17日（火）
　南部方面＝1月18日（水）・19日（木）
市街化区域内の500平方メート
ル以上の良好な農地（既指定地
の拡大は500平方メートル未満
も可）。その他条件あり
1月16日までに で各農政事務
所か環境創造局農政推進課（
671－2726 664－4425）へ

給付金の受給には期限内に申請が必要です。
28年度市民税が課税されていない人が対象です。
対象など詳細はホームページまたは専用ダイヤルへ。

臨時福祉給付金および障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の申請期限迫る！
専用ダイヤル 毎日9時～18時（土・日曜、祝休日も含む）

申請期限

2月1日まで
消印有効

0120-391-370　  664-2271
横浜市臨時福祉給付金 検 索 給付金キャラクター

カクニンジャ
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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

1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

林市長と語る2017年の横浜
（新春特別番組＜1月1日放送＞再放送） 
横浜を知る100のキーワード
横浜の冬を楽しむ
横浜を走る

10：47～10：52頃
5：10～5：20

8：30～9：00
16：30～16：35

ハマ自慢！横浜を知る
100のキーワード

1月7日発売！

（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

平成29（2017）年 1 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、1月1･2日休み〕
①島田彩乃ピアノ ドビュッシー前奏曲集
②マーク･パドモアｘティル・フェルナー 冬の旅
③パーヴォ・ヤルヴィ指揮 NHK交響楽団
①1月26日（木）19時
　②2月14日（火）19時
　③2月22日（水）19時・23日（木）15時
①2500円②6000円③4600円～
8800円、会場で販売中

■横浜美術館〔西区みなとみらい3
－4－1、 221－0300 221－0317、木
曜休み、1月5日開館〕
①コレクション展②和田淳展
①1月4日（水）～2月28日（火）②2月
3日（金）～28日（火）
①500円

■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－2、
263－3055 263－3031、1月1～3・

16・23日休み〕
横浜狂言堂
｢因幡堂｣｢木六駄｣
3月12日（日）14時
2000円、2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、1
月18・19日休み〕
①柳亭市馬独演会
②三遊亭王楽のにぎわい道場
③上方落語会
④西のかい枝 東の兼好
⑤魅せる！はなしか三人衆
③桂福団治ほか④桂かい枝・三遊
亭兼好⑤三遊亭時松ほか
①2月7日（火）19時②2月10日（金）
19時③2月11日（祝）14時④2月13
日（月）19時⑤2月26日（日）14時
1500～3100円、会場で販売中

■自然観察の森〔栄区上郷町1562－
1、 894－7474 894－8892、月曜（祝
休日の場合翌日）・1月1～4日休み〕
①森を守るボランティア体験
②初めてのバードウオッチング
申込方法等詳細は で。小学生は
保護者同伴
①2月19日（日）9時30分
　②2月26日（日）9時
②小学4年生以上、先着30人
①1月11日②1月12日から

■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝休日・1月3日休み〕
教室｢遺産と相続と遺言書の話｣
2月17日（金）13時30分
栄区役所
当日先着120人

※手話通訳希望者は1月27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･1月1～3
日休み）、 横浜南（南区南太田1－
7－20､ 714－5911 714－5912、第3
月曜･1月１～3日休み）､ 横浜北
（青葉区あざみ野南1－17－3、 910－
5700 910－5755、第4月曜･1月1～3
日休み）〕
自助グループ募集
ミーティング会場提供等の支援
心とからだと生き方の悩みがテ
ーマの自助グループ
1月31日までに申込書（区役所広
報相談係で配布。 から入手）で

■三溪園〔中区本牧三之谷58－1、
621－0635 621－6343〕
観梅会
2月11日（祝）～3月5日（日）
500円

■歴史博物館〔都筑区中川中央1－18
－1､ 912－7777 912－7781、月曜（祝
休日の場合翌日）・1月1～4日休み〕
展示「津々浦々　百千舟」
1月28日（土）～3月20日（祝）
300円

■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（祝休日の場合翌日）・1
月28～31日休み、1月3日開館〕
展示｢相模の大凧（縮小版）」
1月26日（木）まで

■山手西洋館〔イギリス館（中区山
手町115－3、 ・ 623－7812、第4水
曜・1月1～3日休み）〕
山手芸術祭
展示・コンサートほか。料金･申込
方法等詳細は問合せを
1月29日（日）～2月26日（日）
西洋館ほか

■金沢動物園〔金沢区釜利谷東5－
15－1、 783－9100 782－9972、月
曜（祝休日の場合翌日）・1月1日休
み、1月3日開園〕
アニマルコレクション
動物のパネルを探すゲーム
1月2日（休）～2月28日（火）
500円

■市立学校臨時教職員　土日登録会
臨時的任用職員・非常勤講師（栄養
士、教諭、事務）の候補者登録。会
場、資格等詳細は問合せか で
各11時～15時。1月21日（土）･29日
（日）、2月18日（土）、3月11日（土）
教育委員会教職員人事課（ 671
－3246 681－1413）

■障害者後見的支援制度説明会
各14時。①2月16日（木）②2月21日（火）
①開港記念会館（中区本町1－6）
　②瀬谷公会堂（瀬谷区二ツ橋町190）
各当日先着400人
健康福祉局障害企画課（ 671－
3604 671－3566）

■小型（草花用）プランター貸出
1団体30個まで。5年間。詳細は問
合わせを
よこはま緑の推進団体加入の団体
1月20日までに申込書（1月5日～

13日に で問合先に請求）で
こども植物園（ 741－1084 742
－7604）

■「財政のあらまし（2）」の閲覧
27年度決算及び28年度上半期の予
算執行状況。 からも可
市役所市民情報センター、区役
所広報相談係
財政局財政課（ 671－2231 664
－7185）

■季刊誌「横濱」55号発売
「ハマ自慢！横浜を知る100のキー
ワード｣。デイジー版は1月下旬か
ら市役所市民情報センターで販売
1月7日（土）
県内・都内の主な書店ほか。市役所
市民情報センター（1月10日から）
610円
市民局広報課（ 671－2332 661
－2351）

■上郷･森の家　平日特別プラン
2月1日～3月10日の日～金曜
1泊2食付5000円～
会場の上郷･森の家（ 895－5151
895－5005）

■市民意見募集  都市計画マスタープラン
　①磯子区プラン改定素案
　②金沢区プラン改定素案
資料の閲覧・配布は期間中、市役所
市民情報センター、区役所区政推
進課（①磯子②金沢のみ）で。 か
らも可
①1月4日～2月3日
　②1月11日～2月10日
①磯子区企画調整係（ 750－
2331 750－2533）②金沢区企画
調整係（ 788－7729 786－4887）

■市民意見募集
　①29年度食品衛生監視指導計画（案）
　②29年度環境衛生業務実施計画（案）

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（①広報
相談係②生活衛生課）、問合先で。
からも可
1月16日～2月16日
健康福祉局①食品衛生課（ 671
－2459 641－6074）②生活衛生
課（ 671－2456 641－6074）

■市広報企画審議会
1月23日（月）14時
関内中央ビル（中区真砂町2－22）
市民局広報課（ 671－2331 661
－2351）

■市防災会議
防災計画の修正の審議等
1月23日（月）14時40分
市役所
総務局危機対処計画課（ 671－
4096 641－1677）

横浜を感じるミニコラム

 『勝利の感動を横浜に！』筒香 嘉智 （プロ野球選手）

　僕は小学生の頃に、松坂大輔さんが甲子園で大
活躍するのを見て、横浜高校に行きたいと思うよ
うになりました。高校進学で和歌山から横浜に来
てもう10年になります。

　高校時代は、休みの日によくワールドポーター
ズに行っていました。横浜は、街がとてもきれい
で、多くの歴史的な建物や観光スポットがあり、
誰が来ても楽しめる街だと思います。横浜DeNA
ベイスターズに入団してからは、街に出かけると
「頑張ってね」と声をかけていただいたり、球場で
も大きな熱い声援をいただき、横浜のみなさんの
温かさを感じています。いつも満員の球場でプ
レーできることにも、とても感謝しています。
　昨年、クライマックスシリーズに出場できたこ
とは良かったのですが、チームとしては、3位に
終わってしまいました。やはり優勝に一番価値が
あるので、今年はそれに向けて頑張っていきたい
と思っています。また、僕は小さい頃、プロ野球
選手に憧れて野球を頑張っていたので、「筒香のよ
うになりたい」と思ってもらえる選手になりたい
です。

　僕たちが活躍し、チームが勝つことによって、
皆さんに感動していただくことが、チームの使命
でもあると思っています。たくさんの応援に応え
て、勝って横浜の皆さんに恩返ししたいです。

筒
つつごう

香嘉
よしとも

智さん：平成3年和歌山県生ま
れ。横浜高校卒業。21年、ドラフト１
位で横浜ベイスターズ（現、横浜DeNA
ベイスターズ）に入団。外野手として
活躍し、27年にはチームのキャプテン
に就任。28年は、セ・リーグの本塁打
王と打点王に輝き、打撃二冠を達成。
チームを初のクライマックスシリー
ズ進出に導く。24年、26年～28年と日
本代表「侍ジャパン」のメンバーに選
ばれる。29年3月開催のワールド・ベー
スボール・クラシック（WBC）では強打
者としての活躍が期待される。

プロフィール

横浜に輝く大砲。鋭い視線でホームランを狙う

©YDB
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2017横浜姉妹都市 検 索

　市では世界の都市と提携し、さまざまな分野で友
好・協力関係を深めています。今年は、姉妹都市提携
からサンディエゴが60周年、コンスタンツァが40周
年を迎えます。

国際局国際連携課　　 671-2079　　 664-7145

　首都ブカレストの東200km、黒海西岸に位置す
る港湾都市。遺跡や博物館など観光資源が豊富で、
四季を通じて気候が温暖なリゾート地です。昭和
52年の提携以来、コンスタンツァでの日本舞踊の
公演など、市民が中心となり交流を深めています。

サンディエゴ市街の景観
Courtesy Annie Pearson Sandiego.org

夕刻のコンスタンツァ港
写真提供 コンスタンツァ市

　4月に、市民団が周年を迎
える都市を訪問します。国
際交流に興味のある仲間と
一緒に、横浜をアピールしま
せんか。

■市民訪問団に
　参加しませんか？

■姉妹都市周年のパネル展

■周年記念チラシ

日程：1月4日（水）～20日（金）
場所：市役所市民広間

　区役所広報相談係や市立
図書館で配布中

　撮る・みる・楽しむ。写真の祭典「フォト・ヨコハマ2017」が
今年も始まります。1月から3月にかけ、市内各所で写真のイ
ベントを開催。CP+の会期中には、オリジナルグッズがもら
えるスタンプラリーがあります。お待ちしています！

政策局男女共同参画推進課　
　 671‐2035　　 663-3431

フォトヨコハマ 検 索 よこはまグッドバランス賞 検 索

CP＋ 篠山紀信展 写真力 APA写真展
日時：2月23日（木）～26日（日）

10時～18時
（23日は12時から、26日は17時まで）

会場：パシフィコ横浜
（西区みなとみらい1-1-1）

料金：1,500円
（ホームページ事前登録・小学生
以下・障害者手帳持参者は無料）

日時：2月23日（木）・24日（金）・
26日（日）  11時～19時

会場：みなとみらいギャラリー
（西区みなとみらい2-3-5）

日時：1月4日（水）～2月28日（火）
10時～18時
（2月23日は16時まで、
2月24日は20時30分まで）

会場：横浜美術館
（西区みなとみらい3-4-1 
木曜休み、1月5日・2月23日開館）

料金：一般1,500円
（CP＋との割引企画あり。
詳細は下記ホームページで）

ジョン・レノン  オノ・ヨーコ　1980年
APAアワード2016 経済産業大臣賞
フォトグラファー 岩切 浩三郎

同日程BankART Studio NYKにて
アートイベント「PHOTO HARBOUR」開催

働きやすい職場を応援します！
　市では、性別にかかわりなく、すべての人の個性
と能力が発揮される「男女共同参画社会」の実現を
目指しています。その一環として、毎年、働きやす
い職場環境づくりを積極的に進める市内中小事業
所を「よこはまグッドバランス賞」として認定し、さ
らに継続的に取り組んでいる事業所に対して、認定
の回数に応じた「継続賞」を授与しています。認定
された事業所では、柔軟な働き方や性別に関わらな
い管理職への登用などに取り組んでいます。市で
は、これからも働きやすく子育てしやすい事業所を
応援します。

ゴールド賞（認定7回）2事業所
（特非）でっかいそら　日本ランズエンド（株）

シルバー賞（認定5回）
7事業所

ブロンズ賞（認定3回）
7事業所

明日の（株）
（医）活人会
（株）神奈川民間救急サービス
セイノーロジックス（株）
ニッパ（株）
（株）マーケティングインフォ
　　メーションコミュニティ
メディカルフードサービス（株）

（株）AsMama
アライグリーン（株）
（株）キクシマ
キンセイ食品（株）
（株）高千穂
浜銀TT証券（株）
（株）フロンティア
　　ハウス

※50音順。その他認定事業所は43事業所。詳細はホームページで

フォト　　ハーバー

○C Martin Parr / Magnum Photos

事務局　　 03-3545-8131
文化観光局MICE振興課　　 671-4234　　 663-6540

　西海岸最南端にあり、豊かな自然に恵まれた観光
都市。大学やバイオ企業が集まる先端都市として成
長しています。昭和32年に本市で一番初めに提携し
て以来、市民団体の相互訪問や学校間交流、経済分野
での連携などを進めています。

「サンディエゴは気
候が最高でとても良
いところです。60周
年を機に、是非いら
して魅力を体感して
ください！」

サンディエゴ観光親善大使　

武田久美子さん
平成19年にコ
ンスタンツァ
で開催された
「姉妹都市提携
30周年」の日本
舞踊公演

28年度よこはまグッドバランス賞

上記の詳細やその他、周年に
関する行事・お知らせはホー
ムページを確認してくださ
い。

シーピープラス


