
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
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毎日8時～21時
に こ に こ

　横浜駅から歩いておよそ20分。みなとみらい中心部からほど近い場所にある
「ハマの台所」横浜市中央卸売市場本場。市内産の野菜や果物、近海の魚をはじめ、
日本・世界各地の多種多様な生鮮食品が集まります。「追っかけ」と呼ばれる朝採
れの新鮮な地魚が、その日のうちにセリにかけられ、鮮魚店や飲食店に出回るのは

横浜の市場ならではの特徴です。
　ここでは小売店や料理人の方たちが、少しでも良いものをお客様へ届けようと、真剣な眼差しで食材を選び
ます。その思いに応えようと、仲卸業者の方たちがそれぞれのお店に合ったものを勧めたり、食材の食べごろ
や調理法をアドバイスしたり、プロ同士のやりとりで市場はいつも活気に溢れています。
　こうした市場の役割を地域の皆さまにお伝えしたいと、市場では新鮮な魚介類や野菜・果物を直接購入でき
る機会として「一般開放日」を設けています。また小学校での食育の出前授業や、味に変わりはないけれど、大
きさが不揃いなどの理由で低い評価しかされない魚を近隣の小学校の給食に試行的に活用するなど、食の大
切さを伝える取組も進めています。
　市場で働くプロの方たちの「安心・安全でおいしいものを届けたい」という思いと、絶え間ない努力によって
私たちの食卓は支えられています。この横浜の素晴らしい食文化をこれからも絶やすことなく、次の世代へ
しっかりつないでいきたいと思います。

私たちの食卓を支えるプロの仕事

人　口
世帯数

3,741,765人
1,692,559世帯

※紙面中、特に記載がない場合、市
外局番は「045」です。
※収集した個人情報や意見は「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。

（2018年11月1日現在）

ホームページから広報よこはま市版・各区版を閲覧できます。 広報よこはま 検 索

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。

横浜市中央卸売市場本場
～370万市民の台所～
横浜市中央卸売市場本場
～370万市民の台所～

市場一般開放の風景（マグロ解体ショー）  photo : M.Chiba
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【この記事に関する問合せは】政策局政策課へ　　 671-2197　　 663-4613

【この記事に関する問合せは】経済局中央卸売市場本場経営支援課へ　　 459-3337　　 459-3307

「横浜市中期4か年計画2018～2021」を策定しました
　これまでに築いてきた実績を礎に、将来に向
け、横浜をさらに飛躍させていくために、2030年
を展望した中長期的な戦略と計画期間の4年間
に重点的に推進すべき政策を取りまとめまし
た。併せて、政策を進めるにあたり土台となる
行財政運営を示しました。

●安全・安心な市民生活を守り、住みたいま
ち・住み続けたいまちを実現します。
●国際的なビッグイベントの開催など、さら
なる飛躍に向けたチャンスをいかして、横
浜の魅力・ブランド力を向上させます。
●横浜経済を活性化させ、財政基盤を確保し、
都市の持続的な成長・発展を実現します。

計画のねらい

　冊子（700円）は、市民情報センター
（市役所1階）で販売します。
　冊子の閲覧、概要版（無料）の配布
は、市民情報センター、区役所広報相
談係で実施します。
　ホームページでも公開
します。

計画冊子、概要版を入手

12月3日（月）から

　法務省が毎年実施する「全国中学生人権作文コンテスト」の横浜市大会で、
今年度は56,000作品を超える人権作文の応募がありました。
　その中から、「横浜市長賞」を受賞した作品を紹介します。 平成30年度人権啓発ポスター

デザイン：横浜デジタルアーツ専門学校

笹原りな さん
ささはら

　横浜市中央卸売市場本
場は、全国では3番目、東日
本では最初の中央卸売市
場として1931年に開設さ
れました。
　横浜駅に近い市内中心
部に位置し、流通に便利な
立地が特徴です。
　市場では、日本全国、世
界各地から多種多様な生
鮮食品が集められ、公正な
取引によって価格を決定
しています。

　中央卸売市場本場には、野菜や果物などを扱う青果部、魚や貝な
どを扱う水産物部、鶏肉や卵を扱う鳥卵部の卸売・仲卸業者のほ
か、物販・飲食などの事業を市場内で営む関連事業者がいます。

　卸売・仲卸業者などプロが働く現場である中央卸売市場本場には、本来一般の人は入場できません。しか
し、「魚のおいしさを伝え、市場を身近に感じてほしい」という思いから、水産物部では10年前から「市場一般
開放」を始めました。市場一般開放は月に2回、市場でおいしい魚を買って、食べて、体験できる貴重な機会で
す。横浜の台所である市場を、ぜひ体感してください。

生産者と消費者をつなげる横浜市中央卸売市場本場

市場一般開放 【日時】 毎月第1・第3土曜日 9時～11時
※開催情報、各イベントの料金はホームページを確認してください。
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関を利用してください。

ハマの市場を楽しもう 検 索

地 魚 詰 め 放 題 市 場 で 買 い 物

そ の ほ か に も

市 場 探 検 隊

魚 河 岸 汁 の 配 布

　平塚港など横浜近くの漁港に水揚げ
された新鮮な地魚の詰め放題。これぞ、
まさに地産地消。海の状態によって入
荷の魚種が変わることも醍醐味の1つ。
※天候不順の場合、中止あり。

　普段見られない市場内の施設
を探検。マイナス40℃の超低
温冷蔵庫や模擬せり体験など。

おいしさに大満足

新鮮な魚介などを購入できる
　来場者に無料で配られる魚河
岸汁。開催日によって具材は異
なるため、どの具材になるかは
お楽しみ。

■ 魚のさばき方教室 
■ マグロ解体ショー

　相模湾・東京湾などでとれた
近海魚や、横浜野菜・湘南野菜
といった市内・県内産野菜の集
荷・卸売に取り組み、地産地消
を推進しています。

地産地消の推進市場で働く人々と生鮮食品の流れ

神奈川県内の漁港で
水揚げされた地魚を扱う

近郊で収穫した
新鮮野菜

うお じるが し

【季刊誌「横濱」に関する問合せは】

市民局広報課へ
671-2331
661-2351

　県内・都内の書店ほかで
販売中。市役所市民情報セ
ンターでは、バックナン
バーも取り扱っています。

季刊誌「横濱」秋号
ハマの市場は楽しい

定価610円

　私、本当は生まれてなかったかも
しれない。ついこの間、突然母から
私が生まれた時の話を聞かされた。
あまりの衝撃的な話にしばらく言葉
も出なかった。こんなに元気で、こ
んなに幸せなのに、この世に生まれ
てなかったかもしれないなんて。そ
んな事今まで一度も考えたことな
かった私は、名前の由来も同時に聞
くこととなった。
　母の妊娠がわかった直後、私はま
だお腹の中で二ヶ月の頃の出来事
だった。母は出先で重い病気にか
かってしまい、救急病院に運ばれて、
すぐ入院するよう勧められた。その
時、病院の先生はこう言った。
「お腹のお子さんはあきらめてくだ
さい。今はお母さんの病気を治すの
が先です。元気になったら、またお
子さんを望めますから。」
　最初は何を言われているのかわか
らなかった。二ヶ月といえば胎児の
脳や神経、一番大切な部分が作られ
る重要な時期。そんな時期に強い薬
品を使用すれば、元気に生まれてく
ることができないかもしれない。も
し、生まれたとしても何らかの障害
を持って生まれる可能性がとても高
い。だからあきらめなさいというの
だ。あきらめるということは、胎児
の死を意味すること。でも、治療を
しなければ母の体も危ない。生まれ
るのは八ヶ月後、母体がそれまで元
気でいないとお腹の中で赤ちゃんを
育てることもできないのだ。
　あきらめる決断なんてできなかっ
た母は病院を抜け出した。病気のつ
らい体で、自分と赤ちゃんの両方を

助けてくれる医師がどこかにいない
か、他の病院を探し回った。しかし、
答えはどこの病院も同じだった。あ
きらめかけたその時、
「一緒に頑張ってみましょうか。胎
児になるべく影響のない薬を使っ
て、治療には時間はかかるかも知れ
ませんが、妊娠を継続していきま
しょう。」
と、言ってくれる医師が見つかった
のだ。その先生は医学書や論文、薬
の載った本をひっぱり出してきて、
母に病気について詳しく説明してく
れた。神様は本当にいるんだな、と
初めて思った瞬間だった。
　ひと安心した母に新たな問題が起
こった。それは家族からの思いがけ
ない大反対だった。母の命の方が大
切だからお腹の赤ちゃんはあきらめ
て、病気の治療に専念して欲しいと
いうものだった。でも、母にはわかっ
ていた。命の問題だけではない。も
し、障害を持った子が生まれてきた
ら、育てるのが大変ではないかとい
うことなのだ。母は家族に言った。
「命にどちらが大切とかあるわけな
いわ。私の体もあきらめていない。
この子と一緒に生きたいの。ただ、
それだけ。そこに障害があるかない
かなんて、関係ないのよ。」
　母は初めから、私を産んで育てる
ことしか考えていなかった。家族の
反対を押しきってまで産んでくれた
母にも、不安がなかった訳ではない。
一度、流産を経験しているのもあり、
やっと宿った小さな命を簡単にあき
らめきれなかったのだ。今回はきっ
と大丈夫、とても元気な赤ちゃんが

生まれてきてくれる、そんな不思議
な自信があったらしい。今思えば母
親としての直感だったのかもしれな
い。
「あなたがお腹から合図をくれたの。
ママ、私は大丈夫だから産んでよ。
きっと元気に生まれてきて幸せにな
るわ、ってね。」
母はそう話し終えると、笑った。
　あの時、母があきらめていたら私
はこの世の中に生まれていない。助
けてくれる病院が見つかってなくて
も、生まれていない。母が障害に偏
見を持っていたとしたら、それでも
やっぱり私は生まれていないのだ。
　母がつけてくれた名前の通り、私
の誕生に力を貸してくださった方々
への深いお礼の気持ち、感謝する気
持ちを忘れず、奇跡を起こしてくれ
た母にも心から感謝したい。この奇
跡から生まれた命をいつまでも大切
にして、そしていつか、障害を持つ
人も持たない人も関係なく生きてい
ける世の中にしたいと思う。まずは、
自分自身の考え方や障害を持つ人へ
の接し方から変えよう。今の私では
大人になって結婚しても、母のよう
な決断はできない。障害があるとい
うことは特別なことではなく、生ま
れもっての人間の一つの個性なのだ
と理解すれば、きっと世の中は変わ
る。
　どんな命もたくさんの人の愛情や
思いを受けて生まれてきているの
だ。そんな大切な命を差別なんて絶
対にしてはいけない。この世に生ま
れて来ていることこそ、人が起こし
た最大の奇跡なのだから。

最優秀賞「横浜市長賞」

奇跡は起こるものではなく、起こすもの
横浜市立
中川西中学校一年

白川　深礼さん
しらかわ　 　みれい

♥♥♥♥

♥

♥ 人権特集 12月４日～10日は人権週間です12月４日～10日は人権週間です
しじょう  ほん

生産者・
出荷団体
など

卸売
業者 仲卸

業者
売買
参加者

（小売店・スーパー・
納入事業者など）

小売店・
飲食店・
スーパー
など

消費者

他市場

買出

配送

市場内店舗

加工・配送所

食品衛生
検査所

関連事業者

横浜市中央卸売市場本場（開設者＝横浜市）

ちょうらん

大物を詰めて
思わず笑顔が
こぼれる

子どもも大喜び

袋いっぱい地魚を詰めこむ

市場の旬の食材をぜいたくに使用

市場をもっと
深く知りたい人にお勧め

2030年を展望した、
横浜の持続的成長・発展を実現するための6つの戦略

力強い経済成長と
文化芸術創造都市の実現

超高齢社会への挑戦

花と緑にあふれる
環境先進都市

人が、企業が集い
躍動するまちづくり

未来を創る
多様な人づくり

未来を創る
強靱な都市づくり

【計画期間】 2018年度～2021年度の4年間の取組

政策を進めるにあたって土台となる持続可能な
行財政運営の取組

3 8 の政策

行財政運営

多様な分野の多岐にわたる課題を解決する38の政策

じょう

いしずえ
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だお腹の中で二ヶ月の頃の出来事
だった。母は出先で重い病気にか
かってしまい、救急病院に運ばれて、
すぐ入院するよう勧められた。その
時、病院の先生はこう言った。
「お腹のお子さんはあきらめてくだ
さい。今はお母さんの病気を治すの
が先です。元気になったら、またお
子さんを望めますから。」
　最初は何を言われているのかわか
らなかった。二ヶ月といえば胎児の
脳や神経、一番大切な部分が作られ
る重要な時期。そんな時期に強い薬
品を使用すれば、元気に生まれてく
ることができないかもしれない。も
し、生まれたとしても何らかの障害
を持って生まれる可能性がとても高
い。だからあきらめなさいというの
だ。あきらめるということは、胎児
の死を意味すること。でも、治療を
しなければ母の体も危ない。生まれ
るのは八ヶ月後、母体がそれまで元
気でいないとお腹の中で赤ちゃんを
育てることもできないのだ。
　あきらめる決断なんてできなかっ
た母は病院を抜け出した。病気のつ
らい体で、自分と赤ちゃんの両方を

助けてくれる医師がどこかにいない
か、他の病院を探し回った。しかし、
答えはどこの病院も同じだった。あ
きらめかけたその時、
「一緒に頑張ってみましょうか。胎
児になるべく影響のない薬を使っ
て、治療には時間はかかるかも知れ
ませんが、妊娠を継続していきま
しょう。」
と、言ってくれる医師が見つかった
のだ。その先生は医学書や論文、薬
の載った本をひっぱり出してきて、
母に病気について詳しく説明してく
れた。神様は本当にいるんだな、と
初めて思った瞬間だった。
　ひと安心した母に新たな問題が起
こった。それは家族からの思いがけ
ない大反対だった。母の命の方が大
切だからお腹の赤ちゃんはあきらめ
て、病気の治療に専念して欲しいと
いうものだった。でも、母にはわかっ
ていた。命の問題だけではない。も
し、障害を持った子が生まれてきた
ら、育てるのが大変ではないかとい
うことなのだ。母は家族に言った。
「命にどちらが大切とかあるわけな
いわ。私の体もあきらめていない。
この子と一緒に生きたいの。ただ、
それだけ。そこに障害があるかない
かなんて、関係ないのよ。」
　母は初めから、私を産んで育てる
ことしか考えていなかった。家族の
反対を押しきってまで産んでくれた
母にも、不安がなかった訳ではない。
一度、流産を経験しているのもあり、
やっと宿った小さな命を簡単にあき
らめきれなかったのだ。今回はきっ
と大丈夫、とても元気な赤ちゃんが

生まれてきてくれる、そんな不思議
な自信があったらしい。今思えば母
親としての直感だったのかもしれな
い。
「あなたがお腹から合図をくれたの。
ママ、私は大丈夫だから産んでよ。
きっと元気に生まれてきて幸せにな
るわ、ってね。」
母はそう話し終えると、笑った。
　あの時、母があきらめていたら私
はこの世の中に生まれていない。助
けてくれる病院が見つかってなくて
も、生まれていない。母が障害に偏
見を持っていたとしたら、それでも
やっぱり私は生まれていないのだ。
　母がつけてくれた名前の通り、私
の誕生に力を貸してくださった方々
への深いお礼の気持ち、感謝する気
持ちを忘れず、奇跡を起こしてくれ
た母にも心から感謝したい。この奇
跡から生まれた命をいつまでも大切
にして、そしていつか、障害を持つ
人も持たない人も関係なく生きてい
ける世の中にしたいと思う。まずは、
自分自身の考え方や障害を持つ人へ
の接し方から変えよう。今の私では
大人になって結婚しても、母のよう
な決断はできない。障害があるとい
うことは特別なことではなく、生ま
れもっての人間の一つの個性なのだ
と理解すれば、きっと世の中は変わ
る。
　どんな命もたくさんの人の愛情や
思いを受けて生まれてきているの
だ。そんな大切な命を差別なんて絶
対にしてはいけない。この世に生ま
れて来ていることこそ、人が起こし
た最大の奇跡なのだから。

最優秀賞「横浜市長賞」

奇跡は起こるものではなく、起こすもの
横浜市立
中川西中学校一年

白川　深礼さん
し ら か わ 　  　み の り

♥♥♥♥

♥

♥ 人権特集 12月４日～10日は人権週間です12月４日～10日は人権週間です
しじょう  ほん

生産者・
出荷団体
など

卸売
業者 仲卸

業者
売買
参加者

（小売店・スーパー・
納入事業者など）

小売店・
飲食店・
スーパー
など

消費者

他市場

買出

配送

市場内店舗

加工・配送所

食品衛生
検査所

関連事業者

横浜市中央卸売市場本場（開設者＝横浜市）

ちょうらん

大物を詰めて
思わず笑顔が
こぼれる

子どもも大喜び

袋いっぱい地魚を詰めこむ

市場の旬の食材をぜいたくに使用

市場をもっと
深く知りたい人にお勧め

2030年を展望した、
横浜の持続的成長・発展を実現するための6つの戦略

力強い経済成長と
文化芸術創造都市の実現

超高齢社会への挑戦

花と緑にあふれる
環境先進都市

人が、企業が集い
躍動するまちづくり

未来を創る
多様な人づくり

未来を創る
強靱な都市づくり

【計画期間】 2018年度～2021年度の4年間の取組

政策を進めるにあたって土台となる持続可能な
行財政運営の取組

3 8 の政策

行財政運営

多様な分野の多岐にわたる課題を解決する38の政策

じょう

いしずえ
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改めて同和問題について考える
　同和問題は、「同和地区」または「被差別部落」ともいわれる特
定の地域での出生や、その地域の出身であることなどを理由と
して続いている差別問題です。
　2016年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法
律」において、「現在もなお部落差別が存在する」と規定されて
いるように、出身を理由に就職や結婚を断られる、インター
ネット上に差別的な書き込みをされるなどの差別が続いてい
ます。しかし、こうした差別は、同和問題に対する誤った認識
や偏見によるものです。仮にあなたが出身を理由として、周り
から否定的に見られ、不当な扱いを受けたら、どのように感じ
るでしょうか。
　人は、誰もがかけがえのない存在であり、多様な個性と豊か
な可能性を有しています。「一人ひとりの市民が互いに人権を
尊重しあい、ともに生きる社会」の実現に向けて、今一度、自分
の心の内にある誤った認識や偏見を見つめ直すことから始め
てみませんか。

【この記事に関する問合せは】

市民局人権課へ　　 671-2718　　 681-5453

　私たちは、昔からさまざまな形で生き物を利用して生活して
きました。かわいがるためのペットとして、人の運搬や介助を
する労働力として、食料や革製品として、新薬開発のための実
験動物として、狩猟や釣りなど遊びとして。これらは、人が豊
かに暮らしていくための自然な営みです。
　そして、このような人と生き物との関わりは、多くの人の支
えによって成り立っています。例えば、牛や豚など私たちが食
べる肉は、と畜・解体する食肉処理という仕事が欠かせません。
しかし、もしあなたがと畜・解体する仕事に対して「動物を殺す
かわいそうなこと」とマイナスイメージを持っているとした
ら、そこで働く人々や家族を傷つけることになるのです。
　生き物を利用することは当たり前で自然なことであるにも
関わらず、そこに偏見や差別が生じていることはないでしょう
か。少し立ち止まって、人を傷つけてしまう自分がいないか、
自らの心に向き合ってみましょう。

【この記事に関する問合せは】

市民局人権課へ　　 671-2379　　 681-5453

　子育てをしていると、子どもが言うことを聞
いてくれず、つい怒鳴ったり叩いたりしてしま
うことはありませんか。
　一見、叩いたりすることで親の思いどおりに
なったように見えることもありますが、それは
叩かれた恐怖によるものです。体罰や暴言は、
しつけではありません。最近の研究では、体罰や暴言は、子ど
もの脳の発達に深刻な影響を及ぼすことが報告されています。
　子育てに悩んだり、イライラすることは誰にでもあることで
す。イライラが爆発する前に、クールダウンするための、自分
なりの方法（深呼吸する、数を数えるなど）を見つけておきま
しょう。
　子育ての悩みがあるときは、一人で抱え込まず、最寄りの区
役所または児童相談所へ相談してください。
※厚生労働省「子どもを健やかに育むために ～愛の鞭（むち）ゼロ作戦～」から一部抜粋してい
ます。

【この記事に関する問合せは】

こども青少年局こども家庭課へ　　 671-4288　　 681-0925

思い込みで判断していませんか？
　「電車で優先席に座っていると、なぜあなたがそこに座って
いるのかと言われたりすることがあります。」
　これは、内部障害（心臓や腎臓、呼吸器など体の内部の障害）
のある人が、実際に日常生活の中で感じた困り事の一例です。
　内部障害の人は、外見からは分かりづらいものの、体調が悪
いために座らなければならないことがあります。
　また内部障害のある人だけではなく、義足や人工関節を使用
している人、難病の人など、外見から分からなくても援助や配
慮を必要としている人たちはたくさんいます。
　見た目や思い込みによらず、こうした障害を知り、一人ひと
り異なる生活上のさまざまな不便さがあることを理解するこ
とが大切です。
ヘルプマークを知っていますか？
　ヘルプマークとは、外見から分からなくても援助や配慮
が必要な人たちが、周囲の人に配慮を必要としていること
を知らせるためのものです。
　ヘルプマークは各区役所の高齢・障害支援課、横浜市総
合リハビリテーションセンターで配布しています。

【この記事に関する問合せは】

健康福祉局障害企画課へ　　 671-3601　　 671-3566

感染症の正しい知識と理解を
　感染症は、誰もがかかりうる病気です。
誤った知識や思い込みによる、感染した人
への偏見や差別をなくしていくためには、
私たち一人ひとりが、感染症に対する正し
い知識を持つことが必要です。

【HIV／エイズ】
　HIV（ヒト免疫不全ウイルス）とは、エイズを引き起こすウイルスのことで
す。このHIVによって免疫力が低下し、普段なら問題にならない弱い菌など
に感染することや、悪性腫瘍ができることによって発症するのがエイズです。

【ハンセン病】
　ハンセン病は、らい菌により、皮疹や末梢神経の障害を呈する感染症で、早
期治療により治癒します。国が誤った隔離政策を行ったことにより間違った
考えが広がり、偏見が大きくなりました。

　これらの感染症は感染力が弱く、日常生活で感染する可能性
はほとんどありません。

自殺・自死遺族について
　自殺はその多くが、個人の意思や選択の結果ではなく、健康問題、
経済・生活問題、人間関係の悩みなどのさまざまなことが原因とな
り、自殺以外考えられない状態に陥るなど、「心理的に追い込まれた
末の死」です。一人ひとりが身近な人の変化に気付き、必要な支援に
つなげ、見守る「ゲートキーパー」になることが、大切ないのちを支え
ることにつながります。自殺で身近な人を失った自死遺族の中には、
自責の念や周囲からの偏見のため、自らの思いを長く心の中に閉じ
込めている人が多くいます。遺族が心の傷を癒すためには、自らの
思いを安心して話せるなど、孤立させない環境づくりが大切です。
自殺の現状や、自死遺族の思いへの理解を進めることが、誰もが生き
やすい社会に繋がっていくと言えるのではないでしょうか。

【この記事に関する問合せは】

健康福祉局健康安全課へ　　 671-2729　　 664-7296
【この記事に関する問合せは】

健康福祉局障害企画課へ　　 671-4134　　 671-3566

当たり前のこと、自分の心に向き合う
～職業差別を考える～

子どもを健やかに育むために
～叩かない怒鳴らない育児～ 一人で悩まないで！

【こころの悩み相談窓口】
●居住区の福祉保健センター（月～金曜８時45分～17時）
●こころの電話相談
　　 662-3522（月～金曜17時～21時30分、土・日曜・祝休日８時45分～21時30分）

【身近な人を自死で亡くされた人の相談窓口】
●自死遺族ホットライン
　　 226-5151（毎月第1・3水曜日10時～15時＜祝休日、1月2日（水）を除く＞）

レッドリボンは
HIV/エイズと共
に生きる人々を差
別しないという
メッセージです。
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■育児休業代替任期付職員
　（正規職員）
詳細は受験案内（12月3日から区役所
広報相談係で配布）か で
試験日＝1月8日（火）～15日（火）のう
ち1日（12日～14日除く）
12月17日まで
人事委員会任用課（ 671－3347
641－2757）

■区役所等勤務の助産師（正規職員）
詳細は受験案内（区役所広報相談係
で配布。 から入手）で
試験日＝1月14日（月・祝）
12月19日まで
こども青少年局総務課（ 671－
4269 663－8061）

■市立特別支援学校看護師（嘱託員）
詳細は申込書（ から入手）で
12月25日まで
教育委員会特別支援教育課（ 671
－3958 663－1831）

■横浜観光親善大使
2019年4月1日時点で18歳以上、選考
若干名。4月から1年間
1月17日までに申込書（12月19日か
ら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）

■民間移管予定福祉授産所の運営法人
中福祉授産所・港北福祉授産所。詳細
は12月5日から で
2020年4月移管
1月7日まで
健康福祉局障害支援課（ 671－
2392 671－3566）

■養育費セミナー
ひとり親家庭か離婚予定の親、抽選
20人｡詳細は で
1月25日（金）9時45分～11時45分
青少年育成センター
1歳6か月～未就学児（予約制）
12月27日まで
ひとり親サポートよこはま（ 227
－6337 227－6338）かこども青少
年局こども家庭課（ 681－0915）

■シニアボランティアポイント
　登録研修会
65歳以上。要事前申込み。詳細は12
月11日からチラシ（区役所高齢・障害
支援課で配布）か で
各13時～16時。12月20日（木）＝泉公

会堂、1月9日（水）＝瀬谷公会堂、1月
18日（金）＝栄区役所、1月23日（水）・ 
2月21日（木）＝開港記念会館､ 2月7
日（木）＝都筑公会堂
事務局（ 671－0296 671－0295）
か健康福祉局介護保険課（ 671－
4252）

■障害者の成人を祝うつどい
成人式に参加が困難な障害者と保護
者。成人者は2,000円。詳細は問合せ
か で
1月20日（日）13時～16時
横浜ラポール
12月25日まで
心身障害児者を守る会連盟（ 475
－2062 548－4836）か健康福祉局
障害福祉課（ 671－3602）

■障害者パソコン講習会 基礎1
　①ワード②エクセル
15歳以上（中学生除く）の肢体・内部・
精神・聴覚等障害者で文字入力可能
な人､各抽選8人。3,160円
各コース13時～16時、全4回
　①1月15日（火）・16日（水）・18日（金）・21
日（月）②1月22日（火）～25日（金）
横浜ラポール
12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）
申込先か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■クラシック・ヨコハマ
　若い命を支えるコンサート市民招待
抽選25組50人｡詳細は で
1月14日（月・祝）15時～17時
みなとみらいホール
12月17日まで
文化観光局文化振興課（ 671－
3714 663－5606）

提供：毎日新聞社

■青少年のための音楽会  横響
　① 交響曲第9番ニ短調「合唱付き」

（ベートーベン）ほか
　② 交響曲第7番イ長調（ベートー

ベン）ほか
　③ 連作交響詩「わが祖国」より（ス

メタナ）ほか
①2,000円②③1,000円、チケットポー
ト横浜店で。①販売中②12月17日か
ら販売③2月14日から販売
①12月16日（日）14時～16時
　②2月13日（水）19時～21時
　③3月21日（木・祝）14時～16時
①県民ホール
　②③県立青少年センター
事務局（ 080－3308－1321）か文化

観光局文化振興課（ 671－3714
663－5606）

■カウントダウン ジャズ・ポップス
ライブ 2018 

750円。20歳未満は保護者同伴
12月31日（月）22時～22時30分・23時
30分～24時。強風中止
会場のマリンタワー（ 664－1100 
680－1656）

■アートと笑いの境界線
　① ジャルジャル×倉本美津留「超

コント」　
　②トーク「アートと笑いの境界線」
　③ 会田誠×しりあがり寿「しゃべ

つくり」
①1,500円②③1,000円、詳細は で
2月2日（土）
　①12時30分～14時②15時～16時
　③17時～18時
開港記念会館
横浜トリエンナーレ組織委員会
（ 663－7232 681－7606）

■働きたい！ わたしのシンポジウム
当日先着500人。障害者の就労体験
談と企業講演。詳細は で
1月26日（土）13時30分～16時40分
保土ケ谷公会堂
予約制
健康福祉局障害企画課（ 671－
3992 671－3566）

■講座｢どうする？脳卒中｣
当日先着450人
12月16日（日）13時30分～16時
旭公会堂
聖マリアンナ医科大学横浜市西部
病院（ 366－1111 366－8483）

■みなと赤十字病院で
　①糖尿病講習会
　② 教室「関節リウマチのリハビリ

テーション」
①各当日先着50人②先着50人
①各14時～16時
　　1月17日（木）・2月21日（木）
　②1月29日（火）15時～16時
②12月11日から で
会場のみなと赤十字病院（ ①628
－6100②628－6381､ 628－6101）

■司法書士による成年後見講座
先着40人。詳細は で
1月26日（土）14時～15時30分
12月11日から で会場の中央図書
館（ 262－7336 262－0054）

※手話通訳希望者は1月17日までに
申込みを

■いのちの電話  
　相談ボランティア養成講座
2019年3月31日時点で23～69歳、選
考40人。57,000円｡詳細は で
2月15日までに申込書（区役所広報
相談係で配布）で
横浜いのちの電話（ 333－6163
332－5673）か健康福祉局福祉保健
課（ 671－3929）

■建設関連就職フェア
面接会・会社説明会。履歴書持参
1月18日（金）15時～18時（受付は17
時45分まで）

新都市ホール
ハローワーク横浜（ 222－8609）
か、建築局営繕企画課（ 671－
3441 664－5477）

■ライトダウンイベント
市内協力施設の一斉消灯で環境意識
を啓発
12月11日（火）19時～20時
市内スターバックス48店舗ほか
温暖化対策統括本部調整課（ 671
－4372 663－5110）

■よこはま健康デザインフェア
　①講演会②トークショー
各当日先着480人。詳細は で
12月11日（火）
　①11時～12時
　②13時30分～14時30分
※トークショーは10時15分から会場
で整理券配布
新都市ホール
健康福祉局地域包括ケア推進課
（ 671－3463 681－7789）

■フォーラム｢医療・健康分野におけ
るデータ活用｣

市の取組紹介とパネルディスカッ
ション。先着100人
1月22日（火）13時30分～16時
開港記念会館
12月11日から で
市大地域貢献センター（ 787－
8930 701－4338）

■市民防災センターの保全改修工事
見学会

先着50人
12月22日（土）9時30分～12時
市民防災センター
12月11日から で建築保全公社
（ 349－5217 664－7055）

■訪問看護就職説明会
看護師免許所持者、選考40人
1月19日（土）10時～14時30分
鶴見公会堂
1月11日までに で横浜在宅看護
協議会（ 080－6680－1133）
申込先か健康福祉局高齢在宅支援
課（ 671－4129 681－7789）

■市民クルーズ　
　飛鳥Ⅱ 陽春のひたち・横浜
抽選15室。大人1人118,150円～。神戸
港発横浜港着。詳細は12月3日から
チラシ（区役所広報相談係で配布）か
で
3月17日（日）～20日（水）
取扱旅行会社。12月31日まで
港湾局客船事業推進課（ 671－
7272 201－8983）

●�年末年始の開館時間や休みな
どは各問合先に確認してくだ
さい。
●�平成31年度予算の執行を伴う
事業などは、市会での議決後に
確定します。
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■横浜銀行アイスアリーナ 
　ワンコインデー
1人500円（貸靴付）。詳細は で
12月16日（日）10時～18時30分（受付
は18時まで）
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冬の健康教室
　②ボディメイク・筋力アップ教室
①16歳以上、各抽選30～80人②15歳
以上（中学生除く）､ 各先着15人。費
用等詳細は で
①1月～3月の月～金曜、全6～13回
　② 1月～3月の水曜コース・金曜コー
ス、各19時～20時40分､全12回
①12月20日まで
　②12月11日から
会場のスポーツ医科学センター
（ 477－5050 477－5052）

■みどりアップ健康ウォーキング 
　金沢区
先着30人｡中学生以下は保護者同伴
12月22日（土） 9時～13時。雨天時は
12月23日（日・祝）
12月11日から で金沢スポーツセ
ンター（ 785－3000 785－7000）

■市国民健康保険医療費のお知らせ
（医療費通知）の事前発行
詳細は で
1月4日～2月中旬に居住区の区役
所保険年金課
申込先か健康福祉局保険年金課
（ 671－2424 664－0403）

■市立中学校・義務教育学校
　後期課程 就学通知送付
2019年4月入学予定者。外国籍の入
学希望者は、居住区の区役所戸籍課
へ問合せを
1月22日（火）から
居住区の区役所戸籍課か教育委員
会学校支援・地域連携課（ 671－
3270 681－1414）

※障害に関する相談などは特別支
援教育総合センター（ 336－6020 
333－1455）

■｢成人の日｣を祝うつどい（成人式） 
　入場券発送
1998年4月2日～1999年4月1日生ま
れで、各区に住民登録がある人。12

月18日までに届かない場合は問合せ
を。詳細は で
12月中旬
教育委員会生涯学習文化財課（
671－3282 224－5863）

■小児医療費助成の対象年齢拡大
2019年4月から通院助成の対象年齢
が中学3年生までに。新中学1～3年
生の保護者には1月末までに申請書
等を送付。新中学1～3年生は通院 
1回500円まで自己負担｡詳細は で
区役所保険年金課か健康福祉局医
療援助課（ 671－4114 664－0403）

■国民年金保険料はクレジットカー
ドでも納付できます

毎月納付か、6か月・1年・2年前納。過
去の未払い分等は利用不可
年金事務所
申込先か健康福祉局保険年金課
（ 671－2418 664－0403）

■臨時夜間HIV・梅毒検査の実施
①男性②女性。本人が認識する性別
の検査日で受診可。検査結果説明は 
1週間後
各18時～19時30分
　①12月13日（木）
　②1月10日（木）
AIDS市民活動センター
健康福祉局健康安全課（ 671－
2729 664－7296）

■ポートサイドまちづくりトラスト
助成事業

平成31年度に個人・団体が行うポー
トサイド地区のアート・デザイン、コ
ミュニティ活動等に
1月10日までに申込書（事務局で配
布。 で請求可）で
事務局（三井住友信託銀行内、
03－5232－8910 03－5232－8919
か都市整備局都心再生課（ 671－
3857）

■2019年横浜港客船入港カレンダー
付ポスター 販売中

350円
市役所市民情報センター､有隣堂
本店ほか
郵送希望は で横浜港振興協会
（ 671－7241）。 からも可
申込先か港湾局賑わい振興課（
671－2888 651－7996）

■年末年始の施設の休み
　①市・区役所、行政サービスコーナー
　②市バス営業所定期券発売窓口
　③市バス・地下鉄定期券発売窓口
　④市立図書館18館
市の施設は年末年始は原則休館
①詳細は本紙最終ページで
④返却ポストも利用不可
①②12月29日（土）～1月3日（木）
　③12月31日（月）～1月3日（木）
　④12月28日（金）～1月4日（金）
①～③市コールセンター（ 664－
2525 664－2828）④中央図書館（
262－7334 262－0052）

■市営地下鉄の大みそか終夜運転
詳細は12月初旬から で
12月31日（月）～1月1日（火・祝）
市コールセンター（ 664－2525
664－2828）

■市役所市民相談室
　年始の相談予約
法律等専門相談の予約は、希望日の
2週間前の同じ曜日（祝休日の場合翌
開庁日）から受付
1月7日（月）～10日（木）
市民局市民相談室（ 671－2306
663－3433）

■下水道事業中期経営計画2018策定
資料の配布は問合先で。 からも可
環境創造局下水道事業マネジメン
ト課（ 671－3865 664－0571）

■環境管理計画改定
資料の閲覧は問合先で。 からも可
環境創造局政策課（ 671－4102
641－3490）

■都市計画マスタープラン 
　旭区プランの公表
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
旭区役所企画調整係（ 954－6026 
951－3401）

■市民意見募集 
　① 都市計画マスタープラン 栄区プ

ラン改定素案
　②空家等対策計画改定素案
　③自転車活用推進計画（素案）
資料の閲覧・配布（①は閲覧のみ）は
期間中､ 市役所市民情報センター､
区役所広報相談係（②③のみ）、問合
先で｡ からも可
①12月3日～1月18日
　②12月19日～1月18日
　③12月21日～1月21日
① 栄区役所企画調整係（ 894－
8331 894－9127） 

　② 建築局住宅政策課（ 671－2922 
641－2756）

　③ 道路局交通安全・自転車政策課
（ 671－3644 663－6868）

■みなとみらいホール〔 682－2000 
682－2023、12月10・17日・1月1・2日

休み〕
①�クリスマス・パイプオルガンコンサート
②�ジルヴェスターコンサート2018−2019
①1,000円②6,000円～11,000円、会場
で販売中
①12月20日（木）19時～20時
　②12月31日（月）21時～24時20分
■横浜能楽堂〔 263－3055 263－
3031、12月3・10・29日～1月3・7日休み〕
①横浜狂言堂
②修羅能の世界�生田の梅
①｢武悪｣｢福の神｣②｢箙」
①2,000円､ 12月8日12時から か
で②5,000円～7,000円、会場で販売中
各14時～16時
　①1月13日（日）②1月20日（日）
■横浜にぎわい座〔 231－2515 231
－4545、12月19・20日休み〕
①新春特選�ニッポンの芸
②文治・二楽二人会
③三遊亭兼好�横浜ひとり会
④年末年始�志ん輔三昧�年始の会
⑤笑福亭鶴光�一門会
3,100円､会場で販売中
①1月4日（金）11時30分～14時
　②1月11日（金）19時～21時
　③1月12日（土）14時～16時
　④1月13日（日）14時～16時
　⑤1月14日（月・祝）14時～16時

■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝休日・12月29日
～1月3日休み〕
教室｢トラブルを回避するための終活」
当日先着100人
1月24日（木）13時30分～15時30分
保土ケ谷公会堂

※手話通訳希望者は問合せを
■男女共同参画センター〔 横浜北
（ 910－5700 910－5755、第4月曜・
12月29日～1月3日休み）、 横浜（
862－5052 862－3101、第4木曜・12月
29日～1月3日休み）､ 横浜南（ 714
－5911 714－5912、第3月曜・12月29日
～1月3日休み）〕
①�公募型男女共同参画事業募集説明会
②�夫婦関係・離婚をめぐる法律講座�
基本編
③自助グループの募集
②女性、先着35人。1,200円③悩みを
分かち合い支え合う自助グループ
に、ミーティング会場提供等を支援
①各10時～12時。 ＝1月15日（火）、
＝1月19日（土）、 ＝1月23日（水）

　②1月22日（火）10時～12時
①③ 、②
予約制・有料
　①1歳6か月～未就学児
　②2か月～未就学児
①12月11日から で各会場｡ か
らも可②12月11日から で会場。
からも可③1月27日までに申込

書（各会場で配布）で
■歴史博物館〔 912－7777 912－
7781、月曜（祝休日の場合翌日）・12月
28日～1月4日休み〕
①展示｢神奈川の記憶｣
②市指定・登録文化財展
400円
1月14日（月・祝）まで

■自然観察の森〔 894－7474 894－
8892、月曜（祝休日の場合翌日）・12月
28日～1月4日休み〕
①バードウォッチングカフェ
②川上和人�外来鳥類講演会
中学生以上、各抽選。①30人②40人。
詳細は で
① 1月17日（木）10時～14時30分。雨
天時は1月24日（木）

　②1月27日（日）10時～15時
①1月9日まで②1月16日まで
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市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

12月 1日

8日
15日
22日

※タイトルは変更になる場合があります。

ディープスポット特集
～ハマの「幻」を追え～
横浜の星・夜空
消防音楽隊
ハマの土産

10：47～10：52頃
6：35～6：45

9：30～10：00
16：30～16：35（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

ハマの市場は
楽しい

横浜を感じるミニコラム

 『楽しみながら「健康行動」を』 武部 貴則（横浜市立大学�先端医科学研究センター教授／東京医科歯科大学統合研究機構教授）

　私の研究活動の2本の大きな柱として、「再生医
学」と「広告医学」があります。
　「再生医学」とは、生まれつき、あるいは事故や病
気などで損傷した臓器などを修復し、機能を回復す
る医療です。提供者が見つからず、臓器移植を受け
られない患者さんを救う方法の1つになると期待し
ています。

　そしてもう1つが「広告医学」。これは私が大学生
の時に発案し、研究を続けてきたもので、デザイン
やコピーライティングなどの広告的視点を医療現場
におけるコミュニケーションに取り入れ、人々の自
然な健康行動につなげようというものです。
　例えば、健康のためエレベーターではなく階段を
使いなさいと言われても、人はなかなか行動には移
せません。ではどうしたら良いかと考え、シーサイ
ドライン金沢八景駅に期間限定（2015年2月～3月）
で思わず上りたくなるような階段を演出しました。
階段に海中の大きなアートを描き、海の動物を探し
て楽しみながら上ってもらえる工夫をしました。他
にも、人が自らの意志で健康行動をとれるよう、さ
まざまな研究を行っています。
　色々と新しいことをしていると、「発想が豊か」と
褒めて頂くこともあります。ですが私自身は、子ど

もの頃、まだ市営地下鉄もなかった横浜の田舎で、
毎日外に出ては何か面白いことはないか、新しい発
見はないかと、探し回っていたあの頃と同じ気持ち
で研究に取り組んでいて、特別なことをしていると
いう感覚はありません。これからも子どもの頃のよ
うな純粋な気持ちで、皆がわくわくする、人のため
になる研究を続けていきたいと思います。

【この記事に関する問合せは】
区役所戸籍課または市コールセンターへ　 664-2525　 664-2828

【この記事に関する問合せは】
消防音楽隊へ　 311-0100　 312-0386

　開港100周年、市政70周年を記念して発足した消防音楽隊は、今年の8月
に創設60年の節目を迎えました。
　60周年を記念した演奏会にぜひ来てください。

日　時 2月2日（土）13時30分～15時30分
会　場 みなとみらいホール  

 大ホール
料　金 無料
定員 2,020人 

  ※定員を超える申込みがあっ
た場合は、抽選になります。

申込み 1月4日（金）必着
  ホームページからの申込

みまたは、往復はがきの往信面に①住所②氏名（ふりがな）③電話番
号④希望人数（2人まで）を明記し、返信面の宛名面に住所・氏名を
記入の上、次の宛先に送付してください。

宛　先 〒221-0844  神奈川区沢渡4-7　
 横浜市消防音楽隊

横浜市消防音楽隊 
創設60周年記念演奏会

マイナンバーの通知カードを
受け取りましたか？

武
たけ

部
べ

 貴
たか

則
のり

さん：横浜市出身。横浜市立大
学医学部に入学し、卒業後同大助手を務
める。ヒトiPS細胞から5ミリの肝臓の芽（肝

か ん

芽
が

）を作ることに世界で初めて成功するな
どの実績をあげる。31歳の時に全国最年
少で、同大学先端医科学研究センター及
び東京医科歯科大学統合研究機構の教授
に就任。「再生医学」、「広告医学」など、さ
まざまな手法で医学の研究を進める。
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横浜市　マイナンバー

ラグビーの多様性
　ラグビーの魅力の
一つである「多様性」。
これは、各ポジショ
ンに求められる能力
を見てみるとよく分
かります。
　まず、体が大きく、
力がある選手が多い
フォワード。試合中
にスクラムを組むのは彼らで、その衝撃は、ヒグマが襲い掛かっ
てきた時の一撃とほぼ同じ(約2トン)と言われています。
　一方、足が速く、パスやキックが優れた選手が多いバック
ス。過去に7人制ラグビーのアメリカ代表として活躍した選手
の100ｍの最速タイムは10秒13だったそうです（ウサイン・ボル
ト氏は9秒58）。
　また、国籍の多様性にも富んでいて、各国の代表選手にはさ
まざまな国の選手が参加しています。
　一人ひとり、それぞれの個性を生かしてプレーするラグビー
の多様性も見どころの一つです。

　夏季オリンピック、FIFAワールドカップに並び、世界
三大スポーツイベントのひとつと言われているラグビー

ワールドカップが、来年いよい
よ日本（アジア）で初開催されま
す。1月19日(土)からはチケッ
トの一般先着販売が始まりま
す。枚数に限りがあるため、早
めに申込みしてください。

【この記事に関する問合せは】
市民局ラグビーワールドカップ2019推進課へ

671-4587　 664-1588

TM©Rugby�World�Cup�Limited�2015

マイナンバーキャラクター　
マイナちゃん▶

申込みはこちら▶

ラグビーワールドカップ2019™
チケット一般先着販売開始

　出生や海外からの転入などにより、
新たにマイナンバーが付番された人に
は、届出から1か月前後で「通知カード」
を住所地に郵送しています。
　不在などで受け取ることができな
かった通知カードは、居住区の区役所
戸籍課で保管している場合があります。
　本人確認書類を持参し、区役所で早
めに受け取ってください。
※一定期間受け取りがない場合、再発行（手数料500円）が必要となります。

通知カードの見本（おもて面）
マイナンバー（個人番号）を知らせるカード

©JRFU
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年末年始の情報年末年始の情報
ごみと資源物の収集 急な病気やけが

市・区役所、行政サービスコーナー

燃やすごみ、燃えないごみ、スプレー缶、乾電池の収集

古紙・古布などの資源集団回収

エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機

パソコン

●収集日程について詳しくは、集積場所に貼り出すチラシで確認して
ください。

●年末年始もごみは朝8時までに出し、収集後は絶対に出さないでくだ
さい。

　通常の曜日どおりの収集〈12月30日（日）～1月3日（木）を除く〉。

または　 232-7119（すべての電話で利用可能）へ。

　住んでいる地域により異なります。資源集団回収場所で確認するか、
回収業者へ直接問い合わせてください。

粗大ごみ　※事前申込制
　12月は申込みが混み合うため、年内に収集できない場合があります。

　各メーカーに問い合わせてください。

※過去に購入した店舗が分かる場合など、そのほかの廃棄方法については
ホームページで確認してください。

家電リサイクル推進協議会（引取りを依頼する場合）
　 0120-632-515
　 0120-014-353

年末は12月28日（金）まで

年始は  1月 4日（金）から

年末は12月29日（土）まで

年始は  1月 5日（土）から

月・金曜が収集日の地域 火・土曜が収集日の地域

年末年始の休業日は事前に
問い合わせてください。

横浜市 家電製品 検 索

横浜市 パソコン 検 索

【この記事に関する問合せは】

各区の資源循環局収集事務所または資源循環局業務課へ
　　 671-3815　　 662-1225

■電話からは 年中無休・24時間対応

　＃7119（携帯電話、PHS、プッシュ回線）

（ 　  番を選択）

（ 　  番を選択）

1

2

■夜間急病センター　診療時間　毎日20時～24時

■休日・夜間の歯痛

証明書のコンビニ交付サービス

212-3535

911-0088

806-0921

内 小

内 小

内 小

眼 耳

診療科目　　　内科　　　小児科　　　眼科　　　耳鼻咽喉科
※休日昼間の急病時は、各区の休日急患診療所（各区版ページに掲載）を
　利用してください。

内 小 眼 耳

歯科保健医療センター（中区相生町6-107）　　 201-7737
【日曜、祝日と12月29日（土）～1月4日（金）】　10時～15時30分　　
【夜間】毎日19時～22時30分

12月29日（土）～1月3日（木）
12月8日（土）・22日（土） 9時～12時

閉庁
期間

12月の区役所の
土曜日開庁

　他都市、他機関に問合せが必要な業務など、一部取扱いができな
いものがあります。取扱業務など詳しくは問い合わせてください。

　マイナンバーカードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書
などをコンビニのマルチコピー機で取得できるサービスです。

【この記事に関する問合せは】

市コールセンターへ　　 664-2525　　 664-2828

桜木町（中区桜木町1-1）

北　部（都筑区牛久保西1-23-4）

南西部（泉区中田北1-9-8）

12月30日（日）～1月3日（木）

横浜市 資源循環局 粗大ごみ 検 索

収集休み

プラスチック製容器包装、
缶・びん・ペットボトル、小さな金属類

粗大ごみ受付センター

インターネット受付

電話での申込み 0570-200-530

※12月29日（土）12時～1月3日（木）に申込みをした人への返信（収集日
　などのお知らせ）は、1月4日（金）以降。

※12月30日（日）～1月3日（木）は受付休み。

（携帯電話やIP電話などの定額制、無料通話などの通話料割引サービスを
 利用している人は　 330-3953）

月～土曜（祝日も受付）
8時30分～17時

!

! 医療機関案内

救急電話相談

聴覚障害者専用 医療機関案内FAX　  242-3808

急な病気やけがの緊急性を確認できます。
各区消防署にて、冊子も配布しています。

12月29日（土）～1月3日（木）休止
期間

横浜市 救急受診ガイド 検 索

【急な病気やけがの記事の内容に関する問合せは】

医療局救急・災害医療担当へ　　671-2465　　 664-3851
【休日・夜間の歯痛の記事の内容に関する問合せは】

医療局がん・疾病対策課へ　　671-2444　　 664-3851

戸籍課、保険年金課、こども家庭支援課の一部業務

救急受診ガイド

その時、受診可能な病院・診療所の案内

症状に基づく緊急性や、受診の必要性についてアドバイス

■パソコン・スマートフォンからは

【発行】 市民局広報課      671-2332      661-2351 横浜市役所  〒231-0017  中区港町1-1  　671-2121（代表）




