
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

3,734,012人
1,675,027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12月1日現在）

　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。
　昨年は、花と緑の祭典「第33回全国都市緑化よこはまフェア」を開催し、多くの
市民・企業・団体の皆様のご支援により成功裏に終えることができました。「第50
回アジア開発銀行年次総会」、「ヨコハマトリエンナーレ2017」、横浜DeNAベイ
スターズの日本シリーズ進出などで街に大きな賑わいが生まれ、皆様の思いが横

浜を大きく押し上げてくださった年でした。
　今年も、「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018」や「世界トライアスロンシリーズ横浜大会」など
を開催し、街の魅力と賑わいを一層高めていきます。あわせて、新たな「中期4か年計画」を策定し、計画初年
度の取組を着実に進めます。市民生活を支える子育て・教育、福祉・医療施策を充実させ、活力ある横浜経済の
実現にも力を注ぎます。横浜港の国際競争力向上、都心臨海部の機能強化と郊外部の活性化、災害対策と都市
基盤整備も着実に進め、横浜の持続的な成長と将来にわたる市民生活の安全と安心の実現に向けて、市を挙げ
て取り組んでまいります。
　2019年の「第7回アフリカ開発会議」、「ラグビーワールドカップ2019TM」、翌年の「東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック」の準備も確実に進めています。皆様とともに高めてきた横浜の活力を確かなものとし、
将来へとつなげていくために、今年も「オール横浜」で取り組みます。どうぞよろしくお願いいたします。

平成30年の年頭にあたって

横浜港　客船 検 索
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2018年、客船でにぎわう横浜港 　横浜港は、毎年数多くの客船が寄港する日本有数のク
ルーズポートとして、大さん橋国際客船ターミナルを中心
に、さまざまな客船を迎えています。客船を見るおすすめ
ポイントから、優雅な船体を見てみませんか。

ノーティカ
①3月23日（金）
②30,277トン
③180.96m

④684人
⑤マーシャル諸島
⑥オーシャニア・クルーズ（米国） 

MSC スプレンディダ
①4月27日（金）
②137,936トン 　
③333.3m

④4,363人  　
⑤パナマ
⑥MSCクルーズ（スイス）

コスタ・ネオロマンチカ
①5月19日（土）
②57,150トン　 
③220.6m

④1,800人  　
⑤イタリア
⑥コスタ・クルーズ（イタリア）

コーラル・プリンセス
①10月7日（日）
②91,627トン 　
③294m

④2,000人  　
⑤バミューダ
⑥プリンセス・クルーズ（米国）

ウエステルダム
①10月15日（月）
②82,348トン　 
③254.13m

④1,848人 　 
⑤オランダ
⑥ホーランド・アメリカ・ライン（米国）

ノルウェージャン・ジュエル
①4月1日（日）
②93,502トン
③294m

④2,376人
⑤バハマ
⑥ノルウェージャンクルーズライン（米国）

スター・レジェンド
①4月14日（土）
②9,961トン 　
③135m

④200人
⑤バハマ
⑥ウインドスター・クルーズ（米国）

ゴールデン・プリンセス
①4月27日（金）
②108,865トン
③290m

④2,600人 　 
⑤英国
⑥プリンセス・クルーズ（米国）

2018年初入港予定の客船
①初入港予定日　　②総トン数　　③全長　　④乗客定員　　⑤船籍　　⑥運航会社

　昨年、横浜港は、大さん橋国際客船
ターミナルリニューアル以降で最高と
なる180回近くの客船の寄港がありま
した。
　横浜に船籍をもつ「飛鳥Ⅱ」や、横浜発
着クルーズを行っている外国客船「ダイ
ヤモンド・プリンセス」など数多く寄港
する船に加え、今年は、8隻の外国客船が
初入港を予定しています。小型のラグ
ジュアリー船から超大型のカジュアル
船※まで、日本客船・外国客船問わず、さ
まざまな客船が寄港します。
　特に、4月28日には、「MSCスプレン
ディダ」「ノルウェージャン・ジュエル」
「ダイヤモンド・プリンセス」の3隻が、そ
れぞれ大黒ふ頭・山下ふ頭・大さん橋に
着岸を予定するなど、港はますますにぎ
わいます。
　貴重なシャッターチャンスとなりま
すので、カメラを持って、ぜひ横浜港に
来てください。

※クルーズ船は、価格やサービスによって、「ラグジュア
リー」、「プレミアム」、「カジュアル」などのタイプに分類さ
れます

※客船入港予定は、天候、運航スケジュールなどの事情により
　変更となることがあります

大さん橋国際客船ターミナル
大さん橋の屋上（通称：くじらの背中）は、24時間無料で入場可能。
客船を間近で見ることができます。

横浜赤レンガ倉庫・赤レンガパーク
客船の全体像が見たい時は、この場所がおすすめです。
赤レンガ倉庫と客船を背景に横浜港を眺められます。

山下公園
客船の入出港を見られる場所です。夜には、ライトアップされた
幻想的な客船を見ることができるかもしれません。

客船を見るならココ！客船を見るならココ！
飛鳥Ⅱ（大さん橋奥）と、ぱしふぃっくびいなす（大さん橋手前）

ダイヤモンド・プリンセス

港湾局客船事業推進課　　 671-7272　　 201-8983
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　 古くなった水道管は、漏水し
たり大きな地震で管の継ぎ目が
外れて断水してしまう可能性が
あります。断水すると、修理す
るまで水が使えなくなってしま
います。そこで、市では古くなっ
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。

　市内にある水道管は約9,200km。横浜からロサンゼルス
（米国）までの距離とほぼ同じ長さの水道管を維持管理して
います。そのうち、1965年以降の高度経済成長期に設置され
た水道管約2,400kmは老朽化が進み、取り替え時期を迎えて
います。現在は、年間約110kmを目標に古くなった水道管を
取り替えています。

　工事には膨大な費用がかかり、その費用
は皆さんが支払う水道料金を主な財源とし
ています。財源を効果的に使うため、管の
使用年数だけでなく、断水した場合の影響
や地震時の被害予測などを総合的に考え、
工事に優先順位を付けて計画的に取り組ん
でいます。

　水道管や施設の老朽化が進み更新時期を
迎えている一方で、節水機器の普及などに
より給水量は減少し、水道料金収入も減少
し続けています。今後もさらに厳しい経営
状況が続くことが見込まれますが、着実な
更新・耐震化に取り組み、災害に強い水道の
整備を進めていきます。

高度経済成長期に設置した水道管が
寿命を迎えています

施設の更新は待ったなしの状況です

2017年11月に
水道工事の現場見学会を
開催しました。
参加者は工事の流れや
必要性などの説明を
聞いた後、実際の工事
現場を間近で
見学しました。

水道工事には断水がつきも
のですが、市では断水を最
小限にする方法で工事を進
めています。
老朽管を全て撤去してから
新しい管を設置すれば断水
は１回で済みますが、すべ
ての管をつなぎ終わるまで
長期間（数か月）の断水が必
要になります。そこで、工
事をいくつかの工程に分け
て進めています。さらに、
断水時間を短くするため、
各工程で同じ場所を何度も
掘ることがありますが、水
道工事への理解と協力をお
願いします。

水道管が破裂して漏水が発生

優先順位を付けて計画的に
取り替えています

水道局キャラクター  
はまピョン

横浜

約9,200km 見学会の参加者から
     こんな声がありました

　3月から6月にかけて、市内各所で春の花が見頃を迎えます。
　山下公園をはじめとする、みなとエリアや里山ガーデンなどがサクラ、チューリップ、バラ、パンジーといった春の花々
で色鮮やかに彩られ、この季節だけのすてきなガーデンを見られます。
　また、横浜公園に加え、日本大通りや山下公園にもチューリップが登場。5月中旬からは山下公園や港の見える丘公園
で趣きの異なるローズガーデンが楽しめます。横浜の魅力的な春の装いに期待してください。

　児童手当や高齢者の予防接種費用免除の手続きなど、マイナンバー制度によって、課税
証明書などの必要書類の提出を省略できる場合があります。

　自分の個人情報について、行政が情報連携をした記録（やりとり履歴）や、どのような情
報がやりとりされるかは、国が提供するホームページ上のサービス「マイナポータル」※

で確認できます。

　産後間もない時期に起こりやすい授乳
トラブルや、育児への不安を解消するた
め、外出が難しい産婦の家庭を助産師が
訪問し、乳房マッサージなど具体的な相
談対応を行います。

市コールセンター　
　 664-2525　　 664-2828

会場：中区（山下公園、港の見える丘公園、横浜公園、
日本大通り、新港中央広場など） 会場：旭・緑区

球根ミックス花壇（山下公園）
見頃：4月上旬～中旬
チューリップ、スイセン、ヒアシンスなどさまざまな
品種の球根を混ぜるオランダ最新式のカラフルな花壇

横浜の花で彩る大花壇
公開期間（予定）：3月下旬～5月上旬
市内産のパンジーやビオラをはじめ、多彩な草花で
デザインされた大花壇　

香りの庭（港の見える丘公園）
見頃：5月中旬～下旬
約100種類の香りのバラ
や草花に囲まれる幸せな空間

※利用には、マイナンバーカードのほか、パソコンなどの端末やICカードリーダライタの用意、アカウントの登録などの準備が必要です
※マイナンバーカードを持っている人で、自宅にパソコンなどを持っていない場合には、市役所市民情報センター、総務局行政・情報マ
ネジメント課、各区役所の広報相談係に用意しているマイナポータル用のタブレット端末を利用できます

横浜市　マイナンバー 検 索

■マイナポータルについて
　 マイナンバー総合フリーダイヤル（国）　　 0120-95-0178
　 （月～金曜9時30分～20時、土・日曜・祝休日9時30分～17時30分、1月1～３日を除く）

■市の事務手続きについて
　 市コールセンター　　 664-2525　　 664-2828

対象
次の条件すべてに該当する産後4か月未満の母と子
・母乳育児など、育児全般に不安がある場合
・外出が難しく、自宅での支援を必要とする場合
・医療行為が必要でない場合

費用
4,000円／回  ※1回の出産につき3回まで利用可能（1回90分程度）

申込み
市助産師会へ電話し日程調整後、申請書（区役所こども家
庭支援課で配布かホームページで入手）をこども青少年局
こども家庭課母乳相談担当（〒231-0017中区港町1-1）
へ郵送

横浜市　こども家庭課 検 索

ラグビーワールドカップ　チケット 検 索

横浜市　国民健康保険 検 索

市助産師会　　 374-5376　　 374-5379
こども青少年局こども家庭課　
　 671-2455　　 681-0925

市民局ラグビーワールドカップ担当　　
　 671-4566　　 664-0669

○C ITOON/GN2017

マスコット
キャラクター
「ガーデンベア」

これで分かる

水道工事
これで分かる

水道工事

※3つの写真は昨年の様子

　当たり前のように蛇口から出てくる水道水。毎日の生活に欠かせない水道水を絶え間なく届けるために、
市では施設の管理を日々行っています。市内に張り巡らされている水道管の維持管理もその一つです。

古くなった水道管を
地震に強い管に取り替えています

ロサンゼルス ●道路の下に埋まっている水道管を見ることがないので、このようにして

　家庭まで水が届けられていることが分かりました。

●直接現場を見る機会がないので有意義な見学会でした。

　実際の水道管を使った説明は良い方法だと思います。

●水道工事の大切さが良く分かりました。

9,200km
2,400km

約110km…1年間で取り替える水道管

マイナンバーカードの申請方法はこちら

1月27日（土）～
一般販売（抽選）

3月19日（月）～
開催都市住民先行販売（抽選）

健康福祉局保険年金課　　 671-2421　　 664-0403

　平成30年4月から国民健康保険制度が改正され、都道府県と市町村がともに国民健康保険を運営することになります。平成
30年度の保険料率は5月に告示し、各世帯の保険料額は6月に送付する「国民健康保険料額決定通知書」でお知らせする予定で
す。なお、国民健康保険に関する、各種届出・保険給付の申請・保険料の納付については、今まで同様、居住区の区役所保険年金
課が窓口です。

国民健康保険
からの
お知らせ

チケットについて詳しくは、公式チケットサイトを確認して
ください。購入には同サイトでのID登録が必要です。

1月31日（水）から
受付開始

今まで必要だった書類が… 情報連携により省略できます！

●事務によっては、引き続き書類の
提出を依頼する場合があります。
●個別の事務手続きの際には、それ
ぞれの案内を確認してください。

セット券 通常券

JRFUメンバーズクラブ、サンウルブズ公式ファンクラブの会員などが対象の先行販売（抽選）
セット券 通常券1月19日（金）～ 2月19日（月）～

水道工事をお知らせする看板

△△△

○○○

課税
証明書

断水を最小限に
するために…
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球根ミックス花壇（山下公園）
見頃：4月上旬～中旬
チューリップ、スイセン、ヒアシンスなどさまざまな
品種の球根を混ぜるオランダ最新式のカラフルな花壇

横浜の花で彩る大花壇
公開期間（予定）：3月下旬～5月上旬
市内産のパンジーやビオラをはじめ、多彩な草花で
デザインされた大花壇　

香りの庭（港の見える丘公園）
見頃：5月中旬～下旬
約100種類の香りのバラ
や草花に囲まれる幸せな空間

※利用には、マイナンバーカードのほか、パソコンなどの端末やICカードリーダライタの用意、アカウントの登録などの準備が必要です
※マイナンバーカードを持っている人で、自宅にパソコンなどを持っていない場合には、市役所市民情報センター、総務局行政・情報マ
ネジメント課、各区役所の広報相談係に用意しているマイナポータル用のタブレット端末を利用できます

横浜市　マイナンバー 検 索

■マイナポータルについて
　 マイナンバー総合フリーダイヤル（国）　　 0120-95-0178
　 （月～金曜9時30分～20時、土・日曜・祝休日9時30分～17時30分、1月1～３日を除く）

■市の事務手続きについて
　 市コールセンター　　 664-2525　　 664-2828

対象
次の条件すべてに該当する産後4か月未満の母と子
・母乳育児など、育児全般に不安がある場合
・外出が難しく、自宅での支援を必要とする場合
・医療行為が必要でない場合

費用
4,000円／回  ※1回の出産につき3回まで利用可能（1回90分程度）

申込み
市助産師会へ電話し日程調整後、申請書（区役所こども家
庭支援課で配布かホームページで入手）をこども青少年局
こども家庭課母乳相談担当（〒231-0017中区港町1-1）
へ郵送

横浜市　こども家庭課 検 索

ラグビーワールドカップ　チケット 検 索

横浜市　国民健康保険 検 索

市助産師会　　 374-5376　　 374-5379
こども青少年局こども家庭課　
　 671-2455　　 681-0925

市民局ラグビーワールドカップ担当　　
　 671-4566　　 664-0669

○C ITOON/GN2017

マスコット
キャラクター
「ガーデンベア」

これで分かる

水道工事
これで分かる

水道工事

※3つの写真は昨年の様子

　当たり前のように蛇口から出てくる水道水。毎日の生活に欠かせない水道水を絶え間なく届けるために、
市では施設の管理を日々行っています。市内に張り巡らされている水道管の維持管理もその一つです。

古くなった水道管を
地震に強い管に取り替えています

ロサンゼルス ●道路の下に埋まっている水道管を見ることがないので、このようにして

　家庭まで水が届けられていることが分かりました。

●直接現場を見る機会がないので有意義な見学会でした。

　実際の水道管を使った説明は良い方法だと思います。

●水道工事の大切さが良く分かりました。

9,200km
2,400km

約110km…1年間で取り替える水道管

マイナンバーカードの申請方法はこちら

1月27日（土）～
一般販売（抽選）

3月19日（月）～
開催都市住民先行販売（抽選）

健康福祉局保険年金課　　 671-2421　　 664-0403

　平成30年4月から国民健康保険制度が改正され、都道府県と市町村がともに国民健康保険を運営することになります。平成
30年度の保険料率は5月に告示し、各世帯の保険料額は6月に送付する「国民健康保険料額決定通知書」でお知らせする予定で
す。なお、国民健康保険に関する、各種届出・保険給付の申請・保険料の納付については、今まで同様、居住区の区役所保険年金
課が窓口です。

国民健康保険
からの
お知らせ

チケットについて詳しくは、公式チケットサイトを確認して
ください。購入には同サイトでのID登録が必要です。

1月31日（水）から
受付開始

今まで必要だった書類が… 情報連携により省略できます！

●事務によっては、引き続き書類の
提出を依頼する場合があります。
●個別の事務手続きの際には、それ
ぞれの案内を確認してください。

セット券 通常券

JRFUメンバーズクラブ、サンウルブズ公式ファンクラブの会員などが対象の先行販売（抽選）
セット券 通常券1月19日（金）～ 2月19日（月）～

水道工事をお知らせする看板

△△△

○○○

課税
証明書

断水を最小限に
するために…
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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.127

水道施設をつくるための収支

80億円
（うち借入金61億円）

347億円

合計

   952億円

1,087億円

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などで対応しています

水道事業会計・工業用水道事業会計の決算については、水道局ホームページに詳しく掲載しています。 横浜水道　決算 検 索

水道施設を耐震化したり、
新しくしたりする費用
施設整備のための借入金の返済
神奈川県内広域水道企業団※2から
水道水を購入する費用
水道水をつくって各家庭に送る費用
職員の人件費

水道水をつくるための収支

872億円
（うち水道料金収入697億円）

740億円

まずは自分の身を自分で守りましょう

　飲料水の備蓄の目安は、一人1日3L、最低3日分で9L以上です。
　いつ起こるか分からない災害に備えて、普段から多めに備蓄してお
きましょう。

　災害時に断水した場合、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。
　災害時給水所のうち、配水池・緊
急給水栓は水道局職員が給水を行
いますが、災害用地下給水タンク
は市民の皆さんが主体となって災
害時に飲料水を確保できる施設です。平成29年度から水道に関する
知識が豊富な横浜市管工事協同組合が蛇口の開設を手伝うことにな
りました。いつ起こるか分からない災害に備えて、地域の皆さんと横
浜市管工事協同組合が一緒に応急給水訓練を実施しています。
　自宅近くの災害時給水所を確認するとともに、応急給水訓練に参加
しましょう。

飲み水は多めに備えておきましょう 災害時給水所を確認しましょう

横浜　災害時給水所 検 索

災害用地下給水タンクでの給水

備蓄飲料水「横浜水缶」配達料無料キャンペーン
1箱（500mL×24本）1,800円（税込）
期間：1月9日（火）から3月21日（祝）注文分まで
詳しくは水道局ホームページへ 横浜水缶 検 索

　飲み水などを普段か
ら少し多めに買ってお
き、使った分だけ新しく
買い足すことで、いつも
一定の量を備蓄してお
く方法をローリングス
トック法と言います。

ローリングストック法

水道事業会計 
平成28年度 決算の概要
水道事業会計 
平成28年度 決算の概要
水道事業会計 
平成28年度 決算の概要

収入の大半を占める水道料金収入は、節水
機器の普及などにより減少傾向が続いてい
ます（前年度比5億円の減少）。

水道施設や管路の更新・耐震化を行ってい
ます。今後も施設の老朽化に伴い、更新費
用が必要です。

水道施設や管路の更新・耐震化の費用は、
「施設更新に使うために積み立てたお金」や
「金融機関などからの借り入れ」などで対応
していますが、水道料金収入の減少に伴い、
一層厳しい経営状況が続くことが見込まれ
ます。

収　　入

支　　出

今後の見通し

水道料金の使い道

2か月あたりの水道料金・下水道使用料※1を約10,000円とすると、
そのうち水道料金は5,500円です。

水道料金は2か月で5,500円

1か月だと2,750円
受水費
523円
（19％）

運営費
412円
（15％）

人件費
358円
（13％）

※2  横浜市、神奈川県、川崎市、横須賀市が共同
で設立し、企業団から4団体に水道水を
供給しています

※1  下水道使用料は水道料金と合わせての支払いです

使い道は・・・？

賢く備蓄 

　最近、水道管から水漏れなどがないにも関わらず、水道料金の請求が高いという相談が多く寄せられています。原
因の一つとして、蛇口の閉め忘れにより水を長時間流してしまったことが考えられます。
　水漏れが発生して修繕した場合は、高くなった水道料金の一部を減額できる制度がありますが、蛇口の閉め忘れな
どにより水道料金が高くなった場合は、この減額制度を適用することができません。
　水道の蛇口の閉め忘れには十分注意してください。

蛇口の閉め忘れ
に注意して
ください

区ごとの｢災害時給水マップ｣を各水道事務所・区役所で配布しています。

借入返済金
412円
（15％）

施設整備費
1,045円
（38％）2,750円

（1か月換算）

半分以上は、水道施設の耐震化や
更新などの整備に使われています。

備える

買い足す

日常で使う
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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30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
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～ 2019年3月に40回程度活動

（平日含む）
住民登録がある、2018年4月1日
時点で18歳以上、選考若干名
1月31日までに申込書（1月4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）
■地域福祉保健計画策定・推進委

員会市民委員
任期4月から2年

18歳以上、選考2人
1月25日までに申込書（1月4日か
ら問合先で配布。 から入手）で
健康福祉局福祉保健課（ 671－
3567 664－3622）

■インターネット水道モニター
年5回程度のアンケート回答で記
念品あり

2018年4月1日時点で15歳以上
2月28日までに で
水道局サービス推進課（ 633－
0163 664－6779）

■子育てりぶいん　入居者
3月・38戸予定。詳細は1月5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
1月19日まで
建築局住宅政策課（ 671－4121 

641－2756）

■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
①②2月1日から、③3月30日まで
に、③と①か②を同時申請の場合
は2月1日～3月30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）

■通知に関する情報を点字で提供
対象となる通知の詳細は問合せを

視覚障害者
健康福祉局障害企画課（ 671－
3601 671－3566）

■養育費セミナー
申込方法等詳細は で

3月2日（金）10時
技能文化会館
ひとり親家庭か離婚予定の親、抽選20人
1歳6か月～未就学児（予約制）
2月5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）

■家具転倒防止器具  取付代行
75歳以上・障害者手帳所持者・要介
護認定者等のみの世帯､ 先着200件
1月15日から で窓口（ 262－0666 

315－4099）へ
前記か総務局危機管理課（ 671－
3456）

■障害者パソコン講習会  iPad入門
各13時､ 全2回。①2月6日（火）・7日

（水）②2月19日（月）・20日（火）③2月
22日（木）・23日（金）
横浜ラポール
15歳以上（中学生除く）の初心者、
各抽選8人。①肢体・内部・精神・
聴覚等障害者②視覚障害者（音
声）③視覚障害者（画面拡大）
①1904円②③500円
1月20日までに に 希
望日、障害名・等級、手話・筆記通
訳希望の有無を書いて、市障害
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）

■視覚障害者  日常生活用具  展示体験会
2月10日（土）10時30分～16時
横浜ラポール（港北区鳥山町1752）
市視覚障害者福祉協会（ 475－
2061 475－2064）か健康福祉局障
害福祉課（ 671－3602）

■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7日～2019年1月26日の火・土
曜14時、各コース全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②5人
1500円
2月10日 までに に
聴覚障害の有無を書いて、市中途
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）

■消防音楽隊　定期公演
2月17日（土）14時
磯子公会堂
抽選600人
1月19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

■いずみ歌舞伎　役者・スタッフ募集
対象等詳細は で

2月23日まで
説明会　2月3日（土）13時、泉区役所で
いずみ歌舞伎保存会（馬場 090
－4391－7506 302－7568）か泉区

役所地域振興課（ 800－2395）
■国際舞台芸術ミーティング（TPAM）

ボランティア募集
2月6日（火）～18日（日）
BankART Studio NYKほか
選考50人
1月19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（ 221－0212）

■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14日（水）
　展示＝3月21日（祝）～26日（月）

市民ギャラリー（西区宮崎町26－1）
18歳以上、1人1点、選考
5000円～
協会事務局（牧野 761－1904）か
文化観光局文化振興課（ 671－
3715 663－5606）

■市民防災センター映画祭  作品募集
詳細は申込書（問合先で配布）か で

3月16日まで
市民防災センター（ 312－0119 

312－0386）

■講演｢肺がん治療と脳ドック」
1月19日（金）14時
横浜ラポール（港北区鳥山町1752）
当日先着300人
横浜労災病院（ 474－8111 474
－8344）

■講座「がんに関する最近の話題｣
1月25日（木）14時
先着100人
500円
1月11日から か に を書
いて、会場の総合保健医療セン
ター（ 475－0178 475－0002）へ

■講演｢気をつけたい腰の痛み｣
1月27日（土）13時30分
かなっくホール
先着100人
1月11日から で脳卒中・神経脊椎セ
ンター（ 753－2500 753－2859）へ

■講座「知っておきたいリウマチの話」
1月27日（土）14時
当日先着100人
会場の聖マリアンナ医科大学横
浜市西部病院（旭区矢指町1197－
1、 366－1111 366－8483）

■市大エクステンション講座
　①糖尿病の基礎知識
　②今からできる！がん早期発見

①2月15日（木）14時②2月27日（火）17時
①情文ホール

　②県民共済みらいホール
各先着。①180人②300人
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

■みなと赤十字病院から 教室
　①小児のアトピー性皮膚炎
　②ぜん息の治療について

各15時｡ ①2月22日（木）②2月27日（火）
各先着50人
①1歳～未就学児（予約制）
1月11日から か に （①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

■講座「肺がんの最新治療」
2月24日（土）13時40分
県民共済みらいホール
先着280人
1月11日から でがん検診セン
ター（市民病院内、 331－1753
341－9781）へ。 からも可

■講座｢再生医療の最先端を学ぶ」
最先端の医療機器を見学。申込方
法等詳細は で

3月21日（祝）12時
パシフィコ横浜
在住・在学の中学・高校生、抽選40人
1月31日まで
文化観光局MICE振興課（ 671－
3546 663－6540）

■たつの会 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、各全40回
かながわ県民センター
各18歳以上、選考30人。①初心
者②入門修了者か1年以上の学
習経験者
①2月10日②2月17日まで
選考・説明会　各19時。①2月21
日（水）②3月2日（金）
健康福祉局障害福祉課（ 671－
3602 671－3566）

■市聴覚障害者協会 手話講習会
　①入門②基礎③通訳Ⅰ④通訳Ⅱ・Ⅲ
日程・費用・申込方法等詳細は1月5
日から で

4月から､ 各全43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通訳者
を目指す基礎修了者、25人④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　各土曜。②3月10
日③3月17日④3月24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）

■中央卸売市場本場から
　①市場のプロに学ぶ野菜講座
　②市場出前授業と親子料理教室

①2月17日（土）11時
　②2月24日（土）10時30分

①中央卸売市場本場
　②東京ガス横浜ショールーム

①先着100人
　②小学生と保護者、抽選15組30人

②1組4500円
①1月11日から②1月15日までに で
中央卸売市場本場（ 459－3337 

459－3307）
■講演｢災害時のトイレ問題」

1月27日（土）10時
先着150人
1月11日から で
会場の市民防災センター（ 411
－0119 312－0386）

■防災ライセンス資機材取扱講習会
申込方法等詳細は で

3月4日（日）9時
金沢小学校
抽選48人
2月9日まで
総務局危機管理課（ 671－2011 

641－1677）
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国税庁 検 索

市税納期限・確定申告相談会などのお知らせ

個人市民税（普通徴収）第4期
給与支払報告書
償却資産申告書
所得税及び復興特別所得税
贈与税
個人事業者の消費税・地方消費税

1月31日まで

2月16日～3月15日
2月1日～3月15日
4月2日まで

財政局法人課税課（特別徴収センター）
財政局償却資産課（償却資産センター）

居住区の税務署

■平成29年度の各種税などの期限

■税理士による無料申告相談　
対象：Ａ＝小規模納税者・年金受給者・給与所得者　Ｂ＝年金受給者・給与所得者の還付申告
●混雑時は受付を終了する場合があります。また、申告書などの提出のみの場合は直接
　所轄税務署に提出（郵送可）してください。　●車での来場はできません。
鶴見区（鶴見税務署管内）

旭・瀬谷・保土ケ谷区（保土ケ谷税務署管内）

神奈川・港北区（神奈川税務署管内）

中・西区（横浜中税務署管内）

栄・泉・戸塚区（戸塚税務署管内）

青葉・都筑・緑区（緑税務署管内）

1月29日～2月2日、2月5日～8日
2月9日

1月29・30日、2月5・6日
1月25・26日
1月31日、2月1・6日
2月7日

1月30日～2月1日
2月2日
2月6～8日

磯子・金沢・港南・南区（横浜南税務署管内）

鶴見区役所

中区  本牧地区センター
西区  西区役所
西区  藤棚地区センター
税理士会館（西区）

旭公会堂
保土ケ谷公会堂
瀬谷公会堂

9時15分
9時30分

9時30分～12時
13時～16時

10時～16時

9時30分～15時30分

Ａ
Ｂ

Ａ
・
Ｂ

Ａ

Ｂ

対象

対　象 納期限、提出期限・期間 提　出　先

開　催　日 場　　所 相　談　時　間

対象 開　催　日 場　　所 相　談　時　間

対象 開　催　日 場　　所 相　談　時　間
■医療費控除の領収書は提出不要
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が
必要となります。詳しくは、国税庁ホームページを確認してください。
※平成29～31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示による申告もできます
※市国民健康保険、神奈川県後期高齢者医療制度から送る平成29年分の医療費のお知らせ（医療費通知）は、
　医療費控除の申告の際に、明細書の添付資料として利用できません。注意してください

対象 開　催　日 場　　所 相　談　時　間

対象 開　催　日 場　　所 相　談　時　間

対象 開　催　日 場　　所 相　談　時　間

対象 開　催　日 場　　所 相　談　時　間

2月1・2・5～8日
2月9日

9時30分～12時
13時～15時30分

ウィリング横浜（港南区）
Ａ
Ｂ

2月2・5・6日
2月7～9日
2月14日

1月24～26日
1月31日～2月2日
2月6日
2月8日

泉公会堂
栄公会堂
戸塚区  大正地区センター
戸塚法人会館

青葉区  山内地区センター
緑公会堂
都筑公会堂
神奈川県宅建協会  横浜北支部会館（都筑区）

9時～15時30分

9時30分～15時30分

神奈川区役所
慶応義塾大学日吉キャンパス協生館（港北区）
新横浜グレイスホテル（港北区）

9時30分～12時
13時～15時
10時～12時、13時～16時

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

1月30・31日
2月1・2日
2月6・7日
2月7・8日

Ａ

Ｂ

9時30分～12時
13時～16時

10時～12時、13時～15時

■納期限について　　　　　 財政局税務課　　 671-2253　　 641-2775
■給与支払報告書について　　財政局法人課税課（特別徴収センター）　　671-4471　　 210-0480
■償却資産申告書について　　財政局償却資産課（償却資産センター）　　671-4384　　 663-9347

確定申告相談会など詳細は、
国税庁のホームページを確認してください。

～11時30分、13時～15時30分

■短期集中！インターンシップ生募集
研修から就職までを支援。日程等
詳細は で

各選考
　①18～39歳、6人
　②キャリアブランクのある女性、10人

説明会当日までに で会場の市
就職サポートセンター（ 0120－
915－574）へ
説明会　参加必須。1月16日（火）
10時か1月19日（金）13時30分
前記か経済局雇用労働課（ 671
－2304 664－9188）

■シルバー人材センターから
　①シルバーI T講習　入門
　②悪質商法被害予防講座
申込方法等詳細は問合せか1月4日
から で

①各コース火・水曜､ 全2回
　 午前＝9時30分、午後＝13時30分
　《初めてのパソコン》2月6・7日午前
　《初めてのエクセル》2月13・14日午前
　《初めてのワード》2月13・14日午後
　②2月15日（木）14時

①各コース50歳以上、抽選18人
　②60歳以上、先着40人

①3700円
①1月29日まで②1月11日から
会場のシルバー人材センター

（ 847－1800 847－1716）
■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4日（日）
　①10時②13時30分

崎陽軒本店
各抽選100人

　①保護者②本人
1月26日まで
こども青少年局企画調整課（
671－4281 663－8061）

■親子料理教室
申込方法等詳細は1月5日から で

2月24日（土）10時
中央卸売市場本場
在住・在学の小学3～6年生と保
護者､ 抽選16組32人
1組1500円
2月7日まで
よこはま学校食育財団（ 662－
2541 662－7834）

■高校生就職フェア
1月25日（木）13時～16時
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・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
履歴書複数枚持参

2月8日（木）13時～16時
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）

■訪問看護就職説明会
1月20日（土）10時
開港記念会館
看護師免許所持者、選考40人
1月16日までに で横浜在宅看
護協議会（ 080－6680－1133）へ
前記か健康福祉局高齢在宅支援
課（ 671－2405 681－7789）

■保育士就職面接会
1月30日（火）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29日までに で
事務局（ 681－3734 681－3735） 
かこども青少年局保育対策課

（ 671－4469）
■フォト・ヨコハマ スタンプラリー
スタンプを集めた人にプレゼント
あり。ラリーポイント等詳細は で

1月13日（土）～3月4日（日）
文化観光局MICE振興課（ 671－
4234 663－6540）

■展示「大佛次郎のヨコハマ・スピリット」
1月10日（水）～2月12日（休）
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24日（水）～29日（月）10時～18
時（29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（ 671－4448 664－5499）

■ヨコハマ市民まち普請事業
　2次コンテスト
整備提案を選考

1月27日（土）9時30分～17時
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）
都市整備局地域まちづくり課

（ 671－2679 663－8641）
■地域緑の活動報告会＆交流会

2月3日（土）14時
技能文化会館（中区万代町2－4－7）
環境創造局みどりアップ推進課

（ 671－3447 224－6627）
■はまピョンカップ
水道局の取組や研究成果を紹介

1月23日（火）9時
情文ホール（中区日本大通11）
当日先着230人
水道局経営企画課（ 633－0144 

663－6732）
■マンション拡大交流会

2月17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
①学習発表会②よこはま子どもアントレ博

詳細は で
2月10日（土）①9時30分②14時
情文ホール（中区日本大通11）
各当日先着100人
教育委員会指導企画課（ 671－
3265 664－5499）

■市民クルーズ　飛鳥Ⅱ
　Aスタイル 春彩
横浜港発着。詳細はチラシ（ 1月4
日から区役所広報相談係で配布）
か で

3月16日（金）～18日（日）
抽選17室

大人1人、10万7100円～
1月25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21日（祝）
1500円
1月17日から申込書（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）

■スポーツ医科学研修
　①ジュニア期に必要なトレーニング
　②コーディネーショントレーニング理論
　③スポーツリズムトレーニング実践
日程・申込方法等詳細は1月4日か
ら で

16歳以上のスポーツ指導者､ 各
先着50人
1月11日から
会場のスポーツ医科学センター

（ 477－5050 477－5052）
■冬季国体アイスホッケー競技会
日程等詳細は で

1月28日（日）～2月1日（木）
KOSE新横浜スケートセンター、
横浜銀行アイスアリーナ
市民局スポーツ振興課（ 671－
4574 664－0669）
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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 6日

13日
20日
27日

※タイトルは変更になる場合があります

林市長と語る2018年の横浜
（新春特別番組＜1月1日放送＞再放送）
イギリスと横浜
横浜のウインタースポーツ
港北区特集

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

イギリスと横浜

■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・15・29日、2月5～9日休み〕
①オペラ・ガラ・コンサート｢蝶々夫人｣ほか
②ミュージック・イン・ザ・ダーク
③�石田泰尚�ベートーベン�バイオリン・ソナタ全曲

①3月7日（水）12時10分②3月17日
（土）15時③3月18日（日）14時
①1800円②4000円③7000円、会
場で販売中

■消費生活総合センター〔 845－5640 
845－7720、祝日・1月1～3日休み〕

教室｢高齢者専用ホームの基礎知識｣
2月23日（金）13時30分
緑公会堂（緑区寺山町118）
当日先着300人

※手話通訳希望者は問合せを
■歴史博物館〔都筑区中川中央1－18
－1、 912－7777 912－7781、月曜

（祝日の場合翌日）・1月1～4日休み〕
展示｢銭湯と横浜｣

1月24日（水）～3月21日（祝）

■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28日までに申込書（各会場で
配布。 から入手）で

■自然観察の森〔栄区上郷町1562－
1、 894－7474 894－8892、月曜・1
月1～4日休み〕
講演｢源流の侵入者　外来エビを知ろう｣
申込方法等詳細は1月11日から で

2月12日（休）10時
中学生以上、抽選40人
1月29日まで

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

15・22日休み〕
①横浜狂言堂②能の花�能を彩る花
③バリアフリー能
①｢秀句傘｣｢鈍太郎｣②｢泰山府君｣
③狂言｢神鳴｣、能｢鉄輪｣

各14時。①2月11日（祝）②3月10日
（土）③3月21日（祝）
①2000円②5000円～ 7000円③
3000円～ 4000円（介助者1人無
料）、①1月13日③1月20日12時か
ら か で②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・1月1～4日休み〕
展示｢石内都　肌理と写真｣

3月4日（日）まで
1500円

■ユーラシア文化館〔中区日本大通
12、 663－2424 663－2453、月曜

（祝日の場合翌日）・1月1～3日休み〕
展示「魅惑のランプ」

1月20日（土）～4月1日（日）
300円

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－
110－1、 231－2515 231－4545、1
月17・18日休み〕
①名作落語の夕べ②林家木久扇�
一門会③上方落語会④三遊亭円楽
独演会⑤三遊亭萬橘独演会

①2月3日（土）18時②2月9日（金）19
時③2月10日（土）14時④2月15日

（木）14時⑤2月20日（火）19時
1500円～3100円、会場で販売中

■野島青少年研修センター〔金沢
区野島町24－2、 782－9169 701－
9599〕
親子で作るアレルゲンフリーごはん
申込方法等詳細は1月5日から で

2月10日（土）9時30分
小中学生と保護者、抽選20組40人
1組3500円
1月31日まで

■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）・1月1日休み〕
バレンタインイベント

2月10日（土）～12日（休）
500円

■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）
■生産緑地追加指定　仮申請
条件等詳細は問合せを

北部方面＝1月15日（月）・17日（水）・
23日（火）・25日（木）

　南部方面＝1月16日（火）・18日（木）・
22日（月）・24日（水）
市街化区域内の良好な農地等、
条件あり
1月15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

■横浜生活あんしんセンターから
　①市民後見シンポジウム
　②③市民後見人養成課程 説明会
養成課程受講希望者は②③に参加
必須。対象等詳細は問合せか で

①2月14日（水）13時30分②2月14
日（水）16時・3月3日（土）10時③2月
26日（月）10時30分
①②健康福祉総合センター（中
区桜木町1－1）③サンハート（旭
区二俣川1－3二俣川ライフ）
各当日先着300人

※手話通訳希望者は1月26日までに申込みを
横浜生活あんしんセンター（
201－2009 201－9116）

■小型（草花用）プランター貸出
1団体30個まで。5年間。詳細は問合せを

よこはま緑の推進団体に加入の団体
1月22日までに申込書（1月5日～
16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
平成28年度決算及び平成29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」59号販売中
「イギリスと横浜｣。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

市役所市民情報センター（1月4
日から）､ 県内・都内の主な書店
ほか
610円
市民局広報課（ 671－2331 661
－2351）

■市民意見募集
　①ひとり親家庭自立支援計画（平成

30年度～34年度）素案②第2期国
保データヘルス計画・第3期特定
健診等実施計画素案③市営住宅
条例施行規則等の改正④平成30
年度食品衛生監視指導計画（案）
⑤平成30年度環境衛生業務実施
計画（案）⑥これからの緑の取組

（2019年－2023年）（素案）
資料の閲覧・配布は期間中､ 市役所
市民情報センター､ 区役所広報相
談係、問合先で｡ からも可

①1月31日まで②1月10日～2月9

日③1月11日～2月9日④1月15日
～2月14日⑤1月15日～2月14日
⑥1月15日～2月16日
①こども青少年局こども家庭課�

（ 671－2390 681－0925）②健
康福祉局保険年金課（ 671－
2421 664－0403）③建築局市営
住宅課（ 671－2923 641－2756）
④健康福祉局食品衛生課（ 671
－2459 641－6074）⑤健康福祉局
生活衛生課（ 671－2456 641－
6074）⑥環境創造局政策課（ 671
－4214 641－3490）

■市防災会議
防災計画の修正の審議等

1月25日（木）13時30分
市役所
総務局危機対処計画課（ 671－
4096 641－1677）

■市広報企画審議会
１月30日（火）10時
関内中央ビル（中区真砂町2－22）
市民局広報課（ 671－3736 661
－2351）

【発行】市民局広報課　 671-2332　 661-2351

横浜を感じるミニコラム

 『人との縁があって今がある』 濵口 遥大（プロ野球選手）

　僕は、野球人生において、運と人との縁をすご
く感じています。
　野球を始めたのは小学校1年生のとき。佐賀出
身の僕は、九州から出るなんてまったく考えたこ
ともなかったのですが、高校の野球部の監督に神
奈川大学を勧められて。高校３年の８月に一度練
習に参加させてもらい、実際に中に入って雰囲気
を感じて…もうそこで決めました。絶対にいい環
境で野球ができると思ったので、迷いなくいきま

した。これが横浜とのご縁の始まりです。
　みなとみらいの海沿いの雰囲気が好きで、大学
時代はよく自転車で走ったりしてました。大学も
野球部の寮も白楽だったので、白楽の街にはよく
食事に行ったりしましたね。
　大学２年の時から３年連続で大学日本代表を経
験させてもらいました。ここでもいろいろ運やご
縁があって。実は３年でユニバーシアードに出場
したのは今永さん（今永昇太選手）の代役だったん
です。そんな縁もあって大学野球のトップチーム
という高いレベルの環境でプレーさせてもらい、
プロとしてやっていきたいという気持ちも湧いて
きましたし、とてもいい経験ができました。
　横浜に来て、ここでプレーしたいと思っていた
横浜DeNAベイスターズに入団しての一年間、本
当に無我夢中でやってきました。クライマックス
シリーズも日本シリーズも経験でき、すごくいい
経験ができた一方、なかなか勝てない時期や１か

月ほどの離脱もしてしまいました。でもそれも含
めて、本当に自分の財産になる一年でした。
　目標は、三浦大輔さんのように長く活躍して、
横浜の皆さんやいろんな方から愛される、しっか
りとチームを引っ張っていける選手。今年も昨年
以上にチームの勝利に貢献したいと思います。

濵
はまぐち

口 遥
はるひろ

大さん：1995年佐賀県生まれ。闘
争心を前面にだし、思い切り腕を振る投
球フォームから繰り出される150キロ近
いストレートとチェンジアップを中心に、
緩急を織り交ぜた投球スタイルの左腕
投手。神奈川大学在学時には３年連続で
日本代表に選出された。2016年、ドラフト
１位で横浜DeNAベイスターズに入団。開
幕１軍入りを果たし、ルーキーながら10勝
をマーク、日本シリーズ優秀選手賞受賞、
2017年度セ・リーグ新人特別賞受賞。
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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

3,734,012人
1,675,027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12月1日現在）

　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。
　昨年は、花と緑の祭典「第33回全国都市緑化よこはまフェア」を開催し、多くの
市民・企業・団体の皆様のご支援により成功裏に終えることができました。「第50
回アジア開発銀行年次総会」、「ヨコハマトリエンナーレ2017」、横浜DeNAベイ
スターズの日本シリーズ進出などで街に大きな賑わいが生まれ、皆様の思いが横

浜を大きく押し上げてくださった年でした。
　今年も、「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018」や「世界トライアスロンシリーズ横浜大会」など
を開催し、街の魅力と賑わいを一層高めていきます。あわせて、新たな「中期4か年計画」を策定し、計画初年
度の取組を着実に進めます。市民生活を支える子育て・教育、福祉・医療施策を充実させ、活力ある横浜経済の
実現にも力を注ぎます。横浜港の国際競争力向上、都心臨海部の機能強化と郊外部の活性化、災害対策と都市
基盤整備も着実に進め、横浜の持続的な成長と将来にわたる市民生活の安全と安心の実現に向けて、市を挙げ
て取り組んでまいります。
　2019年の「第7回アフリカ開発会議」、「ラグビーワールドカップ2019TM」、翌年の「東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック」の準備も確実に進めています。皆様とともに高めてきた横浜の活力を確かなものとし、
将来へとつなげていくために、今年も「オール横浜」で取り組みます。どうぞよろしくお願いいたします。

平成30年の年頭にあたって

横浜港　客船 検 索

●　　　　　　　　2018（平成30）年 1 月号16

2018年、客船でにぎわう横浜港 　横浜港は、毎年数多くの客船が寄港する日本有数のク
ルーズポートとして、大さん橋国際客船ターミナルを中心
に、さまざまな客船を迎えています。客船を見るおすすめ
ポイントから、優雅な船体を見てみませんか。

ノーティカ
①3月23日（金）
②30,277トン
③180.96m

④684人
⑤マーシャル諸島
⑥オーシャニア・クルーズ（米国） 

MSC スプレンディダ
①4月27日（金）
②137,936トン 　
③333.3m

④4,363人  　
⑤パナマ
⑥MSCクルーズ（スイス）

コスタ・ネオロマンチカ
①5月19日（土）
②57,150トン　 
③220.6m

④1,800人  　
⑤イタリア
⑥コスタ・クルーズ（イタリア）

コーラル・プリンセス
①10月7日（日）
②91,627トン 　
③294m

④2,000人  　
⑤バミューダ
⑥プリンセス・クルーズ（米国）

ウエステルダム
①10月15日（月）
②82,348トン　 
③254.13m

④1,848人 　 
⑤オランダ
⑥ホーランド・アメリカ・ライン（米国）

ノルウェージャン・ジュエル
①4月1日（日）
②93,502トン
③294m

④2,376人
⑤バハマ
⑥ノルウェージャンクルーズライン（米国）

スター・レジェンド
①4月14日（土）
②9,961トン 　
③135m

④200人
⑤バハマ
⑥ウインドスター・クルーズ（米国）

ゴールデン・プリンセス
①4月27日（金）
②108,865トン
③290m

④2,600人 　 
⑤英国
⑥プリンセス・クルーズ（米国）

2018年初入港予定の客船
①初入港予定日　　②総トン数　　③全長　　④乗客定員　　⑤船籍　　⑥運航会社

　昨年、横浜港は、大さん橋国際客船
ターミナルリニューアル以降で最高と
なる180回近くの客船の寄港がありま
した。
　横浜に船籍をもつ「飛鳥Ⅱ」や、横浜発
着クルーズを行っている外国客船「ダイ
ヤモンド・プリンセス」など数多く寄港
する船に加え、今年は、8隻の外国客船が
初入港を予定しています。小型のラグ
ジュアリー船から超大型のカジュアル
船※まで、日本客船・外国客船問わず、さ
まざまな客船が寄港します。
　特に、4月28日には、「MSCスプレン
ディダ」「ノルウェージャン・ジュエル」
「ダイヤモンド・プリンセス」の3隻が、そ
れぞれ大黒ふ頭・山下ふ頭・大さん橋に
着岸を予定するなど、港はますますにぎ
わいます。
　貴重なシャッターチャンスとなりま
すので、カメラを持って、ぜひ横浜港に
来てください。

※クルーズ船は、価格やサービスによって、「ラグジュア
リー」、「プレミアム」、「カジュアル」などのタイプに分類さ
れます

※客船入港予定は、天候、運航スケジュールなどの事情により
　変更となることがあります

大さん橋国際客船ターミナル
大さん橋の屋上（通称：くじらの背中）は、24時間無料で入場可能。
客船を間近で見ることができます。

横浜赤レンガ倉庫・赤レンガパーク
客船の全体像が見たい時は、この場所がおすすめです。
赤レンガ倉庫と客船を背景に横浜港を眺められます。

山下公園
客船の入出港を見られる場所です。夜には、ライトアップされた
幻想的な客船を見ることができるかもしれません。

客船を見るならココ！客船を見るならココ！
飛鳥Ⅱ（大さん橋奥）と、ぱしふぃっくびいなす（大さん橋手前）

ダイヤモンド・プリンセス

港湾局客船事業推進課　　 671-7272　　 201-8983


