
　お客様に安全・確実・快適な交通サービスを提供することは、交通事業者の最大の使命です。横浜市交通局では、お客様に安全・安心に
市営バス・地下鉄をご利用いただくため、日々、様々な訓練や講習などを行っています。
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横浜市交通局の安全への取組
～誰もが「安心」してご利用できる地下鉄・バスを目指して～

観光に便利な横浜ベイエリア限定１日乗車券
「みなとぶらりチケット」を5組10名様に
プレゼントします。

アンケート
 　「ぐるっと」をどちらでご覧になりましたか。（◯駅、◯系統◯行バスなど）
 　最も面白かった記事はどれですか。
 　「ぐるっと」へのご意見・ご感想をおきかせください。

presents

応募方法
はがきに住所・氏名・年齢とアンケートの答えを明記の上、
以下の宛先にお送りください。
▶〒220-0022 横浜市西区花咲町6-145
横浜花咲ビル7階 交通局総務課「ぐるっと」係
【締切】 平成30年1月31日（水）（当日消印有効）

乗車前のチャージはコンビニがおすすめ

横浜市交通局広報誌 ぐるっと12・1月号
発行日：平成29年12月1日
発行：横浜市交通局 総務課
http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/
企画・制作：アドカジエンス

問合せ 横浜市コールセンター  ※午前8時～午後9時（年中無休）
☎045-664-2525　FAX045-664-2828

次回（2月1日発行）では「グリーンライン開業10周年」を特集

ぐるっと読者プレゼント

市営バスはPASMO・Suicaで!

毎年恒例！イルミネーションバス

1
2
3

※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。 ※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

　「沖縄そば」（756円）▶

▲講習の様子

▲狭路走行訓練

▲脱線車両の復旧作業訓練▲お客様役の避難誘導訓練

▲新横浜駅で併結作業中の3000V形車両
　と3000A形車両▲練習コース走行風景

※ドリンクの種類は店頭にて

◀「黒毛和牛ハンバーグ150g」 （980円）

価格はすべて税込です。

表紙写真：交通局職員おススメ特集より
「ようせいのいたずら」肉料理 肉仙人

沖縄料理 瀬底 発見! うまいもの

　今回ご紹介するのは、保土ケ谷区と西区にまたがる「ハマのアメ横」とし
ても有名な洪福寺松原商店街です。毎月最終土日の大売出しや、春と秋に行
われるナイトバザール、年末には歳末大売出しとイベントも盛り沢山。
　たくさんお買い物をされたお客様は、商店街内に宅配所があるので、手ぶ

らで食べ歩きしながら商店街を楽しめます。
　「横浜駅から市営バスでのアクセスも良いので、気軽
に立ち寄ってもらえるとうれしいです。」と、理事長の伊
藤さん。
　安くて新鮮な物が揃う「洪福寺松原商店街」に、是非お
立ち寄りください。

理事長 伊藤 彰芳さん

肉仙人
ぐるっと12・1月号をご持参で、お食事を
ご注文された方に「ソフトドリンク１杯」サービス！

瀬底
ぐるっと12・1月号をご持参で、お食事を
ご注文された方に「ドリンク１杯」サービス！

特典

特典

保土ケ谷区宮田町1-7-1
045-336-3332
11:00～17:00
（ディナータイムは完全予約制）
無休

西区浅間町
5-381-12
045-620-8995
17：00～23：00
不定休

　全乗務員を対象に、お客様の
急病等に備え、心肺蘇生やAED
の使い方などを習得する普通救
命講習の受講を進めています。
　これからも、お客様に安心し
てご利用いただくために、万が
一の時にも冷静な対応が出来
る乗務員の育成・教育を行って
いきます。

　万が一の事故等の事態に備え、迅速なお客様避難誘導や事故の早期復旧
に必要な技能習得を目的とした異常時総合訓練を毎年実施しています。
　今年度は、11月に交通局川和車両基地にて、横浜市北部地域で震度６強の
直下型地震が発生し、センター南～センター北駅間を走行中の列車が、早期
地震警報を受信し、非常ブレーキが作動して停車したという想定で訓練を実
施しました。一般募集したお客様役の市民の皆様を避難誘導した後、脱線車
両の復旧、レール交換作業、車両の事故現場からの手押し移動、損傷した架線
の復旧を行いました。

　最終電車の運行が終了した夜間に、営業で使用している線路や車両、駅設
備等を使用して、故障等が発生した際の対応訓練を、毎年、ブルーラインで２
回、グリーンラインで２回、それぞれ実施しています。
　この夜間訓練では、実際に発生した故障
等の事象を再現し、原因やその時の対応
方法などを検証しています。また、営業線
上での列車の併結訓練なども行っていま
す。毎回、異なる事象を題材とすることで、
職員の知識技能の向上や各部門の連携強
化に役立てています。

　安全意識と技術の向
上を目的に、３年間で全
乗務員が受講する計画
を策定し、実車を用いた
「事故未然防止研修」を
実施しています。

　これから年末にかけ
横浜市内でクリスマス
イベントやイルミネー
ションが目白押し！
　市営バスでは、毎年ご
好評いただいているイ
ルミネーションバスを
今年も運行いたします。
　地域の皆さまにもご
協力いただき、日ごろご
利用いただいているお

客様への感謝の気持ちを込めて、各営業所で工夫を凝らした装飾を施し
ます。
　観光スポット周遊バス「あかいくつ」は、レトロな内装にクリスマスデ
コレーションが鮮やかです。
　ほかにも、近隣の小学校とコラボし、小学生の絵画を車内に掲示するな
ど、地域に密着した営業
所ならではのアイデアが
盛りだくさん！
　イルネーションバス
に乗って冬の横浜に出
かけてみてはいかがで
すか。
　運行予定など、詳しく
は交通局ホームページ
でご確認ください。

1，000円お買上毎に1回
福引抽選で、1万円の商品
券など豪華景品が当たる
大売出しです。

歳末大売出し
12/17(日)まで

横浜市営バス・地下鉄

松原商店街

市営地下鉄の取組市営バスの取組

～誰もが「安心」してご利用できる地下鉄・バスを目指して～

Facebookで発信中！
横浜市営バス・地下鉄（横浜市交通局）

しーく

普通救命講習
異常時総合訓練

夜間異常時取扱訓練

定期的な
研修の実施

　また、新採用職員研修
や各営業所の定期職員
研修では、ドライブレ
コーダーの事故映像を
教材にした危険予知訓練
をはじめ、バス風圧体験
や死角体験等の体験型
研修を実施しています。

横浜市交通局の安全への取組
交通局からのお知らせ 交通局からのお知らせ 

市営交通でちょこっと寄り道 第16回

洪福寺松原商店街
洪福寺松原商店街 ☎045-341-7920

Facebookでも情報発信中!!

横浜駅西口から92・202系統など
「洪福寺」下車すぐ

地下鉄やバスで途中下車。商店街でヨコハマの新しい魅力を見つけませんか？

2017年 12・2018年
 1月号 横浜市交通局広報誌

洪福寺

洪福寺

宮田町公園

瀬底

松原商店街入口

洪福寺洪福寺

洪福寺松原商店街
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肉仙人



EVENT 2017 2018News この時期のオトクな情報を先どり!!
【マークの見方】　　日時・日程　　開催場所　　費用　　問合せ先　　　 アクセス

13：30～15：00、先着50名　　入館料のみ
横浜市電保存館（☎045-754-8505）定休日：月曜日 祝日の場合は翌日。

　  根岸駅から21・78・133系統「市電保存館前」下車すぐ/吉野町駅
から113・156系統「滝頭」下車徒歩3分

しでんほーる連続講座

市営地下鉄 路線図

１2/16（土)第12回
「横浜市の都市交通政策のあらまし～公共交通機関を中心に～」
講師：佐藤正治さん（横浜市都市整備局都市交通部長）

開館時間：9:30～17:00、入館は16:30まで
　 高校生以上300円・3歳～中学生100円 
市営バス1日乗車券又はＩＣカード利用によるバスでの来館で割引あり

地下鉄グリーンライン 写真募集！
「復活！花電車」継続展示中！

　  

　平成30年3月30日に、地下鉄グ
リーンラインは開業10周年を迎えま
す。そこで、開業前から開業当初の沿
線の風景や駅の写真を募集します。採
用された写真はグリーンライン各駅
にて展示を行います。
　優秀な作品にはプレゼントを進呈し
ますので、ぜひ奮ってご応募くださ
い！
　応募方法など、詳細は交通局ホームページに掲載しております。
【応募期間】
平成30年１月11日（木）まで ※消印有効

踊場駅 猫の写真大募集！
　猫とゆかりのある踊場駅では、２月22日の猫の日を記念して猫の
写真展を開催します。皆さんの自慢の１枚をぜひご応募ください。
【写真展日程】 平成30年2月3日（土）～25日（日）
【応募要領】
・猫の写真をＡ４のフォト用紙に印刷して踊場駅に郵送してください。
・応募はおひとり様１点のみ。
・写真の返却はいたしません。
【郵送先】
〒245-0014 横浜市泉区中田南1-2-1
　踊場駅「猫の写真展」係
【応募締切】 平成30年1月10日消印有効

大感謝観戦チケット発売！
横浜ビー・コルセアーズ

カレンダー2018好評発売中！横浜市営交通

　試合会場特別ブースで抽選会に参加できる地下鉄１日乗車券付の
お得な「大感謝観戦チケット」を地下鉄12駅で発売します。
　市営地下鉄に乗って、応援に行こう！
【チケット販売対象試合】
平成29年12月2日(土)・3(日)
VS琉球ゴールデンキングス
平成30年1月27日(土)・28日(日)
VS名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
　 大人:2,600円、中高生:2,000円、
　 小学生:1,200円
　 横浜国際プール(都筑区)
　 北山田駅から徒歩５分

　 １部1,000円（税込） 
【形状】壁掛けＢ３（表紙含む13枚）
【販売場所】
地下鉄11駅事務室※、お客様サービスセンター（横
浜・上大岡）、市電保存館（通販あり）、有隣堂４店舗、
未来屋書店本牧店
※あざみ野・センター南・新横浜・横浜・関内・上大岡・上永谷・
　戸塚・湘南台・中山・日吉

三溪園 盆栽展
1/7(日)～21(日)

松柏類、花梨、椿、雑木などを中心とした盆栽約50鉢を展示します。鉢
の上の小さな自然が楽しめます。期間中は盆栽相談も受け付けます。
　 （入園料）大人700円、小人200円
　 横浜駅東口/桜木町駅からぶらり三溪園BUS(土・休日限定運行)
「三溪園」下車すぐ、8・148系統「三溪園入口」下車徒歩5分

三溪園（☎045-621-0634）

（ブルーヘブン）

　今年で3回目になる、交通局職員がおススメするスイーツのお店紹介！
地域に根ざした職員イチオシのスイーツを、ぜひご賞味ください。

交通局
職員おス

スメ

港南区上大岡西1-3-12
上大岡駅から徒歩3分
045-842-6808
10:00～20:00
火曜日

※掲載の表示価格は、税込価格です。※各特典はなくなり次第終了します。

ぐるっと12・1月号をご持参で商品ご購入の方に、
「パウンドケーキ」1個プレゼント!特典

ぐるっと12・1月号をご持参で商品ご購入の方に、
「サブレ」1個プレゼント!特典

ようせいのいたずら

中区本牧宮原2－6
桜木町駅から8・58系統ほか
「本牧宮原」下車すぐ
045-628-2035
10:00～19:00
火曜日

ケーキハウス
ノリコ
都筑区茅ケ崎東2-1-12
センター南駅から徒歩13分
045-942-4331
9:30～19:00
水曜日（月に1度）

（アンプリュース）

南区六ツ川２－１－４２
弘明寺駅から徒歩22分
045-715-6579
10:00～20:00
水曜日

（ボンコアン）
Bon Coin

Blue Heaven RELISH

Unplus

港南区丸山台3-30-10 
上永谷駅から45・130系統
「丸山台」下車徒歩3分
上永谷駅から徒歩12分
045-846-8838
9:00～20:00 　　月曜日

（レリッシュ）

南区中島町4－85
弘明寺駅から徒歩2分
045-721-1830
10:00～19:00　　
第1・3火曜、水曜日

津久井在来大豆100％使用した
「神奈川きなこプリン」（302円）

御養卵を使用した人気商品
「フルーツ小箱」（450円）

プチ・チーズケーキ
「横浜宝乳菓」（1個108円）

「石畳ショコラ」
（421円）

「純生ロールケーキ・
純生フルーツロールケーキ」（各1,080円）

12/15(金)まで

ぐるっと12・1月号をご持参で商品ご購入の方に、
「横浜宝乳菓」1個プレゼント!特典 12/19(火)まで

新羽保守管理所
早川早川

車両課 渡邊渡邊

新羽保守管理所
山田山田

営業・観光
企画課 内海

能力開発センター 手塚

子どものバース
デーケーキがお
いしかったです！

石畳ショコラは私が
３０年食べたショコラ
の中で一番美味し
いです。季節のデ
ザートや焼き菓子な
ども充実しているた
めお土産にも便利
です。

安くて、おいしい、
昔ながらの
ケーキ屋さんです。

上大岡東口にあるこじんまりとした
ケーキ屋さん。神奈川県産の大豆
にこだわった、神奈川きなこプリン
が美味しいです。

地元で人気の隠れた名店。ふわふわスポンジ
のケーキと純生ロールケーキが最高です。

車両課 岩澤

生クリームが絶品、ほどよ
い甘さと舌ざわりで大人
のスイーツです。でも、お
子さんにも大人気ですよ！

横浜市歴史博物館開館23周年感謝デー
1/27 (土)、 28 (日)

開館23周年をむかえる博物館感謝デー。この２日間はどなたでも、全館
無料で博物館をご利用いただけます。楽しいイベントも盛りだくさん！
　 （常設展示）一般400円、高校生・大学生200円、小・中学生100円
　 「センター北駅」下車徒歩5分

横浜市歴史博物館（☎045-912-7777）

みなとぶらりチケットで100円引き！

フランス産のマロンペーストを
使用した「モンブラン」（432円）

12 1月 月

ドイツクリスマスマーケット in 都筑 2017
12/２（土）10:00～20:00、
12/３（日）10:00～19:00

ドイツ料理やドイツやクリスマスにちなんだステー
ジパフォーマンスをお楽しみいただけます。
　 都筑区役所 地域振興課（☎045-948-2241）
　 センター北駅から徒歩1分

センター北駅前芝生広場

横浜山手西洋館 イルミネーション
11/24(金)～12/31(日)

各西洋館では、クリスマスシーズンに合わせてイルミネーションを点
灯します。決して派手ではありませんが、各館の趣に合わせた灯りが心
をなごませてくれます。
　 山手西洋館（☎045-623-2957）
　 桜木町駅からあかいくつ「港の見える丘公園」下車すぐ

　 西洋館7館および山手68番館（山手公園）
日没から点灯～23:00(初日のみ18:00点灯)

横浜市交通局詳しくは

都筑 クリスマスマーケット詳しくは
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