
今月号は、新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント等のお知らせ欄を縮小しています。
区役所、地区センター・ケアプラザなど各施設の事業・イベントの開催状況については、ホームページ等でご確認ください。

～夏真っ盛り！この季節にオススメの本を紹介します～

花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めもの
春田 香歩／著
偕成社 2018年発行

　皆さんは自分で布を染めたことはあり
ますか？この本では身近な植物などで、簡
単に布を染める方法を紹介しています。例
えば、ナスの皮を使って染めると、きれい
な青色や紺色になります。輪ゴムやビー玉
で模様をつけても楽しめます。この夏は
「染めもの」で、自然の面白さを体験してみ
てはいかがでしょうか？

子ども向けのおすすめ本のリストを図書館で配布しています。
図書館ホームページにも載せているのでぜひご覧ください！ よこはましりつとしょかん キッズページ 栄図書館　　891-2801　　891-2803

子どもと
一緒に！

『アイスクリームのあゆみ』編集委員会／編
日本アイスクリーム協会 2016年発行
　明治2年に横浜から始まった国産アイス
クリーム150年の歴史を、たくさんのパッ
ケージ写真とともに詳しく楽しく説明して
います。時代ごとのアイスクリーム製造・販
売事情や、昔なつかしの商品、今でも人気
の定番商品、メーカー各社の紹介など。読
んでも眺めても面白く、アイスが食べたく
なってしまう１冊です。

アイスクリームのあゆみ
日本アイスクリーム協会創立５０周年記念

大人向け

※画像は合成です。実際はこのように駐車していません。

特集
特集は6ページへ

 栄区のいま
（2020年7月１日現在）8 月号

No.274

ここから栄区版（⑤～⑧ページ）です
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栄区は国際認証・セーフコミュニティの認証都市です

●コラム…………………………⑤ページ
●特集「土木事務所のはたらく
くるまがカッコいい」……………⑥ページ
●福祉保健センターだより……⑦ページ
●コラム………………………⑧ページ

栄区役所 〒247-0005 栄区桂町303-19 栄区役所ホームページ
894-8181（代表番号） 栄区役所

人口 
119,751人

世帯数
51,988 世帯

区役所の受付時間は月～金曜（祝日、12月２９日～１月３日を除く）の８時４５分～１７時です。
第２・４土曜９時～１２時も戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課で一部業務を行っています。

広告



▲こんな柄のマンホールがあります▲

全長約340kmある区内の道路
を、道路パトロールカーで平日１
日２回、夜間は月１回巡回してい
ます。道路の異常をいち早く発
見し、適正に管理をしています。

パトロール中に道路の穴を発見した
ときは、すぐに埋める作業に

取りかかります▶

栄土木事務所
坂岸 義雄さん

栄区内にある「昇龍橋」は、横浜市で一番
古い石橋です。いたち川に架かる石造り
のアーチ橋で、東日本では極めて珍しい
形とされています。完成は明治中期から
大正初期と推定されており、『かながわの
橋100選』にも選定されています。

栄区にある街路樹の中で最も多いのは、イチョウで
す。区内の街路樹約1,500本のうち、約4割を占め
ています。黄葉が美しく、病害虫や剪定に強いので、
街路樹として多く植えられています。

道路上には多種類のマンホールがあり、土木事務所
では栄区内約3万か所の下水道施設のマンホールを管理しています。【所在地】長倉町１-29番地先

パトロールって
何するの？

土や砂利、木の剪定・伐採作
業等で発生した枝などを運
びます。作業で使用する工具
類も備え付けています。

道路が陥没してしまった時の穴埋め作業。
砕いた石を穴に流し込みます▼

栄土木事務所
林田 元彰さん

この車は何に
使うの？

石を砕く作業等をした際に出た
土や石、除雪作業で集めた雪を
道路維持作業車などに積み込む
作業をします。近い場所であれ
ばバケットというシャベルに物を
入れたまま運ぶことができます。

栄土木事務所
清水 文雄さん

大きなシャベルで
何するの？

街路樹や公園の樹木の剪定など、高い所の作業で使用する特殊な車です。
栄土木事務所では、高さ12ｍ～17ｍクラスの高所作業車をレンタルして剪
定作業をしています。

公園の高い樹木の剪定もお手のもの！▼平成26年２月の除雪作業の様子。
大雪の時は大活躍！▼

栄土木事務所
平井 有さん

何メートルまで
作業できるの？

せんてい

しょうりゅうばし
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特集

道路
パトロール
カー

■栄区には横浜市で一番古い橋がある！？ ■栄区にある街路樹、一番多いのは…

■栄区にある下水道のマンホールの数って…

８月は道路ふれあい月間。そこで今月は、道路を安全に使えるように日々働いている、土木事務所の車と
職員を紹介します。街で見かけたらチェックしてみよう！

【特集に関する問合せ】
栄土木事務所　　895-1411　　895-1421

No.１
道路維持
作業車

No.2

ホイール
ローダー

No.3
高所作業車
No.4



地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

セーフコミュニティとは
地域ぐるみでけがの予防活動を展開するまちに与えられる国際認証で
す。栄区では平成25年に日本で7番目に認証を取得し、30年度には
再認証を取得しました。

子どもたちのために毎朝活動しています
（本郷小学校）

このコラムでは簡単に取り組めるセーフコミュニティ活動を紹介するよ！ 

詳しくは

　大きな地震や台風などが起きたとき、自宅に危険がなければ「在宅避
難」という選択肢があることを知っているかな。
　住み慣れた自宅で生活を続けるためにも、まずは家庭での備蓄や地
震対策をして、在宅避難に備えよう！

　一方通行や速度規制などの交通規制や、路面をカラー化して目立たせ
ているところがあります。スクールゾーンの通行には特に注意しましょう。

　子どもの交通安全を守るために設定された交通
安全対策の重点地域の呼び名です。小学校を中心
におおむね半径500mの範囲です。特に危険な場
所の手前には、路面標示で、スクールゾーンである
ことを分かりやすく示しています。

　区内小学校では保護者や地域の皆さん
によるボランティア組織をつくり、スクール
ゾーンの特に危険な場所で旗振り誘導な
どを行っています。
　見守り活動にご協力いただける人は、お
住まいの地域の小学校にご連絡をお願い
します。

地域活動係　　894-8391　　894-3099

「スクールゾーン」では特に安全運転を！
～大切な 命を守る その運転～

栄区 セーフコミュニティ

　 電話でこども家庭支援担当
（　 894-8049)へ　 8月20日(木)9時～11時  　区役所新館 　 思春期､妊産婦､更年期､不妊相談など 

※妊産婦の人は、母子健康手帳を持参

　 電話でこども家庭係
（　 894-8410）へ

乳幼児歯科相談
妊産婦歯科相談　

　 8月24日(月)13時30分～14時45分 　区役所新館2
階 歯科相談室　   未就学児・妊産婦 計25人（先着）

離乳食教室
～もぐもぐ2回食～

　歯科医師による相談、歯科衛生士による
ブラッシング

ＨＩＶ・梅毒検査
ＨＩＶやエイズに
関する相談

　 毎週水曜 9時～9時45分　 区役所新館2階 
※検査結果は､原則1週間後の同時刻に直接本人に
　取りに来ていただきます

　無料(匿名で受付)　※心配なことがあってから3
か月以上経っていないと正しい検査結果が出ません
※梅毒検査のみの受診はできません　※ＨＩＶ検査
等に関する情報は､インターネットでこちらから

8月19日（水）9時～11時、8月27日（木）9時～12時、
9月1日（火）13時～16時　  区役所新館2階

8月27日（木）9時～12時、9月1日（火）13時～
16時　  区役所新館2階

　糖尿病､コレステロールが高い､体重コントロー
ルをしたい人などの食事療法の進め方、食習慣の
見直しについて

　高血圧､脂質異常､糖尿病､高尿酸血症などの
相談や健診結果の見方、ライフスタイルの見直し
について

　 ８月25日(火)13時30分～14時15分 　 区役所
新館２階栄養相談室　  月齢7・8か月頃の乳児と保護者
10組（申込み多数の場合は2部制/先着）

　 調理実演･講話等
※試食・保育はありません

　 電話で健康づくり係
（　 894-6964)へ
※「離乳食教室」は区ホーム
　ページでも申込み可

 　8月25日(火)9時～12時　  区役所新館2階栄養相談室 　 離乳食、少食、好き嫌いの相談など

卒煙相談(個別禁煙相談）     　8月19日(水) 9時～12時 　 区役所新館2階 　 肺の機能検査､呼気中一酸化炭素濃度測定

ＨＩＶ検査相談マップ 横浜エイズ市民活動センター

生
活
習
慣
改
善
相
談

管理栄養士による
個別相談

保健師による
個別相談

健
康
相
談
な
ど

こどもの食生活相談

女性の健康相談  

福祉保健センターだより 　 日時・期間　　会場　　対象・定員　　講師・出演等　　内容　
　 参加費・料金　　申込み　　問合せ　　要予約

※実施状況については、事前にホームページや紙面に記載のある問合せ先に確認してください。

種類･対象･予約の有無 日時･会場･定員 講師・内容･料金 申込み･問合せ など

子
育
て

が
ん
検
診

4か月児
1歳6か月児
3歳児

※詳細は個別に郵送される通知をご確認ください
受付:12時30分～   
13時30分 
　 区役所新館2階 

　 当日直接　 
　 こども家庭支援担当
　 894-8049
　 894-8406

乳
幼
児

健
診

　 8月7日（金）・26日（水）
　 8月19日（水）
　 8月5日（水）・21日（金）

母親教室
　 8月3日・17日・24日（各月曜）10時～11時30分
　 区役所新館2階  
　 初めて母親になる妊娠20週前後の人 

　 妊娠中の栄養、歯科衛生、安産体操、妊娠・分娩
の経過など ※母子健康手帳､｢子育てガイドブッ
ク どれどれ｣持参

　 9月10日(木)8時30分～11時40分
　 区役所新館2階(当日の受付時間は予約時に調整)  

　 胸部エックス線撮影
　 680円　※無地のＴシャツ（プリント・レース・
金具付きは不可）をお持ちください

　電話で障害者支援担当
（　 894-8405）へ

　 こころの病やそれに伴う生活上の困りごとなどに
ついて、医療ソーシャルワーカーが相談対応

精神保健福祉相談  　 平日8時45分～12時、13時～17時
　 区役所本館２階

　 ①9月3日（木）②10月2日（金）9時～12時 
　 区役所新館１階(当日の受付時間は予約時に調整)

　 以下どちらかを選択 
●視触診+マンモグラフィ検査　　1,370円
●マンモグラフィ検査（単独）　  　 680円

　①8月18日（火）②9月2日
（水）から電話で(公財)神奈
川県結核予防会(　 251-
2363／平日13時～16
時)へ

　8月11日(火)から
電話で健康づくり係
（　 894-6964）へ

◎「横浜市がん検診（肺、胃、大腸、子宮、乳房、前立腺）」は、実施医療機関でも受けられます。
　実施医療機関は、「令和2年度 栄福祉保健センターからのお知らせ」をご覧いただくか、健康づくり係または市ホームページでご確認ください。
◎【負担免除】がん検診は､令和２年度中に70歳以上になる人（昭和26(1951）年4月1日以前に生まれた人）、そのほか無料になる条件等は､健康づくり係へお問い合わせください。

横浜市  がん検診

意識して!安全運転

スクールゾーンとは

地域で行っています 登下校時の見守り活動

□ 飲料水 1人9ℓ（3日分）　□ 缶詰、レトルト食品など

□ カセットコンロ　□ 懐中電灯、ランタン　□ ソーラー式充電器
□ トイレパック 1人15個（3日分）　□ ラジオ など

□ 家具の固定・扉の飛び出し防止対策
□ ガラスに飛散防止フィルムを貼る など

食品

生活用品

自宅の地震対策

区
役
所
で
行
う
検
診

肺がん 
(昭和56年4月1日以前に
生まれた人/1年度に1回)

乳がん
(昭和56年4月1日以前に
生まれた女性/2年度に1回)
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　地域の課題解決や魅力づくりにつながる、団体による活動を支援します！
【対象事業例】
文化・スポーツ振興、防犯・防災、健康・にぎわいづくり、子育て支援、居場
所づくり等
【補助率】1・2年目は事業費の3分の2、3年目は2分の1
【上限額】
〇ベーシックコース５万円（アドバンス制度を利用した場合20万円）
〇サロン・居場所づくりコース2万円
【補助期間】最長3年間
　 8月31日（月）までに事前に連絡の上、申請書を持参し、地域力推進
　 担当（区役所本館4階44番窓口）へ。
　 ※募集要項・申請書類は区ホームページでダウンロード可。

広報相談係　　894-8335　　894-9127

食生活等改善推進員セミナー（全8回）

10月12日（月）・28日（水）、11月13日（金）、12月15日（火）、1月19
日（火）、2月9日（火）、3月4日（木）・16日（火）13時30分～15時30分
区内在住の人20人（原則：全8回参加できる人/先着）
1,210円（テキスト代）　　8月11日（火）から電話・来館受付

　ボランティア養成講座です。食生活等改善推進員（愛称：ヘルスメイト）
になりませんか？修了すると食生活等改善推進員として活動できるよう
になります。ご自身や家族の健康づくりに役立ちます！

生活衛生係　　894-6967　　895-1759

食品衛生責任者講習会

　【交流に関すること】生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

地域力推進担当　　894-8936　　894-9127 健康づくり係　　 894-6964　　895-1759

令和２年度 栄区みんなが主役のまちづくり
協働推進事業補助金＜2次募集のご案内＞

栄区みんなが主役

南部町 フルーツ狩り

大小無数の池とさまざまな
高山植物がある苗場山木道 県立自然公園に指定されている名久井岳と

南部町中央部を流れる馬淵川
町内の保育園の子どもたちを招いて
りんご狩りを体験してもらいました

①9月9日（水）14時30分～16時②9月17日（木）9時30分～11時
区役所新館3階309号室
店舗または給食施設で食品衛生責任者になっている人各24人（先着）
電話・FAX・来館受付

　長野県の最北端で、新潟県との県境に位置する栄村。山々に囲まれたこの地域
は、昭和20年2月12日にJRの観測点のうちで日本最高積雪(7m85㎝)を記録
したこともある日本有数の豪雪地です。自然豊かな農山村で四季折々の風景を
堪能でき、これからの時期は紅葉が見ごろを迎えます。特に秋山郷の紅葉は、訪れ
る全ての人を魅了する圧巻の光景です。
　北陸新幹線が長野県飯山市に開通したこともあり、栄区民の皆さんも足を運びや
すくなりました。下記の栄村秋山郷観光協会ホームページ内のテーマ「撮る」では、
四季ごとのおすすめエリアの美しい写真を紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

　青森県南の“果樹の里”南部町では、8月から秋のフルーツ狩りシーズンがス
タートします。青森県特産のりんごをはじめ、桃、梨、ぶどうなど、園主さんが愛情
込めて育てたさまざまな種類のフルーツが実っています。
　りんごはふじ、桃は川中島、梨はゼネラル・レクラーク（洋梨）、ブドウはシャイン
マスカットなど、多種多様な品種を育てていることも魅力の一つです。
　南部町は昼夜の寒暖差が大きく、フルーツが美味しく育つ環境にあり、山に囲
まれ、町の中央を川が流れている自然農かなところが魅力です。
　詳しくは、ながわ農業観光案内所ホームページをご確認ください。

＜桃狩り＞8月上旬～9月中旬＜梨狩り＞８月中旬～10月中旬
＜ぶどう狩り＞9月中旬～10月中旬＜りんご狩り＞9月上旬～11月中旬

新緑や紅葉の時期に
美しい切明夫婦滝

ホームページは
こちら↑

栄村秋山郷観光協会　　0269-87-3333　　0269-87-2366 ながわ農業観光案内所 (達者村農業観光振興会)　　 ・　 0178-76-3020

開催
期間

みんなで一緒に
頑張ろう！投票サイ

ト

ゆるキャラグランプリ タッチーくん

投票は、
9月25日(金)

まで！
１日１票投票
できます。

8 2020（令和 2）年 8 月号 ／ 栄区版

広告

※実施状況については、事前にホームページや紙面に記載のある問合せ先に確認してください。

編集・発行
広報相談係
　 894-8335
　 894-9127

エフエム戸塚
８３．７ＭＨｚで「栄区インフォメーション」などを放送中！
（第２金曜12時15分～12時30分は生放送）アプリからも聴けます

Twitter
区政情報のほかに、災害時などの
緊急時にも情報をお届けします。
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