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お知らせ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントや講座などが中止になる場合があります。また、発熱や咳症状などがある人の参加はご遠慮ください。

区役所高齢・障害係（　 866-8429      881-1755）

防災・人権啓発講演会 YouTubeによる
オンライン講演会
女性の視点を踏まえた避難所運
営と災害リスク【配信期間】３月31
日（金）まで区　 で視聴可能 　区
役所庶務係（　 866-8307  　881-0241）
第８回 区民社交ダンス交流会
【種目】フリーダンス、即席トライ
アルなど
　３月19日（日）13時30分～17時　 戸塚ス
ポーツセンター 　 社交ダンスを趣味とする人
　1,000円　 当日直接　 安斉（　 871-3178）
※感染症対策注意事項あり
第33回戸塚区民テニス大会　ミックスダブルス
　4月15日・22日（土）、5月5日（祝・金）、

7月1日（土）　 金井公園／東
俣野中央公園テニスコート
　区内在住・在勤・在学　1チー
ム4,000円 　　3月16日～30
日に、　 か　 （　    を記入）で
大石へ（ 　　826-0715
　totsuka-ta@m7.gyao.ne.jp）
第60回戸塚区民春季ボウリング大会
【種目】シングル戦３ゲーム
　4月16日(日)10時～13時（9時30分集
合）　湘南とうきゅうボウル（藤沢市遠藤滝
ノ沢698-10）　区内在住・在勤・在学
　2,500円（靴代別途） 　　4月5日までに 
　か　で戸塚区ボウリング協会 松芳へ
（　　 861-1935）

区
スポーツ協会

▲戸塚区テニス
　協会

▲　　はこちら

統一地方選挙（市会・県会・知事）のお知らせ
投票日に仕事やレジャーなどにより、投票所に行けないと見込まれる
場合は、期日前投票制度をご利用ください。２か所で投票できる期間
と時間が異なります。

●戸塚区総合庁舎
３階多目的スペース 大（戸塚町16-17）
【アクセス】戸塚駅西口（JR・市営地下鉄）徒歩２分
【投票時間】８時30分～20時
※駐車場：減免あり（60分）

●西武東戸塚店
７階フードコート奥連絡通路（品濃町537-1）
【アクセス】東戸塚駅東口（JR）徒歩５分
【投票時間】10時～20時
※駐車場：減免なし

期日前
投票

4月9日（日）

※3月24日（金）～31日（金）は知事選挙のみ投票できます（戸塚区総合庁舎での投票のみ）※駐車台数に限りがあるため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

「投票のご案内」を世帯ごとに、一つの封筒に同封して郵送しますので、ご自分
の「投票のご案内」をお持ちください。窓口での受付がスムーズになります。

詳しくは「投票のご案内」をご確認ください７時▶20時当日投票時間

4月1日（土）▶8日（土）

窓口へは時間に余
裕をもってお越し
くださいますよう、
お願いします。

３月中旬以降、受付窓口は非
常に混雑します。3月下旬に
ディーラーなどに依頼しても

廃車手続が完了しない場合があり
ます。早めの手続をお願いします。

【動画配信期間】3月１5日（水）～4月19日（水）
【質問書受付期間】①3月１5日（水）～24日（金）②3月25日（土）～4月6日（木）
【回 答 予 定 日】①3月31日（金）②4月14日（金）

に動画を公開し、質問書を受け付けます。回答は　 上で公表します。
①市素案説明会 で横浜市市素案説明会 検索

②市素案縦覧（閲覧） ４月5日（水）～19日（水）※土・日曜を除く
縦覧  建築局都市計画課（８時45分～17時15分）
閲覧  区役所９階93番窓口（８時45分～17時）

　から申請か、質問書（　　 、案件名、質問内容を記入、様式
任意）を郵送か持参で建築局都市計画課へ（〒231-0005　中区本町6-50-10）
質問書の提出について

で横浜市公聴会 検索

公述申出があった場合に開催。開催の有無は、4月24日(月)から　 か電話でご確認くだ
さい。※傍聴のみの場合、申込不要。

③公聴会

5月22日(月)1９時 戸塚公会堂

マーク
の説明

 講師・出演者  会場  対象・定員  費用  保育  持ち物  申込み  問合せ   電話番号  ファクス番号  休館日
Eメール  ホームページ  行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号、往復はがきの場合は返信面を明記。締切日必着。
 日時・期間 

白杖を頭上50cmにかかげるのはSOSのサインです。災害が起
きた時、手助けを必要とする人がいます。いつ起こるか分からな
い災害に備え、いま一度考えてみませんか？

３月11日から区役所２階高齢・障害支援課で配布します。
点字版冊子や音声訳CDの貸出も行います。

▲詳細はこちら

区役所登録担当（  866-8335     862-0657）

窓口は大変混み合います
※特に3月20日から4月5日は
　大変混み合います

引っ越し
シーズン到来

このサイン、知っていますか？

▲詳細はこちら

市内の他区へ
引っ越す

市外へ
引っ越す

市外からまたは市内の他区から
戸塚区へ引っ越してきた
戸塚区内で引っ越した
（例：戸塚町→吉田町）

最大3時間待ちの時も！

▲詳細はこちら

◀詳細は
　こちら

♪区民広間コンサート
区内で活動しているフルートアンサンブル　
ゼファー（フルートアンサンブル）、
小倉さちことライアーのミューズたち
（ライアーアンサンブル）の発表を行います。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、客席数を制限
することがあります。

▲詳細はこちら

毎月第３土曜日は、とつか音楽の日♪  
戸塚駅周辺で音楽イベントを開催

視覚障害がある人だけでなく、家族や近隣の人も一緒に、
防災リーフレットを活用して災害に備えましょう。

区民広間コンサート運営委員会事務局
（区役所地域活動係 　  866-8416     864-1933）

戸塚区選挙管理委員会（　 ８６６-８３１５     ８８１-０２４１） ※詳細は、横浜市選挙管理委員会　 でもご覧いただけます。

平成31年統一地方選挙　期日前投票者数（知事・戸塚区計）
（人）

※身体に重度の障害のある人
や介護保険の要介護５の認
定を受けた人のうち「郵便等
投票証明書」を交付されてい
る人は郵便による不在者投
票ができます。

※要事前申請
　詳しくは、お問い
合わせください。

視覚障害者向け戸塚区防災リーフレットを作成！

・事前の備え
・発災時にとる行動が分かります！

8日前 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 投票日前日
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7000 期日前投票所は投票日が近づく
につれて大変混雑します。お早め
の投票にご協力お願いします。

３月18日（土）12時～13時　  区役所３階 区民広間
当日直接

【都市計画の手続及び公述申出先】建築局都市計画課（　 671-2657      550-4913）
【都市計画の内容】道路局事業推進課（　 671-3533      651-6527）

４月以降に使う予定のない原動機付自転車、
バイク、軽自動車はありませんか？
４月以降に使う予定のない原動機付自転車、
バイク、軽自動車はありませんか？
～令和５年度軽自動車税（種別割）の課税について～

軽自動車税は毎年４月１日現在の所有者に１年分課税されます。

区役所軽自動車税担当（  866-8358      865-4592）

手
続
き
窓
口
一
覧

３月中に廃車などの手続が完了しないと令和５年度の税金が1年分課税
されます。ご注意ください！

国道1号戸塚警察署交差点立体化に
向けた道路の都市計画変更

公述の申出について 抽選10人　  4月5日～19日17時15分に　 から申請か、公述
申出書（　　 、案件名、意見の要旨を記入、様式任意）を郵送か持参で建築局都市計画課へ
（〒231-0005　中区本町6-50-10）

市素案説明会の開催、市素案縦覧（閲覧）、公聴会における公述申出の受付
※　 を閲覧できない場合は問合せ先までご連絡ください

▲詳細は
　こちら

戸塚区役所での手続きは不要です。
引っ越し先の区役所で転入届を

戸塚区役所窓口での
手続きが必要です。

マイナンバー
カードを使って
自宅で手続き

必要書類を
入れてポストへ

リアルタイムの窓口混雑状況が区　か
ら確認できます。詳細は本紙12ページ
をご覧ください。

オンラインで

郵送で

窓口で

または

または

ユーチューブ

車　種 手続き受付先
原動機付自転車（125cc 以下）
小型特殊自動車（フォークリフトなど）

区役所軽自動車税担当
（ 866-8358　 865-4592）

2輪バイク（125cc 以上） 神奈川運輸支局（ 050-5540-2035）
３輪、４輪の軽自動車 軽自動車検査協会（ 050-3816-3118）

※本紙14ページもご覧ください。

※転入先での手続
きも必要です


