
夢 に向 つて !

「柏尾 元 旦 マラソン大 会 」のお知 らせ
2016年 11月 27日

主催 :柏尾地区連合町内会

柏尾地区社会福祉協議会

主管 :柏尾地区青スポ協議会

年末を迎え、皆様にはなにかとお忙 しい毎日のことと存 じます。

皆様には、日頃より地域社会発展のため、多大なるご尽力を賜 り厚 く御礼申し上げます。

さて、恒例の柏尾連合町内会・柏尾地区社会福祉協議会主催「柏尾元旦マラソン大会」を

下記要領で開催することとなりま した。つきま しては、ご多忙の折 りとは存 じますが、多数

の皆様のご参加をお願い申し上げます。

1口 日 時 017年 1月 1日 (祝)  午前 8時 45分集合、

同 9時スター ト (小雨決行)

2.集合場所  :「 けんこうはうす」口「柏屋」前 駐車場 (不動坂 )

3.主 催   :柏 尾地区連合町内会、柏尾地区社会福祉協議会

4ロ コース   :ス ター ト :「 けんこうはうす」口「柏屋」前 → ゴール :柏尾小学校 駐車場

Aコ ース

(約 5km)
柏屋 → 成正寺 → 富士見台 → 市民の森 → 柏尾台 →

上柏尾 → 御獄神社 → 優彩の街 → 柏陽台 → 柏尾小学校
０
乙 Bコ ース

(約 3km)
柏屋 → 成正寺 → 富士見台 → 市民の森 → 優彩の街 →

柏陽台 → 柏尾小学校

(3) Cコ ース

(約 lkm)
柏屋 → 成正寺 → メイク美容室 → 柏尾小学校

5口 参加資格 : 連合町内住民 [ただし、舞中生はOK](参加料は、なんと無料)

6口 そ の 他

(1)恒例となつた、廣海元柏尾小学校長寄贈の「廣海杯」を持つた記念写真撮影を用意 してい

ます。奮つてご参加下さい。
(2)参加者には解散地点の柏尾小学校にて参加賞と甘酒を用意しています。

(3)軽装でご参加願います。
(4)寝不足、酒酔いでの参加はご遠慮下さい。
(5)不明な点は、各町内自治会のスポーツ推進委員 口青少年指導員にお問合せ下さい。

記

{3以 上



夢に向つて !
主催 :柏尾地区連合町内会、柏尾地区社会福祉協議会

柏尾元旦マラソン大会
Aコース:約5Km   

―
Bコース:約3Km   ―・■

Cコース:約lKm   …・・L
い つ→2016年 1月 1日 (祝 )

午前8時45分集合、
午前9時スタート(小雨決行 )

どこで→「コミュニティストア」・「柏屋 」(不動坂 )前 集合

だれが→連合町内住民 &舞中生 (参加料は、なんと無料 )

(1)恒例となつた、廣海元柏尾小学校長寄贈の
「廣海杯」を持つた記念写真撮影を用意しています。

(2)参加者には解散地点の柏尾小学校にて

参加賞と甘酒を配付致します。

(3)軽装でご参加願います。
(4)寝不足での参加はご遠慮下さい。
(5)不明な点は各地域のスポ…ツ推進委員 (旧名:体育指導委員)、

青少年指導員にお問合せ下さい。
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年末年始のごみと資源物の収集日程

※ 年末も、ごみと資源物の分別と減
※ ごみと資源物は、各収集日の

(年末年始の期間は、通常と収集時間が

燃やすごみ
燃えないごみ ロスプレー缶 ・ 乾電池 プラスチック製

容器包装

缶・びん 。

ペットボトル

小さな金属類月・金曜日が
収集日の地域

火・土曜日が
収集日の地域

‐２

月

26日 (月 ) 収集日 通常の曜 日どおり

収集します

※分別されていないものは
収集できません。

27日 (火 ) 収集日

28日 Oκ )

29日 (木 )

30日 (金 ) 収集日

１

月

4日 (水 ) 通常の曜 日どおり

収集します

※分別されていないものは
収集できません。

5日 (木 )

6日 (金 ) 収集日

7日 (土 ) 収集日

※古紙・古布等の、「資源集団回収」の日程については、
実施している自治会・町内会等か、回収業者へ直接お問合せください。

※「燃やすごみ」と「資源集団回収」の収集日が重なる場合は、混ざらないように分けてお出しください。

資源回収ボツクス

年末は 12月 28日 (水)まで、年始は 1月 4日 (水 )から

粗大ごみの申込み
【電話での申込み】

年末は 12月 30日 (金)まで、年始は 1月 4日 (水 )から
【インターネットでの申込み】

※12月 30日 正午から1月 3日 にお申込みされた方への返信 (1又集日等のお知らせ)は、
1月 4日 以降になります。



～ 年末年始に、ごみを出さない・ごみを減らすために ～

ごみと資源物の収集

日を逃したら大変 !

年末年始の「ごみと資

源物の収集日」を確認

し、余裕をもって、掃除

や片付けをしてね。

食材の購入は、食べきれる分だけ !

お正月に備えて、つい食料品

を多めに買つてしまいがち。
せつかく作つた料理を捨ててし

まわないように、食べ切れる

分だけ、買い出しをしようね。

ミクショナリーで

検索しよう !

分類と出し方
のポイントが

出てくるよ。

ご諄の申込み

粗大ごみ受付センター
月～土 午前8時30分～午後5時

【12月 31日 ～1月 3日 はお休みです】

0570-200-530
携帯電話やIP電話などの定額制や無料通話などの通話料割引サービスを利用している方は

045-330-3953
●間違い電話が大変多くなつています。よく番号をお確かめください。
●月日火曜日や祝日の翌日は電話が大変込み合います。

お時間をずらして電話していただくか、インターネットでお申込みください。

httpsブ/― .sodJ.city.yokohamaJgjp
携帯電話ロスマートフォンでもお申込みができます。

● 12月 30日 正午～1月 3日 にお申込みされた方への返信 (収集日等のお知らせ)

は、1月 4日 以降になります。

045-662… 1225
※ 12月 のお申込みは、特に込み合い、年内の収集にお伺いできない場合があります。 ご了承ください。

資源循環局 事務所
月～土 午前8時～午後4時45分

【12月 31日 ～1月 3日 はお休みです】

鶴見事務所 502-5383 鶴見区小野町39 金沢事 努所 781-3375 金沢区幸浦2-2-6
神奈川事務所 441-0871 神奈川区千若町3-1-43 港北事 務 所 541-1220 港北区大豆戸町1238
西事 務所 241-9773 西区浜松町11-4 緑事務所 983-7611 緑 区長 津 田みなみ 台 5-1-15

中事務所 621-6952 中区錦町 11-2 青葉事務所 975-0025 青葉区市ケ尾町2039-1
南事務所 741-3077 南区睦町1-1-2 都筑事務所 941-7914 都筑区平台27-2
港南事務所 832-0135 港南区港南台8-4-41 戸塚事 務 所 824-2580 戸塚区川上町415-8

土ケ谷事務所 742-3715 保土ケ谷区狩場町355 栄事務所 891-9200 栄区上郷 町 1570-1

旭事務所 953-4811 旭区白根2-8-1 泉事務所 803-5191 泉区和泉町5874-14
磯子事務所 761-5331 磯子区新磯子町6 瀬谷事 務 所 364-0561 瀬谷区ニツ橋町548-2

671-3815 FAX 662-1225

平成28年 12月 横浜市資源循環局
横浜市資源循環局家庭系対策部業務課  〒231-0017横 浜市中区港町1丁 目1番地 電話



PTA会員の皆様

平成  28年   11月  16日

横 浜 市 立 柏 尾 小 学 校

PTA会 長   嘉代 峰子

校外指導委員長 足立 美鈴

学 校 長   栗原 繁昌

学 援 隊 だ よ り

日に日に秋が深まる季節となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。

さて 10月 26日 に多目的室にて、第二回学援隊定例会が行われました。

学援隊の皆様、地域の方々、PTA役員、校外指導委員に加え、登校班世話人 23名 が参加

した有意義な定例会となりました。

学援隊の皆様にお会いすることがありましたなら、お礼の言葉をよろしくお願いします。

学援隊の皆様からのお話

■子どもたちが放課後遊びに行くときなどに、自転車の左側通行を守らない子がいます。一

時停止や左右確認をしないで交差点に進入することもあり、大変危ないです。保護者の方が

お手本になれるよう、自転車の走行マナーを見直してください。

■下校中道路の真ん中に飛び出したり、横並びで広がって歩いている時があります。注意し

てもきかない子もいるので、交通安全のことも含めて、家庭内で注意してほしいです。

■寒くなってくると子供たちがポケットに手を入れて歩いているので危ないです。手袋の着

用をお願いします。

副校長先生からのお話

交通安全だけでなく心の教育の問題もお話に出ました。柏尾小は道徳教育にも力を入れてい

ます。すぐ結果が出るわけではありませんが、じっくり時間をかけて取り組んでいきたいで

す。
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学援隊 隊員 ボランテ ィア大募集 !

各地区から隊員ボランティアをしてくださる方が

いらつしゃいましたらご連絡ください。

柏尾/Jヽ学校  電話 822‐ 0277
副校長 中村先生まで

廃品回収のお願い

回収 日 :毎週水曜 日

※グランセレッソ横濱戸塚は毎週月曜 日

場所 :各 自治会・町内会の集積場所

※雨天時も回収します。

<< ふれあいか ら広がる柏尾っ子の絆 >>



平成 28年 11月 4日

柏尾町内会会員の皆様

平成 28年度赤い羽根共同募金 結果報告書

会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より町内会の運営につきまして、深いご理解ご協力を賜 り厚 く御礼申し上げます。

この度は、赤い羽根共同募金の運動にご協力を賜 りまして、誠にありがとうございました。

また、評議員、組長の皆様にはご多忙の中ご協力いただきありがとうございました。心より

御礼申し上げます。

共同募金結果について、以下のとおりご報告申し上げます。

共同募金領収書

千ハ,2)年 ′′月 り日

上記のとお り領収いたしました。
`″

3イ叶分

神奈川県共同社会福祉法人

戸塚
・  支会長

※本領収書は確定申告にご使用いただくことはできません。

相 澤
ご不明点がございましたら、共同

本
`ち

口1 内

募 金 種 別 寄 付 金 額

糸q場 金 ¥ /9ζ、子P/―

¥

合  計 ¥ ノ91、  P/¨

―

―
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上 下/辻村深月

/松本典子

ご|さん/今泉マユ子

で乗ιl越える思春期のADHD/宮尾益知

/神奈lll東海道ウォークガイドの会

/歌野晶午

/知念実希人

/東野圭吾

クラッ70アンド・ビ′Lド /11田圭介

I児童書 l

わんないきもの辞典/今泉忠明

/濡村有子

7′Lマ十一の絵本/高野紀子

展示 :5団体 模擬店 12団体で盛大に実施

されました。

ステージ会場でIき皆様から寄せられた献品による熊本支援募

金バザーが行われ40,6'0円の売ι:上ifがあιlました。

2日目:き気温が下がιL少しRn寒くなιlましたが模擬店の豚

汁がこてもおいしかったです。

Aロウィンイベントも大変盛ιl上がι12日間で来場者お滝

1500人でした。多くの方にご来場いただきましたここを

1■ 11・

|'7年末年始体館日 【体館日】
こ 月 火 水 木 令 |

12月 12日 (月 )

12月 28日 (ホ)～

,日 4日 (ホ )

1月 10日 (火 )

22

応当日予約

5 営業開始

2/28～ 3/4応当日
拍週日

◆横浜市舞岡地区センター◆
〈住所〉 〒244-0813

横浜市戸塚区舞岡町 3020
く電話雪〉 045-824-1915
〈FA×〉 045-824-1925

-



～和の心を学ぶ～1きじめての茶道体験
茶道に角虫れるのがはじめての方はもちろん、気軽にお

茶に親しみたい方にご参加いただける茶道体験企画

です。どうぞお気軽にお申し込みください。親子で、

お孫さんと一緒にも大歓迎 !

①l月 28日 (土 )

②13:OO～ 14:00または14:00～15:OO
③各国10人 (年長～成人)

④500円 (お茶・茶菓子付) ⑤白ソックス

⑥瀧瀬 晴子さん

受付初日は電話のみ。1通話 1人分、1講座を受付。2

①日にち、②時間、③定員、

日目以降は複数講座申し込み可。詳細はお問い合わせください。

④参加費、⑤持ち物、⑥講師、⑦備考

「親子ひろば」7ログラム
◆1～3歳児親子が対象です。「親子ひろば」は受付初

日から 1通話で複数講座を申し込めます。

◆「親子ひろば」はお子さん 1人につき保護者の方 1

人が付き添つてご参加<ださい。動きを伴うプロ

グラムのため、危険防止の観点からご理解・ご協力

をお願いします。

のびのび親子ひろIず (体育あそび)

①l月 17日 (火)  ②lO:OO～11:∞

①l月 25日 (水) ②10:00～ 11:∞
③20組、④こども1人 300円

コグニサイス ～脳ιlきιlき体操～
コグニサイズは認矢□症予防につながる新しい運動で

す。楽しみながら脳と身体を動かしましょう。

①l月 17日 鉄 ) ②lO:∞～11:∞
③30人 ④300円
⑦動きやすい服装でご参加<ださい。

1月の「イングリッシュ親子ひろば」「おしゃべり

英会話」はお休みです。

英国式金管バンド、プリティッシュプラス ラヴィアンローズ

の演奏を楽しむ、ハツピークリスマスコンサート

♪演奏 ノヽロックホ

♪朗読『クリスマJ

♪合唱 みんな ソング」

ま す

時

場

金

日

会

料

味噌作ιlで健康づくιl

国産の材料で味噌を手作りしましよう。同じ材料でも

作り手や発酵の環境により、出来上がりの味が異なり

ます。みなさんそれぞれの「手前味噌」に挑戦です。

①②l月 14日 (土)15:OO～
1月 15日 (日)9:30～13:00

③15人 (成人)④ 4,OOO円 (事前入金)

⑤エプロン、三角巾、タオル、味噌が 1 0kg程度入る

容器 (ホームセンターにある漬物容器など)

⑥小山 正子さん

⑦14日 は豆の水洗いなどの準備作業。15日 に味噌

作り、前年の味噌の試食をします。おにぎり&味噌

汁付。味噌のできあがりは約6.5kgです。

はじめてのビラティス
久しぶりに運動したい方、ピラティスに興味がある初

心者の方、一緒にピラティス体験をしませんか。体幹

を鍛えて、下腹部を引き締めましよう。

①全 4回すべて木0窪 日

1月 19日、2月 2日、16日、3月 2日
②lO:15～ 11:30 ③12人 (女性対象)

④3,OOO円 (4回分)

⑤ヨガマットまたはバスタオル、

汗拭きタオル、飲み物

⑥Masakoさん

⑦1920年代、ドイツの看護師だつた∃ゼフ・ピラテ

ィスが者案した、ヨガや太極拳を取り入れたエクサ

サイズです。

2016

舞

300

チ l



へのご い致します

横浜市では、平成 27年 1月 より市内の土砂災害警戒区域 (※ 1)内 に存在する約 9,800箇

所の崖地を対象として、専門家への委託により現地調査を実施 しています。

その結果を踏まえ、土砂災害警戒情報 (※ 2)の発表とともに避難勧告を一斉に発令する区

域を選定 し、大雨により崖崩れの発生が予想される際には、その区域内に居住される方々に対

して、速やかな避難行動を促すこととしています。

戸塚区の現地 lil・J査については、平成 28年 12月 から平成 29年 3月 までの期間に実施いたし

ます。調査にあたっては、対象となる崖地やその付近の住宅等に、本市から委託された業者が

伺い、調査内容等についてご説明させていただきますので、その際はご協力をお願い致 します。

土砂災害等戒区域

傾斜度 30度以上かつ高さ5m以上の産地があり、産崩れが発生するおそれのある区域を

神奈川県が指定。区域の位置については横浜市のハザー ドマップ、詳細な位置については

神奈川県の区域マップで確認できます。以下のホームベージを参Л照ください。

○土砂災害ハザー ドマップ (横浜市ホームベージ)

http://11ww city.yokohama lg.ip/kenchiku/kcnbou/bousai/gakc/gakc/hnlap/

○土砂災害警戒区域・特別瞥戒区域の法定図書など (神奈川県)

http://www.pref.kanagawa. jp/osirase/sabo/bousai/kcikai/kouii html

上砂災害筈戒情報

人雨による上砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村長が避難勧告等を発令する際の

判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報

調査対象

戸塚区の土砂災害警戒区域内にある崖地 (約 960箇 所 )

調査期間

平成 28年 12月 ～平成 29年 3月

調査概要

目的 :戸塚区の土砂災害警戒区域内に存在する約 960箇所の崖地の現地調査を行い、そ

の結果を踏まえて「土砂災害警戒情報の発表とともに避難勧告を一斉に発令する対

象区域」を■l‐ 新する。

内容 :土砂災害警戒区域内の崖及び擁壁の形状、状況、崖地に近接する建築物の有無や崖

地との離隔等を調査 し、崖崩れが発生した場合の影響などを記載 したり!1査票 (崖地

のカルテ)を作成する。

※ l

※ 2



4.調査方法

○ 調査対象の崖地やその付近に                       。

その際に、調査内容等について説明し、了解をいただいたうえで、調査を実施します。

○ 崖や崖に近接する建築物について、状況を記録するため、適宜写真撮影を行います。

○ 崖の形状を変えるような掘削調査等は行いませんが、状況に応じて、地盤調査用の

機器を用いて地層等の確認を行 う場合があります。

○ 崖の高さや勾配などを、簡易な測量機器等を用いて測定 します。

※不在等により現地調査が実施できない場合は、後 日、再度訪間し調査を実施します。

5。 「土砂災害警戒情報の発表とともに避難勧告を一斉に発令する対象区域」の更新について

崖地の現地調査を実施 した結果、土砂災害警戒情報の発表をもって速やかに避難勧告を発

令する必要がある場合には、区役所等と調整したうえで、対象区域を更新 し、横浜市のホー

ムページ上で避難勧告の対象となる区域を公表 します。

○避難勧告対象区域について (横浜市ホームページ)

http://111wwo c i ty.yokohama. lgo ip/sonlu/org/kikikanri/doshasaigai― sonac.hinlllkankoku

6.調査の受託者

一般社団法人 全IJ地質調査業協会連合

※調査の際は、横浜市の委託業者である旨を記載 した腕章等を着用し、

身分証明書を携帯 してお ります。

建 建防  第

身分証明書

神i ,ミ  llf l=

身分証明書の例

◆お問合わせ先

横浜市 建築局 建築防災課 がけ防災担当

TEL:671-2948      FAX:663-3255

<平 日 :8時 45分～17時 15分 (12時～13時を除く)>

トー

ー

ー

腕章の例
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平成28年 12月 1日 (木)～平成29年 1月 3日 (火 )
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一人一人が防犯意識を持ち
明るい笑顔で新年を迎えましょう !



振り込め 欺に遭わないために !

◎ 金融機関と連携した被害防止

□ 県警察では、振り込め詐欺の被害を未

然に防止するため、金融機関に対 して、

高額の振り込みや出金されるお客様への

声掛けを依頼しています。

□ また、被害に遭われる疑いがある場合

には、金融機関から通報をいただき、警

察官が直接事情を伺っています。

被害防止のため、これらの取組に

御理解、御協力をお願いいたします !!

◎ サギ撲滅歌合戦in神奈川の開催

歌のチカラで サギを防ぐ !

県内にゆかりのあるアーテイスト10組

が、オリジナルのサギ撲滅ソングを披露し、

優勝を競いました。

披露された曲は、県警YouTube「 防犯

チャンネル」にて公開し、息子 。孫世代か

らの注意喚起を目的としたサギ撲滅活動を

こ存知ですか?

振り込め詐欺等被害防止コールセンター

○ 同コールセンターから、
。 家族構成などの個人情報
。 キャッシュカー ドの暗証番号

をお聞きすることや、
。 お金を要求する話

をすることは、絶対にありません。

○ 電話機に通知される同コールセンター

の番号は、045-520-3145
です。

○ 「振り込め詐欺等被害防止コール

センター」に関する問い合わせは

神奈川県警察本部

特殊詐欺撲減対策推進本部事務局

(代表)045-211-1212

『‖市電■0■■0壌わった !』

唸社の金を使し んでしまった
'J『銀行で色●日かれたら      ´

『籠は行けないから、個の書がお金を取りに将く !』

L:

1神討 ll県

'自
/神豪lli報 響轟のな い賽倉・安・0ま■づくυ推遭情籠会/神類11県

神奈川県警察では、増加 している振り込め詐欺の被害を防ぐため、電話

で県民の皆様に注意を呼びかける「振り込め詐欺等被害防止コールセンター」

を民間の企業に委託して運用しています。

同コールセンターでは、振り込め詐欺の電話が多<かかつている地域に

お住まいの皆様に電話をかけ、犯人の電話より先回りした注意喚起を行う

ことで被害を防止するほか、金融機関、コンビニエンスストア及びタクシー

事業者の方々などにお客様への積極的な声掛けを依頼しています。



暴力団等から被害に遭わないために !

神奈川県警察は、公益財団法人神奈川県暴力団追放推進センター、神奈川県弁護士会及び地域・

職域における民間団体と一体になって

『暴力団を恐れない」

「暴力団を利用しない」『暴力団に金を出さない」

という「暴力追放三ない運動十 ]」 を展開し、社会から暴力団

暴力団から不当な要求があったら、すぐに警察に連絡してく

《お問い合わせ 。こ相談は》

■ 神奈川県警察 暴力団対策課
な くな れ 要 求

フリーダイヤル 0120-797049
■ (公財)神奈川県暴力追放推進センター

やくざゼロ

045-201… 8930

演劇「暴力団事務所の撤去に向けて」

「暴力団に協力しない」

を排除する活動を推進しています。

ださい。

交通事故に遭わないために !

年末の交通事故防止運動 12月 ‖日(日 )から12月 20日は)の 10日間

年末は交通量や飲酒する機会が増えることにより、交通事故の多発が懸念されます。

一人ひとりが交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組み、交通事故に遭わないようにしま

しょう !

ス回―ガン

運動の重点

無事故で年末 笑顔で新年

◎ 飲酒運転の根絶

◎ 歩行者 (特 に高齢者)と 自転車の交通事故防止

◎ 全ての座席のシー トベル トと

チャイル ドシー トの正しい着用の徹底



:                                                 :

11月 10日は「110番の日」です
|:

神奈川内の 110番通報件数は、年間で約89万件になります。 110番は、事件・

など警察に緊急通報するための専用電話で、その回線数も限りがあります。

相談事や照会などは、最寄りの警察署、交番 。駐在所に直接連絡するか

事故

警察本部の総合相談電話 045-664¨ 9110又は短縮ダイヤル#9110番を

こ利用ください。

なお、「#9110番」は、ダイヤル回線の電話からはつながりませんので、こ注意ください。

★ 110番センター (通信指令室)では、順番に次の 6つを

お尋ねしますので、落ち着いて答えてください。

1 何がありましたか ?(事件名)

2 いつですか ?(発生時間)

3 どこですか ?(発生場所)

4 犯人の使つた車、人相は ?(逃走手段等)

5 今どうなつていますか ?(状況)

6 あなたのお名前を教えてください。

■ 通報に際しての注意事項

0 住所や目標物を確認してください。

○ 車などを運転 しながらの110番は危険です。

○ 場所を移動 しながら通報はやめましょう。

O 電源は切らないでください。

]⊂咽

神奈川県警察では、言語や聴覚に障害がある方が、事件や事故に遭つた際に通常の 110番通報を

利用することができない時のために、メール 110番とFAXl10番 システムを運用しています。

利用方法については、県警のホームページに通報手段や通報要領を掲載していますのでこ覧ください。

ホームページア ドレス http://www.police.pref.kanagawa.ip/mes/mesg2009・ htm

正義。勇気。この街を守る新しι功竜

神奈川県警察官、警察事務職員募集

お問い合わせ先 神奈川県警察本部警務課採用係

0120-03-4145
本部主催説明会、随時開催中。

詳細は神奈川県警察ホームページの

採用情報からこ確認ください。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/

「県民のまもり」は、神奈川県警察ホームページでもこ覧になれます。



部分      |

＼平成29年 1月下旬 (予定)/

餘靱陽鰤飩 鼈鰈鶉

麒瑯硫漑 輻骰吻

コンビニ交付の便利な点は ?

早朝 ら藤  験で蜃用τき讚ず

マイナンバーカードを禾u用して、

全国のコンビニエンスス トアに設置されている

マリレチコピー機で、住民票の写しなど各種証明書が

取得できる「コンビニ交付」が始まります

区役所などが開いていない休日や夜間でも利用できるようになります

6時30分～ 23時 (12/29～ 1/3を除き無休 )

※ 戸籍証明書及び戸籍の附票の写しは、平日の 9時～17時

憲回より手数榊がぬくなります

区役所などの窓口で取得するよりも手数料が50円安くなります
※ 戸籍証明書は窓口で取得する場合と同額の手数料となります

本人及び同一世帯の方のみ

1通
300円

1通
250円

市内に印鑑登録されている

市内に本籍がある方のみ

本人及び同一戸籍の方のみ
戸籍(全部・個人事項)証明書

|



横浜市内では次の店舗で利用できるようになります (※ マリレチコピー機設置店舗に限る)

セブンイレブン  ローソン  フアミリーマート サークル Kサンクス

全国には他にも利用できる店舗があります (セーブオンなど)

申請から交付まで、ど
｀
本人がマルチコピー機を操作します

案内画面を見ながらのタツチノくネルによる簡単な操作で、申請書の記入も不要です

マルチコピー機

コンビニのマルチコピ

ー機とはコピーや写真

の印刷などができるコ

ピー機のことです

●  「行政サービス」を選択します 0篇縫≧侑沼』浙
セツトし`

※画面はイメージです
実際の画面とは異なる場合があります

0年裏晶霰瑾嘉「壇理繁
｀

0「必要事項」「部数」を選択

轟  Ft卜「itlilバ .ら"
1  =― 「I~T~TT'｀

91■   ・      ,‐

0証 明書の交付

コンビニ交付を利用する際の注意事項

利用できるのはマイナンバーカー ドをお持ちのご
｀
本人のみです

利用する際の暗証番号は、利用者証明用電子証明書の暗証番号 (4桁)です

取得された証明書の返金 。交換はできません

証明書が印刷されるまで多少のお時間がかかりますので、証明書の受け取りまで

その場を離れないようお願いします

0内 容の確認後、手数料を投入



鰊コンビニ交付におけるセキユリテイ対策 ヽ

1様々なセキュリテイ対策で、個人情報を守 ります

ご本人がマルチコピー機を操作して証明書を出力するため

コンビ
=エ

ンスストアに申請書などの個人情報は残りません

マルチコピー機の画面表示や音声案内により

マイナンバーカードや証明書の取り忘れを防ぎます

各店舗で出力した証明書の個人情報は

発行後すぐにコピー機から自動で消去されます

I糖連               います
【証明書のイメージ】

(壼員) (壇罠)

I“・

謡  :
綺 岬 tW∵ IJ

隠し文字

※コピーすると「複写」という文字が浮かびあがります

□

コンビニ交付に関する
ご案内について

ルセンター   °ba哺

-2525[(里』薫翼ムL雪 ]
-2828

偽造防止検出

画像

音声コード



コンビニ交付の利用には
【マイナンバーカードイメージ】

マイナンバーカードが必要です

マイナンバーを証明する書類として利用できます

顔写真付きの本人確認書類として利用できます

e‥Taxなどの各種電子申請が可能です

カードの交付手数料は無料です

※税金や年金などの個別情報は記録されません

マイナンバーカードの申請書は通知カードと一体になつていますので、切り離し、

署名や顔写真を貼付して、同封の専用封筒を使い、申し込んでください

※申請書は、区役所の戸籍課窓口やインターネツトで取得することができます

●
切り離す

0
封筒ヘ

入れる

0
ポス トヘ

投函
「]口[] J

専用の封筒ヘ

申請書を入れる

マイナンバーカードができたら、区役所から交付通知書 (ノ ガヽキ)が送られます

交付通知書に記載されている案内に従つて、事前に予約の上、来庁してください

マイナンバーカードに関するご案内について

市民局窓ロサービス課

横浜市 マイナンバーカー ド  検索

マイナンバーカードの申請書が見当たらない場合について
(マイナンバーカー ド総合サイ ト)

マイナンバーカード総合サイ ト 検索

マイナンバー制度に便乗した

不審な勧誘  A情 報の取得にご注意ください

● 是 覇 挿 Ъ 偶 番無 D18雛

(表 )

一裏

音声コー ド

横浜市市民局窓ロサービス課 平成28年11月 作成



1らの脚 らせ
≪発行≫平成 28年 11月

戸塚税務署
〒244-8550

横浜市戸塚区吉田町 2001

涵言 045-863-0011
(お 電話は自動音声にてお受けし、ご用件

に応じて担当者がお応えします。)

所得税・ 贈与税・ 個人消 費税 の

申 告 書 作 成 会 場 開 設 期 間

Ю鉤 晰  Ю田 鰺
土、日曜日を除きます。

ただし、 2月 19日 (日 )、 2月 26日 (日 )は開場 します。

9日まで、税務署に
場はありませんので
い0

国税庁ホームペー ジの「″層 ≠昔言等″〃J―ナー」で

「申告書」が作成できます。

作成した申告書は、①インターえが で誅 tθ―L減 又は

②印融し

“

階 事で提出

をすることができます。
※ 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

蠣稟鰈
⇒裏面もご覧ください



お知ら世①

社会保障・税番号制度 (マイナンバー制度〕の導入に伴い、

申告手続などには

ンプ電―の記
+

本人確認書類の

示又は写しの
が必要です

おまnら世② ≪年金所得者の確定申告不要制度≫
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源

泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万 円以下

であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

※ 所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であつても、所得税及び復興特

別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

※ 所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であつても、住民税の申告が必

要な場合があります。住民税に関する詳しいことは、お住まいの区役所におたずねください。
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2017

石汗

●●●●●●●●●●●●●●●●●●石テT争多受言青要寵ヨ・・・・・・・・●●●

申 し 込 み :自治会・町内会を通じて推薦を受けていただくようお願いしま

要   件 :満 15歳以上の市内在住の方で、性別は問いません。

研 修 期 間

日程・場所

了 証

:1年間 (過去に家庭防災員の研修を修了した方でも受講できま

:各区の消防署からお知らせします。

:研修修了者には、市長名の「修了証」を交付します。

風水害 火災 AED 心肺蘇

お 問 合 せ :研修内容等については、裏面の各消防署にお問い合わせくださ



主な研修内容

>防火研修

住宅防火対策など
を学びま・九

>地震研修

地震の知識や

対応方法などを

学びま・九

>災害図上訓練

(DIG)研修

災害図上訓練
(DIG Ofディグゝ
参加者が地図に

様々な情報を書き
込み、防災対策を
検討する訓練で丸

>救急研修

救急処置要領(AEDを
含めた心肺蘇生法)など
を学びま丸

>風水害研修

風水害の知識や

対応方法などを

学びま・九

>スキルアップ研修

各区の実情・家庭防災員の

要望に応じたカリキュラム

で丸 (選択制)

● ● ● ● ● ● 0●

◆約3時間の研修を3～4回で修了します。

(各消防署により時間と回数が異なる場合があります)

◆平日以外にも研修を行いますので、仕事をされている方でも参加出来ま・九

◆研修中に小さいお子様をお預かりする「一時託児制度」がありま丸
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多 各消防署連絡先

鶴見消防署

神奈川消防署
西消防署
中消防署
南消防署
港南消防署
保土ケ谷消防署
旭消防署
磯子消防署

503‐0119
316‐0119
313‐0119
251‐0119
253‐0119
844‐0119
334‐6696
951‐0119
753‐0119

金沢消防署
港北消防署
緑消防署
青葉消防署
都筑消防署
戸塚消防署
栄消防署
泉消防署
瀬谷消防署

781‥0119
546‥0119
932‥0119
974‥0119
945‥0119
881‥0119
892…0119
801‥0119
362…0119


