【参考】過去に募集した「テーマ型共創フロント」一覧（概要のみ）
No.

テーマ

提案対象事業の概要

提案を希望する内容
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ガーデンネックレス
横浜 2019 春における
連携事業者等の募集

ガーデンネックレス横浜 2019 春では、みな
とエリアと里山ガーデンをメイン会場とし、花
や緑の魅力を高め、市域を超えた広報ＰＲを展
開するとともに、市民の花や緑に関する関心を
高める取組を実施します。

横浜市と連携し、「ガーデン
ネックレス横浜 2019 春」を
盛り上げる連携事業者及び
取組の提案を募集します。

「感震ブレーカー」
の設置率向上

近年の大地震における火災の多くが、電気器
具等による出火が原因となっています。横浜市
では、このような地震時の電気火災を防ぐため
の有効な手段である感震ブレーカーの普及啓発
※を図ることで、地域における防災力向上を進
めていますが、より一層の設置率向上に向けて
取り組みを進めていく必要があります。
多くの市民の皆様に、感震ブレーカーの有効
性の PR などを図ることで、実際の設置に繋
げ、燃えにくい燃え広がらないまちを推進して
いく必要があります。

大通り公園を有効活
用するためのイベン
トや取組について

関内駅周辺地区では、平成 32 年度に予定さ
れている市庁舎移転後のまちづくりが課題であ
り、現市庁舎街区の跡地活用はもとより、隣接
する公共空間（公園や道路など）を有効に活用
して、新たなまちづくりを進める必要がありま
す。
そこで、横浜市では現市庁舎街区や横浜公園
においてアウトドア会議室の実証実験を行うな
ど、屋外活用の試みを進めてきました。大通り
公園についても平成 28 年度から「大通り公園
によりみちしよう」をキーワードに、実証実験
を実施してきました。
以上をふまえた上で、大通り公園の魅力向上
を図るための、実証実験における公民連携の提
案・アイデア、及び連携事業者を募集します。
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いわゆる「ごみ屋
敷」の解消・発生防
止に関する協力やア
イデアの募集

横浜市では、「横浜市建築物等における不良
な生活環境の解消及び発生の防止を図るための
支援及び措置に関する条例」を施行し取組を進
めています。
このたび、いわゆる「ごみ屋敷」の解消を支
援する取組のほか、深刻化する前の未然防止
や、解消した後の再発防止のため、様々な人を
対象にした取組に関する提案を募集します。

横浜市健康づくり・
介護予防啓発イベン
トへの協力企業の募
集

市民が心身の健康を維持し、健康寿命を延ば
すためには、若い世代から健康的な生活習慣を
身につけることが必要です。
今回、主に 40～60 歳代を中心に高齢者まで
を含めた市民を対象に、健康づくり・介護予防
啓発イベントを開催します。
本イベントでは、著名人によるトークショー
や運動に関する講演会及び運動体験コーナー、

感震ブレーカーの設置につ
ながる提案
例：
・感震ブレーカーの設置、配布
（例：横浜市の補助事業を
活用等）
・取付希望世帯及び取付が困
難な世帯への
設置代行
・大通り公園の魅力が向上し、
賑わいと活力をもたらす取
組。
・公園の美観保持や利用ルー
ルが守られ、利用者が安心・
快適に過ごせる取組。
・複数の事業者と連携しなが
ら、自律的かつ継続的な実
施の可能性がある取組。
今回募集する提案は、上記を
踏まえた上で、先例にとらわ
れない新しいアイデアや、既
存の取組をさらに発展させ
るような提案を求めます。
(1)「ごみ屋敷」発生・深刻化
の抑制・未然防止（早期発見
含む）
(2)「ごみ屋敷」状態の早期解
消（当事者・その家族等によ
る実施支援）
(3)「ごみ屋敷」状態解消後の
再発防止
(4)「ごみ屋敷」問題に関する
市民・地域住民の理解促進、
当事者の孤立防止
本イベントにおいて、下記
の内容に関するブース出展
（展示、プチ講座等）、及び、
来場者へサンプル配布等を
していただける企業を希望
します。
・栄養改善（メタボ予防、骨

更に骨健康度や姿勢等の測定会を実施します。
健康づくりの関心をさらに高められるよう栄養
改善や社会参加の促進分野で、この趣旨に賛同
して、ブース出展等でイベント実施に協力して
いただける企業を募集します。
【開催日時】平成 30 年 12 月 11 日（火）
＿＿＿＿＿＿午前 10 時～午後 4 時（予定）
【会
場】新都市ホール、新都市プラザ
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自転車保険の加入促
進に関する連携事業
者の募集

平成 29 年５月に自転車活用推進法が施行さ
れ、自転車の利活用が推進される一方、自転車
に関する事故は増加傾向にあり、事故による高
額賠償事例も散見されます。万一事故が起こっ
た場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の
軽減を図るため、自転車利用者に対し、自転車
保険への加入を啓発します。

粗しょう症予防、低栄養対
策、生活習慣病対策等）
・社会参加の促進（排泄トラ
ブル対策、睡眠の質向上、
フットケア、口腔ケア、美
容等）

１ 自転車保険の開発又は情
報の提供
２ 自転車保険の周知、加入啓
発に関する取組

道路局の新たな取組
「横浜の道・橋・川
フォトコンテスト
（仮称）」開催にあ
たっての協賛・連携

○名称：横浜の道・橋・川フォトコンテスト
(仮称)
○主催：横浜市道路局
○概要：
(1) 写真作品の募集
(2) 受賞作品の選定及び表彰式の開催
(3) 2020 年カレンダーの制作等

(1) 写真作品の募集におけ
る連携
・「横浜の道・橋・川フォトコ
ンテスト（仮称）」とその取
組状況の PR につながる企画
(2) 受賞作品の選定及び表
彰式の開催
・賞品、賞金の提供を通じた
協賛
・審査会や表彰式での協力
(3) 2020 年カレンダーの制
作
・写真が主役となるカレンダ
ーデザインの
制作
・カレンダーの印刷
・カレンダーの宣伝
・その他受賞作品を活用し
た PR ツール

里山ガーデンフェス
タ（平成 30 年秋開
催）における連携事
業者等の募集

平成 30 年秋に開催予定の里山ガーデンフェスタ
において、幅広い年齢層の誘客と花と緑の関心
を高める取組を実施可能な連携事業者及び取組
の提案を募集します。
【平成 30 年秋の開催概要（予定）】
期 間：平成 30 年９月 15 日（土）
～10 月 14 日（日）
時 間：９時 30 分～16 時 00 分
入場料：無料
場 所：里山ガーデン（横浜市旭区上白根町
1425-4 よこはま動物園ズーラシア隣接）

【提案１】
会場内設置予定のイベント
テント等を活用したイベン
トの企画及び開催
【提案２】
イベント等を盛り上げる関
連コンテンツの展開
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国民健康保険加入者
における特定健康診
査受診率向上のため
の提案募集

横浜市国民健康保険では、加入者の高齢化など
により年々医療費が増加しているため、保健事
業の推進が必要となっています。
健康や医療に関する情報を活用して効率的な
保健事業を行うため、特定健康診査の受診を勧
めています。
特に 40 歳以上の加入者を対象にした特定健
康診査の受診率が低いことが課題になっている
ため、受診を促す企画や PR などにご協力いた
だける提案者を募集します。

・特定健康診査の受診率向
上に繋がるアイデアや企
画（事業に限らず、PR ツー
ルなども含みます）
・特定健康診査早期受診キ
ャンペーンやイベント等
で提供する物品の提供

◆事業名称
「はまっ子未来カンパニープロジェクト」
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横浜の子どもたちの
「キャリア教育」支
援につながる提案募
集

○横浜の大人が各学校の活動に連携・協力し
て、実社会の中で活躍するための資質・能力
を子どもたちに育成します。
○各校で起業体験に関わる優れた実践を通し
て、充実したキャリア教育「自分づくり教
育」を実現します。
○企業や地域と横浜の子どもたちが連携し、起
業体験（商品開発や販売、地域貢献）に関す
る学習を行う中で、子どもたちの社会参画や
地域貢献に対する意識を高める取組を行いま
す。
○実施対象となる学校は、横浜市立の小学校・
中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援
学校です。

・児童生徒と一緒に活動し
てつくり上げていく提案
を募集します。ご提案いた
だいた内容を学校に提示
し、学校が興味のある提案
に希望し、実施する流れを
予定しています。
・実施中、児童生徒が困った
ときに相談ができる社内
体制を希望します。

「感震ブレーカー」の
設置率向上及び普及啓
発

近年の大地震における火災の多くが、電気器
具等による出火が原因となっています。横浜市
では、このような地震時の電気火災を防ぐため
の有効な手段である感震ブレーカーの普及啓発
を図ることで、地域における防災力向上を進め
ていますが、より一層の設置率向上に向けて取
り組みを進めていく必要があります。
そこで、市内における感震ブレーカーの設置
率の向上に向けた取組や、感震ブレーカーの普
及啓発につながる提案を募集します。

・感震ブレーカーに対する
市民の関心や認知が高ま
る提案
・感震ブレーカーの設置、普
及啓発につながる提案

平成 30 年度「とつか
減災フェア」におけ
るワークショップの
出展等

いつ起こるかわからない大規模災害に備え、
区民の皆様に自助・共助の意識を高めていただ
くために戸塚区では防災・減災啓発イベント
「とつか減災フェア」を開催しています。
このイベントにおいて、子どもたちが、より楽
しみ、体験しながら防災意識を高めていただく
ため、民間の皆様が持つノウハウや商品そのも
のを活かしたワークショップを募集します。
〇昨年度実績
・平成 29 年 12 月９日（土）実施
・来場者数約 800 人
・参加企業・団体 21 団体

(1) 平成 30 年 12 月９日
（日）12:00～16：00 に戸
塚区総合庁舎で開催する
「とつか減災フェア」にワ
ークショップを出展する
こと
(2) 防災関連の内容を含ん
だワークショップである
こと
(3) 子ども（４歳～14 歳）
が楽しめる内容であるこ
と
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火災予防運動ポスタ
ー及び家庭防災員研
修受講者募集チラシ
の協働制作

67

人権啓発ポスターの
協働作成
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省エネ住宅普及促進の
ため、住まいのエコリ
ノベーション（省エネ
改修）やＺＥＨ（ネッ
ト・ゼロ・エネルギ
ー・ハウス）における
工事施工者の「施工技
術の向上」及び居住者
の「省エネ意識の向
上」等につながる講座
や現場見学会に関する
提案

・ポスターデザインは「秋の
火災予防運動」について
は、
「住宅用火災警報器」、
〇名称：火災予防運動で使用するポスター及び
「春の火災予防運動」につ
家庭防災員研修の受講者募集に使用するチラシ
いては、消防のイメージと
の協働制作
日頃からの火災予防を想
〇募集期間：平成 30 年５月 21 日（月）～６月
起させるようなデザイン
21 日（木）
とします。
〇制作期間：平成 30 年７月上旬～９月中旬
・チラシデザインは、防火、
〇制作内容：
救急、地震、風水害などの
(1) 30 年度 秋の火災予防運動ポスター Ａ３横
を予定（29 年度実績 Ａ３横 10,000 枚）
災害から自らの家庭や隣
(2) 30 年度 春の火災予防運動ポスター Ａ３横
近所の方を守るために必
を予定（29 年度実績 Ａ３横 10,000 枚）
要な知識や技術を身に付
(3) 31 年度 家庭防災員研修受講者募集チラシ
けていただくための「家庭
Ａ４縦を予定
防災員研修」の趣旨を踏ま
（30 年度実績 Ａ４縦 100,000 枚）
え、研修の内容がイメージ
できるようなデザインと
します。

市民一人ひとりの人権が尊重される社会をめ
ざし、人権尊重の精神を視覚的に訴え、市民啓
発を行う目的で、人権啓発ポスターを作成しま
す。
学生の皆さんがポスターをデザインすること
により、人権について考える機会、作品発表の
機会とするため、市内の学校法人に御協力をい
ただきます。
作成したポスターは、市内の公共施設、市内
小中学校及び市内企業等に配布し、掲出しま
す。

・協働作成をしていただけ
る、横浜市内に所在する
DTP 作成・デザイン・Web 作
成等デザインに関する専
攻学科を持つ学校法人か
らの提案を希望します。
・ポスターデザインは、標語
「大切にしよう人を思う
心」から想起されるデザイ
ンとします。
・成果物は、印刷工程に速や
かに移ることのできる完
全版下とします。
（版下作成までの費用は、学
校法人側でご負担いただ
き、いただいた版下をもと
に横浜市の負担により印刷
を行います。）

低炭素社会の実現に向けて、住宅の省エネ化に
関する施策を一体的に進めることで、市民への
普及啓発の推進及び市内企業の技術力向上等を
より一層推進し、本市の環境対策と経済を牽引
します。

工事施工者の「施工技術の向
上」及び居住者の「省エネ意
識の向上」等、様々な対象者
に対し、多様な講座や見学会
を行っていきたいと考えて
おり、講座や見学会の連携ア
イデアやコンテンツ提供等
の提案を希望します。
提案内容は、短期的なもの
だけでなく、継続的に複数回
開催するようなご提案でも
構いません。
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平成 32 年度に実施される新学習指導要領にお
いて、小学校におけるプログラミング教育が必
修となります。これに向けて、各学校における
プログラミング教育の推進を支援していくた
め、企業・団体等の中から、各学校の教育課程
に位置づけながらプログラミング教育の実施を
支援できる提案者を募集します。

横浜市立小学校及び義務教
育学校前期課程におけるプ
ログラミング教育支援

市営住宅におけるＩ
ｏＴ等を活用した高
齢者見守りシステム
の提案

横浜市では、国のシルバーハウジング・プロ
ジェクトにより、市営住宅の一部にバリアフリ
ー仕様と緊急通報システムを設置した高齢者用
住戸を設け、週２回（半日）生活援助員を派遣
して安否確認や生活相談を行っています。ま
た、緊急通報時には警備員の派遣による緊急対
応を行っています。
しかし、現行の緊急通報システムが老朽化し
つつあることから、配線工事等を必要としない
新たな高齢者見守りシステムの提案を募集しま
す。
また、入居者の協力のもと、住宅内に提案の
あったシステムを設置し実証実験を行います。

配線工事が不要で設置・撤去
が容易な緊急通報システム
による、
●入居者が居室、トイレ、浴
室などで体調が悪くなっ
た場合に、入居者の発報に
より横浜市が指定する警
備会社等へ緊急通報でき
る仕組み
●住戸内で入居者の動きが
ないなど異常を検出した
場合、横浜市が指定する警
備会社等へ緊急通報され
る仕組み
●住戸内で火災が発生した
時に横浜市が指定する警
備会社等へ緊急通報され
る仕組みの提案を希望し
ます。

「共同募金」のブラ
ンディング・ＰＲ

「赤い羽根共同募金」は社会福祉法に規定され
た、地域福祉の推進を図るための募金活動で、
横浜市では神奈川県共同募金会横浜市支会が実
施しています。
共同募金は、終戦直後の 1947 年、深刻な社会
的・経済的混乱のなかで国民たすけあい運動の
一環として活動が始まったもので、70 年たった
現在では「じぶんの町をよくするしくみ」とし
て、市民の皆様が行う地域に根ざした活動や社
会福祉施設等の活動の支援に活用されていま
す。
一方、市民の皆様からの寄附は年々減少して
おり、特に若い世代について共同募金の認知度
が低いという課題があります。
そこで、共同募金の趣旨に賛同していただ
き、その活動を広く発信・周知するための提案
を募集します。

再生可能エネルギー
を活用した街路灯の
更新に関する提案

JR 桜木町駅前のオープンスペース（市所有
地）及び岸根公園（港北区）内に、太陽光パネ
ルや風車により発電した電気で点灯する街路灯
が各１基設置されています。本設備は、市民に
身近な場所で再生可能エネルギーを広く普及啓
発する目的で設置されています。
この設備の更新を行い、再生可能エネルギー
の更なる普及を目指す事業の提案を募集しま
す。

平成 30 年度 横浜市
立小学校における
「プログラミング 授
業支援」の提案募集

「共同募金」のブランディ
ング、およびその PR により、
支援が必要な高齢者や障害
者、子どもたちの地域に根
ざした活動を支える「共同
募金」に対する市民意識が
高まるとともに、身近な地
域での助け合い運動につな
がり、自分たちの住み慣れ
た町での安心した生活にも
つながるようなご提案を募
集します。
特に、若年層（２０～３０
代）へのＰＲに寄与するご
提案を希望します。
次の①～②を満たす提案を希
望します。
① JR 桜木町駅前または岸根
公園内の既存設備を撤去
し、新たに別の再生可能エ
ネルギーを利用する設備に
更新する提案（２基両方、ま
たは希望するどちらか１基
のみでも可とする）。
② 更新後の維持管理に関す
る提案
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「はれのひ」の被害
にあわれた方々に対
し、新成人への善意
の気持ちを届けるた
めのご提案募集につ
いて

58

都心臨海部の魅力向
上につながる公共空
間の活用について

57

クラウドファンディ
ングを活用した地域
まちづくりの支援に
ついての提案募集

・市として「はれのひ」被害にあわれた方々に
対する、事業者の皆様からの善意のお申し出
を一括して受け付ける窓口を設置します。
・また、市ホームページ上に『新成人への善意
の輪～「はれのひ」被害にあわれた皆様へ
～』を開設し、皆様から頂いたご提案（サー
ビス提供や企画）を一括して掲載し、被害に
あわれた方々が、ご自身でサービス等をお選
びいただけるようにします。

・被害にあわれた新成人の
方々が、無償または実費程
度でご利用できるサービス
等を募集します。
（採用させ
ていただいたご提案は特設
サイトで一括して、ご紹介
します。原則としてお申し
出順に掲載します。）
・被害にあわれた方のお気持
ちやご負担に配慮した内容
としてください。通常の営
業活動はお断りします。
・別途利用者が用意する必要
がある物品や、条件等があ
る場合は、必ず提案フォー
ムに記載してください。
・個人（個人事業者は除く）か
らのお申し出はお受けでき
ません。
・特設サイトをご覧になった
方から連絡が入りました
ら、条件等を説明の上、サー
ビス等を提供してくださ
い。
・後日、申込件数及び実際の対
応件数を本市にお知らせい
ただきます。
（例：晴れ着のレンタル、着
付け、ヘアメイク、写真撮
影、新成人を祝い励ます
企画や場の提供ほか）

詳細は提案募集ページ(クリックでリンク)にて
ご確認ください。

―

横浜市都市整備局が所管する横浜市地域まち
づくり推進条例に規定する地域まちづくり事業
（特にエリアマネジメント及びヨコハマ市民ま
ち普請事業等）に対し、民間資金を原資とした
支援施策の充実を図るため、クラウドファンデ
ィングを活用したまちづくり団体への支援策の
提案及び連携事業者を募集します。

地域まちづくり事業（特に
エリアマネジメント及びヨ
コハマ市民まち普請事業等）
に係るまちづくり団体の資
金調達において、クラウドフ
ァンディングを活用した支
援策の提案及び連携事業者
を募集します。
特に、地域のまちづくりへ
の支援に関心があり、地域の
課題解決を目指して、横浜市
及びまちづくり団体と一緒
に資金調達方法等を検討し、
適切な助言や協力をしてい
ただける事業者を希望しま
す。
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大通り公園の有効活
用について

関内駅周辺地区では、市庁舎移転を契機に新し
いまちづくりが進められており、既に地域で活
動している団体等に加え、今後参画する事業者
等がプレイヤーとして連携し、公共空間を有効
に活用することが求められています。
その中で、当地区における緑の軸線として活性
化が期待されている「大通り公園」の魅力向上
を図る実証実験の連携提案・アイデアを募集し
ます。
◆実証実験実施期間
⇒平成 30 年 3 月下旬うち、平日、休日を含む
連続した 2～3 日間
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次の１～３を満たす提案を
希望します
１．大通り公園の魅力が向上
し、周辺に賑わいと活力を
もたらす。
２．大通り公園の本来の機能
を踏まえ、多 くの人が利
用・参加できる。
３．地域住民や既存利用者の
理解を得られ、大通り公園
がより良くなる。
※実施予定時期は左欄のと
おり短期間ですが、一過性の
イベント実施等ではなく、周
辺と連携を図り、持続的なま
ちづくりへの参画に繋がる
提案を期待します。

都市デザイン行政強
化のための職員研修
等における、ソーシ
ャルネットワーキン
グサービスの活用実
証実験

都市デザイン行政強化のための職員研修等に
おける受講生間のコミュニケーションや情報共
有環境における課題等を解決するとともに、研
修の実施効果や成果の質を向上させ、庁内の更
なるアーバンデザイナーを養成するため、職員
間ＳＮＳの実証実験を研修等の場を使って行
い、その効果を検証する。
○検証項目例
‐情報漏えい防止機能
‐情報周知機能
‐情報共有機能
‐集合知機能
‐コミュニティ機能
‐人材育成促進機能

比較的組織外部への公開性
が低く、アカウント状態や利
用状況の一元把握が可能な
ど、組織向けに特化した環境
となっており、投稿機能・フ
ィード機能・メッセージグル
ープ機能・グループページ機
能などが備わり、カジュアル
かつ簡易なコミュニケーシ
ョンのために UI デザインさ
れたサービス。および、活用
検証におけるデータ収集・検
証への協力が可能な事業者。

IoT 等※１を活用し、
新たな発想で商店街
の活性化と魅力ある
商店街づくりにつな
がる事業の提案
※１
「IoT 等」とは、IoT に
関連して技術革新が
進む、ビッグデータ解
析、AI（人工知能）、
ロボット等の技術の
総称として用いてい
ます。

平成 27 年 4 月、「横浜市商店街の活性化に関
する条例」が施行され、本市は、商店会や市
民・関係団体等と協働し、商店街の活性化を推
進しています。地域の特性を活かした魅力ある
商店街づくりには、新たな発想が不可欠で、事
業者等のアイデアや力を活用する「商店街活性
化のための区・局・事業者等連携事業」を実施
しています。
平成 29 年 4 月、経済局では多様な企業・団体
と連携し、IoT 等を活用したビジネス創出、社
会課題解決への貢献等に取り組む「IoT オープ
ンイノベーション・パートナーズ（I▫TOP 横
浜）」を立ち上げ、取り組むべき課題の一つに
商店街活性化を掲げています。
今後の社会変化を踏まえ、持続可能な商店街振
興や、魅力ある商店街づくりを進めるため、
様々な主体と連携を図りながら、IoT に関連す
る技術革新等、新たな発想を用いて取り組む事
業提案を募集します。

IoT 等を活用し、
商店街の活性化と魅力ある
商店街づくりにつながる提
案を希望します。
＜主な課題＞
・来街者を増やし、来街者層
変化への対応
・利便性の向上
・情報発信力の強化
・コミュニティの醸成
・活性化に寄与する新たな
発想のイベント実施

次を満たす提案を希望しま
す。
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中区 90 周年記念街歩
きイベントと連携し、
アプリ等活用した「商
店街等立寄り機会創
出や回遊性向上」につ
ながる提案

横浜市の下水道施設
へ導入可能と思われ
る新技術に関する研
究開発

【金沢区】
家に閉じこもりがち
な高齢者の外出を促
進し、介護予防や認知
症予防につなげる提
案

【金沢区】
特別養護老人ホーム
から外出できない高
齢者が施設内でもい
つもと違った時間を
過ごしたり外出気分
を楽しめたりできる
提案

平成 29 年は、中区制 90 周年・開港記念会館
開館 100 周年の他、吉田新田完成 350 周年、馬
車道 150 周年など多くの地域・建造物のアニバ
ーサリーイヤーです。周年事業に併せ、実際に
街を歩いて参加するロールプレイング・イベン
ト『演劇クエスト・横濱パサージュ編』を実施
します。（2017 年 12 月 16 日開始予定）
本イベントの参加者を対象に、アプリ等を活用
して中区周辺地域の回遊性を向上し、参加者が
商店街等へ立寄る機会を創出するための事業を
募集します。

１．遊歩型イベント『演劇ク
エスト・横濱パサージュ編』
の参加者を対象とする
２．新たな発想を用いて、イ
ベント参加者が商店街等へ
立寄る機会の創出につなが
る提案。
３．ICT、アプリ等の情報技術
を活用し、街歩き支援や中区
周辺の回遊性向上につなが
る提案。

横浜市の下水道施設（水再生センター、汚泥資
源化センター、ポンプ場、管きょ等）に導入可
能と思われる新技術に関する研究開発

・下水道資源・エネルギー利用
に関する研究開発
・下水道施設の維持管理に係
るコスト縮減に関する研究
開発
・下水道施設からの温室効果
ガス排出量削減に関する研
究開発

既存のサロン等に関心が薄く家に閉じこもりが
ちな高齢者や足腰が不自由で外出が困難な高齢
者に対し、魅力的なメニューや移動手段を用意
し、外出を促進し、人とのコミュニケーション
をとること等により介護予防や認知症予防につ
なげることのできる提案を募集します。

次の１～３を満たす提案を希
望します。
１．既存の高齢者サロン等に
関心が薄い方の興味を引く
メニューの用意
２．足腰が不自由な方でも参
加できるよう移動手段の用
意
３．介護予防、認知症予防に
つながる提案

特別養護老人ホームは、入所条件が原則要介護
３以上であることから、外出等には介助が必要
な方が多く、施設内で過ごす時間が長くなって
います。そのような方々が、施設内にいながら
外出気分を味わえ、気分転換ができるようなア
イデアを募集します。

・人生の仕上げの時を過ごす
特別養護老人ホーム内にお
いて、入所者が充実した時
間を過ごし、長寿であるこ
と、施設で生活できている
ことを喜べる提案。
・子どもや学生など、高齢者と
の関わりが薄い世代とも繋
がれる提案。
・現役世代の人たちが、将来、
自らが特別養護老人ホーム
に入居することをイメージ
したときに、ここで生活し
たいと思えるような提案。
・施設内で既に行われている
ような企画（季節毎のイベ
ントや誕生月のお祝いな

ど）以外で、行政には無い、
柔軟な発想による新たな取
り組みに繋がる提案。
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救急車適正利用ポス
ターの協働制作

火災予防運動ポスタ
ーの協働制作

近年、救急出場件数が急増していることか
ら、市民や事業者に向けた啓発ポスターの制作
を予定していますが、市民の皆様に分かりやす
く伝えるためには、配色やデザインのバランス
など、デザインに関する専門知識が必要です。
そこで、デザインの学科などがある市内の学
校法人に、ポスターのデザイン制作についてご
協力いただくとともに、学生に救急車の利用に
ついて考えていただく機会とします。
制作したポスターは、市内の官公庁、事業所
等に掲出を依頼するほか、デザインについて
は、その他消防局が取り組む事業でも幅広く活
用させていただきます。

➣協働制作をしていただけ
る、デザイン制作等に関す
る専攻学科を有する横浜市
内の学校法人からの提案を
希望します。

火災予防運動の一環として、市民や事業者に
向けた啓発ポスターを制作していますが、市民
の皆様により分かりやすく伝えるためには、配
色やデザインのバランスなど、デザインに関す
る専門の知識が必要と考えられます。
そこで、デザインの学科などがある市内の学
校法人に、ポスターの制作にご協力いただき、
ポスターデザイン制作を通じて、学生に防火・
防災について考えて頂くとともに、作品発表の
機会とします。
制作したポスターは市内の町内会や事業所に
掲出をお願いするほか、デザインについてはそ
の他消防局が取り組む事業でも幅広く活用させ
ていただきます。

・協働制作をしていただける、
デザイン制作等に関する専
攻学科を持つ学校法人から
の提案を希望します。

➣デザインは、救急車の適正
利用を想起させるようなデ
ザインとします。
➣デザインはイラストレータ
ーで作成し、版下としての
提供をお願いします。

・ポスターデザインは「秋の火
災予防運動」については「住
宅用火災警報器」、「春の火
災予防運動」については、消
防のイメージと日頃からの
火災予防を想起させるよう
なデザインとします。
・成果物は、完全版下としての
提供をお願いします。
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人権啓発事業の一環として、人権啓発ポスタ
ーを作成します。
市民一人ひとりの人権が尊重される社会を実
現するため、人権尊重の精神を視覚的に訴える
目的で毎年ポスターを作成します。
市内の学校法人に御協力いただき、学生たち
にポスターデザインの作成をしていただくこと
により、人権尊重の重要性・必要性について考
えてもらう機会、作品発表の機会とします。
作成したポスターは、多くの市民の目に触れ
るよう、市内の各公共施設、市内全小中学校及
び市内企業等に幅広く配布し、掲出します。

・協働作成をしていただける、
横浜市内に所在する DTP 作
成・デザイン・Web 作成等デ
ザインに関する専攻学科を
持つ学校法人からの提案を
希望します。
・ポスターデザインは、標語
「大切にしよう 人を思う
心」から想起されるデザイ
ンとします。
・成果物は、印刷工程に速やか
に移ることのできる完全版
下とします。
（版下作成までの費用は、
学校法人側でご負担いただ
き、いただいた版下をもと
に横浜市の負担により印刷
を行います。）

乳幼児健診待ち時間
を穏やかに過ごせる
サービスの提案

戸塚区総合庁舎 5 階健診フロアで行われる乳幼
児健康診査において、受付後最初の呼出までの
時間の長さが、健診受診者の大きな負担になっ
ています。少しでも待ち時間を穏やかに過ごせ
るサービスの提案を募集します。

乳幼児健診会場で待ち時間
を今より穏やかに過ごせる
ような提案を希望します。提
案にあたっては、以下の点に
配慮してください。
・健診受診者が公平に得られ
るサービスであること。
・提案を実施するにあたり、
今の健診の流れ等は変えず
に提供できること。
・健診受診者・職員にとって
シンプルでわかりやすいサ
ービスであること。
・サービスの運用に際し、職
員の負担が過度に大きくな
らないこと。
・個人情報を取り扱わないサ
ービスであること。

第 33 回全国都市緑化
よこはまフェア開催
に伴う、横浜駅の来
街者呼び込みのため
の PR 協力について

第 33 回全国都市緑化よこはまフェア（以下
「フェア」）の「みなとガーデン」会場への鉄
道利用来場者は、横浜駅において構内乗換利用
が中心で、JR 桜木町駅・関内駅及びみなとみ
らい線各駅からアクセスすることが想定されま
す。
現在、横浜市の経済活動の中心地である横浜
駅の商業施設は、駅ビル建替え工事の影響等も
あり、横浜市以西の再開発モール等へ来街者が
吸引されている傾向が否めません。
そのため、集客力のある今回のフェア開催を
契機に、来場者が横浜駅で下車し徒歩でみなと
ガーデン会場に向かうルートを提案し、当該ル
ートの楽しさなどを周辺企業の皆様と協働して
PR することで、横浜駅を中心とした西区内へ
の来街者の呼び込みと周辺の商業振興を図りた
いと考えています。

フェアの開催に合わせて、
西区と連携してフェア来場
者の横浜駅利用を
促進できるようなご提案を
希望します。
なお、本 PR に合わせて、提
案者様の希望する企画（自
社の PR や沿線・周辺の PR
など）と連携する提案も検
討可能です。
さらに本件趣旨に沿った
提案をお考えいただく上
で、さらに「里山ガーデ
ン」（郊外部会場）等施設
の PR についてご提案があれ
ば、関連する区局と連携の
上、検討可能です。

人権啓発ポスターの
協働作成
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横浜市救急相談セン
ター（＃7119（短縮
ダイヤル））の普及
プロモーションにつ
いての提案募集

第 50 回アジア開発銀
行(ADB)年次総会横浜
開催に向けた寄附の
募集

第 50 回アジア開発銀
行(ADB)年次総会横浜
開催での公民連携に
よる PR 及びおもてな
し企画の募集

バーチャルパワープ
ラント構築事業に関
する提案

横浜市では、急な病気やけがで、医療機関へ
行くか救急車を呼ぶか迷ったときに利用できる
救急電話相談と受診できる医療機関の案内を行
う救急相談センター「＃７１１９」を運営して
います。（年中無休・24 時間対応）
救急電話相談では、看護師が、症状に基づく緊
急性や、受診の必要性についてアドバイスし、
緊急性が高ければ、そのまま 119 番へ転送、緊
急性が低ければ病院や診療所を案内していま
す。
医療機関案内では、電話をかけた時に受診可
能な医療機関を案内しています。

横浜市救急相談センターを
市民の皆様へ周知するため
の広報や企画等について幅
広くご提案を募集します。

平成 29 年(2017)5 月 4～7 日に第 50 回アジア
開発銀行(ADB)年次総会が横浜で開催されま
す。本総会には内外を含め約 4,000 人の参加者
が見込まれます。本総会の開催を支援し、安
全・円滑な総会の実現及び参加者の歓迎のため
の寄附を募集いたします。

ADB 総会の横浜開催に向けた
準備（警備等含む）・運営支
援・広報費等へのご寄附によ
る支援をお願いいたします。
・寄附金額(一口)：100 万円
以上の申込とさせていただ
きます。
・寄附の方法：「寄附提案シ
ート」をご提出いただいた
後、横浜市からご連絡、ご相
談をさせていただいた後、寄
附に必要な書類及び納付書
を送付いたします。
（なおご寄附金は損金に算
入できます。）

平成 29 年(2017)5 月 4～7 日に第 50 回アジア
開発銀行(ADB)年次総会が横浜で開催されま
す。本総会には内外を含め約 4,000 人の参加者
が見込まれます。これらの総会参加者の歓迎及
び日本・横浜の魅力・技術力の発信を目的とし
た展示・PR・おもてなし等の企画について、広
く募集いたします。

総会開催に合わせ、下記の提
案を募集いたします。
(1)日本・横浜の魅力発信に
関する提案
(2)総会関係者の歓迎、おも
てなしに関する提案
(3)総会関係者への滞在支援
（配車・案内ボランティア
等）に関する提案
なお、内容について、平成 29
年 5 月 7 日（総会最終日）ま
での期間に実施できる企画
をお願いします。

横浜市内の小中学校（各区 1 校、全 18 校を予
定）を対象に、蓄電池等のエネルギー設備を統
合的に制御し、あたかも一つの発電所（仮想発
電所）のように機能させて、事業者と横浜市が
共に活用できる VPP 構築事業の実施を目指しま
す。

市内小中学校生を対象とし
た環境意識の醸成、再生可
能エネルギー普及を想定し
た電力安定化への社会的貢
献及び防災性の向上、エネ
ルギーコストの低減と CO2
排出量削減に寄与すること
ができる提案を希望しま
す。
なお、経済産業省の「バー
チャルパワープラント構築
事業費補助金」の対象とす
ることを想定しているた
め、その趣旨に沿った提案
を希望します。
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「はまっ子未来カン
パニープロジェクト
（起業家コンテス
ト）」（仮称）で市
立学校の子どもたち
が企業等の皆様と連
携を図りながら解決
する課題の募集
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人権啓発ポスターの
協働作成

34

住まいのエコリノベ
ーション（省エネ改
修）やＺＥＨ（ネッ
ト・ゼロ・エネルギ
ー・ハウス）におけ
る工事施工者の「施
工技術の向上」及び
居住者の「省エネ意
識の向上」等につな
がる講座や現場見学
会に関する提案

33

横浜市訪問型生活援
助サービス従事者に
対する研修への支援
につながる提案募集

横浜のキャリア教育「自分づくり教育」の
一環として、子どもたちの起業家精神を育む
「はまっ子未来カンパニープロジェクト（市立
学校の起業家コンテスト）」を実施します。
プロジェクトには、市立学校５０９校より２
０校程度が参加し、社会課題や企業等の皆様か
ら御提供いただいた課題を解決することを目指
します。
はまっ子が生涯学び続け、未来を生きていく
力をつけるために、リアルな課題を社会と関わ
りながら解決する学びの創造に御協力くださ
い。

○市立学校の子どもたちが
解決する課題の御提供
・商品の開発や企業等の皆
様のもつリアルな課題等
を、子どもたちが考え、ブ
ラッシュアップしながらよ
りよいアイデアや成果物に
仕立てていきます。課題を
解決する過程では、子ども
たちのアイデアに指導助言
をお願いします。

市民一人ひとりの人権が尊重される社会をめ
ざし、人権尊重の精神を視覚的に訴え、市民啓
発を行う目的で、人権啓発ポスターを作成しま
す。
学生の皆さんがポスターをデザインすること
により、人権について考える機会、作品発表の
機会とするため、市内の学校法人に御協力をい
ただきます。
作成したポスターは、市内の公共施設、市内
小中学校及び市内企業等に配布し、掲出しま
す。

・協働作成をしていただけ
る、横浜市内に所在する
DTP 作成・デザイン・Web 作
成等デザインに関する専攻
学科を持つ学校法人からの
提案を希望します。
・ポスターデザインは、標
語「大切にしよう人を思う
心」から想起されるデザイ
ンとします。
・成果物は、印刷工程に速
やかに移ることのできる完
全版下とします。
（版下作成までの費用は、
学校法人側でご負担いただ
き、いただいた版下をもと
に横浜市の負担により印刷
を行います。）

(1) エコリノベーションを学ぶ教育の場として
本アカデミーを開催し、講座や実際の既存住
宅の改修現場の見学会を実施するなど、学び
の場を創出します。
(2) ＺＥＨに関する情報共有と情報発信を行
い、新築住宅におけるＺＥＨ実現に向けた普
及啓発講座を開催します。

介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合
事業」という。）の横浜市訪問型生活援助サー
ビス（以下「生活援助サービス」という。）
は、従来の有資格者に加え「一定の研修受講
者」でも従事可能としているため、従事者に対
する研修への支援事業を募集します。

工事施工者の「施工技術の向
上」及び居住者の「省エネ意
識の向上」等、様々な対象者
に対し、多様な講座や見学会
を行っていきたいと考えて
おります。
提案内容は、短期的なものだ
けでなく、継続的に複数回開
催するようなご提案でも構
いません。
介護訪問サービス事業者
が、生活援助サービスの従
事者に対して研修を行うに
あたり、生活援助サービス
提供にあたっての必要知識
等を修得させ、サービス内
容の充実等を図ることので
きる標準テキストの作成協
力及び提供を希望します。
採用された提案について
は、横浜市と協定書を締結
した上で、横浜市と内容の
確認・調整を行い、標準テ
キストについては、他の事
業者や就業希望者等の皆様
が広く活用できるよう、イ
ンターネット上等で情報提
供させていただきます。

横浜市自転車総合計画が平成 28 年度に確定す
ることを契機に、自転車の安全利用に関する啓
発を強化する予定であり、自転車の交通ルー
ル・マナーの啓発や、自転車保険加入の推進、
整備点検の励行などの提案を募集します。

１．市営自転車駐車場にお
ける自転車保険加入推奨等
の取組
２．セーフティーサイクル
キャンペーン（４～5 月、
計 4 回実施予定）における
取組
３．その他、自転車の安全
利用の促進に関する取組

横浜市自転車総合計画（素案）のパブリックコ
メントに合わせて展開する、自転車の交通ルー
ル・マナーの啓発や、自転車保険加入の推進、
整備点検の励行などの自転車適正利用を促進す
るためのキャンペーンを効果的に実施するため
の提案を募集します。

１．自転車総合計画に関す
るキャチコピー等募集の受
賞者プレゼント
２．自転車保険への加入を
促進する取組
３．自転車の整備・点検を
奨励する
取組
４．その他、自転車の適正
利用の促進に関する取組

妊娠・不妊等啓発に
関する連携について

横浜市は少子化対策の一貫として、民間の皆様
との連携により若い世代の妊娠・出産を応援で
きるような企画を募集します。

これから、妊娠・出産につ
いて考える若い世代を対象
に、「妊娠・出産」をライ
フプランの一つとして考え
られるような企画のご提案
をいただきたいと考えてい
ます。現在こどもが欲しい
カップルだけではなく、妊
娠・出産に興味や関心が低
い方にとっても魅力のある
企画にしたいと考えていま
す。

「横浜都市デザイン
ビジョン」等、市の
政策の広報・普及に
ついてのモデル事業
の提案募集

横浜市（以下、市）では「横浜都市デザイン
ビジョン」（以下、本ビジョン）を平成 27 年
度春に策定しました。今後は本ビジョンをより
広く広報・普及していく必要があります。そこ
で、現在市の WEB サイトでデータでのみ公開し
ている「横浜都市デザインビジョン」の本編を
冊子として販売することに取り組みます。その
際、部数や受取先、受取時期など、必要とする
人の要求に合わせて届けるしくみを構築し、初
期印刷コストや在庫管理スペース、管理や発送
等の手間などの無駄を最小限にし、同時に全国
どこからでも必要な人が必要とした時に必要な
量を購入できるようにし、広く継続的に普及さ
せるためのモデル事業を募集します。
〇冊子概要
仕様：A4/カラー/無線綴じ/100 頁程度
価格：冊子は\1,500-前後を想定。

インターネット上で１人１
冊から注文でき、取り寄せ
ることができる。または、
全国の書店で１冊から購入
することができる事業の提
案など。なお、いずれの提
案も期間や数量を事前に限
定せず、継続を前提とする
しくみであるもの。
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自転車の安全利用に
資する連携について
（自転車保険、自転
車点検等）

30

横浜市自転車総合計
画（素案）のパブリ
ックコメントに合わ
せた
自転車適正利用促進
キャンペーンについ
て

29

28

27

横浜市民防災センタ
ー再整備に伴う公民
連携協働事業につい
て

26

住まいのエコリノベ
ーション（省エネ改
修）における工事施
工者の「施工技術の
向上」及び居住者の
「省エネ意識の向
上」等につながる講
座や現場見学会に関
する提案

地震防災戦略の減災目標の達成にあたり、よ
こはま地震防災市民憲章を具現化し、自助・共
助を推進する中核施設として、横浜市民防災セ
ンターを再整備します。27 年度は改修工事を
実施しています。
再整備にあたり、当センターの活用をＰＲでき
るような広報手段、防災・減災について普及で
きるイベントなどを募集することで、自助・共
助の取組による市民防災力の向上が図られ、減
災目標を実現するうえで、大きな役割を果たす
ことができると考えています。

1 当施設に来館し、学びたい
と思っていただけるような
魅力のあるチラシや、公民
一体になって市民の方々に
対し防災・減災について普
及していけるような様々な
イベントの提案を希望しま
す。
2 防災減災について学習され
た方々が即実践するための
防災アイテムや当施設に訪
れた方々が横浜土産や横浜
消防オリジナルグッズを購
入できる方法の提案を希望
します。
3 災害時の帰宅困難者一時滞
在施設として指定されてい
る当施設における災害情報
掲示板機能や災害ベンダー
機能ほか災害時に有用な機
能を付帯した飲料自動販売
機の提案を希望します。

エコリノベーションを学ぶ教育の場として本
アカデミーを開催し、講座や実際の既存住宅の
改修現場の見学会を実施するなど、「学びと実
践の場」を創出します。

工事施工者の「施工技術の
向上」及び居住者の「省エ
ネ意識の向上」等、様々な
対象者に対し、多様な講座
や見学会を行っていきたい
と考えております。
提案内容は、短期的なもの
だけでなく、継続的に複数
回開催するようなご提案で
も構いません。
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人権啓発ポスターの
協働作成

人権啓発事業の一環として、人権啓発ポス
ターを作成します。
市民一人ひとりの人権が尊重される社会を実
現するため、人権尊重の精神を視覚的に訴える
目的で毎年ポスターを作成します。
市内の学校法人に御協力いただき、学生たちに
ポスターデザインの作成をしていただくことに
より、人権尊重の重要性・必要性について考え
てもらう機会、作品発表の機会とします。
作成したポスターは、多くの市民の目に触れ
るよう、市内の各公共施設、市内全小中学校及
び市内企業等に幅広く配布し、掲出します。
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持続可能な住宅地モ
デルプロジェクト
（洋光台エリア）に
おける環境、エネル
ギーの取組活性化に
つながる提案

磯子区洋光台でＵＲ都市機構、神奈川県及び横
浜市が進めている持続可能な住宅地モデルプロ
ジェクトにおいて、企業との連携により、環
境・エネルギーに関する取組を進めます。

・協働作成をしていただけ
る、横浜市内に所在する
DTP 作成・デザイン・Web 作
成等デザインに関する専攻
学科を持つ学校法人からの
提案を希望します。
・ ポスターデザインは、標
語「大切にしよう 人を思
う心」から想起されるデザ
インとします。
・成果物は、印刷工程に速
やかに移ることのできる完
全版下とします。
（版下作成までの費用は、
学校法人側でご負担いただ
き、いただいた版下をもと
に横浜市の負担により印刷
を行います。）
○洋光台エリアにおいて、
企業が環境・エネルギー関
連の新製品・サービスなど
の実証実験や、モニタリン
グによる検証を行う提案
（例）
ア ＨＥＭＳ等を活用した
エネルギーマネジメント
イ 再生可能エネルギー、
未利用
エネルギーの活用
ウ 燃料電池の普及
エ 住宅の省エネ化、省エ
ネ機器の

導入（エコリノベーショ
ン）
オ 災害時の補助電源の確
保
カ 新モビリティの導入
等

24

23

「横浜市救急受診ガ
イド」の普及プロモ
ーションについての
提案募集

持続可能な住宅地モ
デルプロジェクト
（洋光台エリア）に
おける環境、エネル
ギーの取組活性化に
つながる提案

「横浜市救急受診ガイド」は、横浜市が運
用する市民向けウェブサービスで、スマートフ
ォン・パソコンからどなたでも利用することが
できます。
このサービスは、急な病気やケガなどで救急
車を呼ぶべきか病院に行くべきかを迷われた際
に、現在の症状から緊急度や病院受診の必要性
を判定するものです。

磯子区洋光台でＵＲ都市機構、神奈川県及び
横浜市が進めている持続可能な住宅地モデルプ
ロジェクトにおいて、企業との連携により、環
境・エネルギーに関する取組を進めます。

○ＵＲ団地の空き店舗に２
６年３月にオープンしたコ
ミュニティ拠点「ＣＣラ
ボ」における環境、エネル
ギー関連等の市民啓発イベ
ントに関する提案
横浜市救急受診ガイドの
市民周知のための広報や企
画等について幅広くご提案
を募集いたします。
（具体的な例）
・パソコン又はスマートフ
ォンの使い方教室などにお
ける「横浜市救急受診ガイ
ド」の PR など。
・介護及び福祉事業者様の
施設等で職員様に対する横
浜市救急受診ガイドの使い
方講習会の開催。
・事業者様の商品等を利用
した広報（商品への広告掲
載等）
・事業者様の施設等を利用
した広報（ポスター掲示、
チラシ配布）
・事業者様に広報用物品を
作成いただき消防関係のイ
ベントで配布
その他、広報につながる
取り組みのご提案や連携事
業者様を募集しておりま
す。
○洋光台エリアにおいて、
企業が環境・エネルギー関
連の新製品・サービスなど
の実証実験や、モニタリン
グによる検証を行う提案
（例）
ア ＨＥＭＳ等を活用した
エネルギーマネジメント
イ 再生可能エネルギー、
未利用エネルギーの活用
ウ 燃料電池の普及
エ 住宅の省エネ化、省エ
ネ機器の導入（エコリノベ
ーション）
オ 災害時の補助電源の確
保
カ 新モビリティの導入
等
○ＵＲ団地の空き店舗に２
６年３月にオープンしたコ
ミュニティ拠点「ＣＣラ
ボ」における環境、エネル
ギー関連等の市民啓発イベ
ントに関する提案

コミュニティバス「四季めぐり号」は旭区四季
美台・今川町・本村町地区と相鉄線二俣川駅・
鶴ヶ峰駅を結ぶ小さなバスです。公共交通の導
入を切望していた地域住民が「横浜市地域交通
サポート事業」を活用し、運行事業者の参画に
よる１年間の試験運行を経て、平成 25 年４月
１日より本格運行を実施しています。
本格運行後様々な課題も見えてくる中、安定
的に利用者数を確保する方策が求められる状況
にあります。

コミュニティバス「四季め
ぐり号」の運行に係る課題
を解決する提案全般、およ
び自社の企画・協力により
「四季めぐり号」の利便性
向上・運行支援等に資する
提案全般を募集します。

ヨコハマ市民まち普請事業に、企業の皆様が
関わっていただくことで、一層発展した事業と
するための提案を募集します。
※「ヨコハマ市民まち普請事業」についての詳
細は、別紙資料をご覧ください。

・ヨコハマ市民まち普請事
業で交付する助成金の原資
となる資金の提供
・ヨコハマ市民まち普請事
業の広報及びそのアイデア
の提供
・コンテスト開催場所等の
提供 など

18

横浜市立よこはま動
物園ズーラシア「ア
フリカのサバンナ」
全面開園に向けたキ
ャンペーンの実施

よこはま動物園ズーラシアの「アフリカのサ
バンナ」の全面開園に合わせて、平成 25 年度
から平成 26 年度のズーラシアの集客を最大限
に高めるために、公民連携によるアフリカサバ
ンナゾーンのキャンペーンを大々的に行い、開
園に向けて横浜市内外で盛り上げていきたいと
考えています。

「アフリカのサバンナ」
やズーラシアと関連し、施
設のコンセプトに反しない
内容であれば、費用や時間
が許す限り、多様な施策を
展開していきたいと考えて
います。
また「アフリカのサバン
ナ」の広報は、平成 27 年春
の全面開園まで継続して実
施する予定ですが、提案内
容は短期的なものでも継続
的なものでも構いません。

17

「横浜市下水道台帳
システムの再構築業
務」に関する情報提
供

環境創造局が運用している下水道台帳システ
ムは機器追加等によるシステム改修で今日まで
運用してきましたが、多様化する業務を支援す
るために機能向上を目的とした再構築を検討し
ています。

下水道台帳システム構築を
手掛ける事業者様から、提
案パッケージやシステム機
器構成等に関する情報を募
集します。

横浜市学力・学習状
況調査のデータ集計
業務への提案募集

学校及び教育委員会が使用する、横浜市学
力・学習状況調査の結果の入力と集計を簡素化
できるシステムの構築と設計

現行システムの修正（新
規含む）及び運用方法に関
する提案を募集します。
（1）学校で入力された調査
結果（小学校 342 校、中学
校 148 校）の効率的な回収
方法（ハード面、安全性含
む）
（2）回収データ（約 3 万
人・18 万人・6 万人の 3
回）からの平均値等の算出
方法（期間等含む）
※現行システム、帳票類、
納品物等は、「参考資料」
をご覧ください。

15

住宅用防災機器の普
及促進

「横浜市地震防災戦略」では、市民の方々に呼
掛け、住宅に感震ブレーカーや消化器などの設
置を促進することで被害の軽減を図ることとし
ています。また、平成 26 年６月消防局にて実
施した市民アンケートでは自宅への消火器設置
が約 62％にとどまっていることから、住宅用
防災機器の普及促進を図るものです。

「住宅用防災機器普及促進
協賛事業所のお知らせ」を
持参された方に住宅用防災
機器を販売価格から割引し
た価格での販売やその他サ
ービスを提供してくださる
防災機器販売店等を募集し
ます。

14

妊娠・出産に関する
啓発リーフレットの

妊娠・出産に関する啓発リーフレットの中に掲
載するマンガの作成についての協働作成

・マンガ枠の作成について
の提案は、マンガやデザイ

21

20

16

コミュニティバス
「四季めぐり号」の
利用促進に向けたア
イディア募集

「ヨコハマ市民まち
普請事業」に対す
る、企業からのサポ
ートについての提案
募集

マンガコーナーの協
働作成

13

12

11

（版下までを作成していただき横浜市にデータ
でご提出ください。リーフレットそのものの作
成は横浜市で行います。）

ンに関する学科などを有す
る学校法人・専門学校など
の教育機関から募集するも
のとしますので、個人での
申込みは対象外とします。
・作成にあたっては、正し
い理解のもと作成いただく
ため、専門家による妊娠・
出産に関する事前説明を提
案者に対して開催する予定
です。
・16～18 歳前後の学生から
市民の皆様まで幅広く読ま
れることを想定したうえ
で、妊娠・出産に関する正
しい知識を深めていただけ
る内容・ストーリーで作成
してください。

横浜市博物館系施設（はまぎんこども宇宙科
学館などの博物館系の集客施設を想定）の魅力
を増進させ、入館者増につながるためのアイデ
アを募集します。

具体的には次のようなアイ
デアを募集します。
・財政負担の少ない展示物
更新のアイデア
・体験施設・設備の新設・
更新に関するアイデア
・プラネタリウムなどの映
像内容に関するアイデア
・カフェ、物販事業に関す
るアイデア など

人権啓発ポスターの
協働作成

人権啓発事業の一環として、人権啓発ポスタ
ーを作成します。
市民一人ひとりの人権が尊重される社会を実現
するため、人権尊重の精神を視覚的に訴える目
的で毎年ポスターを作成しています。このた
び、学校法人の協力をいただき、学生たちにポ
スターデザインの作成をしてもらうことで、人
権の大切さを学ぶ機会とともに、作品発表の機
会とします。
作成したポスターは、多くの市民の目に触れる
よう、市内の各公共施設、市内全小中学校及び
市内企業等に幅広く配布し、掲出します。

○協働作成をしていただけ
る、横浜市内に所在する
DTP 作成・デザイン・Web 作
成等デザインに関する専攻
学科を持つ学校法人からの
提案を希望します。
○ ポスターデザインは、標
語「大切にしよう 人を思
う心」から想起されるデザ
インとします。
○成果物は、印刷工程に速
やかに移ることのできる完
全版下（JPEG）とします。
（版下作成までの費用は、
学校法人側でご負担いただ
き、いただいた版下をもと
に横浜市の負担により印刷
を行います。）

モビリティマネジメ
ントの推進のための
連携
（１）啓発マンガリ
ーフレットの協働作
成
（２）啓発ポスター
の協働作成

横浜市では、「過度にマイカーに頼る生活」か
ら「徒歩、自転車、公共交通を中心とした多様
な交通手段を適度に利用する生活」への自主的
な転換を促す、モビリティマネジメントを実施
しています。
今般、モビリティマネジメントの取組につい
てより多くの市民のみなさまに理解していただ
くための取組として、学生の方々に作品を作成
いただく以下の二つについて提案を募集しま
す。
（１）啓発マンガリーフレット協働作成
（２）啓発ポスター協働作成
作成したリーフレット、ポスターについては本
市のホームページへの掲載、公共施設等への掲
示、市民の皆様への配布等を行う予定です。

・提案は、マンガやデザイン
に関する学科などを有する
学校法人・専門学校などの
教育機関から募集いたしま
す。
・（１）マンガリーフレッ
ト、（２）ポスター作成に
ついての考え方、取組体制
など自由にご提案下さい。
・（１）マンガリーフレッ
ト、（２）ポスターは、小
中学生から市民の皆様まで
多くの市民の皆さまの目に
触れることを想定して、モ
ビリティマネジメントにつ
いて理解を深めていただけ

横浜市博物館系施設
の魅力増進に向けた
アイデア募集

る内容・デザインで作成し
てください。
・作成いただく（１）マンガ
リーフレット（２）ポスタ
ーは、完全版下としてデー
タでご提出ください。（版
下作成までは、提案者側で
費用をご負担ください。い
ただいた版下をもとに横浜
市の負担により印刷をいた
します。）
・（１）（２）は個々の提案
として募集します。どちら
か一方のみの応募でも
（１）（２）両方について
ご提案いただいても結構で
す。

10

横浜市読書活動推進
ネットワークフォー
ラム周知用ポスター
の協働作成

横浜市では、「横浜市民の読書活動の推進に
関する条例」が平成 26 年４月に施行されまし
た。３月に策定した「横浜市民読書活動推進計
画」に基づき、今後、子どもから大人まで広く
市民の読書活動を支えるための環境を整え、読
書活動を推進することとしています。
そこで、今年の読書活動推進月間の一環とし
て、11 月２日にパシフィコ横浜で開催される
「横浜市読書活動推進ネットワークフォーラ
ム」の周知用ポスターを学校法人の協力をいた
だき、学生の方々にポスターデザインの作成を
していただくことで、読書活動について学ぶ機
会とともに、作品発表の機会とします。

9

横浜市立学校の教職
員業務の効果的・効
率的な改善に向けた
実践的なアイデア募
集

横浜市立学校の教職員業務の効果的・効率的な
改善（授業を除く）

8

魅力ある介護予防活
動メニューの提案及
び活動支援について

横浜市では、元気なうちから介護予防に取り組
む地域づくりをめざすため、「地域づくり型介
護予防事業」として次の事業を実施していま
す。

◆本フォーラムのポスター
の「デザイン」を行ってい
ただくことについての提案
を求めます。
◆横浜市内に所在する DTP
作成・デザイン・Web 作成
等デザインに関する専攻学
科などを有する学校法人か
らのご提案を希望します。
◆ポスターデザインは、事
前に打合せさせていただ
き、本フォーラムの趣旨を
踏まえたデザインとしま
す。
◆成果物は、印刷工程に速
やかに移ることのできる完
全版下（データ形式は別途
指定）としてください。
（版下作成までは、提案者
側で費用をご負担いただ
き、横浜市にデータでご提
出ください。ポスターの印
刷は横浜市で行います。ま
た、作成にあたっては、随
時、横浜市と内容等の調整
をお願いします。）
横浜市立学校の教職員にと
って効率的・効果的な働き
方への業務改善をモデル的
に進めていくための提案を
募集します。
なお、提案いただいた業務
改善について、具体的な検
証を行うことを希望される
場合は、期間を区切り、横
浜市内の小中学校数校にお
いて現地調査を行うことが
可能です。
※現地調査については横浜
市が可能と判断した場合に
限り実施します。
横浜市では、介護予防活動
の魅力を高め、より多くの
市民の参加を促進していき
たいと考えています。この

（１）元気づくりステーション事業
地域における主体的・継続的な介護予防のグ
ループ活動を推進しています。
（２）介護予防普及啓発
イベントや講演会、広報等による啓発活動を
実施しています。
（３）地域介護予防活動支援
地域の人材育成や、関係機関との連携を図り
活動を支援しています。

ため、専門知識やノウハウ
を通して多様な活動メニュ
ーを提案し、横浜市と連携
して「地域づくり型介護予
防事業」の活動を支援して
くださる事業者を募集しま
す。

地震防災戦略の減災目標の達成にあたり、よこ
はま地震防災市民憲章を具現化し、自助・共助
を推進する中核施設として、横浜市民防災セン
ターを再整備します。25 年度は基本構想（別
紙参照）をもとに、基本設計を進めています。
再整備にあたり、市民の方々に質の高い知識・
技術、サービスを提供する他、最新の防災用品
等の紹介や普及等については、民間活力と連携
し、一緒に防災・減災について普及を行いたい
と考えています。これにより、自助・共助の取
組による市民防災力の向上が図られ、減災目標
を実現するうえで、大きな役割を果たすことが
できると考えています。

当施設に来館し、学びたい
と思っていただけるよう
な、また来館した方が、気
持ち良く使っていただける
ような、魅力ある施設とな
るための、企業の関わり
方、物品の提供、広報の方
法、など公民一緒になって
市民の方々に対し、防災・
減災について普及していけ
るような様々な可能性につ
いての提案を希望します。

人権啓発事業の一環として、人権啓発ポスター
を作成します。
市民一人ひとりの人権が尊重される社会を実現
するため、人権尊重の精神を視覚的に訴える目
的で毎年ポスターを作成しています。このた
び、学校法人の協力をいただき、学生たちにポ
スターデザインの作成をしてもらうことで、人
権の大切さを学ぶ機会とともに、作品発表の機
会とします。
作成したポスターは、多くの市民の目に触れる
よう、市内の各公共施設、市内全小中学校及び
市内企業等に幅広く配布し、掲出します。

○協働作成をしていただけ
る、横浜市内に所在する
DTP 作成・デザイン・Web 作
成等デザインに関する専攻
学科を持つ学校法人からの
提案を希望します。
○ ポスターデザインは、標
語「大切にしよう 人を思
う心」から想起されるデザ
インとします。
○成果物は、印刷工程に速
やかに移ることのできる完
全版下とします。
（版下作成までの費用は、
学校法人側でご負担いただ
き、いただいた版下をもと
に横浜市の負担により印刷
を行います。）

5

環境に配慮した住宅
を建設・購入される
方へのインセンティ
ブ

CASBEE 横浜での高い評価を誘導するため、高
い評価の住宅を建設・購入した方へのメリット
（商品やサービスの割引・プレゼントなど）に
ついて、広くご提案を募集します。

横浜市では、建築物の環
境性能を評価するＣＡＳＢ
ＥＥ横浜を活用していま
す。
2,000m2 以上の建物は新
築時に自己評価の届出が義
務付けられていましたが、
H24 年度から戸建を含む
2,000m2 未満も希望者は届
出が可能となりました。
企業等の環境への CSR の
取組となるとともに、高評
価へのインセンティブとな
るようなものを考えていま
す。

4

100 万人の健康づく
り戦略「よこはま市
民健康ポイント制
度」の公民連携協働
事業について

健康ポイント制度を通じて、市内全域で【歩
く】をテーマに「健康づくりのムーブメント」
を起こし、多くの市民の「健康行動の習慣化」
を目指しています。
「健康長寿日本一の都市」の実現に向けて健康

Ａ：ポイント制度のオフィ
シャルスポンサー
Ｂ：ポイント制度の歩数計
データを管理するメインシ
ステム運営

7

6

横浜市民防災センタ
ー再整備に伴う公民
連携協働事業につい
て

人権啓発ポスターの
協働作成

ポイント制度を共に盛り上げる事業者のアイデ
アを公募します。

3

2

1

たまプラーザ地域ケ
アプラザ内における
「子育て支援施設」
の公民連携協働事業
について

「よこはまエコ保育
所」（認証制度）の
取得拡大をサポート
するインセンティブ

横浜市子育て情報ポ
ータルサイト構想へ
の協力

平成 25 年２月開所予定の「たまプラーザ地域
ケアプラザ」の一室「（仮）みんなのプラザ」
で、青葉区と共同で子育て支援施設の運営を行
う提案を募集します。

環境に配慮した保育所として注目を集めている
「よこはまエコ保育所」の対象を、24 年度は
新設園だけではなく、既存園および内装整備案
件にも拡大します。
保育園の事業者が認証取得を促進するためのサ
ポートとなるご提案を募集します。

横浜市職員の発案により事業化を目指す「個人
最適化された情報提供を可能とする子育て情報
提供手法」の実現に向けた民間企業等からの協
力募集

Ｃ：携帯や既存カードシス
テムを活用したポイント制
度の協力運営
Ｄ：ポイント制度の全体プ
ロデュース・協賛広告営
業・プロモーション等
E：ポイント制度に関係する
協賛、及び、健康ポイント
加盟店
「（仮）みんなのプラザ」
は、親子が集う「広場」を
ベースに、土日限定で「親
子向けプログラムの実施」
「一時託児の実施」「３世
代交流の実現」の３機能を
コンセプトとした事業を、
スタッフ常駐で展開いただ
きたいと考えています。
・環境に関わるサービス、
商品全般。
＜例＞
（1） 園児、保護者に対して
環境教育のきっかけとな
るようなもの。
（2） 保育事業者に対し、節
電など省エネルギーにつ
ながり、ランニングコス
ト削減につながるような
もの。
横浜市は認可保育所（約
400 施設以上）を 1 施設でも
多く「よこはまエコ保育所」
への移行を推奨していきたい
と考えています。
そのための移行をサポート
いただける幅広いご提案をお
待ちしています。
・プランニング、ディレクシ
ョン ・技術協力 ・事業へ
のスポンサード など

