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ゆく年を思う
　平成から令和へと新しい時代が幕をあけた2019年も、残すところあと１か月となりました。今年、
開港160周年を迎えた横浜は、大黒ふ頭と新港ふ頭に新たな客船ターミナルをオープンし、ワールド
クラスのクルーズポートへと飛躍を続けています。お断りゼロの港として実績を重ね、クルーズ界で最も
影響力のある「ポート・オブ・ザ・イヤー」賞ファイナリストに、アジアの港として初めて選出されました。
　また、日本中を感動と興奮で包み込んだラグビーワールドカップ2019TM日本大会をはじめ、
ガーデンネックレス横浜、横浜音祭り2019には、皆様の温かなおもてなしの中、国内外から多くの

お客様をお迎えし、街は大いに賑わいました。
　そして、今年のフィナーレを飾るイベントは、横浜の夜を光で彩る「ナイト 
シンク ヨコハマ」です。みなとみらい21新港地区を中心に、美しいイルミ
ネーションと先端技術を活用した映像、ダイナミックな光と音楽の演出で、
横浜だからこそ味わえる感動をお届けします。ぜひ新たな横浜の魅力を
お楽しみください。
　来年はいよいよ東京2020オリンピック・パラリンピックが開催されます。
引き続き、一層の賑わいと活力を生み出し、市民の皆様が将来にわたって
心豊かに暮らせる横浜の実現に向けて、取り組んでまいります。
　皆様、どうぞ健やかに良いお年をお迎えください。

ホームページから
広報よこはま市版・各区版を
閲覧できます。

市政へのご提案は、「市民からの提案」と明記し、
住所・氏名・年齢・電話番号を書いて区役所へ。

人口：3,750,395人
世帯数：1,712,681世帯

(2019年11月１日現在 )☎664-2525 FAX:664-2828

callcenter@city.yokohama.jp

⃝紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、市外局番は「045」です。⃝収集した個人情報や意見は「横浜市個人情報の保護に関する条例」に従い、目的の範囲内で適正に管理・利用します。
⃝年末年始の開館時間や休みなどは各問合先に確認してください。⃝令和2年度予算の執行を伴う事業などは、市会での議決後に確定します。

横浜市コールセンター
各種手続・窓口案内・市営交通の案内など 〈毎日 8 時～ 21 時〉

区役所の開庁時間

横浜市データ

広報よこはま 検索

◦平日８時45分〜17時（祝日・休日・12月29日から1月3日を除く）。※昼の時間帯はお待たせする時間が長くなる場合があります。
◦毎月第２・４土曜日9時〜12時（戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務）。

ナイトシンクヨコハマ 検索

開催日
会場
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【問合せ】健康福祉局介護保険課　 671-4252 681-7789

世帯人数
（人） 1 2 3 4 5人以上 住居が

滅失した世帯

所得額
（万円） 220 430 620 730

世帯人数が1人
増すごとに730万円に
30万円を加算した額

世帯人数に
関わらず

1,270万円
【申込期限】 2020年１月14日まで
【申込先】 各区役所福祉保健課　※まずは電話で相談してください。
　詳しくはホームページを確認してください。

【問合せ】各区役所福祉保健課または健康福祉局福祉保健課　 671-4044 664-3622

【問合せ】実行委員会　 227-6062 227-6061

【貸付限度額】 150万円～350万円（貸付区分により異なります）
【貸付区分】	①世帯主が1か月以上の負傷をされた世帯
 ②住居が滅失、全壊、大規模半壊または半壊した世帯
 ③家財の3分の1以上に損害があった世帯
【貸付条件】▶利率 保証人あり：無利子、保証人なし：年1％（据置 

期間中は無利子）▶償還期間10年（据置期間３年含む）
【所得制限】世帯人数に応じて、市町村民税における前年の総所得金

額等の合計が右表の額以下の場合に対象となります。

【登録研修会】 13時～15時30分
12月19日(木) 神奈川区役所 2月7日(金) 都筑公会堂
12月24日(火) 瀬谷公会堂 2月19日(水) 港南区役所
1月15日(水) 開港記念会館 3月9日(月) 西区役所
1月22日(水) 旭公会堂 3月10日(火) 戸塚区役所
1月29日(水) 金沢区役所 3月19日(木) 開港記念会館

台風19号により負傷または住居、家財に被害を受けた方へ
災害援護資金貸付制度の案内

よこはまシニアボランティアポイントに
参加しませんか

横浜市 災害援護資金貸付制度 検索

ナイトシンクヨコハマ 検索

【開催期間】12月27日（金）までの毎日18時～21時10分
【会場】新港中央広場を中心とした新港地区
【費用】無料

　開催期間中、神奈川県庁本庁舎、
山下公園、横浜美術館でも光の特
別演出が行われ、主会場である新
港地区とシンクロしながら横浜の
夜を盛り上げます。
　また、公式ホームページでは、
光に包まれる横浜の街巡りを楽し
んでもらえるよう、市内で行われ
ているイルミネーションなどの情
報も発信しています。ぜひ確認し
てください。

　開催期間中、18時・19時・20時・21時から約10分間、新港中央
広場と周辺の8施設でシンクロし、建物壁面のカラーライトアッ
プやサーチライトによる、ダイナミックな光と音楽の特別演出を
行います。複数の建物に設置したライトを一括でコントロールし、
街全体で演出するのはこれまでにない新しい試みです。
　また、10分間の特別演出は、
スマートフォンのカメラに映る
実際の風景に、デジタル画像を
付加して表示する「Web AR」技
術を活用しています。来場者も
演出を選ぶことができるなど、
参加型で楽しむことができます。

　高齢者が介護施設などでボランティア活動を行うとポイン
トがたまり、ポイントに応じて寄付・換金できる仕組みです

（1日30分以上の活動で200ポイント、年間で8,000ポイント
まで寄付・換金できます）。参加するには、登録研修会の受講が
必要です。
【対象】 市内在住の65歳以上の人

　みなとみらい21地区新港中央広
場のステージでは、横浜の歴史や
地形をモチーフにした映像や芸術
的な幾

き

何
か

学
がく

模様など、さまざまな
デジタルコンテンツを投影します。
中には、人の動きに反応して映像
が変化するものもあり、子どもか
ら大人まで楽しむことができます。
　また、広場の植栽部分では、バ
ラの形をしたフラワーイルミネー
ションや樹木のカラーライトアッ
プを実施します。

▲デジタルコンテンツイメージ（新港中央広場）

▲Web AR演出イメージ

▲イルミネーションイメージ（新港中央広場）

よこはまシニアボランティアポイント
事務局へ電話またはFAX

271-1090 260-3088

申込み方法
事前申込制
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　法務省が毎年度実施する「全国中学生人権作文コンテスト」の横浜市大会に、
今年度は55,000作品を超える人権作文の応募がありました。
　その中から、「横浜市長賞」を受賞した作品を紹介します。

　「ずっとこのままなのかな。周りからど

う思われるのだろう。」

　一年前、私は幼いころから患っている

脱毛症が再発しました。脱毛症とはその

名の通り体の毛が抜けることです。症状

が進むと髪の毛だけではなく、体全体か

ら抜けるようになります。私の場合は二

年に一回ぐらいの周期で症状が出るの

ですが、去年の夏は特に症状が強く、頭

全体から髪の毛が抜け落ち、誰が見ても

抜けていることが分かる状態になってい

ました。思春期に入った私にとって、日

が経つごとに自分の見た目に変化が起こ

ることはとても苦しいものでした。会話

中に人の目線が私の頭に行くこと。写真

を撮りたくても強い抵抗を感じること。

誰かが言った冗談すら、自分が言われて

いるかのように傷つくこともありました。

また、前に立つことが嫌でも、委員会の

活動でどうしても前に立たなければいけ

ないことが多かったり、今までは当たり

前に参加していた体育の授業でも、なか

なか積極的になれなくなったりして、辛

くて学校に行きたくないと思う日が続き

ました。

　それでも私が学校を休むことなく乗

り越えられたのは、周りの人の何気ない

言葉のおかげでした。「委員会頑張ってく

れてありがとう。」という感謝の言葉。「い

つもお疲れ様。」という励ましの言葉。「無

理してない？大丈夫？」という気遣いの

言葉。この一言一言にこめられた思いや

りが私に寄り添い「明日もきっと頑張れ

る。」という希望を与えてくれました。そ

して何よりも、私には、私が時々自虐的

なことを言っても「そんなことないよ、大

丈夫。」と言ってくれる、小さなことにも

気づいて「治ってきたね！よかったじゃ

ん！」と声をかけてくれる友達や先生方、

あまり話したことがなくても私を批判的

に見ずに、むしろ私に症状がないかのよ

うに自然と接してくれる人がたくさんい

ました。そして、私がなるべくイヤな想

いをしないようにと座席を後ろにしてく

れた担任の先生のさりげない優しさや、

私を心の底から思ってくれる家族の支え

がありました。

　私と同じ病気を患っている人は世の中

にたくさんいます。きっともっと深刻だっ

たり、病気が原因でいじめられ、学校に

行けなかったり、周りの人に恵まれず誰

にも相談できないまま苦しみを抱えてい

る人もいると思います。他の病気だって

同じです。私はこの脱毛症の経験を通し

て、そのような境遇にいる人の心境を少

しでも身近に感じることができました。

そしてそういった苦しみを抱えている人

たちを少しでも救うことができるのは、

私がたくさんの人からもらったものと同

じ、思いやりだと思います。性別や年、知

り合いかどうかは関係なく、その人の優

しさや気遣いから成っていて、誰でも持

つことができるのが思いやりです。

　このような体験から、皆さんにお願い

したいことがあります。それは病気をも

つ人に寄り添ってほしいということで

す。寄り添うというのも、側にいることだ

けではありません。病気について知ろう

とすること。困っていたら手を貸すこと。

話しかけてみること。様々なかたちがあ

ります。これらのことは単純なことでも

あり、同時に難しいことでもあると思い

ます。傷つけたくないと思うから、どう接

すれば良いか分からないから、そういっ

た理由で避けてしまう人も多いと思いま

す。しかし、避けてばかりでは何も生み

出しません。勇気をもって一歩を踏み出

し、その病気を知ることによって、やっと

その人の内面にたどり着くことだってあ

ります。人は病気によって差別されるべ

きではない。このことを多くの人が認識

し、隔たりを少しずつでも縮めることが

できたら、よりたくさんの人の未来を明

るくすることができるのではないでしょ

うか。

　人権とは、人間が人間らしく生きる権

利のことです。自分の思いや考えを自由

に発信すること。不合理な差別を受け

ないこと。幸せや生きがいを追求するこ

と。これらは全て人権に当てはまります。

言ってしまえば私たちにとって当たり前

のことです。でも本当にそれは「みんなに

とって」当たり前ですか。忙しい毎日に流

されて、他人は他人、自分は自分、と考

えていませんか。私は脱毛症の経験を通

して周りの人の思いやりがどれだけ支え

になるのかを直に感じることができまし

た。私自身もその支えになれるように忙

しい日々の中でも少しずつ思いやりをも

てる人になりたいと思います。あなたの

少しの思いやりが誰かの大きな救いにな

ります。そうして一人一人の思いやりが

集まれば、お互いの人権が守られる、隔

たりのない世の中になるのではないで

しょうか。

令和元年度人権啓発ポスター
デザイン：横浜デジタルアーツ専門学校
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横浜市立東山田中学校３年病気と人権 野
の
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尋
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最優秀賞「横浜市長賞」
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自らを見つめる～職業差別を考える～ STOP！こども虐待

自殺・自死遺族について

　あたりまえの仕事をしているだけなのに、偏見を持たれ
てしまい、辛い思いをしている人たちがいます。食肉生産に
伴う牛や豚のと畜・解体や、人に危害を及ぼすかもしれない
動物を掃討する仕事などに対して、どのようなイメージを
持っていますか。動物を処分することはかわいそうという
良くない印象を持ち合わせているとしたら、そこで働いて
いる人やその家族を傷つけることになると思いませんか。
皆さんが仕事をしているだけで、かわいそうなことをして
いるという思いを抱かれたら、悲しくなりませんか。
　皆さんの心の中にあるこだわりが、動物を処分する仕事
に、かわいそうという感情を抱かせるのかもしれません。も
しマイナスなイメージがあるならば、一歩立ち止まって考
えてください。さまざまな職業がありますが、ぜひ、そこで
一生懸命働いている人の顔を思い浮かべてみてください。
自ら選んだ職場で誰もが生き生きと働くことができるよう
に、自らを見つめ、偏見があるとしたら、その考えを変えて
いきましょう。

　虐待は、子どもがどのように感じ、どのように傷ついている
か、「子どもの立場」で判断されるものです。保護者（親）がしつ
けのつもりでも、子どもにとって有害な行為、発言であれば「虐
待」とみなされます。

　自殺はその多くが個人の意思や選択の結果ではなく「心理的
に追い込まれた末の死」と言われています。
　身近な人や大切な人を自殺によって失った家族（自死遺族）
の中には、自責の念や周囲からの偏見のため、自らの思いを長
く心の中に閉じ込めている人が多くいます。遺族が自らの思い
を安心して話せる環境づくりが大切です。
　自殺の現状や自死遺族への理解を深めることで、「誰もが生
きやすい社会」を目指していきましょう。

　今年６月に公布された児童福祉法等の一部を改正する法律
では、子どもの権利擁護のため、体罰の禁止が明記されました。
虐待は、子どもの心身の成長や人格形成に重大な影響を与え
たり、次の世代に引き継がれるおそれもあり、子どもに対する
最も重大な権利侵害です。子育てやしつけのことで悩んだら
一人で悩まずに相談してください。一緒に考えましょう。

【問合せ】市民局人権課　 671-2718 681-5453

【問合せ】こども青少年局こども家庭課　 671-4288 681-0925

【問合せ】健康福祉局障害企画課　 671-4134 671-3566

何気ない一言やしぐさが誰かを傷つけてしまうことがあります。人権について一緒に考えてみませんか。

こころの悩み相談窓口

身近な人や大切な人を自死で亡くされた人の相談窓口

身体的虐待

心理的虐待

ネグレクト

性的虐待

「殴る・蹴る」「激しく揺さぶる」など

「子どもの目の前で配偶者などに暴力をふるう」
「言葉による脅し」など

「食事を与えない」「ひどく不衛生にする」など

「子どもへの性的行為」「性的行為を見せる」など

⃝居住区の福祉保健センター（月～金曜８時45分～17時）
⃝こころの電話相談 662-3522（月～金曜17時～21時30

分、土・日曜、祝休日８時45分～21時30分）

⃝自死遺族ホットライン 226-5151（毎月第１・３水曜日10
時～15時〈祝休日、１月１日は休み〉）

外国人との共生に向けて
　開港以来、海外から多様な文化や考え方を受け入れて発
展してきた本市では、日本人にとっても外国人にとっても
暮らしやすいまちづくりを目指しています。市内には、今年
8月末時点で、約160の国や地域から来た約10万人の外国人
が暮らしています。
　日本とは言葉も文化も違う国から来
た人たちですが、多くの外国人が地域
活動に参加してみたいという気持ちを
持っています。
　「言葉が通じないかもしれない」「なんとなく声をかけづら
い」という気持ちが最初はあるかもしれません。しかし、声
をかけ、一緒に行動することは、言葉や文化の違いにかかわ
らず、互いを理解するきっかけになります。
　地域や学校、職場で、あなたの周りにいる外国人に声をか
けてみてください。

【問合せ】国際局政策総務課　 671-3826 664-7145

障害のある人もない人も
共に暮らしやすい社会を目指して
　ある50歳代の男性は「自分の話をちゃんと聞いてほしい」と
訴えています。その男性には脳性まひがあり、電動車いすに
乗って生活しています。食事や排泄には介助が必要です。また、
言語障害があり、自分の発する言葉が相手に伝わりにくいとい
う困難を抱えています。友人と一緒に出かけると、レストラン
の店員は友人にしか話しかけません。あるときは、赤ちゃん言
葉で話しかけられました。
　本市が障害者差別解消法施行前に行った障害者差別に関す
る事例の募集では、「本人を無視して介助者や支援者、付き添
いの人だけに話しかけられる」という声が多く届きました。そ
れは、本人に話しても分からないだろうと、勝手な思い込みで
判断しているからではありませんか。障害の有無に関わらず、
出会った人をいかに大切に思い、その人を尊重するか、そのた
めに何ができるかを一緒に考えてみませんか。

【問合せ】健康福祉局障害企画課　 671-3598 671-3566

感染症の正しい知識と理解を
　感染症は、誰もがかかりうる病気です。誤った知識や思い
込みにより、感染者がいわれのない差別や偏見を受けるこ
とがないように、正しい知識を持つことが大切です。
●HIV/エイズ
　HIV（ヒト免疫不全ウイルス）はエイズを引き起こす
ウイルスです。このHIVによって身体の免疫力が低下
し、健康な人なら防ぐことのできる感染症やがんになった状態
をエイズといいます。HIVに感染しても、服薬によりHIVをコ
ントロールすることで、感染前と同じ生活が送れます。
●ハンセン病
　ハンセン病は、らい菌により皮疹や末梢神経の障害を引き
起こす感染症で、早期治療により治癒します。

　これらの感染症は、日常的な接触ではうつりません。

【問合せ】健康福祉局健康安全課　 671-2729 664-7296
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育児休業代替任期付職員
詳細は受験案内(区役所広報相談係
で配布)か で

試験日＝1月7日(火)～14日(火)のう
ち1日(11日～13日除く）
12月16日まで
人事委員会任用課 ( 671-3347
641-2757）
市立特別支援学校	看護師	 	
(市会計年度任用)

詳細は申込書( から入手)で
12月25日まで
教育委員会特別支援教育課( 671- 
3958 663-1831)
市立高等特別支援学校		 	
就労支援指導員(市会計年度任用)

詳細は申込書( から入手)で
12月25日まで
教育委員会特別支援教育課( 671- 
3958 663-1831)
日本語支援拠点施設		 	 	
プレクラス指導員(市会計年度任用)

詳細は申込書( から入手)で
1月17日まで
教育委員会小中学校企画課( 671- 
3588 664-5499)
地域福祉保健計画	 	 	
策定·推進委員会	市民委員

18歳以上、選考2人。詳細は申込書
(区役所広報相談係で配布。 から
入手)で

12月25日まで
健康福祉局福祉保健課( 671-3567 

664-3622)
横浜観光親善大使

18歳以上、選考若干名。詳細は申込
書(12月20日から区役所広報相談係
で配布。 で入手)

1月20日まで
観光コンベンション·ビューロー
( 221-2111 221-2100）
横浜トリエンナーレ2020	 	
展覧会ガイドサポーター

先着20人。詳細は で
12月11日から
事務局 ( 228-7816 325-7222）
か文化観光局文化プログラム推進
課 ( 671-4170)
歩道橋ネーミングライツの	 	
スポンサー

費用等詳細は12月2日からチラシ(区
役所広報相談係で配布)か で

1月17日まで
道路局企画課 ( 671-3532 651-
6527)

障害者の成人を祝うつどい
成人式に参加が困難な障害者と保護
者。詳細は問合せか で

1月19日(日)13時～16時
横浜ラポール

2,000円
12月25日まで
心身障害児者を守る会連盟( 475- 
2062 548-4836)か健康福祉局障
害福祉課 ( 671-3602)
障害者パソコン講習会
①ファイル管理
②パワーポイント基礎
15歳以上(中学生除く)の肢体·内部·
精神·聴覚等障害者で文字入力可能
な人､ 各抽選8人

各コース13時～16時｡①1月16日(木)
②1月21日(火)～24日(金)､ 全4回
横浜ラポール
①250円②3,200円
12月20日までに に
障害名·等級､ 手話·筆記通訳希望､
介助･車いす利用の有無を書いて、
障害者社会参加推進センター
(〒222-0035港 北 区 鳥 山 町1752､ 

475-2060 475-2064)
申込先か健康福祉局障害福祉課
( 671-3602)
養育費セミナー

ひとり親家庭か離婚予定の親、抽選
20人｡ 詳細は12月2日から で

1月29日(水)9時45分～11時45分
青少年育成センター
1歳6か月～未就学児(予約制)
12月27日まで
ひとり親サポートよこはま( 227-
6337 227-6338)かこども青少年
局こども家庭課 ( 681-0915)
県後期高齢者医療制度	医療費の	
お知らせ(医療費通知)の送付

医療費控除の申告に利用可。領収書
が必要な場合あり

2019年1月～11月診療分＝2月中
旬送付。2019年12月診療分＝3月
中旬送付
県後期高齢者医療広域連合( 0570- 
001120 441-1500)か健康福祉局
医療援助課 ( 671-2409)

教室｢腎臓を守るために｣
当日先着150人

12月17日(火)14時～15時30分
会場のみなと赤十字病院 ( 628-
6100 628-6101)
働きたい	！		 	 	 	
わたしのシンポジウム

当日先着500人。障害者の就労体験
談と企業講演。詳細は12月2日から

で
1月25日(土)13時30分～16時40分
磯子公会堂
1歳6か月～未就学児(予約制)
健康福祉局障害企画課( 671-3992 

671-3566）
インターンシッププログラム	 	
4期生募集

18～39歳、各選考13人。①就職を希
望する人②再就職を希望する女性。
研修から就職までを支援。説明会あり。

詳細は で
1月21日までに で会場の就職サ
ポートセンター ( 0120-915-574)
申込先か経済局雇用労働課( 671- 
2343 664-9188)
防災ライセンス資機材取扱講習会

抽選48人。詳細は で
2月8日(土)9時～16時
青葉台中学校
1月17日まで
総務局地域防災課 ( 671-2011
641-1677)
いのちの電話			 	 	
相談ボランティア養成講座

2020年3月31日時点で23歳以上、選
考40人｡ 詳細は申込書(区役所広報
相談係で配布)か で

4月～2021年3月
57,000円
2月15日まで
横浜いのちの電話 ( 333-6163
332-5673)か健康福祉局福祉保健
課 ( 671-4044）

クラシック･ヨコハマ	 	 	
生きるコンサート2020	市民招待

抽選25組50人｡ 詳細は で
1月19日(日)15時～17時
みなとみらいホール
12月17日まで
文化観光局文化振興課( 671-3714 

663-5606)
青少年のための音楽会	横響
交響曲第９番ニ短調「合唱付き」(ベー
トーベン)ほか

12月22日(日)14時～16時
県民ホール
2,000円、チケットポート横浜店で
販売中
事務局 ( 080-3308-1321)か文化
観光局文化振興課 ( 671-3714
663-5606）
消防音楽隊
①クリスマスコンサート
②定期公演
①当日先着300人②抽選1,000人

①12月22日(日)11時～13時  
②2月8日(土)13時30分～15時30分
①市民防災センター②県立音楽堂
②12月26日までに で
消防音楽隊( 311-0100 312-0386)

性的マイノリティ理解促進	
トークイベント
12月21日(土)17時30分～19時
日本大通り駅改札外 三塔広場
市民局人権課 ( 671-2718 681-
5453)

建設関連就職フェア
面接会·会社説明会。履歴書複数枚
持参

1月17日(金)15時～18時(受付は17
時45分まで)
新都市ホール
ハローワーク横浜 ( 222-8609)か
建築局営繕企画課 ( 671-3441
664-5477)
市民クルーズ
ぱしふぃっくびいなす	伊勢・四日市
抽選15室。横浜港発着。詳細は12月
2日からチラシ(区役所広報相談係で
配布)か で

1月6日(月)～8日(水)
大人1人86,700円～
取扱旅行会社。12月16日まで
港湾局客船事業推進課( 671-7272 

201-8983)

横浜銀行アイスアリーナ		 	
ワンポイントアドバイス

貸靴付き利用料必要。詳細は で
土·日曜·祝休日（1月1日を除く）と
12月26日(木)·27日(金)·30日(月)·1月
2日(木)·3日(金)の11時·14時15分
会場の横浜銀行アイスアリーナ(
411-8008 411-8010）
みどりアップ健康ウォーキング	 	
鶴見·港北区

先着30人｡ 中学生以下は保護者同伴
12月18日(水)9時～12時   
雨天時は翌日
12月11日から で鶴見スポーツセ
ンター ( 584-5671 584-5673)
ボディメイク･筋力アップ教室

15歳以上(中学生除く)､各先着15人。
費用等詳細は で

1月～3月の水曜コース·金曜コー
ス、各19時～20時40分､ 全12回
12月11日から で会場のスポーツ
医科学センター( 477-5050 477- 
5052)

12月から児童手当認定請求の	 	
電子申請開始

申請にはマイナンバーカード等が必
要。詳細は で
こども青少年局こども家庭課 (
641-8411 641-8412）
市立中学校·義務教育学校	 	
後期課程	就学通知送付

2020年4月入学予定者。外国籍の入
学希望者は、居住区の区役所戸籍課
へ問合せを

1月22日(水)から
居住区の区役所戸籍課か教育委員
会学校支援・地域連携課 ( 671-
3270 681-1414)

※障害に関する相談などは特別支援
教育総合センター ( 336-6020
333-1455)

今月11日以降の、市や外郭団体などが
主催･共催の事業を掲載しています

♦市の施設では、定期点検などのため、休業日を設けています。また、入館料･入園料などは変更になる可能性があります。
♦特に記載のないものは、無料･自由参加･締切日必着･はがき1枚に1人です。
♦ とある場合は、行事名･郵便番号･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してください。
♦各イベント等の終了時間は予定です。

日時･期間　 会場　 費用　 保育　 申込み　 問合せ　 行事名　 コース　 郵便番号･住所
氏名（ふりがな）　 電話　 ファクス　 年齢　 往復はがき　 はがき　 ホームページ

マークの説明
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｢成人の日｣を祝うつどい	 	
入場券送付

1999年4月2日～2000年4月1日生まれ
で、市に住民登録がある人。12月21日
までに届かない場合は問合せを。詳
細は で

12月中旬
教育委員会生涯学習文化財課 (
671-3282 224-5863)
国民年金保険料はクレジットカード
でも納付できます

毎月納付か、6か月·1年·2年前納。過
去の未払い分等は利用不可
年金事務所
申込先か健康福祉局保険年金課
( 671-2418 664-0403)
ポートサイドまちづくりトラスト		
助成事業

令和2年度に行うポートサイド地区の
アート･デザイン、コミュニティ活動、
環境維持等に

1月10日までに申込書( から入手)で
事務局 (三井住友信託銀行内、
03-5232-8910 03-5232-8919）か都
市整備局都心再生課 ( 671-3857)
市役所市民相談室	 	 	
年始の相談予約

法律等専門相談の予約は、希望日の
2週間前･同じ曜日から受付

1月6日(月)～10日(金)
市民局市民相談室 ( 671-2306
663-3433)

公衆トイレの改修工事
詳細は で

12月中旬～2020年3月末
関内駅南口、横浜駅西口
資源循環局街の美化推進課 (
671-2555 663-8199)
DV相談支援センターの電話相談
①時間変更②一時休止
詳細は で

①12月2日(月)から。9時30分～16時
30分( 671-4275）   
②1月6日 ( 月 ) ～ 10日 ( 金 )・14日 ( 火 )
～17日(金) の9時30分～16時30分
( 865-2040）
こども青少年局こども家庭課 (
671-4209 681-0925)
年末年始の施設の休み
①市バス営業所	定期券発売窓口
②市バス·地下鉄	定期券発売窓口
③市立図書館18館
市の施設は年末年始は原則休館  
③返却ポストも利用不可

①12月28日(土)～1月5日(日)  
②12月31日(火)～1月3日(金)  
③12月29日(日)～1月4日(土)12時
①②市コールセンター( 664-2525 

664-2828)③中央図書館( 262-
7334 262-0052)
2020年横浜港客船入港	 	
カレンダー付ポスター	販売中
有隣堂伊勢佐木町本店ほか
360円

郵送希望は で横浜港振興協会
( 671-7241)。 からも可
申込先か港湾局賑わい振興課 (
671-2888 651-7996)
公共事業事前評価	 	 	
市民意見募集
横浜美術館大規模改修事業
資料の閲覧･配布は期間中､ 市役所
市民情報センター､ 西区役所広報相
談係、問合先で｡ からも可

12月2日～1月6日
文化観光局文化振興課 ( 671-
3504 663-5606)

みなとみらいホール	 	 	
682-2000 682-2023

クリスマス·パイプオルガンコンサート
12月23日(月)19時～20時
1,300円、会場で販売中
横浜美術館	    

221-0300 221-0317
コレクション展

1月13日(月･祝)まで
500円
関内ホール	    

662-8411 662-2050
陽だまりコンサート
3歳以下入場不可

2月21日(金)13時30分～15時30分
1,000円、会場で販売中

12月2日（月）より

「横浜市パートナーシップ宣誓制度」を開始します
　性的少数者のカップルや事実婚の人
は、周囲の人にその関係を証明すること
ができず、悩みや生きづらさを抱えてい
ることがあります。
　この制度は、お互いを人生のパート
ナーとして、相互に協力し合う関係であ
ることを宣誓した、性的少数者のカップ
ルや事実婚の人に対して、市が宣誓書受領証と受領証明カードを交付する制度
です。手続きは市民局人権課で行います（事前予約が必要です）。
　法的な効力を有するものではありませんが、宣誓された人を応援するととも
に、周囲の理解促進を図り、一人ひとりの市民がお互いに人権を尊重し、多様性
を認め合う社会の実現を目指します。

①成年であること　②原則、横浜市民であること
③現在、結婚していないこと
④ほかの人とパートナーシップの関係にないこと　など

対象者の要件 　手続きなど詳しくは、ホームページを確認してください。

横浜市パートナーシップ宣誓制度のイメージ

【問合せ】市民局人権課　 671-2718 681-5453

横浜能楽堂	 	   
263-3055 263-3031

横浜狂言堂｢末広かり｣｢蝸牛｣
1月12日(日)14時～15時30分
2,000円､ 12月7日12時から か で
消費生活総合センター	   

845-5640 845-7720
講演｢消費者とプラスチック製品」
当日先着60人

1月16日(木)13時30分～15時
都筑公会堂
男女共同参画センター横浜南  

714-5911 714-5912
夫婦関係·離婚をめぐる法律講座
基本編
女性、先着35人

1月23日(木)10時～12時
1,200円
2か月～未就学児(予約制･有料)
12月11日から で
横浜みなと博物館	   

221-0280 221-0277
柳原良平アートミュージアム	
展示「十二支と宝船」

1月1日(水･祝)～3月22日(日)
400円
自然観察の森	    

894-7474 894-8892
森の生きもの講演会「モグラの世界」
中学生以上、抽選30人。詳細は で

1月26日(日)10時～15時
1月14日まで

パートナーシップを
宣誓する2人

市民局人権課 市民・事業者など

宣誓書

受領証・
カード

制度の
周知・啓発

制度の
趣旨を
理解

市役所

横浜市　パートナーシップ宣誓制度 検索

【問合せ】市民局広聴相談課　 671-2335 212-0911

みんなで投票しよう！ 12月11日（水）まで

市民が選ぶ 横浜10大ニュース

横浜10大ニュース 検索

　今年、皆さんが気になった出来事は何ですか？市民の皆さんの投票により今年の「横浜
10大ニュース」を決定し、年末に結果を発表します。投票した人の中から抽選で500人に
横浜ゆかりのプレゼントが当たります。今年１年を振り返りながら、ぜひ投票してください。
⃝プレゼントは４つのコース(「横浜の宝」ツアーコース、スポーツ応援コー

ス、文化・アミューズメントコース、グルメ・グッズコース)から選べます。

投票方法

　ホームページまたは専用はが
き 付 き チ ラ シ※ に あ る 候 補
ニュースから10項目以内を選
んで投票してください。（自由
記載も可）
※専用はがき付きチラシは、市役

所市民情報センター、区役所広
報相談係などで配布しています。 投票	！

プレゼント
コースを選ぶ

ニュースを
選ぶ
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横浜を感じるミニコラム

齋
さ い

藤
と う

 精
せ い

一
い ち

さん

齋藤 精一さん
神奈川県出身。株
式 会 社 ライゾ マ
ティクス代表取締
役。日本の大学卒
業後、コロンビア
大 学 の 建 築 大 学
院で建築デザインを学び、NYで活動
開始。帰国後06年から現職。以後、「ミ
ラノ国際博覧会 日本館（2015年）」な
ど、数多くの世界レベルの大型イベン
トの企画・演出を手掛ける。ナイト シ
ンク ヨコハマではクリエイティブ・ディ
レクターを務める。

プロフィール

　私は神奈川県の伊勢原で育ちました。
子どもの頃から好き嫌いがはっきりしていて、
持っている自転車の色を自分好みに塗り替え
てみたり、オープンカーがカッコいいと思った
ら、ミニカーの屋根を全部切ってみたり。まあ

自由奔放な子どもでしたね。うちの親もそんな
私を止めるような事はせず、むしろ自分で工夫
をしてモノを作ったり、改造したりする事を応
援してくれていました。今思えば、そんな環境
に育った事もあって、自然とデザインに関する

道に進んだのかも知れません。
　中高生になると、初めてのデー
トも、友達と遊びに行くのもほと
んど横浜でした。大学生になって
車の免許を取ってドライブをする
のも横浜。デザインの道に進もう
と思った時には、横浜にある有名
な建築家の建築物を見に行ったり

もしました。私にとって、身近な「街」は、い
つも横浜でした。
　今、横浜の新港地区とその周辺では、「ナ
イト　シンク　ヨコハマ」という、ナイトアート
プログラムを開催していて、私はそのクリエ
イティブ・ディレクターを務めています。美し
い横浜のイルミネーションに先端技術を活
用した光、それに来場者の皆さまにもシンク
ロ（同調）していただき、今までにない新し
い横浜の夜景を生み出せればと思っていま
す。見るだけではなく、皆で参加し一緒に作
り上げる、そんな新しい横浜の夜景の魅力
をぜひ体感してみてください。▲デジタルコンテンツイメージ（新港中央広場）

市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

12月  7日
12月14日
12月21日

※放送内容・タイトルは変更になる場合があります。

新たな賑わい「横浜南部市場」
ハマナビ流 年末の大掃除
ハマの「お土産」～2019を振り返る～ 10：47～10：52頃

6：35～6：45

9：30～10：00
16：30～16：35（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

クルーズで変わる
横浜港

好評発売中！

火曜

630円

少しの工夫で地球にもやさしく

「食品ロス」は「もったいない」だけじゃない

【問合せ】資源循環局3R推進課　 671-3593 550-3510 【問合せ】資源循環局業務課　 671-3819 662-1225

【問合せ】都市整備局I R推進課　 671-4135 550-3869

　本市はI Rの実現に向けて本格的な
検討・準備を進めています。
　1月は下表の4区で、I Rに関する本市
の考え方などを説明する市民説明会を
開催します。
【説明】横浜市長 林 文子
【参加費】無料

区 会場 日時
南区 南公会堂 1月17日（金）
旭区 旭公会堂 1月20日（月）

保土ケ谷区 保土ケ谷公会堂 1月23日（木）

港南区 港南区民文化セン
ターひまわりの郷 1月28日（火）

※時間は全て19時～20時30分（予定）です

 

申込方法
①参加希望会場②氏名（フリガナ）③抽選結果
などを知らせるための連絡先（Eメール、FAX、
電話番号のうちいずれか1つ）④居住区（また
は在勤区・在学区）を記載の上、市ホームペー
ジより申込フォームまたはFAXで申し込んで
ください。
※手話通訳希望、車いす利用の人は申込時に伝えて

ください。
【申込期間】12月6日（金）～12月20日（金）
【申込先】右記市ホームページの申込フォーム

または 681-2695

注意事項
⃝1通につき1人で申し込んでください。1通で複数人の

申込みはできません。
⃝市内在住・在勤・在学の人を参加対象とし、応募多数の場

合は開催区の人を優先して抽選します。
⃝申込みの結果は全員に通知します。
⃝できるだけ多くの人が参加できるよう、同一の人によ

る複数会場の申込みはできません。
⃝市ホームページの申込フォームまたはFAXでの申込みが

困難な場合は受付事務局に電話（ 663-7267）で相談
してください。（受付：月～金曜〈土・日曜・祝休日、12月28
日～1月5日除く〉９時～ 17時）

ナイト シンク ヨコハマ
クリエイティブ・ディレクター

広報よこはま
特別号

今後広報よこはま特別号を発行し、IR（統合型リゾー
ト）に関しての詳細な情報をお知らせする予定です。

※1月開催分（左表4区）のみの申込受付となります。まだ開催し
ていない8区の説明会については、2月から3月にかけて、順
次開催します。詳細は開催前月までに広報よこはま、市ホー
ムページでお知らせします。 横浜市 ＩＲ 検索横浜市 ＩＲ 18区説明会 検索

I R（統合型リゾート）市民向け説明会

横浜市 食品ロス 検索

　年末年始はクリスマス、お正月と季節行事が続き、食品ロスが発生しやすくなり
ます。食品は、生産・流通・廃棄それぞれの過程で二酸化炭素を排出しています。
　食品ロスは「もったいない」だけではなく、地球温暖化など環境にも影響を及ぼ
しています。
　きれいに食べきり、行事を楽しみ
ましょう。

充電式電池の正しい
リサイクルに協力を
　モバイルバッテリー
など、リチウムイオン
電池を含む電子機器
がプラスチック製容器包装などに
混入して排出されることによる発
火・発煙事故が多発しています。
　リチウムイオン電池・ニカド電池・
ニッケル水素電池・モバイルバッテ
リーは、購入した店舗などで引き取っても
らうか、一般社団法人JBRCの二次電池回
収ボックスに入れてください。なお、排出
する際には、テープなどで絶縁してくださ
い。回収ボックスは、各区役所・資源循環局
事務所などに設置されています。
　詳しくはホームページで確認してください。

充電式電池 回収場所 検索

食品ロスを減らす工夫

お歳暮などのいただき物で食べない
食品はフードドライブ※に寄附する

外食時には「食べきり協力店」を利用
する

宴会の料理は食べきる

※家庭で余っている食べ物を地域の福祉団
体や施設などに寄附する活動

余った食材は冷蔵・冷凍保存して早め
に食べきる

絶縁
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【問合せ】各区の資源循環局収集事務所または資源循環局業務課
671-3815 662-1225

【問合せ】市コールセンター　 664-2525 664-2828

【急な病気やけがの記事の内容に関する問合せ】
医療局救急・災害医療担当へ　 671-2465 664-3851

【休日・夜間の歯痛の記事の内容に関する問合せ】
医療局がん・疾病対策課へ 671-2444 664-3851

聴覚障害者専用 医療機関案内FAX

区役所
閉庁期間：12月28日（土）～１月5日（日）

行政サービスコーナー
閉庁期間：	12月29日(日)～
	 1月3日（金）※12月28日（９時～12時）は土曜日開庁のため、

戸籍課、保険年金課およびこども家庭支援課の
一部業務（児童手当の申請・受付、⺟子健康手帳
の交付）の窓口を開庁します。

年末年始の情報

粗
大
ご
み
受
付
セ
ン
タ
ー

インターネット受付

電話での申込み

家電リサイクル推進協議会（引き取りを依頼する場合）

※12月30日（月）12時から1月3日（金）に申込みをした人への返信（収集
日等のお知らせ）は、1月4日（土）以降となります。

月~土曜（祝日も受付）8時30分~17時
（12月31日（火）から1月3日（金）は受付休み）
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場合

そのほかの方法についてはホームページで確認してください。

0570-200-530

0120-632-515　 0120-014-353

330－3953

燃やすごみ、燃えないごみ、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

古紙・古布などの資源集団回収

粗大ごみ 事前申込制

電話からは 年中無休・24時間対応

パソコン・スマートフォンからは

夜間急病センター 診療時間：毎日20時~24時

休日・夜間の歯痛
エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機

パソコン　各メーカーに問い合わせてください。

収集日 年末 年始
月・金曜日の地域 12月30日（月）まで 1月6日（月）から
火・土曜日の地域 12月28日（土）まで 1月4日（土）から

　12月31日（火）から1月3日（金）の期間を除き、通常の曜日どおり収集します。

　住んでいる地域によって異なる場合がありますので、資源集団
回収場所で確認するか、回収業者へ直接問い合わせてください。

　12月は混み合うため、年内に収集できない場合があります。

年末年始の休業日は事前に
各受付に問合せを

#7119（携帯電話、PHS、プッシュ回線）
または 232-7119（すべての電話から利用可能）へ

医療機関案内
（❶番を選択）

救急受診できる
病院・診療所を知りたい

今すぐに受診すべきか、
救急車を呼ぶべきか

救急電話相談
（❷番を選択）

救急受診ガイド　
　緊急性や受診の必要性を確認できます。
各区消防署にて、冊子も配布しています。

横浜市 救急受診ガイド 検索

横浜市 粗大ごみ 検索

横浜市 家電製品 検索

横浜市 パソコン 検索

横浜市 コンビニ交付 検索

桜木町（中区桜木町1-1） 内 小 眼 耳 212-3535
北部（都筑区牛久保西1-23-4） 内 小 911-0088
南西部（泉区中田北1-9-8） 内 小 806-0921

診療科目　 内 内科　小 小児科　眼 眼科　耳 耳鼻咽喉科

※休日昼間の急病時は、各区の休日急患診療所（各区版ページ
に掲載）を利用してください。

歯科保健医療センター（中区相生町6-107）
201-7737

【日曜・祝日・12月29日～1月4日】
　　　10時~16時（15時30分受付終了）

【夜間】毎日19時~23時（22時30分受付終了）

※行政サービスコーナーは12月28
日（土）、1月4日（土）、5日（日）は9時
から17時まで業務を行います。

　閉庁期間中、住民票の写しなどの証明書は、一部
店舗に限りマイナンバーカードを利用したコンビ
ニ交付サービスで取得できます(6時30分～23時)。
※戸籍証明書と戸籍の附票の写しを除く。

収集
休み

12月31日（火）から1月3日（金）
※詳しくは、集積場所に貼り出すチラシを確認してください。
※年末年始の収集日もごみは朝８時までに出し、収集後は絶対に出さないで

ください。

242-3808




