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令和２年の年頭にあたって
　皆様が健やかに新年を迎えられたことを、心よりお喜び申し上げます。
　オリンピック・パラリンピックイヤーが幕をあけ、横浜でオリンピックの野球・ソフトボール、サッカー競
技が行われます。英国の事前キャンプ地や８か国のホストタウンとしての交流事業、「ヨコハマトリエン
ナーレ2020」など、魅力あふれる都市・横浜を発信します。
　ポスト2020に向けて、みなとみらい２１地区ではパシフィコ横浜ノースやホテル、音楽ホールが次々に
開業し、賑わいと活力が高まります。大型連休には日本初のクルーズ客船６隻同時着岸が実現し、ナイ

トタイムエコノミーによる賑わいも創出していきます。３月には横浜環状北西線
が開通し、2027年国際園芸博覧会招致も見据えたまちづくりを進めます。中
小企業支援や商店街振興にも力を注ぎ、新たなビジネスを創出する「イノベー
ション都市・横浜」として飛躍します。６月には新市庁舎がオープンし、現市庁
舎街区の活用等、関内・関外地区のまちづくりを進めていきます。
　安全・安心な暮らしをお支えし、横浜の成長・発展のため、ＩＲ（統合型リ
ゾート）の実現に向けた検討を深めてまいります。また、質の高い文化芸術を発
信し、都市の活力につなげるため、新たな劇場整備に向けた取組を進めます。
　防災・減災の取組、子育て支援、教育や福祉の充実、健康づくり、多文化共
生などを進め、誰もが自分らしく活躍できる社会の実現、持続的な成長・発展
に向けて力を尽くしてまいります。

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：3,749,972人
世帯数：1,712,830世帯

(2019 年 12 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。
●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）。

いよいよオリンピック・
パラリンピックイヤー 到来！
第32回オリンピック競技大会（2020/東京） 開催期間 ７月24日(金・祝) ～８月９日(日) 競技数 33競技
東京2020パラリンピック競技大会 開催期間 ８月25日(火) ～９月６日(日) 競技数 22競技

本市は東京2020大会をともに盛り上げていきます！

野球・ソフトボール／横浜スタジアム サッカー／横浜国際総合競技場

詳しくは次のページへ
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7月30日(木)～8月8日(土)※8月7日(金)を除く
試合数▶決勝を含む15試合

７月25日(土)～28日(火)
試合数▶決勝を含む11試合

7月23日(木・祝)・26日(日)・29日(水)、8月1日(土)・8日(土)
試合数▶決勝を含む８試合
7月28日(火)・31日(金)、8月3日(月)
試合数▶準決勝を含む３試合

　競技会場外では、誰もが大型スクリーンを利用した競技中継など
を通じて競技観戦を楽しめる「東京2020 ライブサイト」を市内２会
場で開催します。また、競技体験、ステージイベント、公式ライセン
ス商品販売などもあります。熱気あふれる声援を送りましょう！

【会場】①横浜市役所アトリウム(新市庁舎)
 　オリンピック期間※、パラリンピック期間
 ※ソフトボール競技開催日(福島)の７月22日(水)～
 ②横浜文化体育館　オリンピック期間
【費用】無料

GOGB2020 検索

　1月6日（月）に東京2020オリンピッ
ク200日前、2月7日（金）に東京2020
パラリンピック200日前を迎えるこ
とを記念し、「200 Days to Go! フェ
スティバル in 横浜市～東京2020開
催まであと200日！～」を開催します。
オリンピアンの中澤佑二さんなど豪
華ゲストが多数出演するほか、大会
パートナー企業による体験会などの
ブース出展もあります。ぜひ来てくだ
さい。
【日時】１月25日（土）11時～18時 （予定）
【会場】ららぽーと横浜   

（都筑区池辺町4035-1）  
※JR横浜線「鴨居」駅下車

【費用】無料

　本市は、東京2020大会の英国代表チーム事前
キャンプを受け入れます。さらに、英国、イスラエ
ル国、チュニジア共和国、ベナン共和国、ボツワナ
共和国、コートジボワール共和国、ブルガリア共
和国、モロッコ王国のホストタウンとして、交流
を進めています（2019年12月末現在）。

英国事前キャンプ
ボランティア募集中！
（1月21日（火）まで）

　野球・ソフトボール競技会場である横浜スタジアムの仮設工事が開
始され、3月1日（日）から市庁舎第一駐車場の一部が工事エリアになり
ます。工事にあたり、駐車エリアを縮小するため、混雑が予想されます。
来庁の際は、公共交通機関を利用してください。
　詳しくはホームページを確認してください。 Twitter アカウント

▶@tokyo2020_ykhm

横浜スタジアム（中区） 横浜国際総合競技場（港北区）野球・ソフトボール

東京2020オリンピック

野球・ソフトボール サッカー

決勝の地 横浜
サッカー

大会期間中は大会の感動と興奮を共有できる「東京2020 ライブサイト」を開催します

１月25日(土）は200日前イベントへGO！

市庁舎第一駐車場エリア縮小のお知らせ

英国代表チームの事前キャンプがやってくる！

ホームページ・SNSで
情報発信中！

【問合せ】市民局オリンピック・パラリンピック推進課　 671-3690 664-1588

東京2020 横浜市 検索

横浜市庁舎駐車場 検索
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　1964年の東京大会から56年ぶりに、日本・
東京でオリンピック・パラリンピックが開催さ
れ、市内でも東京2020オリンピックの野球・
ソフトボール、サッカーが行われます。

2020のその先へ
～誰もが輝ける
共生社会に向けて～
北澤豪

つよし

さん（日本障がい
者サッカー連盟会長）・
栗
くり

栖
す

良
よし

依
え

さん（パラ・クリ
エイティブプロデュー
サー／ディレクター）

野球

ソフトボール

男子

女子

オープニングアクト
書道パフォーマンス
金澤翔子さん（書家）

歴代のオリンピアンが
オリンピックの魅力を語る！

東京2020に向けて！
Go For 2020！
～パラリンピック・アスリート

トークショー～
富田宇

う

宙
ちゅう

さん（水泳）・兎
と

澤
ざわ

朋美さん
（陸上）・水野洋子さん（コーチ）

中澤佑二さん（サッ
カー）・具志堅幸司
さん（体操）・森田
淳
じゅん

悟
ご

さん（バレー
ボール）

　ホームページはこちらから

ⓒGIFMAGAZINE

10時30分
～16時

主な
ステージイベント
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　市と県に分かれて
いる就職相談や職業
訓練などを市にまと
め、就労支援メニュー
を充実し、よりきめ細
かな支援ができます。

　保育園、認定こども
園は市、幼稚園は県に
分かれている業務を市

にまとめ、子育て家庭の要
望に寄り添いながら、総合
的な支援ができます。

　市が行う二次災害の危
険性がある崖の応急措置
と、県が行う急傾斜地(崖

地)の指定や保全工事を市にまと
めることにより、総合的な崖地防
災対策を進めることができます。

大都市横浜が抱える課題

「特別自治市」の実現を目指しています！
　横浜が抱える大都市特有の課題を解決し、
市民の皆さんにとって、暮らしやすく活力あ
る都市にするため、横浜にふさわしい大都市
制度「特別自治市」の実現を目指しています。

　現在の「政令指定都市制度」を見直し、原則として国が担うべき事務を除くすべ
ての地方の事務を本市が担い、その仕事量に応じた税財源も併せ持つ制度です。
　市域内のことが市で完結する、本市の一体性を生かした効率的・効果的な制度
であり、県や近接市町村と協力しながら行政運営を行います。

【問合せ】政策局大都市制度推進課　 671-2952 663-6561

【問合せ】各申請窓口または会計室会計管理課　 671-2989 664-1894

市と県の二重行政

市民の皆さんへの行政サービスの向上 経済の活性化

「特別自治市」を実現することでこのように変わります

　「特別自治市」の実現には法改正が必要ですが、実現までの間も、二重行政の解消
に向けて県との協議などを進めています。
　10月にはパスポート発給事務が本市へ移譲されました。事務の移譲にあわせて、
センター南駅１階に「横浜市センター南パスポートセンター」を開設し、市内２か所
での発給が可能となりました。
　また、「特別自治市」を見据え、地方自治法に
基づく総合区制度も含めて、区のあり方につ
いても継続的に検討しています。

●団体・グループの皆さんへの出前
説明会を行っています。自治会・
町内会や各種サークル、少人数の
グループでも構いません。気軽に
問い合わせてください。

●広報冊子「横浜特別自治市」第6版
を12月に発行しました。区役所
や市内各所公共施設にて配布し
ています。

不十分な
税制上の措置

人口減少・
超高齢社会の到来

公共施設の保全・
更新需要の増大

経済活動などの
東京一極集中

子育て支援 崖対策 雇用対策

特別
自治市
とは

「特別自治市」の実現に向け、取組を進めています 「特別自治市」について、詳しく案内します！

新たな大都市制度「特別自治市」が課題を解決！

横浜市センター南パスポートセンター▶

　区役所、行政サービスコーナーの戸籍・住民票・税の証明発行窓口
では、2020年1月29日から手数料支払い専用の支払機を導入し、
現金での支払いのほか電子マネーによる支払いも可能となります
（S

ス イ カ

uica、P
パ ス モ

ASMO、楽天E
エ デ ィ

dy、W
ワ オ ン

AON、n
ナ ナ コ

anaco）。
　窓口での支払いの流れは、2020年1月28日で販売を終了する横
浜市収入証紙と同様に、支払機から発行されたシール式の支払済証
（当日限り有効）を窓口職員に渡していただきます。

【対象者】次のすべてに該当する人
①半壊または一部損壊の罹

り

災
さい

証明書が交付された住宅の所有者
②自らの資力では住宅の修繕を行うことができない人
【対象工事】次のすべてに該当する工事
①2019年９月９日以降に着手したもの（工事が既に完了して
いるものも対象です）

②損傷した屋根または外壁などについて、耐震性の向上などに
資する修繕工事

③補助対象となる工事に要する費用が10万円以上（税込）であ
るもの

【補助金額】補助対象工事費の20％（上限30万円）
【申込期限】2020年3月10日（火）まで
【申込方法】
　ホームページまたは建築局住宅政策課で申請書を受け取り、
建築局住宅政策課へ提出してください。
　対象者・対象工事・申込方法について、詳しくは
ホームページを確認してください。　　

メールでの
問合せはこちら kc-kinkyuhojo@city.yokohama.jp

戸籍・住民票・税証明発行手数料が、
電子マネーで支払い可能になります

台風15号等により自宅などの屋根
または外壁などに被害を受けた方へ

住宅修繕に対する補助制度の案内

　そのほかの申請窓口については、手数料の支払方法が異なります
ので、各申請窓口に問い合わせてください。

横浜市 収入証紙 検索

横浜市 住宅修繕緊急支援事業 検索

【問合せ】建築局住宅政策課　 671-2922 641-2756

※払い戻しは市庁舎会計室
または区役所区会計室で

購入済の収入証紙の
払い戻し期間※

現金または
電子マネーでの支払い

購入済の収入証紙での
支払い可能期間

2020年
１月29日

2021年
１月31日

2026年
１月31日
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【問合せ】健康福祉局地域包括ケア推進課　 671-3464 681-7789

20年後はどんな風景だろう

あなたが暮らす横浜のこと  ～人口構造が変わる～

これからのあなたのこと  ～自分らしく暮らすために～

今から始めるロコモ予防
～いつまでも元気な身体づくりを！～

日々の生活の楽しみを
見つけてみませんか

　2025年、2040年。これからの横浜と、あなたの未来のこと。歳を
重ねていく中で、あなたはどんなふうに暮らしたいですか。あなたも
未来のこと、少しだけ気にしてみませんか。

　これからの20年で、15歳から64歳の人は約0.8倍に減る一方で、75歳以
上の人は約1.3倍に増えます。
　一人暮らしの高齢者や、介護が必要になったり、病気になったり、認知症
の人も増えていきます。
　歳を重ねても、介護や医療が必要になっても、誰もが安心して自分らしく
暮らせる地域社会を作りたい。
　こうした願いを込めて、本市は「ポジティブ・エイジング～誰もが、いつま
でも、どんなときも自分らしくいられる横浜～」を目指しています。

　20年後の風景は、今と変わっているかもしれません。歳を重ねるごとにあなたや周
囲にもさまざまな変化があらわれます。あなたは、どんな未来を思い浮かべますか。

　足腰を鍛える運動や体操を続けましょう。
おすすめの運動は「ハマトレ※２」！

　今後ますます進展する超高齢社会に備えて、
一人ひとりの市民の皆さんにも行動してもら
えるよう、キャッチコピーとして「ヨコハマ未
来スイッチ」を掲げています。

※２ 歩くことに大切なバランスや傾き改善など５つ
の要素に着目したトレーニングです。ハマトレ
（体験編）の動画は右の二次元コードから見るこ
とができます。ぜひチャレンジしてみましょう。

　「骨」と「筋肉」を強くする食事。カルシウム、ビタミン
Ｄ・Ｋ、たんぱく質をとりましょう！
【献立例】焼魚、青菜のおひたし、豆腐入り味噌汁など

　歯のかみ合わせは食べ物をかみ砕くだけでなく、体の
バランスをとる役割も果たしています。口内の手入れを
丁寧に行い、定期的に歯科医のチェックを受けましょう。

　退職後の自由な時間は、一説には10万
時間。あなたはどう過ごしたいですか？
住み慣れた街で心豊かに生活するヒント
や、退職後の日常生活をサポートする行政
サービスの紹介、地域での社
会貢献活動、スポーツや趣味
の活動などを提案しています。

セカンドSTEPプロモーション 横浜市 検索

ヨコハマ未来スイッチ 検索

ハマトレ 検索

　歳を重ねても、住み慣れた地域で自分ら
しく暮らすために、あなたにとって大切な
ことはなんでしょうか？
あなたの考えを書いてみましょう

運 動

健
け ん

口
こ う

例えばあなたの考えは？

ロコモ※1を
予防するためには？

ご家族や、大切な人と一緒に話し合って、
考えてみませんか。

※1 加齢に伴う筋力低下や骨・関節の疾患など運動器の障害
が起こり「立つ、座る、歩く」など移動能力に低下をきた
し、介護が必要になる危険性が高い状態をいいます。

栄 養

　詳しくは区役所、地域包括支援センターへ問合わせてください。
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交通局バス乗務員等(正規職員)
詳細は1月8日から受験案内(区役所
広報相談係で配布)か で
試験日＝2月29日（土）
2月7日まで
交通局人事課 ( 326-3833 322-
3911)
書作展 作品募集

15歳以上、1人1点、選考。詳細はチ
ラシ(区役所広報相談係で配布)で
搬入＝3月11日（水）   
展示＝3月18日（水）～23日（月）
市民ギャラリー
5,000円･6,000円
協会事務局 (牧野 761-1904)か
文化観光局文化振興課( 671-3714 
663-5606)

シニア向け就職支援プログラム
60歳以上、先着18人。詳細は で
2月18日（火）10時～15時30分
1月20日から 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)
人工肛門·膀胱 初心者相談会
人工肛門·膀胱保有者と関係者、当
日先着100人
1月19日（日）13時30分～16時30分
健康福祉総合センター
オストミー協会 ( 475-2061 475- 
2064)か健康福祉局障害福祉課(
671-3602)
障害者パソコン講習会
①セキュリティ②ワードスキルアップ
③エクセルスキルアップ
15歳以上(中学生除く)の肢体·内部·
精神·聴覚等障害者、各抽選8人。 
①文字入力可能な人②③基礎受講者
各13時～16時､ 全2回   
①2月4日（火）･5日（水）②2月17日（月）･ 
18日（火）③2月19日（水）･20日（木）
横浜ラポール
500円
1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)
中途失聴·難聴者のための  
手話コミュニケーション教室
①入門②初級
中途失聴·難聴者と関係者、各選考。
①25人②若干名
4月4日～2021年1月23日の火·土
曜14時～16時、全25回
健康福祉総合センター
1,500円

2月10日までに に
聴覚障害の有無を書いて、中途失
聴·難聴者協会 (〒222-0035港北区
鳥山町1752、 475-2064)
申込先か健康福祉局障害福祉課
( 671-3602 671-3566）
ひとり親家庭への貸付
①修学資金②修業資金
③就学支度資金
４月に子どもが高校･短大･大学･大
学院･専門学校等に進学予定の人。
要事前相談(源泉徴収票か確定申告
書と進学予定校の資料を持参)､ 審査
あり。①②は5月頃に振込み。貸付限
度額は問合せを
①②のみは2月3日から､③のみは3
月31日までに､ ③と①か②を同時
申請の場合は2月3日～3月31日に､
居住区の福祉保健センター
申込先かこども青少年局こども家
庭課 ( 671-2395 681-0925)
父子家庭のひろば
ひとり親家庭の父と子、抽選8組｡ 親
子クッキングほか
2月23日（日）10時～15時30分
技能文化会館
1歳6か月～未就学児(予約制)
1月31日までに で
こども青少年局こども家庭課 (
681-0915 681-0925)

みなと赤十字病院で
①糖尿病講習会
②教室「アレルギー性鼻炎とぜんそく
の相互関係」

③教室「小児のアトピー性皮膚炎」
①各当日先着50人②③先着50人
①各14時～16時。1月16日（木）·2月20
日（木）②2月19日（水）15時～16時③
2月27日（木）15時～16時30分
③1歳～未就学児(予約制)
②③1月14日から で問合先
会場のみなと赤十字病院( ①628- 
6100②③628-6381、 628-6101)
講座｢脳の病気にならないために｣
先着120人
2月18日（火）15時～16時30分
戸塚区役所
1月28日から で横浜医療センター
( 853-8357 853-8356)
市大エクステンション講座
①糖尿病の基礎知識
②緑内障·ぶどう膜炎と診断されたら
③最新の肝臓病治療
各先着｡ ①250人②③230人｡ 詳細は
で
①2月20日（木）14時～15時30分  
②2月25日（火）14時～16時  
③2月27日（木）14時～16時
①開港記念会館   
②③情報文化センター
1月14日から で市大地域貢献セ
ンター ( 787-8930 701-4338)

小児ぜんそくと   
食物アレルギー講演会
先着300人。詳細は申込書(区役所こ
ども家庭支援課で配布)か で
3月15日（日）13時～16時
都筑公会堂
1歳～未就学児(予約制)
1月14日から
こども青少年局こども家庭課( 671- 
2455 681-0925)
薬物依存症者と家族  
オープンセミナー
当日先着250人。詳細は で
2月23日(日・祝)12時30分～16時30分
横浜ラポール
健康福祉局障害福祉課( 671-3602 
671-3566)

※手話通訳希望者は2月10日までに
申込みを
たつの会 手話講習会
①入門②基礎
18歳以上、各選考30人   
①初心者②入門修了者か1年以上の
学習経験者。費用等詳細は で
4月から、全42回
かながわ県民センター
2月8日まで

▷選考·説明会 各19時。①2月26日（水）
②3月6日（金）
健康福祉局障害福祉課( 671-3602 
671-3566)

聴覚障害者協会 手話講習会
①入門②基礎③通訳Ⅰ④通訳Ⅱ·Ⅲ
各選考(①は抽選)。①初心者､ 60人
②入門修了者か1年以上の学習経験者､
若干名     
③通訳者を目指す基礎修了者､ 25人 
④通訳者を目指す通訳 Ⅰ 修了者､ 20人 
費用等詳細は1月4日から で
4月から､全43回
横浜ラポール
2月15日まで

▷選考·説明会 ②3月7日（土）③3月14
日（土）④3月21日（土）
聴覚障害者協会( 475-2061 475- 
2112)か健康福祉局障害福祉課(
671-3602)
犬の健康管理セミナー
先着60人。ペット同伴不可
2月8日（土）14時～16時
港北公会堂
1月14日から で横浜市動物愛護
センター ( 471-2111 471-2133)

講座     
｢マイクロプラスチックの現況｣
先着40人
2月22日（土）14時～16時
1月28日から で会場の中央図書
館（ 262-7336 262-0054）

※手話通訳希望者は2月13日までに
申込みを

市場のプロ直伝   
野菜･フルーツ講座
先着100人
2月15日（土）11時～12時15分
1月14日から で
会場の中央卸売市場本場 ( 459-
3337 459-3307)
魚料理に挑戦 ！  親子料理教室
小学3～6年生と保護者､ 抽選16組32
人｡ 詳細は1月7日から で
2月29日（土）10時～14時
中央卸売市場本場
1組1,500円
2月10日まで
よこはま学校食育財団( 662-2541 
662-7834)

青少年のための音楽会 横響
①交響曲第３番ハ短調(サンサーンス)ほか
②交響詩「ローマの松」(レスピーギ)ほか
各14時～16時   
①2月2日（日）②3月15日（日）
県立音楽堂
1,000円。チケットポート横浜店で
販売中(②は2月3日から販売)
事務局 ( 080-3308-1321)か文化
観光局文化振興課 ( 671-3714
663-5606)
ヨコハマ市民まち普請事業  
2次コンテスト
整備提案を選考
1月25日（土）9時30分～17時30分
横浜市市民活動支援センター
都市整備局地域まちづくり課 (
671-2679 663-8641)
エンジョイ 防災
講演会､消防音楽隊ステージほか
1月25日（土）10時～14時
会場の市民防災センター ( 312-
0119 312-0386)

合同就職面接会
履歴書複数枚持参
1月25日（土）10時～16時
技能文化会館
しごと支援センター ( 681-6512 
641-9775)か経済局雇用労働課

( 671-4098)
保育士就職面接会
保育士資格保有者か取得見込者
2月1日（土）13時～16時
技能文化会館
1月31日までに で
事務局( 439-3442 271-3844)
かこども青少年局保育対策課 (
671-4469)

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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訪問看護セミナー･就職説明会
看護師免許所持者、選考30人。詳細
は で
2月29日（土）10時～14時30分
開港記念会館
2月20日までに で横浜在宅看護
協議会 ( 080-6680-1133)
申込先か健康福祉局高齢在宅支援
課 ( 671-4129 681-7789)
マンション拡大交流会
管理組合新任役員と居住者､先着120人｡
詳細は で
2月8日（土）13時20分～16時40分
技能文化会館
1月14日から
マンション管理組合サポートセンター
( ･ 663-5459)か建築局住宅再
生課 ( 671-2954)
風力発電所バス見学会
小学生以上、抽選50人。小·中学生は
保護者同伴。詳細は で
1月30日（木）12時45分～16時
ハマウィングとキリンビール横浜工場
700円
1月17日まで
地球温暖化対策推進協議会( 681- 
9910 681-3934)か温暖化対策統
括本部調整課 ( 671-4372)
はまっ子未来カンパニープロジェクト 
学習発表会
当日先着100人。詳細は で
2月8日（土）9時30分～12時30分
保土ケ谷公会堂
教育委員会小中学校企画課( 671- 
3265 664-5499)
市民クルーズ
ぱしふぃっくびいなす 南紀･名古屋
抽選15室。横浜港発名古屋港着。詳
細は1月6日からチラシ(区役所広報
相談係で配布)か で
3月1日（日）～3日（火）
大人1人。66,300円～
取扱旅行会社。1月24日まで
港湾局客船事業推進課( 671-7272 
201-8983)

横浜生活あんしんセンターから
①市民後見シンポジウム
②③④市民後見人養成課程説明会
各当日先着。詳細は で。①活動の
実践報告と講演。②③④養成課程受
講希望者はいずれかに参加必須
 ①2月13日（木）13時30分～15時40分 

 ②2月13日（木）16時～17時30分
 ③2月22日（土）10時～11時30分
 ④2月27日（木）10時30分～12時
①②③健康福祉総合センター  
④保土ケ谷公会堂
横浜生活あんしんセンター( 201- 
2009 201-9116)

※手話通訳希望者は1月24日までに
申込みを
離婚·DV·男女問題等 法律相談会
女性弁護士が対応。各先着6人
1月21日（火）·30日（木）13時～16時
1月14日から で会場の市民局市
民相談室 ( 671-2306 663-3433)
コンビニ交付サービスの一時休止
住民票など証明書の取得は区役所か
行政サービスコーナーの利用を
1月15日（水）終日
市民局窓口サービス課 ( 671-
2176 664-5295)
季刊誌「横濱」67号発売

「1964年東京オリンピックと横浜｣。デ
イジー版は1月下旬から市役所市民
情報センターで販売
1月8日（水）
県内・都内の主な書店ほか
630円｡デイジー版は600円
市民局広報課 ( 671-2331 661-
2351）
「財政のあらまし(2)」の閲覧
平成30年度決算及び令和元年度上
半期の予算執行状況。 からも可
区役所広報相談係ほか
財政局財政課 ( 671-2211 664-
7185)

環境アセスメント図書の縦覧
①(仮称)旧上瀬谷通信施設地区土地
区画整理事業 計画段階環境配慮書

②現市庁舎街区活用事業計画段階配慮書
③(仮称)都市高速鉄道上瀬谷ライン
整備事業 計画段階配慮書

④(仮称)旧上瀬谷通信施設公園整
備事業 計画段階配慮書

①意見書の提出は建築局へ②③④環
境情報提供書の提出は環境創造局へ
①1月15日（水）～2月14日（金）(予定) 
②1月15日（水）～29日（水）(予定)  
③④1月24日（金）～2月7日（金）(予定)
問合先か、①④区役所広報相談係
(旭･瀬谷区のみ)②中区役所企画
調整係③瀬谷区役所広報相談係
①～④環境創造局環境影響評価課
( 671-2495 663-7831)①③④
建築局都市計画課 ( 671-2657
550-4913)
市民意見募集
①水道中期経営計画(素案)
②令和2年度環境衛生業務実施計画(案)
③令和2年度食品衛生監視指導計画(案)
資料の閲覧·配布は期間中､ 市役所
市民情報センター､ 区役所広報相談
係、問合先で｡ からも可
①1月14日～2月12日   
②③1月14日～2月13日
①水道局経営企画課 ( 633-0143 
663-6732)②健康福祉局生活衛

生課 ( 671-2456 641-6074) 
③健康福祉局食品衛生課 ( 671-
2459 550-3587)
市民意見募集 旧上瀬谷通信施設地区
①土地利用基本計画(素案)
②土地区画整理事業構想段階評価書
資料の閲覧・配布は期間中、市役所
市民情報センター（①のみ）、区役所
広報相談係（②は旭·瀬谷区のみ）、
問合先で。説明会あり。詳細は で
①②1月15日～2月14日
①都市整備局市街地整備推進課
( 671-2061 664-7694)②建築局都
市計画課( 671-2657 550-4913)

都市計画審議会
1月17日（金）13時～15時30分
三共横浜ビル
建築局都市計画課 ( 671-2657
550-4913)
広報企画審議会
広報･広聴に関する審議等
１月28日（火）14時～16時
開港記念会館
市民局広報課 ( 671-2331 661-
2351)

みなとみらいホール   
682-2000 682-2023

ベートーベン ピアノ三重奏曲 演奏会
1月13日(月·祝)14時～16時15分·18
時30分～20時30分
5,000円、会場で販売中
横浜能楽堂    
263-3055 263-3031

横浜狂言堂
｢文相撲｣｢伯母ヶ酒｣
2月9日（日）14時～15時35分
2,000円､1月11日12時から か で
環境活動支援センター   
713-6350 721-6356

冬のふしぎ発見隊
小学生以上、当日先着30人。小学1･2
年生は保護者同伴。詳細は で
1月26日（日）10時～12時
自然観察の森    
894-7474 894-8892

森を守るボランティア体験
小学生以上。小学生は保護者同伴。
詳細は で
2月16日（日）9時30分～14時
2月14日まで
都市発展記念館   
663-2424 663-2453

展示「洲干島からひろがる都市のすがた」
1月18日（土）～4月12日（日）
300円

【問合せ】市民局人権課　 671-2718 681-5453
【問合せ】健康福祉局障害福祉課　 671-3602 671-3566
障害者スポーツ文化センター ラポール上大岡　 840-2151

障害者スポーツ文化センター

ラポール上大岡
1月10日（金）利用登録開始！
　障害児者のスポーツ・文化活動の支援拠点として、1月10日（金）
からラポール上大岡が開所します。「横浜ラポール（港北区）」に
比べると小規模な施設となりますが、地域の関係施設や団体と
連携した地域支援や情報発信に取り組みます。また、トレーニ
ング室・フィットネススタジオ・体育室での健康増進プログラム
や創作・表現活動を支援する文
化プログラムを実施します。ぜ
ひ、気軽に参加してください。
【所在地】港南区上大岡西1－6－1

ゆめおおおかオフィス
タワー6～8階

【開館時間】月・水曜～土曜：9時30分～21時
　　　　　日曜・祝日：9時30分～17時
【休館日】毎週火曜、年末年始

　今年は東京2020オリンピック・パラリンピックが開催され、競技
の一部が本市で開催されます。オリンピック憲章では、憲章の定める
権利および自由は人種、性別、出自などによるいかなる差別も受ける
ことなく享受されなければならないとうたわれています。
　日本には、特定の地域（同和地区）の出身であることやその地域に
住んでいることなどを理由に、人を差別する問題が存在しています。
これが「同和問題」です。日本社会の歴史の中で形成され、現在に至る
まで結婚や就職などにおいて、いわれなき差別が続いてきました。
　同和問題は昔の問題ではありません。平成27年度に横浜市が実施
した「人権に関する市民意識調査」では、同和地区出身者との結婚につ
いての質問で、親などから反対されても「自分の意思を貫いて結婚す
る」と答えた人は全体のおよそ70％だった一方で、「家族などの反対
があれば結婚しない」または「絶対に結婚しない」と答えた人はおよそ
25％（4人に1人）という結果が出ています。結婚するときに大切なの
は相手の出身地でしょうか。あなたやあなたの身近な人が、出身地だ
けを理由に周りから結婚に反対されたら、どのように感じますか。
　この機会に、私たち一人ひとりの中にあるかもしれない先入観や
固定概念を見つめなおしてみませんか。

人権について考えよう
～同和問題を知っていますか～

ゆめおおおか
オフィスタワー
（6－8F）

ゆめおおおか
オフィスタワー
（6－8F）

ラポール上大岡 検索
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横浜を感じるミニコラム

佐
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佐藤 大介さん
横浜市職員。ブラ
インドサッカー
チーム「たまハッ
サーズ」所属。学
生時代にブライン
ドサッカーと出会
い、2008年に日本代表入り。以後数々
の大舞台を経験。2019年の「IBSA ブ
ラインドサッカーアジア選手権2019」
では3位入賞。東京2020パラリンピッ
クでも活躍が期待される。ブラインド
サッカー日本代表は開催国枠で東京
2020パラリンピック大会に出場する。

プロフィール

　現在私は、ブラインドサッカーのキーパー
をしています。仕事をしながら、日々の練習
や、試合による海外遠征に行くことは大変で
はありますが、職場の仲間の理解もあって何
とか両立しています。

　ブラインドサッカーで目が見えるのはキー
パーだけです。ほかの選手はキーパーからの
指示を頼りに、ボールを追いかけシュートや
ディフェンスをします。キーパーは、いかに相手
の立場にたって正確な指示を出すか、選手ご
との特性を考えて指示の出し方を変えるかな
ど、考えることがたくさんあります。ですが、選
手が自分の指示を信頼して、いいプレーをして
くれた時は、この上ない喜びがあります。
　以前練習の中で試しに、アイマスクをつけて
フィールドプレイヤーをやってみたことがありま
す。目が見えないことの不便さは想像以上で、
全くイメージ通りの動きができません。そんな

中で、フィールドを自在に動ける選手たちは本
当にすごいとあらためて実感しましたし、同時
に、そんな選手たちが信頼を寄せてくれるキー
パーというポジションの責任を痛感しました。
　最近は以前よりパラスポーツが注目されて
いますが、まだまだ知名度は高くないと思い
ます。パラスポーツもやはりスポーツなので結
果が大事です。先日のアジア選手権で銅メダ
ルを獲得することができましたが、まだまだ
足りないと思っています。東京２０２０パラリン
ピックでは、最高の結果を出すことで、パラス
ポーツの更なる普及、そしてお世話になってい
る方への恩返しができればと思っています。▲ブラインドサッカーのチームメイトと（右端が佐藤さん）

市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

1月  4日
1月11日
1月18日
1月25日

※放送内容・タイトルは変更になる場合があります。

新春特番 再放送
2020年！ 横浜で趣味をはじめよう
ハマの温活
冬こそ自然観察 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

1964年東京
オリンピックと横浜

1月8日発売

火曜

630円

ブラインドサッカー日本代表
ゴールキーパー

ⓒJBFA/H.Wanibe

市税納期限・
確定申告相談会などのお知らせ
■各種税金や申告に関する期限

対 象 納期限・提出期限・期間 提 出 先
個人市民税(普通徴収)第4期

1月31日まで給与支払報告書 財政局法人課税課
(特別徴収センター)

固定資産税（償却資産）申告書 財政局償却資産課
(償却資産センター)

所得税及び復興特別所得税 2月17日～3月16日
居住区の税務署贈与税 2月3日～3月16日

個人事業者の消費税・地方消費税 3月31日まで

■税理士による無料申告相談
【対象】Ａ＝小規模納税者・年金受給者・給与所得者
　　　Ｂ＝年金受給者・給与所得者の還付申告
※Ａ・Ｂともに、株式・不動産等の売却収入がある人、複雑な内容の相談がある人を除きます。
●混雑時は受付を終了する場合があります。また、申告書などの提出のみの場合は直接所轄税
務署に提出(郵送可)してください。

●車での来場はできません。

鶴見区 (鶴見税務署　 521-7141)
対
象 開催日 場所 相談時間

A B

A 1月31日～2月12日
(土・日曜・祝日を除く) 鶴見区役所 9時15分～11時30分13時～15時30分

9時30分～11時30分
13時～15時30分B 2月13日

中区・西区 (横浜中税務署　 651-1321)
対
象 開催日 場所 相談時間

A B
A 1月28・29日、2月5・6日 本牧地区センター

9時30分～12時
13時～16時 10時～16時

A 1月30・31日 藤棚地区センター
A 2月3・4日 西公会堂

B 1月27日 かながわ信用金庫
横浜営業部

B 2月7日 税理士会館

旭区・瀬谷区・保土ケ谷区 (保土ケ谷税務署　 331-1281)
対
象 開催日 場所 相談時間

A 1月28日 保土ケ谷公会堂
9時30分～15時30分A 1月29日～31日 旭公会堂

A 2月4日～6日 瀬谷公会堂

磯子区・金沢区・港南区・南区 (横浜南税務署　 789-3731)
対
象 開催日 場所 相談時間

A 2月4日～10日(土・日曜を除く) ウィリング横浜
(港南区) 9時30分～15時30分B 2月12日

神奈川区・港北区 (神奈川税務署　 544-0141)
対
象 開催日 場所 相談時間

A B
A 2月4・5日 神奈川区役所 本館

9時30分～12時
13時～15時 10時～15時A 2月6・7日 日吉本町西町会いきいき会館

（上履きを持参してください）
B 2月12日 新横浜グレイスホテル

栄区・泉区・戸塚区 (戸塚税務署　 863-0011)
対
象 開催日 場所 相談時間

A 1月28・29日 大正地区センター 9時15分～15時45分A 2月5日～7日 栄公会堂

青葉区・都筑区・緑区 (緑税務署　 972-7771)
対
象 開催日 場所 相談時間

A B
A 1月28・29日 都筑公会堂

9時30分～16時 10時～15時A 1月30・31日 山内地区センター
A 2月4・5日 緑公会堂
B 2月6日 神奈川県宅建協会 横浜北支部会館

■上場株式等の配当所得等および譲渡所得の課税方式の選択について
　原則は申告が不要な特定口座（源泉徴収口座）において生じた「上場株式等の
配当等（大口株主等が支払を受けるものを除く）による所得」、「上場株式等の譲
渡による所得」について申告を行う場合には、所得税と住民税で異なる課税方式
を選択することができます。
　所得税と住民税で異なる課税方式を選択する際は、納税通知書が送達される
日までに、確定申告書とは別に、異なる課税方式を選択する旨と課税方法を明
示した個人住民税の申告書を提出する必要があります。
　市民税・県民税の申告に係る問合せは居住区の区役所税務課市民税担当に相
談してください。
　所得税の申告に係る問合せは最寄りの税務署に相談してください。
■横浜みどり税
　本市では、緑を守り、つくり、育む取組を進める「横浜みどりアップ計画」の重
要な財源の一部として、市民の皆さんに「横浜みどり税」を負担していただいて
います。「横浜みどり税」は樹林地・農地の確実な担保、身近な緑化の推進などに
活用しています。

横浜みどり税 検索

【問合せ】 納期限について  財政局税務課 671-2253 641-2775
 給与支払報告書について 財政局法人課税課(特別徴収センター) 671-4471 210-0480
 償却資産申告書について 財政局償却資産課(償却資産センター) 671-4384 663-9347



横浜市役所〒 231-0017 中区港町 1-1 671-2121（代表）

今
月
の
@
ヨ
コ
ハ
マ
は
、
ブ
ラ
イ
ン
ド
サ
ッ
カ
ー
日
本
代
表
の
佐
藤
大
介
さ
ん
。
掲
載
は
こ
の
ペ
ー
ジ
の
裏
で
す
。

【発行】市民局広報課　 671-2332 661-2351　
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広報
よこはま
特別号

IR（統合型リゾート）の詳細な情報を掲載
した広報よこはま特別号を発行しました。
市役所市民情報センター、区役所、鉄道駅
や地区センターなどの公共施設に設置し
ているPRボックスなどで配布しています。

【問合せ】総務局緊急対策課　 671-4141 641-1677

 

【問合せ】消防局総務課　 334-6516 334-6517

 令和3年度までに市内190か所に

防災スピーカーを設置します
集い 学び 楽しめる 安全安心フェスティバル

横浜消防出初式2
に せ ん に じ ゅ う

020
　災害時の情報伝達手段のさらな
る充実のため、「防災スピーカー」を
設置します。スピーカーからは、J
アラートのほか、避難勧告の情報
など、市民の皆さんの安全を守る
ための放送を実施します。
　令和元年度から3年度までの間
に計190か所の設置を予定して
います。各年度に設置した防災ス
ピーカーは翌年度の4月1日から運用を開始します。
　設置場所などの情報は令和２年３月にホームページに掲
載予定です。
【放送内容】
●自動放送（Ｊアラート）
国民保護情報、緊急地震速報（震度５弱以上）、大津波警報、
津波警報、津波注意報、噴火特別警報、気象特別警報、噴
火速報

●手動放送
　避難勧告、避難指示など本市からの緊急情報

【問合せ】都市整備局I R推進課　 671-4135 550-3869

　本市はIRの実現に向けて本格的な検討・準備を進めています。
　2月は下表の4区で、IR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
緑区 緑公会堂 2月11日（火・祝）19時～20時30分（予定）
港北区 港北公会堂 2月14日（金）19時～20時30分（予定）
戸塚区 戸塚公会堂 2月24日（月・休）14時～15時30分（予定）
都筑区 都筑公会堂 2月28日（金）19時～20時30分（予定）

 

申込方法
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。FAXの場
合は、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
（FAX、電話番号の両方※１）④居住区（または在勤区・在学区）を記載してください。
※１ FAXの受信ができない人は、郵便番号、住所、電話番号
※２ 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】1月10日（金）～1月24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

※2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4区の説明会については、3月に開催します。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

ご注意ください
●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。また、12月～1月の
説明会の参加通知を受けた人は、ほかの会場での説明
会への応募、参加はできません。
●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）

　横浜の消防力や災害対応
力を披露するほか、救助体
験（当日整理券配布）や119
番通報体験など、参加者が
体験できるコーナーも充
実した、市民参加型のイベ
ントです。詳しくはホーム
ページを確認してくださ
い。
【日時】1月12日（日）10時30分

～15時（小雨決行）
【会場】横浜赤レンガ倉庫イ

ベント広場・1号館、
赤レンガパークおよ
び象の鼻パーク

横浜消防出初式 検索

▲迫力の一斉放水

▲消防総合訓練の様子




