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 市民の皆様に愛される市庁舎に
　８代目の横浜市庁舎が、１月末に中区の北仲通南地区に完成しました。４月から順次移転を進め、６月に
は全面的に業務を開始します。
　新市庁舎では、複数のビルに分散していた窓口を集約し、市民や事業者の皆様に効率よくご利用いただけ
るようになります。多言語での案内表示やベビー休憩室・多目的トイレを設置するなど、すべての人に優しくおも
てなしあふれる市庁舎を目指すとともに、職員の働き方も見直し、皆様のご期待にしっかりと応えてまいります。
　また、新市庁舎は極めて高い耐震・防災性能を有し、大規模災害時には危機管理の司令塔の役割を果た

して、皆様の安全・安心をお守りします。さらに、自然エネルギーを最大限利用する
など、環境に配慮した設備・機能を取り入れています。
　低層部のアトリウムは、３階までの吹き抜けで、天井や壁から光が注ぐ開放的な
空間です。東京2020オリンピック・パラリンピック期間中は、大型スクリーンで
競技を観戦できるライブサイトを開催します。目の前を流れる大岡川沿いには、
皆様の憩いの場として、プロムナードや水辺プラザを設けました。１階と２階には、
レストランやカフェなどの商業施設も入ります。ぜひお気軽にお越しください。
　歴代の横浜市庁舎は、1889年の横浜市誕生以来、関東大震災や横浜大
空襲などの困難を乗り越え、市の発展とともに歩みを続けてきました。新市庁舎も
横浜のシンボルとして、市内外から訪れるお客様をお迎えし、皆様に永く愛され、
親しまれる市庁舎にしてまいります。

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：3,749,929人
世帯数：1,713,356世帯

(2020 年 1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）。

4月13日㈪～4月13日㈪～4月13日㈪～4月13日㈪～4月13日㈪～

6月29日㈪6月29日㈪6月29日㈪6月29日㈪6月29日㈪6月29日㈪6月29日㈪6月29日㈪

一部業務開始

全面供用開始
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　４月13日（月）から順次業務を開始し、６月29日（月）に全面供用開始となります。来庁の際は、お間違えのないようご注意ください。

新市庁舎での
業務開始日 局統括本部 課

4月13日（月）
温暖化対策統括本部 調整課/プロジェクト推進課/SDGs未来都市推進課

都市整備局 総務課/企画課/都市デザイン室/都市交通課/都心再生課/みなとみらい21推進課/地域まちづくり課/
景観調整課/防災まちづくり推進課/市街地整備調整課/市街地整備推進課/IR推進課

4月20日（月）
財政局 総務課/財源課/財政課/契約第一課/契約第二課/管財課/資産経営課/取得処分課/公共施設・事業調整課

こども青少年局 総務課/企画調整課/監査課/青少年育成課/放課後児童育成課/子育て支援課/保育・教育運営課/保育・
教育人材課/保育対策課/こども施設整備課/こども家庭課/障害児福祉保健課

4月27日（月）

総務局 法制課/コンプライアンス推進課/人事課/労務課/職員健康課/行政・情報マネジメント課

市民局 総務課/人権課/地域活動推進課/地域防犯支援課/広報課/広聴相談課（市民相談室除く）/区連絡調整課/
地域施設課/窓口サービス課

医療局・
医療局病院経営本部 総務課/職員課/医療政策課/がん・疾病対策課/病院経営課/人事課

5月7日（木）

健康福祉局
総務課/職員課/企画課/相談調整課/監査課/福祉保健課/地域支援課/生活支援課/保険年金課/医療
援助課/高齢健康福祉課/地域包括ケア推進課/高齢在宅支援課/高齢施設課/介護保険課/介護事業指
導課/保健事業課

環境創造局

政策課/技術監理課/環境影響評価課/総務課/経理経営課/地籍調査課/環境管理課/環境エネルギー課/
大気・音環境課/水・土壌環境課/みどりアップ推進課/緑地保全推進課/農政推進課/農業振興課/公園緑
地管理課/公園緑地維持課/動物園課/公園緑地整備課/南部公園緑地事務所都心部公園担当/下水道事
業マネジメント課/管路保全課/管路整備課/下水道施設管理課/下水道施設整備課/下水道設備課

教育委員会事務局
総務課/教育政策推進課/職員課/生涯学習文化財課/教職員人事課/教職員労務課/学校計画課/教育施
設課/小中学校企画課/教育課程推進室/学校支援・地域連携課/高校教育課/特別支援教育課/人権教育・
児童生徒課/健康教育課

5月11日（月） 健康福祉局 障害企画課/障害福祉課/障害支援課/健康安全課/生活衛生課/食品衛生課/医療安全課/環境施設課
人事委員会事務局 調査課/任用課

5月18日（月）

総務局 危機管理課/緊急対策課/防災企画課/地域防災課
財政局 税制課/税務課/固定資産税課/徴収対策課
市民局 市民情報課（市民情報センター）/広聴相談課（市民相談室）
文化観光局 企画課/総務課/創造都市推進課/文化振興課/観光振興課/MICE振興課/文化プログラム推進課

経済局 総務課/企画調整課/企業誘致・立地課/国際ビジネス課/新産業創造課/ライフイノベーション推進課/
経営・創業支援課/ものづくり支援課/金融課

会計室 会計管理課/審査課
選挙管理委員会事務局 選挙課

監査事務局 監査管理課/財務監査課

5月25日（月）

政策局 総務課/統計情報課/大都市制度推進課/政策課/男女共同参画推進課/秘書課/共創推進課/大学調整課/
基地対策課

総務局 総務課/管理課
経済局 商業振興課/消費経済課/雇用労働課
建築局 保全推進課（市庁舎保全担当）
議会局 総務課/議事課/政策調査課

6月1日（月）

国際局 政策総務課/国際連携課/国際協力課

交通局
プロジェクト推進課/システム推進課/総務課/経営管理課/資産活用課/人事課/安全管理課/営業課(高
速鉄道本部)/運転課/営業課(自動車本部)/路線計画課/運輸課/車両課(自動車本部)/車両課(技術管理
部)/電気課/施設課/建築課/建設改良課

6月8日（月）

市民局 市民活動支援課
資源循環局 総務課/職員課/業務課/街の美化推進課/一般廃棄物対策課/産業廃棄物対策課
道路局 総務課/交通安全・自転車政策課/事業推進課/企画課/技術監理課/河川企画課/河川管理課/河川事業課

水道局 総務課/人事課/人材開発課/経営企画課/経理課/資産活用課/公民連携推進課/国際事業課/サービス
推進課/給水維持課/配水課/浄水課/計画課/職員厚生会

6月15日（月）

資源循環局 政策調整課/3R推進課/施設課/処分地管理課/施設計画課

建築局 総務課/都市計画課/法務課/違反対策課/情報相談課/建築企画課/建築指導課/市街地建築課/宅地審
査課/調整区域課

道路局 維持課/管理課/路政課/施設課/道路調査課/建設課/橋梁課/横浜環状北西線建設課/横浜環状道路調
整課

6月22日（月）
建築局 企画課/建築防災課/住宅政策課/市営住宅課/住宅再生課/営繕企画課/保全推進課/施設整備課/電気

設備課/機械設備課

港湾局 総務課/政策調整課/物流企画課/物流運営課/賑わい振興課/客船事業推進課/整備推進課/山下ふ頭再
開発調整課/管財第一課/管財第二課/建設第一課/建設第二課

※2019年12月16日時点の情報になります。今後の進捗によっては変更する場合があります。

各局統括本部の移転日程について
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【問合せ】事業概要に関して 都市整備局都心再生課　 671-4247 664-3551　サービス内容、申込みに関して （株）ケーエムシーコーポレーション　 080-8834-4868

移動時間を観光に変える！

羽田～横浜ウォーターフロント・クルーズ実証事業 参加者募集
　ウォーターフロントの魅力を十分に満喫できる
交通環境の実現に向けて、羽田空港と横浜みなと
みらい間をクルーズ船でつなぐ実証事業を実施し
ます。
　東京2020オリンピック・パラリンピックの開催や、
羽田の大規模複合施設および、みなとみらい21地区
のMICE・商業施設等の開業を見据え、訪日外国人を
含む一般利用者への利便性の向上を図ります。

【日程】2月20日（木）、21日（金）
【便数】両日：みなとみらい（ぷかりさん橋）12時発～羽田空港船着場13時着（予定）
　　　※羽田空港船着場から羽田空港間はバスで送迎します。羽田空港解散。  

参加終了後、アンケートへの協力をお願いします（任意）。
【費用】１人1,000円／便　【人数】１便30人
【申込方法】抽選（電話のみ。2月15日（土）18時締切）
　　　　　当選者には2月16日（日）～17日（月）に電話にてお知らせします。
【申込先】(株)ケーエムシーコーポレーション　 080-8834-4868

●案内ガイド
●ドリンクサービス
●フリーＷｉ-Ｆｉ

サービス内容

　「国際的な産学連携」「観光・集客」というテーマに沿った地区のにぎわいと
活性化を目指し、「M

ミ ナ ト

INATO-M
マ チ

ACHI L
ラ イ ブ

IVE」を事業コンセプトとした商業施設
やホテルなどが2025年に開業予定です。

横浜市 移転情報 検索
【問合せ】総務局管理課新市庁舎整備担当　 633-3901 664-2501

新市庁舎概要 【建物規模】地上32階、地下2階、高さ約155m

1～3階

地下1階

3・5～8階

8～31階

1・2階

1～3階

3～8階

4・5階

アトリウム、商業施設など
　三層吹き抜けのアトリウムでは、文化
芸術事業やパブリックビューイングなど
の多様な活動やイベントが催されます。
　また、レストランやカフェなどの商業
施設がオープンします。

議会機能
　議場の傍聴席は200席以上あり、さら
に乳幼児などと安心して傍聴できる親子
傍聴室も設けました。

行政機能
　新市庁舎は、業務の特性に合わせて、窓口カウンターや応接・相談ブースな
どのスペースを十分に確保し、来庁者対応にふさわしい環境となっています。

一般駐車場　6月1日供用開始
※一部業務開始に伴い、供用開始前の4月13日から5月31日までの期間に手続・相談のた
めに来庁される場合は、隣接する横浜市馬車道公共駐車場を利用してください（一定時
間の駐車料金無料）。詳しくはホームページを確認してください。

【日時】3月28日（土）・29日（日）  
10時～15時

【参加方法】申込不要。どなたでも参
加できますので、公共交通機関を利
用して当日直接来庁してください。

中区本町6-50-10
みなとみらい線馬車道駅直結
JR・地下鉄 桜木町駅から徒歩3分

新市庁舎内覧会のお知らせ

アクセス

商業施設

ライブビューイングアリーナ、新産業創造拠点、
商業施設

　ライブビューイングアリーナ
は、国内最大ビジョンを持つに
ぎわい施設で、年間を通して多
様なエンターテインメントを発
信します。

　VR（バーチャルリアリティ）などのテクノロジーにより、楽しみながら
学べるスポーツ体験施設です。

　ホテルスタッフが、ガイドブックに載っていない特別な場所へ宿泊者
を案内するなど、横浜探訪の拠点となります。

レガシーホテル
6・7階 ウェルネスセンター 11～14階 大学
10階 オフィスロビーなど 15～34階 オフィス

エデュテインメント施設

現市庁舎街区の再開発にも
取り組んでいます

【問合せ】都市整備局都心再生課　 671-3963 664-3551※8・9階は機械室

※32・4階は電気室・機械室、地下2階は公用駐車場

本会議場

アトリウム

新築棟（行政棟に隣接した棟） 新築棟

行政棟

行政棟（現在の市庁舎を保存活用した施設）

馬車道駅馬車道駅
みなとみらい線みなとみらい線

北仲橋北仲橋

弁天
橋

弁天
橋

桜木町駅
桜木町駅

桜木町駅
桜木町駅

市営地下鉄ブルーライン

市営地下鉄ブルーライン

JR根岸線

JR根岸線
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【問合せ】市老人クラブ連合会　 433-1256 433-1257 【問合せ】健康福祉局介護保険課　 671-4254 550-3614

【問合せ】健康福祉局介護事業指導課　 671-2356 550-3615

【問合せ】神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンター　 0570-001120
健康福祉局介護保険課　 681-5074 550-3614

【問合せ】市コールセンター　 664-2525 664-2828
【担当課】健康福祉局高齢健康福祉課

介護相談員を知っていますか？

高額医療・高額介護合算制度の
基準額変更について

かがやきクラブ横浜  シニアの祭典
～より気軽に！より身近に！より楽しく！～

介護保険料の
納め忘れはありませんか？

使ってお得！濱ともカード

　第三者的立場で介護施設を訪ね、利用者や家族から施設生活での心配事などの話を聞き、
施設との橋渡しをしながら、問題の改善や介護サービスの質の向上に取り組んでいます。

　医療保険上の世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担分の1年
間（計算期間：毎年8月～翌年7月）の合計額が基準額を超えた場合、そ
の超えた分が払い戻されます。2018年8月1日以降の利用分から基準
額が6段階となります。
70歳以上の人の基準額（70歳未満は変更なし）

所得区分 介護合算基準額（計算期間：毎年８月～翌年７月）
2018年7月31日まで 2018年8月1日以降

現役並みⅢ
67万円

212万円
現役並みⅡ 141万円
現役並みⅠ 67万円
一般 56万円

区分Ⅱ（低所得者Ⅱ） 31万円
区分Ⅰ（低所得者Ⅰ） 19万円

　仲間づくり、健康づくりのきっかけとなるイベントです。シニア
スポーツを体験したり、健康チェックや老人
クラブ活動を知ることもできます。皆さん
でお誘いあわせのうえ、来場してください。
【日時】2月27日（木）10時～15時
【会場】横浜文化体育館（中区不老町2-7）
【費用】無料
【内容】

　介護保険料は介護保険サービスに必要な費用を賄
まかな

う
重要な財源です。介護保険制度を維持していくために
は、介護保険料を納付していただくことが大切です。
※40歳から64歳までの人は、加入している医療保険の保険料
（介護分）として納付します。
①納め忘れがあると
　督促状などをお送りしています。指定期日までに必
ず納付してください。
②特別な理由がなく、保険料を滞納していると
　保険料を納付している人との公平を図るため、介護
保険サービスを利用する際、自己負担が多くなる場合
があります。

　65歳以上の人が利用できるカード
です。協賛店でカードを提示すると、
割引や優待入場などの特典が受けら
れます。市内百貨店や商店街など、約
1,900店舗が協賛店になっています。
カードの受取は？
●区役所高齢・障害支援課で受け取れ
ます。（運転免許証や健康保険証など、本人確認資料を持参し
てください）

●新たに65歳になる人には介護保険証に同封します。

　申込期間は、4月1日(水)～5月8日(金)で、各区老人（シニア・シルバー）ク
ラブ連合会で受け付けます。募集チラシは、4月から区役所高齢・障害支援
課や図書館などで配布します。詳しくは、市老人クラブ連合会へ問い合せ
てください。

　介護相談員として活動するための研修を受けた
市民の人です。市内の各区役所に登録され、活動
しています。

　利用者の生活の場である特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム
に派遣されています。

濱ともカード 検索

このステッカーが
協賛店の目印です

65歳から
使える

誰でも
参加可能

６５歳以上の
人が対象

●各区役所高齢・障害支援課
●行政サービスコーナー
●市民情報センター（市役所1階）

　ホームページでも検索できます。

協賛店リストの
配布場所

１年以上の
滞納

お
知
ら
せ

２年以上の
滞納

　サービス費用が一時的に全額自己負
担になり、後日申請により保険給付分が
払い戻されます。

　また、介護保険サービス利用の有無にかかわらず、法令に
基づき財産差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

　滞納した期間に応じて一定期間、サー
ビス費用の自己負担が3割または4割にな
る場合があります。また、高額介護サービ
ス費などの支給が受けられません。

シニアスポーツ紹介・
体験コーナー

ステージコーナー

各区老人（シニア・シルバー）クラブ連合会の活動紹介コーナー

健康チェックコーナー
（整理券配布時間）

輪投げ、スポーツウエルネス吹矢、ボッチャなど、8種
目の体験ができます。

ダンスやコーラスなどを披露します。

姿勢測定 ①10時15分から ②13時から
筋力余裕度測定 ①10時45分から ②13時30分から

「かがやきクラブ横浜シニア大学」の受講生を募集します！

　介護相談員を受
け入れている施設
には、ロゴマーク付きのポスター
が掲示されています。
※受入施設の一覧は市ホームページに
掲載

横浜市介護相談員 検索

▲スポーツウエルネス吹矢の体験

介護相談員ってどんな人？

どこに派遣されているの？
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ヨコハマeアンケートメンバー
2020年4月1日時点で15歳以上。イン
ターネットで市政に関するアンケート
に協力
3月6日までに で
市民局広聴相談課( 671-2335
212-0911）
横浜開港祭①親善大使   
②ドリーム オブ ハーモニー参加者
各選考。①18歳以上の女性(高校生
除く)、14人。PR活動、交通費支給②
2020年2月時点で小学生以上、1,000
人。詳細は で
①3月下旬～6月2日の主に土・日曜
②6月2日(火)(練習は4・5月の土・日曜）
①市内各所②臨港パークほか
①2月15日まで②3月8日まで
実行委員会( 212-5511 212-5510) 
か文化観光局MICE振興課 ( 671-
3546）
中学校夜間学級 入級者

15歳(学齢)を超え、原則中学校を卒
業していない人。詳細は問合せを
教育委員会小中学校企画課 (
671-3266 664-5499）
児童相談所一時保護所職員  
(市会計年度任用）
中央・西部・南部・北部の各児童相談
所で。詳細は で
2月25日まで
中央児童相談所 ( 260-6510
262-4155)
高齢者向け優良賃貸住宅  
空家待ち登録者
市認定の民間住宅。旭区ほか3物件。
60歳以上、抽選。詳細は2月19日から
申込書(区役所広報相談係で配布)で
3月9日まで
システムハウジング ( 742-1000)
か建築局住宅政策課 ( 671-4121 
641-2756)

ハマピック 個人競技参加者募集
全国障害者スポーツ大会の市代表選
考会。費用等詳細は申込書(区役所
広報相談係で配布)か で
4月5日(日)～5月6日(水･休)
2月29日まで
横浜ラポール ( 475-2050 475-
2053)
腎不全者料理教室と相談会
抽選20人｡ 詳細は問合せか で
3月1日(日)9時30分～14時
技能文化会館
700円
2月18日まで
腎友会 ( 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パソコン入門②iPad入門③音声･ 
iPad④拡大･iPad

15歳以上(中学生除く)､ 各抽選8人。
①②知的障害の初心者③④視覚障害者
各全2回    

 ①3月14日(土)･15日(日)10時～12時30分
 ②3月14日(土)･15日(日)13時30分～16時
 ③3月12日(木)･13日(金)13時～16時
 ④3月16日(月)･17日(火) 13時～16時
横浜ラポール
500円
2月20日までに に
障害名･等級､ 手話･筆記通訳希
望の有無､ 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)
中央職業訓練校 4月生募集
①OA経理科(初級)、医療･介護事
務OA科②パソコン実務科③機械
CAD科
離職中の求職者(ひとり親家庭の親、
生活保護受給者の優先枠あり)、各科
選考20人。費用等詳細は2月17日から
申込書(ハローワークで配布)か で
①4月～7月②4月～6月③4月～9月
3月26日まで
▷説明会　3月9日(月)10時･14時、問
合先で開催
会場の中央職業訓練校 ( 664-
6825 664-2081)
ひとり親家庭の親講座
離婚について子どもの目線で考え
る。ひとり親家庭か離婚予定の親、
抽選20人
3月13日(金)14時～16時15分
技能文化会館
1歳6か月～未就学児(予約制)
2月28日までに で
こども青少年局こども家庭課 (
681-0915 681-0925）
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 で
3月25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)
2月28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）

講座「がんに関する最近の話題」
先着80人
2月27日(木)14時～15時30分
500円
2月12日から で会場の総合保健
医療センター ( 475-0178 475-
0002)
講演「心臓の病気と人間ドック」
当日先着300人
2月28日(金)14時～16時
横浜ラポール
横浜労災病院 ( 474-8111 474-
8344)

講演｢排尿トラブルの治療法と看護
ケア｣
当日先着300人
2月29日(土) 14時～16時
ワークピア横浜
みなと赤十字病院 ( 628-6816
628-6101)
市大エクステンション講座 
「大腸がん手術·すい臓がん治療」
先着230人。詳細は で
3月2日(月)14時～16時
情報文化センター
2月12日から で市大地域貢献セ
ンター ( 787-8930 701-4338)
要約筆記者養成講習会
①パソコン
②手書き
聴覚障害者等の意思疎通支援。18歳
以上の健聴者､ 各選考20人。詳細は
チラシ(区役所高齢・障害支援課で配
布)か で
4月16日～2021年2月18日の木曜、
各全38回｡①10時30分～12時30分
②14時～16時
横浜ラポール
3,600円
2月28日まで
▷選考･説明会　3月12日(木)①10時
30分②14時､ 会場で開催
中途失聴･難聴者協会( 475-2064) 
か健康福祉局障害福祉課 ( 671-
3602)
市民農業大学講座
援農･緑化ボランティア養成。野菜･
果樹コース､ 花･緑コース｡ 2020年4
月1日時点で67歳以下、各コース抽
選30人。費用等詳細は2月3日から募
集要領(区役所広報相談係で配布、
から入手)で
4月から
3月2日まで
会場の環境活動支援センター（
711-0635 721-6356)
結婚応援セミナー
各抽選100人。①保護者②本人。詳
細は2月10日からチラシ(区役所広報
相談係で配布)か で
3月20日(金･祝)。①10時～12時  
②13時30分～15時
ワールドポーターズ
3月10日まで
こども青少年局企画調整課 (
671-4281 663-8061）
春の親子料理教室
小学4年～中学生と保護者、抽選15
組30人
3月14日(土)9時～13時30分
1組2,000円
2月26日までに で
会場の中央卸売市場本場 ( 459-
3337 459-3307)
講演｢ペップトーク 言葉の力｣
ポジティブな言葉で本来持つ力を最
大限に引き出す。先着300人
3月22日(日)18時30分～20時30分
戸塚公会堂
1,500円

2月12日から で
体育協会 ( 640-0012 640-0024)

3.11被災地応援イベント
被災者によるトークイベントほか
3月8日(日)10時～15時
会場の市民防災センター ( 312-
0119 312-0386)
世界コマ大戦2020 観戦
技術力を競う喧嘩ゴマの世界大会
2月22日(土)9時30分～16時30分
大さん橋ホール
経済局ものづくり支援課 ( 671-
4144 664-4867)
国際舞台芸術ミーティング(TPAM)
公演･シンポジウムほか。費用等詳
細は で
2月8日(土)～16日(日)
KAAT神奈川芸術劇場ほか
事務局(国際舞台芸術交流センター
内、 03-5724-4660 03-5724- 
4661)か芸術文化振興財団 ( 221- 
0212）
ペット防災に関する事例共有会
ペット同行避難を考える。先着250人。
詳細は で
3月9日(月)18時15分～20時40分
社会福祉センター
2月17日から で横浜市動物愛護
センター ( 471-2111 471-2133）
市民精神保健福祉フォーラム  
｢当事者･家族のまるごと支援｣
当日先着400人｡ 詳細は問合せを
2月15日(土)13時30分～16時
金沢公会堂
健康福祉局障害福祉課 ( 671-
3602 671-3566)
ヨコハマ市民まち普請事業  
整備成果報告会＆フォーラム
2月15日(土)10時～16時
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)
地域緑のまちづくり報告会＆  
交流会
3月8日(日)14時～17時
技能文化会館
環境創造局みどりアップ推進課 (
671-3447 224-6627）
保護者向け就活セミナー  
｢働きやすい地元中小企業の探し方｣
当日先着50人。詳細は で
2月21日(金)14時～15時30分
BUKATSUDO
政策局男女共同参画推進課 (
671-4479 663-3431)
合同就職面接会
履歴書複数枚持参
2月27日(木)13時～16時(受付は15
時45分まで）
新都市ホール
ハローワーク横浜 ( 222-8609
201-6284)か経済局雇用労働課(
671-2343)

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



14 2020（令和2）年 2月号 ／ 横浜市版

就職マッチング交流会
中小企業で正社員として就業したい
人。要事前申込。詳細は で
2月29日(土)13時30分～16時30分
日総ブレイン
経済局ものづくり支援課 ( 671-
4144 664-4867)
幼稚園·保育園の先生になろう ！
幼稚園教諭や保育士の魅力を現役の
先生や養成校生が伝える
3月1日(日)12時～15時
クイーンズサークル
こども青少年局保育対策課 (
671-4469 550-3606)
保育士就職面接会
保育士資格保有者か取得見込者
3月7日(土)13時～16時
技能文化会館
3月6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)
子ども･若者の居場所フォーラム
好事例の共有・交流ほか。抽選120人
3月25日(水)13時～17時
ウィリング横浜
3月19日までに で
こども青少年局企画調整課 (
671-4281 663-8061）
横浜港客船フォトコンテスト  
入賞作品展
2月10日(月)～3月16日(月)の8時30
分～17時15分
市役所市民広間
港湾局客船事業推進課 ( 671-
7272 201-8983)
製図コンクール展
横浜建築高等職業訓練校生の製図
①2月18日(火)～28日(金)の8時30分
～17時15分②2月29日(土)～3月7日
(土)の9時～19時(7日は17時まで）
①市役所市民広間②技能文化会館
経済局雇用労働課 ( 671-4098
664-9188）
ハマの職人展
こども技能体験教室ほか。一部有料
2月15日(土)10時～16時30分
MARK IS みなとみらい
経済局雇用労働課 ( 671-4098
664-9188)
ハマの職人工房 HAMA-TORY
展示･販売と体験講座。費用等詳細
は2月3日から で
3月7日(土)･8日(日)11時～16時
アソビル
経済局雇用労働課 ( 671-4098
664-9188)
ブルーカーボン事業   
わかめ収穫イベント
小·中学生、当日先着30人
3月8日(日)11時～12時(受付は10時
30分から)､ 荒天中止
八景島シーパラダイス
温暖化対策統括本部プロジェクト
推進課 ( 671-4109 663-5110）
春休み小学生運河クルーズ
小学生と保護者､ 各抽選40人｡ 詳細
は で
3月25日(水)～27日(金)･30日(月)･31日
(火)の9時40分･13時40分･15時40分
2月28日まで
横浜港振興協会 ( 671-7241
671-7350)か港湾局賑わい振興課
( 671-7188)

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2月3
日からチラシ(区役所広報相談係で
配布)か で
4月6日(月)～8日(水)
大人1人。79,900円～
取扱旅行会社。2月28日まで
港湾局客船事業推進課 ( 671-
7272 201-8983)

シティウォーク
先着3,300人。馬車道駅～文化体育
館の観光名所などを巡る。詳細はチ
ラシ(区役所地域振興課で配布)で
3月20日(金･祝)8時～17時
1,800円
2月12日から
体育協会 ( 640-0018 640-0024)
文化体育館で 教室
①バレーボール②③卓球
各先着。①中学生50人②6歳～17歳
200人③18歳以上200人。費用等詳細
は2月11日から で
3月20日(金･祝)。①10時～12時  
②13時～15時③15時～17時
2月11日から で会場の文化体育
館 ( 641-5741 641-5744)
春休み短期スケート教室
①4･5歳､ 先着30人。6歳以上､ 先着
120人②4･5歳､ 先着30人。6歳以上､
先着40人
各全4回。①3月26日(木)～28日(土)･30
日(月)の9時15分～10時②4月1日(水)
～4日(土)の10時15分～11時
7,700円
2月13日から で
会場の横浜銀行アイスアリーナ(
411-8008 411-8010)

バイクの廃車申告／   
市･県民税の申告ほか

《①バイクの廃車申告》令和2年4月1
日時点の所有者に令和2年度分を課
税。廃棄·譲渡の場合は3月中に申告
を。125cc以下は登録している区役所
軽自動車税担当､ 125cc超は神奈川
運輸支局へ
《②個人市民税·県民税の申告》令和2
年1月1日時点、区内に住所がある人
は3月16日までに区役所市民税担当
に申告を。給与所得のみで勤務先か
ら給与支払報告書が提出されている
人､ 所得税の確定申告をする人は不
要。税務署で確定申告不要と言われ
た人(⑤の人を含む)は市民税·県民
税の申告が必要な場合あり
《③確定申告と納付期限》所得税·復
興特別所得税は2月17日～3月16日。
贈与税は2月3日～3月16日。個人事
業者の消費税·地方消費税は3月31日
まで
《④税務署の日曜·祝日等開庁》2月24
日･ 3月1日。所得税及び復興特別所得
税･贈与税･個人事業者の消費税·地
方消費税の申告書作成アドバイス､
受付(電話相談等不可)。混雑時は受
付終了の場合あり。鶴見税務署･横
浜中税務署･保土ケ谷税務署は日石
横浜ホールで

《⑤年金所得者の所得税申告手続不
要制度》公的年金等の収入金額が400
万円以下かつ公的年金等以外の所得
金額が20万円以下の場合､ 確定申告
不要。還付を受けるための提出は可
《⑥申告書はパソコンやスマホで作
成》国税庁ホームページの｢確定申告
書等作成コーナー｣で作成後、e-Tax
で提出可
※マイナンバーカード･ICカードリー
ダライタが必要
①区役所軽自動車税担当②区役所
市民税担当か､財政局税務課 (
①671-3669②671-2253、 641-2775)
③～⑥各税務署

※②～⑥はマイナンバー(個人番号12
桁)の記載と本人確認書類(マイナ
ンバーカードか番号確認書類と身元
確認書類)の提示か複写の添付を
国民年金保険料の前納は割引あり
口座･クレジット払の2年･1年･半年前
納の申込みは､ 2月28日までに年金事
務所･金融機関へ。詳細は問合せを
各年金事務所か健康福祉局保険年
金課 ( 671-2418 664-0403)
不動産公売
市税･国民健康保険料の滞納処分で
差押えた不動産｡ 詳細は不動産公売
広報(区役所税務課で閲覧可)か
で｡一部公売中止の場合あり
3月4日(水)13時30分～14時30分
中区役所
財政局徴収対策課 ( 671-2184
641-2775)
横浜水缶 特典付き販売
期間中の注文は送料無料。プレゼン
トもあり。詳細は で
3月21日(土)まで
水道局お客さまサービスセンター
( 847-6262 848-4281)
市立学校臨時的任用職員等   
登録会
教諭･養護教諭、学校栄養･事務職
員。詳細は で
2月15日(土)11時～15時
会場の教育委員会東部学校教育
事務所 ( 411-0605 411-0613）
猫の不妊去勢手術費用の一部補助

3月1日～2021年2月28日に手術する
飼い主のいない猫、先着4,500頭。詳
細は3月2日からチラシ(区役所生活
衛生課で配布)か で
横浜市動物愛護センター ( 471-
2111 471-2133)
障害者後見的支援制度説明会･報告会
各当日先着400人
①3月2日(月)14時～15時30分  
②3月25日(水)10時30分～12時
①鶴見区民文化センター②西公会堂
健康福祉局障害企画課 ( 671-
3604 671-3566)
外国人のための結核検診

15歳以上､ 当日先着50人。健康相談
もあり
3月1日(日)14時～16時。荒天中止
鶴見公会堂
健康福祉局健康安全課( 671-2462)

※外国語の問合せは鶴見国際交流ラ
ウンジ ( 511-5311 511-5312)
粗大ごみは早めに申込みを

3・4月は受付が集中するので早めに
申込みを
月～土曜(祝休日を含む)｡受付セ
ンター( 0570-200-530〈携帯･IP電

話からは 330-3953〉)。 からも可
資源循環局業務課 ( 671-3815
662-1225)
都市計画マスタープラン  
鶴見区プラン公表
関係図書の閲覧は問合先で。 から
も可
鶴見区役所企画調整係 ( 510-
1676 504-7102)

みなとみらいホール   
682-2000 682-2023

こどもの日2020コンサート
①未就学児入場不可   
②未就学児入場可
5月5日(火･祝)。①13時～14時  
②15時30分～16時30分
2,500円、2月16日から会場で販売
横浜美術館    
221-0300 221-0317

澄川喜一 そりとむくり
2月15日(土)～5月24日(日)
1,500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
5月22日(金)13時30分～15時30分
1,000円、2月21日から か で
横浜能楽堂    
263-3055 263-3031

バリアフリー能
狂言「清水」､能｢橋弁慶｣
3月20日(金･祝)14時～15時45分
3,000円～4,000円(介助者1人無料)､
会場で販売中
にぎわい座    
231-2515 231-4545

五街道雲助独演会
3月8日(日)14時～16時
3,200円、会場で販売中
男女共同参画センター横浜北  
910-5700 910-5755

夫婦関係·離婚をめぐる法律講座  
中高年編
女性､先着35人
3月11日(水)10時～12時
1,200円
2か月～未就学児(予約制･有料)
2月11日から か で
歴史博物館    
912-7777 912-7781

展示｢古代のムラの仏堂｣
2月27日(木)～3月10日(火)
都筑図書館
開港資料館    
201-2100 201-2102

展示「町会所から市役所へ」
2月1日(土)～4月19日(日)
200円
帆船日本丸    
221-0280 221-0277

リニューアルオープン
2月29日(土)
自然観察の森    
894-7474 894-8892

はじめてのちいさなしぜんかんさつ会
3歳～小学2年生と保護者、各抽選20
人。詳細は で
3月22日(日)10時30分～12時・13時
30分～15時。荒天時は3月29日(日)
2月29日まで
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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

2月  1日
2月  8日
2月15日
2月22日
2月29日
※放送内容・タイトルは変更になる場合があります。

区特集「鶴見区」
季刊誌「横濱」新春号
ハマの和菓子
横浜と猫
ハマの名所「野毛」探訪

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

好評販売中！

火曜

630円

横浜を感じるミニコラム

山
や ま

田
だ

 謙
け ん

治
じ

さん

山田 謙治さん
横浜市出身。高校
時代よりバスケット
ボールの有力選手
としてインターハ
イ連覇などの実績
を残す。横浜ビー・
コルセアーズには、2011年のチーム発
足から７シーズンにわたり在籍。チーム
の司令塔として活躍。2018年広島ドラ
ゴンフライズに移籍。2019年7月現役引
退後、アシスタントコーチとしてビー・
コルセアーズ復帰。以後、後進の育成
などに努める。

プロフィール

　横浜ビー・コルセアーズは、２０１１‐２０１２
シーズンからｂｊリーグ（日本プロバスケット
ボールリーグ）に参入しました。私はチーム
の立ち上げの時に声をかけてもらい、発足
当初から選手として参加しました。

　２０１１年当時は、まだまだチームの知名度
が低く、試合をしてもお客様が３００～４００
人程度という事も珍しくありませんでした。
そんな中、地元のブースター（ファン）や、横
浜市の関係者の皆さんの応援などもあって、
２０１２‐２０１３シーズンには、リーグ優勝する
ことができました。チームができてからまだ
２年目。決して前評判が高くなく、スターと呼
べる選手もいない中で、チーム、関係者そし
てファンの皆が一丸となって、チーム力で勝
ち取った優勝でした。
　現在、私は選手を引退して、コーチとして
ビー・コルセアーズに所属しています。最近は

成績が少し低迷していますが、チームの雰
囲気はとても良く、また必ず優勝争いがで
きるチームにしていきたいと考えています。
ぜひ試合会場で、ビー・コルセアーズの選
手の活躍、そして、スピード感あふれるバス
ケットボールの面白さを生で感じてみてくだ
さい。
　ビー・コルセアーズは地元横浜とともにあ
るチームです。日頃から、皆さんの熱い応援
への恩返しが少しでもできるように、市内各
地のイベントや、地元の夏祭りなどに積極的
に参加しています。見かけたらぜひお気軽
に声をかけてください。▲アシスタントコーチとして優勝を狙えるチーム作りを目指す

横浜ビー・コルセアーズ チーム
編成・強化担当兼アシスタントコーチ

【問合せ】健康福祉局福祉保健課　 671-4401（1月31日までは 671-4044） 664-3622

【問合せ】政策局男女共同参画推進課　 671-2017 663-3431

 

 

台風第19号で被災された方へ

災害義援金を支給します
台風第19号による被災者支援のため、神奈川県などが募集した災害
義援金が、本市に配分されましたので、対象世帯へ支給します。
●対象者
　罹

り

災
さい

証明書※1で台風第19号により、自宅（賃貸物件含む）に対象被害
を受けたことが確認できる世帯
※1　2月末までに罹災証明書を取得した世帯が対象です（2月末までに消防署へ

依頼した世帯を含む）。未取得の方は被災された住宅のある区の消防署へ、
まずは電話でお問い合わせください。

●申請
　本市から対象世帯へ、2月から3月にかけて順次※2ご案内と申請書
を送付しますので、内容を確認し、同封の返信用封筒で申請書を返送
してください。
※2　罹災証明書の発行時期の早い方から順に送付します。

罹
り

災
さい

証明書の
被害区分※3 全壊 大規模半壊

半壊

一部損壊（準半壊）
一部損壊（10％未満）
※単に一部損壊も含む

床上
浸水

支給額 20万円 10万円 2万円 2万円
※3　台風第19号による死亡・重傷も支給対象です。該当世帯の方は問合せ先へ

ご連絡ください。

（各賞50音順）

功
労
大
賞

髙
たか

橋
はし

 和
かず

子
こ

さん
静岡産業大学 教授
(公財)横浜市体育協会評議員

学校ダンスの男女必修化や、スポーツ分野に
おける女性の参画の拡大、女性アスリートの
競技力向上に尽力。

松
まつ

本
もと

 和
かず

子
こ

さん
特定非営利活動法人ふらっと
ステーションドリーム理事長
ほか

子育てや介護を地域住民の共助に組織化し、
また「市民セクターよこはま」を立ち上げるな
ど、市民協働の先駆者として活躍。

推
進
賞

関
せき

 治
はる

美
み

さん
新吉田あすなろ連合町内会長
ほか

地域の女性リーダーとして、災害に備えた拠
点訓練や要援護者支援、募金活動など地域活
動に尽力。

防
ぼう

後
ご

 優
ゆう

子
こ

さん
城郷地区連合町内会長ほか

地域の女性リーダーとして、消防団活動、地域
防災拠点での訓練や小机城址まつりなどに携
わり、地域資源を生かした地域づくりに貢献。

梁
やな　だ

田 理
り 　 え 　 こ

惠子さん
中区民生委員児童委員協議会
会長

民生委員・児童委員活動やこども食堂の運営
などを通して、乳幼児から高齢者まで幅広い
世代と関わり、地域活動に尽力。

横浜市消防団
災害出場や防災指導、広報など幅広い分野で
女性が活躍し、男女がともに活躍する組織と
して安全安心なまちづくりに貢献。

男女共同参画貢献表彰 検索

男女共同参画貢献表彰
令和元年度受賞者が決定

【問合せ】経済局食肉市場運営課
511-0445 502-5989

　ある日の焼肉レストランでの会話。「お肉は大好
きだけど、そのために、牛や豚が殺されるのは、仕
方のないことだとはいえ、かわいそうだよね」
　なぜ、「仕方のないこと」や「かわいそう」と思うの
でしょうか。このマイナスのイメージは、畜産農家
から精肉店までの食肉に関わる人、とりわけ、と畜
解体を行う人を傷つけることに気づいていますか。
　食肉に関わる仕事は、人が生きていくためには、
当たり前の職業であるにも関わらず、「仕方のない
こと」と思うことや、家畜に感情移入しすぎて、「殺
すのはかわいそう」と思うことで、その職業に携わ
る人やその家族を深く傷つけることになってしま
うのです。
　私たちは、動物の皮を鞄や楽器として利用した
り、肉を食べたりして、豊かな生活を送っています。
ペットとしてかわいがることも同様です。これら
は、人間が生きるための営みとして自然なことなの
です。
　普段の食事での会話や、身の回りのちょっとした
出来事も、人権を考えるきっかけになります。動物
を殺して利用する、ということについて、家族や友
人など親しい人たちと、考えてみませんか。

人権について考えよう
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【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】商品券引換購入窓口・利用可能店舗について
0120-907-175(フリーダイヤル)〈受付日時〉平日 9時～18時

 

●販売期限を延長する販売窓口は、随時、市ホームページで公開します。
●3月1日～22日のみ開設する販売窓口の設置も予定しています。
●販売窓口によっては、3月22日以前に販売を終了する場合があります。

　乳幼児健診などで区役所などに来る際は、購入引換券を忘れずに！
【販売日時】2月3日（月）～3月19日（木）（土・日曜、祝日除く）10時～16時※

【販売場所】詳細は市ホームページを確認してください。
※区役所の開庁時間とは異なりますので注意してください。

　使い残した商品券の返品・返金はできません。期限内に利用してください。

●平成31年1月1日時点で住民登録があり、令和元年度の住民税が非課税
の人（一部対象外要件あり）

●平成28年4月2日～令和元年9月30日生まれの子が属する世帯の世帯
主の人　

【問合せ】健康福祉局健康安全課　 671-4190 664-7296

 1冊でも1,000円お得、5冊なら5,000円お得

横浜市プレミアム付商品券販売中
骨髄移植等により免疫を失った人に

「再接種費用」を助成します

【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。3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
栄区 栄公会堂 3月2日（月）

19時～20時30分
（予定）

青葉区 青葉公会堂 3月6日（金）
瀬谷区 瀬谷公会堂 3月9日（月）
泉区 泉区民文化センターテアトルフォンテ 3月16日（月）

 

申込方法※1

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※2）④居住区（または在勤区・在学区）を記載してください。
※1 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。
※2 FAXの受信ができない人は、郵便番号、住所、電話番号
【申込期間】2月3日（月）～17日（月）
【申込先】右記市ホームページの申込フォームまたは 681-2695 ※3月開催分（左表4区）のみの申込受付となります。

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～2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〈祝休日
除く〉９時～ 17時）

　骨髄移植手術等の医療行為により既に行った予防接
種で得た免疫が消失し、再接種が必要な場合、その費
用は全額自己負担となります。本市では、感染症の蔓
延防止および対象となる人の経済的負担の軽減を図る
ため、予防接種費用を助成します。
【対象となる人】 次の要件を満たす人＝①骨髄移植、化
学療法その他の医療行為により、接種済みの定期予防
接種の予防効果が期待できないと医師に判断されてい
る。②予防接種の再接種を受ける日において、20歳未
満で本市に住所がある。
【助成の対象となる予防接種】 予防接種法で定めるこど
もの定期予防接種（Ａ類疾病）のワクチン接種（一部上
限年齢があります）
【助成方法】 接種費用を医療機関に支払った後、本市か
ら接種費用の払戻しを行います（2019年4月1日以降
の再接種が助成の対象となります）

これから再接種をする人や、費用助成を希望する人へ
　事前に問合せ先まで連絡してください。制度の詳
細は、本市のホームページで確認してください。

横浜市　再接種 検索

商品券の販売期限を3月22日（日）まで延長しました！

２月から区役所などでも販売開始（販売時間：10時～16時）

商品券を利用できる期限は３月31日（火）までです

購入対象者

横浜市プレミアム付商品券 検索
　横浜市プレミアム付商品券の最新の情報は、市ホームページを確
認してください。




