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 横浜ならではの春の魅力を感じて
　柔らかな日差しに春の訪れを感じる季節となりました。
　横浜の春の風物詩といえば、花と緑で街を彩る「ガーデンネックレス横浜」。毎年、市内各所で多くの
お客様をお迎えし、横浜の街には花を愛でる人々の笑顔があふれます。
　異国情緒あふれる「みなとエリア」では、サクラやチューリップなどの花々が色とりどりに咲き誇ります。
美しい港の風景や洗練されたウォーターフロントの街並みを背景に、表情豊かな花々を楽しめるのは、みなと
横浜ならではの魅力です。また、豊かな自然広がる「里山ガーデン」では、市内最大級の大花壇が、横浜

産のパンジーやネモフィラなどの可憐な花々で埋め尽くされます。ぜひ、昔懐か
しい里山と柔らかな色合いの花々が織りなす風景をご覧ください。
　バラが満開になる５月には、市の花バラを主役にした「横浜ローズウィーク」も
開催します。山下公園や港の見える丘公園のバラ園をはじめ、バラをテーマに
したイベントやスイーツ、ショッピングなど、バラの香りや美しさを存分に味わって
いただきたいと思います。
　市民の皆さまが丹精こめて育てられたお庭や花壇を公開するオープンガーデン
など、地域の取組も広がっています。「ガーデンネックレス横浜」は、横浜で育まれて
きた自然を慈しむ心と、魅力的なガーデンやイベントをネックレスのようにつなぎ、
皆様に花と緑の持つ潤いや安らぎの力をお届けします。街歩きを楽しみながら、
横浜の春をご堪能ください。

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：3,749,162人
世帯数：1,713,417世帯

(2020年2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

◦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）。

横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンターを開設しました。 詳しくは最終ページで

里山ガーデン大花壇（2019年3月）
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【問合せ】道路局横浜環状北西線建設課　 671-3630 651-3269　または　首都高速道路㈱神奈川建設局調査・環境課　 070-2153-1759 439-0773

 
　

横浜の花と緑をPRするマスコットキャラクター
「ガーデンベア」©ITOON/GN

ガーデンネックレス横浜 検索

　「ガーデンネックレス横浜2020」を開催し
ます。メイン会場のみなとエリア、里山ガー
デンに加え、市内各所が色鮮やかに春の花々
で彩られます。５月からは「市の花バラ」を主
役にした「横浜ローズウィーク」も開催します。

【開催期間】3月28日（土）～6月7日（日）

主な見どころ

　横浜産の花で彩る市内最大
級10,000㎡の大花壇が見ど
ころです。ウェルカムガーデ
ン・谷戸の菜の花畑とあわせ、
春の里山を感じることができ
ます。

　横浜公園の14万本のチュー
リップをはじめ、４つのテーマ
のチューリップガーデンが楽
しめます。

　港の景観とサクラが楽しめ
る春のおすすめの散策スポッ
トです。

　市内各区で、ガーデンネッ
クレス横浜に関連したさまざ
まなイベントや花壇が登場。
市全域を花や緑のネックレス
でつなげます。

3月28日(土)～5月10日(日)
9時30分～16時30分

横浜公園・日本大通り・	
山下公園・新港中央広場
４月上旬～４月中旬

みなとみらい地区さくら通
り、汽車道、大岡川など
３月下旬～４月上旬

【問合せ】ガーデンネックレス横浜2020について　NTTハローダイヤル　　 050-5548-8686（8時～22時、６月８日まで）
この記事について　環境創造局みどりアップ推進課　 671-2629 224-6627

❶ばらフェスタ（有料）
大さん橋ホール

５月14日（木）～18日（月）

❷ローズ＆ガーデンマーケット
日本大通りなど

５月16日（土）·17日（日）

会場：山下公園、港の見える丘公園、横浜山手西洋館、アメリカ山
公園、横浜イングリッシュガーデン、八景島バラ園ほか市内各所

山下公園

さくら通り

江川せせらぎ緑道横浜公園

　横浜北西線は、2017年３月に開
通した横浜北線と直結する路線と
して、東名高速道路と第三京浜道路
を結ぶ、延長約7.1kmの自動車専
用道路です。横浜北西線が開通する
と、横浜北線と一体となり、東名高
速道路から横浜港までが直結され、
横浜市北西部と横浜都心・湾岸エリ
アとの連絡強化などが図られます。

つながる横浜、ひろがる未来
K7横浜北西線（ K7 横浜北線～ E1東名高速）　
3月22日（日）16時に開通

（　 横浜北線～  　東名高速）

ほくせいせん 検索

横浜北西トンネル

横浜港北ジャンクション

５月3日（日・祝）～6月7日（日）
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	 【問合せ】	避難行動の流れに関して　 総務局地域防災課 671-3456 641-1677
  横浜市防災情報Eメールに関して 総務局緊急対策課 671-3458 641-1677
	 	 横浜市防災計画の修正に関して 総務局防災企画課 671-4096 641-1677

	 【問合せ】	専門家への相談先について 市コールセンター 664-2525 664-2828
  ブロック塀等に関する一般的な相談について	 建築局情報相談課 671-2953 681-2436
  ブロック塀等の改善工事に対する補助金について 建築局建築防災課 671-2930 663-3255

地震の時に避難する場所を
知っていますか？

ブロック塀等の安全点検をしましょう
　基準に適合しないブロック塀等（コンクリートブロックやれんが、大

おお

谷
や

石
いし

などで造
られた塀）は、地震などの際に簡単に壊れ、道路をふさいで避難等の妨げになるだけ
でなく、人命を奪うこともあります。また、ブロック塀等が倒壊して事故が発生した
場合には、所有者がその責任を問われる可能性があります。安全点検を行い、災害に
備えましょう。

　大きな地震が来た時、その被害を軽減するためには、一人ひとりが自らの命を守
る「自助」が重要です。備蓄品などの備えだけではなく、いざという時に避難する場
所を確認しておくことも大切です。この機会に災害への備えを見直してみましょう。

補強コンクリートブロック塀の場合
１  塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。
２  塀の厚さは10㎝以上か。

 （塀の高さが2ｍ超2.2ｍ以下の場合は、15㎝以上）
３  塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁が 

 あるか（塀の高さが1.2ｍ超の場合）。
４  コンクリートの基礎（建物を支え、地盤に定着させる部分）があるか。
５  塀に、傾き、ひび割れはないか。
６  塀に鉄筋が入っているか。
７  基礎の根入れの深さは30㎝以上か（塀の高さが1.2m超の場合）。
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その場に
あった身の
安全を図って
ください。

消火可能な場合は、
すばやく火の始末。

大きな公園など
市内112か所を指定。

小さな公園など
自治会・町内会が任意で決定。

高齢者や障害者
などにも配慮
した声かけを

小・中学校など
市内で1か所でも、震度5強
以上の地震を観測した
場合に開設。

自宅
備蓄品など事前の備えをしましょう。
在宅避難者や地域防災拠点以外に
避難している人も、地域防災拠点で
物資や情報などの支援を受けられます。

避難行動の流れ  ※必ずしもこの通りの行動をしなければならない訳ではありません

※原則徒歩で避難
※避難時は、備蓄品などを
　持って行く

ブロック塀等の改善工事について
最大30万円の補助金の申請ができます！

対象
ブロック塀等

道路等に面するブロック塀等で、高さ1
ｍ以上のもの ※その他にも条件があります。

申請対象者 所有者等

対象工事	 ①除却工事②除却工事と合わせて行う
軽量なフェンス等の新設工事

補助額
上限30万円（新設工事は除却工事と合わ
せて30万円まで。その他、対象工事の範
囲などによる限度額があります。）

申込方法
補助金の申請前に相談が必要です。４月
1日以降にホームページで確認またはお
問い合わせください。

 横浜市防災情報Eメール
　 二次元コードを読み取るか、次のメールア
ドレスへ空メールを送信してください。
登録案内メールが届きます。

【Eメールアドレス】
entry–yokohama@bousai–mail.jp　

横浜市防災計画を修正しました
（４月１日運用開始）

　 主に次の点を修正しました。
⃝外国人に対する発災時の効果的な情報伝達
⃝災害時の性的少数者への配慮
⃝災害救助法に基づく救助実施市の指定及び
　適用等に伴う修正
⃝風水害時における地下施設の安全対策

補強コンクリートブロック塀の安全点検チェックポイント
　次の１～７のチェック項目を点検し、チェックが入らない項目が１つでもあれば、倒
壊の原因となる可能性がありますので、まずは専門家に相談しましょう。特に6、7の項
目はご自身で確認することが難しい場合もありますので、あらかじめ、専門家に調査を
依頼することも必要です。
　また、改善工事までの間は付近を通行する方への注意喚起のために、張り紙などの
適切なご対応をお願いします。

補強コンクリート
ブロック塀

横浜市 ブロック塀 検索

【問合せ】消防局予防課　 334-6406 334-6610

点検していますか？

大切な生命・財産・
思い出を守る
住宅用火災警報器

　警報器は
古くなると
電子部品の
寿命や電池

切れなどで火災を感知しなくな
ることがあります。10年を目安
に交換しましょう。

点検方法は簡単
「テストボタン」を押す。
または「引きひも」をひく。

※点検の際には警報音を確認し
ましょう（警報音はすぐに止ま
ります）。

定期的に
点検しましょう

10年を目安に
交換して
ください

鉄筋

ひび割れ

高さ

控え壁

根入れ

厚さ

出典：パンフレット
「地震からわが家を守ろう」
日本建築防災協会
2013.1より一部改
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【問合せ】財政局財政課　 671-2211 664-7185横浜市 令和2年度予算 検索

赤字 赤字

市民一人当たり予算
46万4,013円

（2020年1月1日時点人口
374万9,929人）

令和2年度 予算案をまとめました
一般会計の収入と支出

収入
１兆7,400億円

市税 8,441億円
地方交付税 200億円
国・県支出金 4,253億円
市債 1,267億円
その他 3,239億円

支出
１兆7,400億円

人件費 3,713億円
扶助費 5,206億円
公債費 1,892億円
行政運営費 2,700億円
施設等整備費 2,016億円
繰出金 1,874億円

　市民生活の安全・安心と市内経済の活性化とともに、将来にわたり横浜が成長・発展
し続けていくための取組を加速し、基礎自治体としての役割をしっかりと果たしてい
くための予算案をまとめました。

力強い経済成長と文化芸術創造都市の実現
⃝中小企業への総合的な支援と商店街の振興
⃝戦略的な企業誘致⃝ヨコハマトリエンナーレ
2020の開催⃝新たな劇場計画の検討
⃝東京2020オリンピック・パラリンピックの開催

花と緑にあふれる環境先進都市
⃝国際園芸博覧会の開催に向けた取組
⃝「SDGs未来都市・横浜」の実現

超高齢社会への挑戦
⃝地域包括ケアシステムの構築・推進
⃝介護人材の確保に向けた取組の推進
⃝2025年に向けた医療機能の確保

人が、企業が集い躍動するまちづくり
⃝関内・関外地区の活性化の推進⃝IR（統合型
リゾート）の推進⃝地域交通の維持・充実
⃝通学路等の安全確保

未来を創る多様な人づくり
⃝保育・幼児教育の充実⃝子どもの可能性を
広げる教育の推進⃝子どもの貧困対策の推進
⃝障害児・者の地域生活支援の充実

未来を創る強靭な都市づくり
⃝災害情報の伝達手段の強化
⃝局地的な大雨等への対策の推進
⃝クルーズ客船の寄港促進と受入機能の強化

市民一人当たり予算の使いみち（一般会計）

主な取組

必要な施策を推進するため、
あらゆる財源確保に取り組みました

将来世代に過度な負担を先送りしないよう、取り組んでいます
（計画的な市債活用と一般会計が対応する借入金残高の管理）

会計別予算
会計名 令和2年度予算 令和元年度予算 対前年度伸び率

一般会計 1兆7,400億円 1兆7,615億円 ▲1.2%
特別会計 1兆2,697億円 1兆3,282億円 ▲4.4%
公営企業会計 5,963億円 6,152億円 ▲3.1%
全会計総計 3兆6,060億円 3兆7,048億円 ▲2.7%

※数値は、項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

　市税収入に大きな増収が見込めず、社会保障経費は年々増
加する財政構造の中で、徹底した事務事業の見直し、国費の確
保、財源の年度間調整額の活用※１など、さまざまな財源確保
により予算編成を行っています。令和２年度は、大規模土地の
売却収入が減少することや、台風第15号等の被害対応を最優
先した令和元年度予算の執行により、財源の年度間調整額の
活用が減少することなどから、昨年度以上に基金を取り崩し、
財源として活用します。
※１　前年度の効率的な予算執行で財源を捻出し、翌年度に活用すること。

　本市では、横浜方式のプライマリーバランス（PB）※1の考え方を採用し、市
債を発行しています。中期4か年計画では、横浜方式PBは前半2か年を赤字と
しますが、後半2か年を黒字とすることで、計画期間通期での均衡確保を財政
目標としています。令和2年度は、横浜方式PBを黒字とし、1,267億円の市債
を活用して、道路、公園、学校などの市民に身近な施設の整備や、風水害対策
などの強化に取り組みます。計画的な市債活用により、一般会計が対応する借
入金残高※２は、令和3年度末に平成29年度末残高（3兆1,549億円）以下にする
よう、管理していきます。
※１　市債の発行額をその年度の公債費元金の範囲に抑えて、市債残高を増やさない考え方。
※２　一般会計の市債残高のほか、特別会計、公営企業会計、外郭団体の借入金残高のう

ち一般会計の負担分をあわせたもの。

子育て・教育
15万4,512円

（33.3%）

福祉・保健・医療
12万5,788円

（27.1%）

市役所の運営等
	4万4,040円

（9.5%）

道路・住宅・計画的な街づくり
 4万5,079円（9.7%）

ごみの処理や減量・リサイクル
1万1,618円（2.5%）

横浜の魅力づくりや経済の発展
2万6,441円（5.7%）

水・緑の保全や地球温暖化対策
2万6,190円（5.7%）

地下鉄・バス・水道事業
 4,336円（0.9%）

地域づくりや
スポーツ活動・区の運営
1万4,700円（3.2%）

救急・消防1万1,309円（2.4%）

令和元年度の財源確保の取組

土地売却益の活用

事業見直し

財源の年度間調整額の活用

基金の活用

事業見直し

令和2年度の財源確保の取組

土地売却益の活用
財源の年度間調整額の活用

基金の活用

その他の財源確保その他の財源確保

中期４か年計画2018～2021期間中の計画的な市債活用の考え方

平成30年度 令和元年度 令和2年度

黒字

令和3年度（見込）

黒字
4年間通期で
均衡確保

公債費元金＞市債発行
（市債発行額の減少）

公債費元金＜市債発行
（市債発行額の増加）
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市職員(技術先行枠)
試験日＝4月19日(日)
3月18日までに で
人事委員会任用課 ( 671︲3347
641︲2757)
市立病院勤務の看護師･助産師 
(正規職員)

詳細は募集案内(区役所広報相談係
で配布)か で

試験日＝①4月19日(日)②5月17日(日)
①4月3日まで②4月24日まで
医療局病院経営本部人事課(  
0120︲74︲4174 664︲3851)
ザよこはまパレード(国際仮装行列)
審査員

2020年4月1日時点で18歳以上、審査対象
者と無関係な人、抽選5人。詳細は で

5月3日(日･祝)。荒天時5月4日(月･祝)
3月27日まで

▷説明会 参加必須。4月10日(金)16時
実行委員会( 671︲7423 671︲0131)
か文化観光局MICE振興課 ( 671︲
3546）
ヨコハマトリエンナーレ2020  
ホスピタリティサポーター

先着300人。詳細は で
3月11日から
文化観光局文化プログラム推進課
( 671︲4170 663︲1928）
横浜マイスター

技能普及を行う卓越した技能職者、
選考。詳細は3月5日から で

4月17日までに申込書(説明会で配
布)で

▷説明会 3月26日(木)18時30分、技
能文化会館で開催。申込みは3月5
日から で問合先へ
経済局雇用労働課 ( 671︲4098
664︲9188)
市高等学校奨学生

選考。月5,000円支給(返還不要)。詳
細は申込書(3月中旬から区役所広報
相談係で配布。 から入手)で
教育委員会学校支援·地域連携課
( 671︲3474 681︲1414)

障害者スポーツ振興助成金
4月1日～2021年3月31日の大会に参
加する市内に住民登録がある個人か
団体、選考｡ 詳細は で

大会等の開催1か月前まで
横浜ラポール ( 475︲2050 475︲
2053)
人工肛門·膀胱 地区別相談会

人工肛門･膀胱保有者か関係者、各
当日先着100人

各13時30分～16時30分  
南部＝4月5日(日)､ 中･西部＝4月11
日(土)､ 北部＝4月21日(火)
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パソコン入門②ワード基礎
③エクセル基礎
15歳以上(中学生除く)、肢体･内部･
精神･聴覚等障害者、各抽選8人。 
①初心者②③文字入力可能な人

各13時～16時    
①4月8日(水)･10日(金)､全2回  
②4月13日( 月)･15日(水) ～17日(金 )､
　全4回    
③4月21日(火)～24日(金)､全4回
横浜ラポール
①1,600円②③3,200円
3月19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 5月生募集
①IT･Webプログラミング科､OA経理
科(中級)

②医療･調剤事務OA科､介護総合科
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30人。費用等詳細は4月1日から
申込書(ハローワークで配布)か で

5月～8月
4月21日まで

▷説明会 各10時･14時、問合先で開
催。①4月8日(水)②4月9日(木)
会場の中央職業訓練校( 664︲6825 

664︲2081)

糖尿病講習会
当日先着50人

3月19日(木)14時～16時
会場のみなと赤十字病院 ( 628︲
6100 628︲6101)
市大エクステンション講座
①がんゲノム医療の実際
②最新の直腸がん治療手術
各先着｡①300人②250人。詳細は で

各14時～16時    
①4月3日(金)②4月24日(金)
①栄公会堂②関内ホール
3月11日から で市大地域貢献セ
ンター ( 787︲8930 701︲4338)
メンタルヘルス講演会   
｢働きながら家族再生｣

当日先着300人
3月18日(水)13時30分～16時
健康福祉総合センター
健康福祉局障害福祉課( 671︲3602 

671︲3566)
講演｢もしもの話をもっと身近に｣

当日先着1,000人。詳細は で
3月19日(木)14時～16時
関内ホール
医療局がん·疾病対策課 ( 671︲

2444 664︲3851)
はまっこ郊外暮らし シンポジウム

抽選200人。郊外の暮らし方コンペティ
ションの公開審査ほか。詳細は で

3月24日(火)13時30分～16時45分
開港記念会館
3月19日まで
市大企画財務課 ( 787︲2449
787︲2316)
地域緑のまちづくり提案募集  
支援講座

詳細は3月13日からチラシ(区役所広
報相談係で配布)か で

4月22日(水)･25日(土)･5月9日(土)･14
日(木)
関内中央ビルほか
環境創造局みどりアップ推進課（
671︲3447 224︲6627）
事例から見るペット法律セミナー

先着80人。ペット同伴不可
3月26日(木)14時～16時
3月11日から で会場の横浜市動
物愛護センター( 471︲2111 471︲ 
2133)
パソコン講習
①初めてのパソコン
②初めてのワード
50歳以上、各抽選18人

各コース火･水曜の9時30分～12
時、全2回。①4月7･8日､ 5月12･13
日②4月14･15日､ 5月19･20日
3,700円
3月24日までに で会場のシルバー
人材センター ( 847︲1800 847︲
1716)

新市庁舎で
①内覧会
②市民広間演奏会

3月28日(土)･29日(日)   
①10時～15時②10時30分·12時30
分（29日は14時30分も）
中区本町6-50-10（②は新市庁舎ア
トリウム）
総務局管理課 ( 633︲3901 664︲
2501)
アースアワー2020 in 横浜

消灯カウントダウンイベントほか
3月28日(土)14時～21時
日本丸メモリアルパーク
WWFジャパン( 03︲3769︲1714  
03︲3769︲1717)か温暖化対策統括
本部調整課 ( 671︲2661)
技文 手づくり市

オリジナル作品を販売
4月4日(土)10時～15時
会場の技能文化会館 ( 681︲6552 

681︲6554)
開港記念式典･コンサート   
市民招待

抽選1,000人。詳細は で
6月2日(火)14時～16時
みなとみらいホール

6か月～未就学児(予約制)
4月8日まで
窓口 ( 650︲7851 661︲0604)か
文化観光局企画課 ( 671︲4123)
ガーデンネックレス横浜   
花育ワークショップ

小学生と保護者､ 抽選15組30人。PR
アンバサダーと花壇の花植えほか。
詳細は で

3月29日(日)11時～12時30分
里山ガーデン
3月16日まで
環境創造局みどりアップ推進課 (
671︲2629 224︲6627)
世界自閉症啓発デー in 横浜

①②発達障害の書籍等展示③④ブ
ルーライトアップ。詳細は で

①3月3日(火)～15日(日)  
②3月17日(火)～4月19日(日)  
③4月2日(木)日没～22時  
④4月2日(木)～8日(水)の18時～24時
①神奈川図書館   
②中央図書館    
③日産スタジアム   
④よこはまコスモワールド
健康福祉局障害企画課( 671︲3604 

671︲3566）
高校生の留学報告会

当日先着100人。世界を目指す若者
応援基金で留学した高校生の成果。
詳細は で

3月25日(水)15時～17時
開港記念会館
国際局政策総務課 ( 671︲3826
664︲7145)
中央卸売市場流通ツアー

小学3年～中学生と保護者、抽選15
組30人

3月26日(木)9時30分～16時
3月16日までに で
会場の中央卸売市場本場 ( 459︲
3337 459︲3307)
風力発電所親子バス見学会

小学生以上と保護者、抽選55人。詳
細は で

3月26日(木)12時30分～17時
ハマウィングと鶴見焼却工場
1人700円
3月16日まで
地球温暖化対策推進協議会 (
681︲9910 681︲3934)か資源循環
公社 ( 223︲2021)

横浜港カッターレース 参加者募集
1組8人(15歳以上)、抽選計212組｡ シ
ニアは年齢合計360歳以上

5月24日(日)8時～17時
山下公園
1組20,000円
3月31日までに申込書( から入
手)で
横浜港振興協会 ( 671︲7241
671︲7350)か港湾局賑わい振興課
( 671︲2888)

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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ドラゴンボートレース 参加者募集
1組15～20人、選考計200組。費用等
詳細は で

5月30日(土)･31日(日)･6月6日(土)･7
日(日)
山下公園
4月25日まで
ドラゴンボート協会( 261-1163
261-6766)か文化観光局MICE振興
課 ( 671-3546)
スポーツ医科学センターで

①体操･水泳 春休みイベント
②ボディメイク･筋力アップ教室
費用等詳細は で

①3月30日(月)   
②4月～7月の水曜コース･金曜コー

ス、各19時～20時40分､ 全12回
3月11日から
会場のスポーツ医科学センター
( 477-5050 477-5052)

産前産後期間は国民年金保険料が
免除に

詳細は問合せを
居住区の区役所保険年金課か健康
福祉局保険年金課 ( 671-2418 

664-0403)
女性のための悩みホットライン
3月11日(水)～13日(金)の18時～20時。
みずら相談室 ( 451-0740)
事務局 ( 451-3776)かこども青少
年局こども家庭課 ( 671-4209
681-0925)

4月から市役所市民相談室の  
利用ルールが変更

法律相談は年度内1人2回まで、司法書
士相談は年度内1人1回まで利用可能

市民局市民相談室 ( 671-2306
663-3433)

チャットボットでの粗大ごみ  
申込受付開始

24時間受付。詳細は3月上旬から で
資源循環局業務課 ( 671-3815
662-1225)
粗大ごみは早めに申込みを

☎0570-200-530または☎330-3953

インターネット受付
受付センター月～土曜 (祝休日を含む)

年中無休

環境アセスメント図書の縦覧
みなとみらい21中央地区53街区開発
事業 計画段階配慮書
環境情報提供書の提出は問合先へ

3月25日(水)～4月8日(水)(予定)
西区役所広報相談係、問合先で
環境創造局環境影響評価課( 671- 
2495 663-7831)
固定資産税 土地･家屋価格等縦覧
帳簿の縦覧

固定資産税納税者か代理人(委任状
必要)。運転免許証など官公署発行
の顔写真付き本人確認書類を持参

4月1日(水)～30日(木)
資産所在地の区役所税務課
会場か財政局固定資産税課( 671-
2259 641-2775)
公共事業事前評価 市民意見募集

①丸山台公共施設整備事業(地域ケ
アプラザ･コミュニティハウスの整
備、南部児童相談所及び一時保護
所の移転･再整備)

②東部方面斎場(仮称)整備事業
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(①港南②鶴見区)、問合先で。
からも可

3月2日～4月1日
①こども青少年局こども家庭課(
671-2375 681-0925)②健康福祉
局環境施設課 ( 671-2450 664-
6753)

みなとみらいホール   
682-2000 682-2023

クラシック･マチネ 特別公演
5月31日(日)14時～16時
3,500円、会場で販売中
横浜美術館    

221-0300 221-0317
柵瀨茉莉子展 いのちを縫う

3月14日(土)～4月12日(日)
関内ホール    

662-1221 662-2050
大ホール抽選受付開始日の変更
4月から12か月前に。10月～2021年3
月の利用受付方法は で

横浜能楽堂    
263-3055 263-3031

①横浜狂言堂
②横浜能
①「文蔵」｢鎧腹巻」   
②狂言｢見物左衛門 深草祭｣､ 能｢巴」

①4月12日(日)14時～15時30分  
②6月6日(土)14時～16時05分
①2,200円、3月7日12時から か

で ②3,000円 ～4,000円､ 3月14
日12時から か で
にぎわい座    

231-2515 231-4545
①春のこども寄席
②入船亭小辰ひとり会
③若手漫才大行進

①4月5日(日)14時～16時30分  
②4月19日(日)14時～16時  
③4月29日(水･祝)14時～16時
1,600円～2,900円(①中学生以下
1,100円)､ 会場で販売中
男女共同参画センター横浜南  

714-5911 714-5912
ガールズ編 しごと準備講座

15～39歳のシングル女性、抽選20人
5月8日(金)～6月10日(水)の10時15
分～12時15分、全11回
300円
4月24日までに申込書( から入手)で

▷説明会 4月10日(金)14時。申込み
は3月11日から か で
歴史博物館    

912-7777 912-7781
①リフレッシュオープン
②全館無料 感謝デー

①4月1日(水)②4月4日(土)･5日(日)
帆船日本丸･横浜みなと博物館  

221-0280 221-0277
①全館無料
②総帆展帆ボランティア募集
②訓練に参加可能な原則18～59歳､
抽選30人

①3月28日(土)    
②訓練日＝4月11･18･25日の土曜
10時～16時、全3回。予備日26日(日)
②3月22日までに で

【問合せ】政策局政策課　 671-4399 663-4613

【問合せ】市民局オリンピック・
パラリンピック推進課

671-4589 664-1588

  

新たな劇場整備検討 検索

東京2020　横浜市 検索　今回の提言を踏まえ、引き続き、新たな劇場計画を検討します。検討状況については、
市ホームページなどで伝えていきます。

⃝本格的な舞台芸術を上演できる劇場がないこと、優れた舞台
芸術が横浜経済の活性化につながることなどから、新たな劇
場の整備を推進すべき

⃝新たに整備する劇場は、持続的に運営できることが重要であり、
優れた運営主体が企画立案するプログラムを中心として質の
高さを実現すべき

⃝事業化に向けては、整備及び運営の資金を含めた事業計画を検
討委員会で議論する必要がある。施設の計画概要や管理運営の
内容などをさらに検討し、事業計画の見通しを立案すべき

⃝新たな劇場が早期に効果を発揮するよう、次世代育成の展開や
国内外の劇場・自治体とのつながりの構築など、計画の段階か
らソフト面の取組を先行させることが大切

　本市では、活気あふれる文化芸術
創造都市を目指し、芸術フェスティ
バル（現代アート、ダンス、音楽）の
開催によるにぎわいの創出や、本物
体験（オーケストラ、ミュージカル、
バレエ）による心豊かな子どもたち
の育成などに取り組んでいます。
　そして、さらなる魅力・にぎわい
を創出し、都市の活性化につなげる
ため、本格的な舞台芸術を上演でき
る新たな劇場整備について、有識者
による委員会を設置し、検討を進め
ています。
　今回、委員会の提言（第一次）をい
ただきましたので、主な内容を報告
します。

「横浜市新たな劇場整備検討委員会」から
提言（第一次）をいただきました

オリンピック
開催時の
交通規制に
ついて
　７月上旬以降、オリンピッ
ク競技会場となる横浜スタ
ジアム・横浜国際総合競技場
周辺は、観客の皆さんの安全
や選手・大会関係者の円滑な
移動のため、交通規制を行う
予定です。今後広報よこはま
や市ホームページを通じて
規制内容を随
時お知らせし
ていきます。

提言の主な内容

季刊誌「横濱」新春号

「1964年
東京オリンピックと横浜」
　オリンピック・
パラリンピック
イヤー到来。56
年ぶりの開催を
機に、先の東京
オリンピック
が開催された

「1964年」を振り返ります。
　県内・都内の書店ほかで販売
中です。市役所市民情報セン
ターでは、バックナンバーも取
り扱っています。

市民局広報課（ 671-2331
661-2351）
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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

3月  7日
3月14日
3月21日
3月28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「保土ケ谷区」
ハマの「靴」
開通「横浜北西線」
ハマで春を味わう 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

朴
パ ク

 一
イ ル

圭
ギ ュ

さん

朴 一圭さん
埼玉県出身。ポジ
ションはゴ ー ル
キーパー。2019
年にFC琉球より
横浜F・マリノスに
移籍。シーズン序
盤は控えだった
が、後に正ゴール
キーパーに定着。横浜F・マリノスが掲
げる超攻撃的サッカーを最後方から支
える守護神として、15年ぶりのリーグ優
勝に貢献。2019Ｊリーグ優秀選手賞を
受賞。

プロフィール

　私は、横浜Ｆ・マリノスに２０１９シーズン
から加入しましたが、何より強く感じたの
は、地元横浜のサポーターの皆さんの熱さ
です。みんなが愛情をもって、そして自分の
体の一部のように、横浜Ｆ・マリノスという
クラブを見守ってくれているのを実感しまし
た。そんなサポーターの皆さんの熱い応援
のおかげで、２０１９シーズン、横浜Ｆ・マリノ
スは１５年ぶりのリーグ優勝を果たすことが
出来ました！
　優勝できたことはもちろん嬉しかったの
ですが、チームメイトのレベルが高すぎて、
私自身はついていくのが精いっぱいでした。

気を抜くとすぐに自分のポジションがなく
なってしまうというプレッシャーの中で、無我
夢中で、練習にそして試合に臨んで、自分に
とっては毎日が勝負といった感じでした。

　２０２０シーズンは横浜Ｆ・マリノス所属
２年目です。２０１９シーズンと同様、真剣に
サッカーに取り組むのはもちろん、今年は
もっとサッカーを楽しめるように、いい意味
で余裕を持って取り組んでいきたいです。
そして、サポーターの皆さんには、去年に続
いて、攻撃的で楽しめるサッカーをお見せし
たいと思いますし、自分はゴールキーパー
なので、守備の部分でも見せ場を作ってい
きたいと思います。
　連覇を目指してチーム一丸となって頑張り
ますので、是非横浜Ｆ・マリノスの試合を見
に来てください！▲広い守備範囲でチームのゴールを守る

サッカー選手

ⓒY.F.M

ⓒY.F.M

【問合せ】市コールセンター　 664-2525 664-2828
【担当課】市民局窓口サービス課

 

2021年は
神奈川県で

開催されます

春の引っ越しシーズンは
区役所戸籍課引っ越し窓口が
大変混雑します

　 の日は大変混雑し、２時間以上お待たせする場合も
あります。また、昼前後の時間帯は特に混雑します。
※当日の天候などにより、実際の窓口の状況と異なる場合があり

ます。

　「ねんりんピック」の愛称で親しまれている「全国健康福祉祭」は、60歳以
上の人を中心に、あらゆる世代が楽しみ、交流を深めることができる健康
と福祉の総合的な祭典です。選手としての参加以外にもふれあい広場など、
誰でも楽しめるイベントも数多く開催されます。

【日程】10月31日（土）～11月3日（火・祝）

　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。

【登録研修会】13時～15時30分
【対象】65歳以上で本市の介護保険被保険

者証を所有している人
【申込方法】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

（事前申込制） 271-1090　 260-3088

【日程】2021年11月6日（土）～9日（火）
　県内で全32種目の交流大会とさまざまな
イベントが開催されます。本市ではテニス
とサッカーの交流大会が開催されます。

　３月から４月は、引っ越しに伴う届出が集中し、窓口
が大変混雑します。混雑が予測される日にちを避け、窓
口の分散利用にご協力ください。

【区役所戸籍課受付時間】
月~金曜（祝·休日除く） 8時45分~17時
第2・4土曜 9時~12時

引っ越しの時は「マイナンバーカード・通知カードの
住所変更手続」も行ってください！
　住所変更手続は、引っ越し先の区役所戸籍課登録担当
で行います。「マイナンバーカード」または「通知カード」
を必ず持参してください。

～高齢者が主役の健康と福祉の祭典～

全国健康福祉祭（ねんりんピック岐阜2020）

～すでに２万人が登録！～

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

戸籍課 混雑予測カレンダー

横浜市　春の引越し 検索

４月22日(水)  旭公会堂
４月27日(月)  青葉公会堂
５月14日(木)  鶴見公会堂
５月22日(金)  神奈川公会堂
５月29日(金)  泉公会堂
６月10日(水)  緑公会堂
６月16日(火)  金沢公会堂
６月25日(木)  瀬谷公会堂
７月27日(火)  開港記念会館
７月20日(月)  港南地区センター

本市参加予定競技種目　卓球、テニス、ソフトテニス、ソフトボール、ゲートボール、
ペタンク、弓道、剣道、グラウンド・ゴルフ、ラグビーフットボール、サッカー、ソフトバ
レーボール、ウォークラリー、太極拳、ダンススポーツ、ターゲット・バードゴルフ、囲碁、
将棋、健康マージャン／計19種目

月 火 水 木 金 土

3月

9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20
閉庁日

21
閉庁日

23 24 25 26 27 28

30 31 1 2 3 4
閉庁日

4月
6 7 8 9 10 11

やや混雑 混雑 大変混雑 1年で最も混雑

転出届は、事前に提出できますので、転出日が決まり
次第、 の日を避けて早めに提出してください。

〇各種目選考会の日程・会場などについては、老人クラブ連合会および体育協会のホー
ムページなどに随時掲載します。

※一部選考が終了・地区予選が開始している種目があります。
〇市の代表は、大会参加費の一部補助があります。

【問合せ】健康福祉局高齢健康福祉課　 671-2406 550-3613

【問合せ】健康福祉局介護保険課　 671-4252 550-3614
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【発行】市民局広報課　 671-2332 661-2351　
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【問合せ】都市整備局I R推進課　 671-4135 550-3869

【問合せ】健康増進法の改正や受動喫煙防止に関して
横浜市受動喫煙対策コールセンター　 330-0641　受付時間：月〜金曜８時30分〜17時15分（祝休日を除く）

 

 

　本市が実現を目指している横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素案）につ
いて、市民に幅広く情報提供するとともに、パブリックコメント（市民意見募
集）を行います。
　本市が目指すＩＲのコンセプトや方向性などについて意見を募集します。
　提出方法など詳しくは、市役所市民情報センター、各区役所、問合せ先で
配布・閲覧できるほか、市ホームページでも確認できます。

　帰宅時や調理の前後、
食事前などにせっけんを
使って洗いましょう。
　アルコール消毒も有効
です。

　自分の咳やくしゃみの
飛沫で他の人に感染させ
ないために、マスクやハ
ンカチを使って、口や鼻
をおさえましょう。

　体力が低下すると感染
しやすくなり、また、感染
した時に症状が重くなっ
てしまうことがあります。

　従業員のみが使用する休憩所なども対象です。

　従業員（アルバイト、パートタイムを含む）であっても、20歳未満
の人を、喫煙ができる場所に、立ち入らせることはできません。

　煙の流れによっては、屋外であっても隣近所や周囲の人が、
受動喫煙をする恐れがありますので、十分配慮してください。

★行政機関の庁舎、学校、病院などは、2019年7月1日から原則敷地内
禁煙です。

★「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」により
市内全域「ポイ捨て禁止」です。「歩きたばこ」もやめましょう。

　

法的な基準を満たした喫煙専用室内での喫煙、届出申請をした
小規模な飲食店での喫煙は、経過措置が認められています。

横浜IR（統合型リゾート）の方向性（素案）の

パブリックコメント
（市民意見募集）の実施

新型コロナウイルス感染症の予防には、
基本的な感染予防対策が有効です

受動喫煙をなくすため、「改正健康増進法」が全面施行

多くの施設が、4月1日から原則屋内禁煙となります
1 3

2

4

飲食店、事務所、工場、ホテル・旅館などの施設は、
原則屋内禁煙です

喫煙ができる場所があるかどうかは、
店舗や施設の入り口に標識で掲示されます

喫煙ができる場所には、20歳未満は立入禁止です

屋外、自宅でも、喫煙する際は「周囲への配慮」を忘れずに
例外

横浜市 受動喫煙防止 検索

喫煙可能場所への20歳
未満立入禁止の表示

★清掃作業、商品などの搬入・配達作業による立ち入りもできません。

横浜市　新型コロナ 検索

横浜　IR　パブコメ 検索

受付時間：毎日9時～21時
（土日曜・祝休日を含む）

550-5530

横浜市新型コロナウイルス
感染症コールセンターを

開設しました

意見募集期間　3月6日（金）~4月6日（月）




