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新型コロナウイルス感染症 くらし · 経済対策（令和2年6月）
⃝市民と医療を守る

⃝横浜経済と市民生活を守る
⃝新たな日常に取り組む

詳しくは、2・3面へ

横浜市特別定額給付金コールセンター

0570-045592（月〜金曜9時～17時、7月中は土・日曜、祝休日も受付）

詳しくは、3面へ

身体 的 距 離 の 確 保

マスクの着用

手洗い

人との間隔は、できるだけ

外出時に屋内で過ごすときや

手洗いは30秒程度かけて

2ｍ（最低1ｍ）空ける

会話をする際は、マスクを着用する

水とせっけんで丁寧に洗う

3密 の 回 避

こまめな換気

体調管理

「密閉」「密集」「密接」を

定期的に換気を行い、

発熱や風邪の症状がある場合は、

避ける行動をする

密閉空間をつくらない

無理をせずに自宅で療養

新たな日常を創っていくために
緊急事態宣言が解除され、横浜市は６月から、万全な感染症対策を講じた上で、市民利用施設や行政
サービスを段階的に再開しました。市内の商店や飲食店など事業者の皆様も、
「３密」の回避や消毒などの
感染症対策を徹底して、営業を再開しています。学校には子どもたちの笑顔が戻ってきました。市民や事業者の
皆様には、感染拡大防止にご理解とご協力をいただき、心から感謝申し上げます。
これからは、新型コロナウイルス感染症と向き合いつつ、社会経済活動を回復軌道に乗せていく大事な
時期です。横浜市は「感染症対策の強化」と「経済再生の実現」を両輪として、総額187億円の第二次
補正予算案を取りまとめました。
ＰＣＲ検査体制を大幅に強化し、横浜版クラスター
予防・対策チームを設置するなど、第２波、第３波に備えた万全の医療提供体制を
確保します。あわせて、感染症対策に取り組む事業者の皆様への支援や、観光・
ＭＩＣＥ産業の復興支援など、経済対策を全力で進めていきます。文化芸術活動
の支援にも力を注いでまいります。
また、妊産婦の方やひとり親世帯、雇い止めに
あった方をはじめ、今まさにお困りの皆様もしっかりとお支えいたします。あらゆる分野
において、
きめ細かな支援策を講じ、一日も早く横浜の活力を取り戻してまいります。
市民の皆様には引き続き、
こまめな手洗いの徹底や「３密」の回避など、
日々の
生活の中で、感染予防につながる「新しい生活様式」を取り入れてくださるよう
お願いいたします。ご一緒に新たな日常を創り上げてまいりましょう。
区役所の開庁時間

◦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）
。

各種手続・窓口案内・市営交通の案内など〈毎日 8 時～ 21 時〉

横浜市コールセンター
☎664-2525
広報
テレビ
番組

callcenter@city.yokohama.jp

市政へのご提案は、
「市民からの提案」と明記し、
FAX:664-2828 住所・氏名・年齢・電話番号を書いて区役所へ。

tvk

土 18:00〜

ケーブル
テレビ各局

広報
ラジオ
番組

ウェブページから広報よこはま市版・
各区版を閲覧できます。

横浜市データ
人口：3,760,157 人

世帯数：1,730,110 世帯

広報よこはま

(2020 年 6 月１日現在 )

YOKOHAMA My Choice!

FM横浜 日 9:30〜10:00

ようこそ横浜

ニッポン放送 火 10:47〜10:52頃

横浜流儀（ハマスタイル）

文化放送 土 6:50〜7:00

ホッと横浜

ラジオ日本

木・金 16:30〜16:35

検索
季刊誌
市役所市民情報センター、
県内・都内の書店ほかで販売

⃝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。
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新型コロナウイルス感染症について

くらし・経済対策（令和2年6月）

⃝くらし・経済対策
（令和2年6月）
の事業は、横浜市会での
議決後に確定します。
⃝掲載されているほかにも、さまざまな支援があります。
詳しくはウェブページを確認してください。

本市は、新型コロナウイルス感染症への対応として、4月に
「くらし・経済対策」
をまとめ、さまざまな支援を実施しています。
そして、この度、第2波・第3波に備えた万全な医療提供体制の確保、景気回復に向けた経済対策と厳しい状況にある市民・団体・
事業者の支援、
「新しい生活様式」への対応と学校の再開支援に取り組むため、
「くらし・経済対
横浜市 くらし・経済
検索
策」として総額約187億円の補正予算案をまとめました。

横浜経済と市民生活を守る
中小企業の「新しい生活様式」対応支援事業
市内中小企業が
「新しい生活様式」に

対応するための経費
（ 3密対策のパネル

対象経費 「新しい生活様式」
に対する経費

（市内事業者からの調達・購入等が条件）

設置工事や保健衛生対策などの設備投

補助率・上限額

く発信し、他の企業・店舗などにも
「新

万円上限）

資）を補助します。また、その取組を広

しい生活様式」
への対応を波及させるな

ど、市内経済の好循環を生み出します。

中小企業は10分の9
（ 30

万円上限）
、個人事業主は10分の9
（ 15

※このほか、テレワーク導入にかかる経費の支援を
目的とした、テレワーク導入促進事業もあります。

福祉サービス運営支援事業
感染症拡大の影響による利用自粛などにより、収入が減少し

た各種福祉サービスの事業者に対して、今後も事業が継続でき
るよう、支援金を交付します。
対象事業
乳幼児一時預かり、特別保育、
病児・病後児保育、放課後児童クラブ
障害福祉サービス
（移動支援）

支援金
利用者の減少率や事業規
模に応じて最大300万円

助成付き日帰り旅行商品の造成・販売や、

市内事業者と連携した集客促進事業の展開

に取り組みます。

さらに、オンライン販売される横浜宿泊

商品の購入時に、価格に応じた特典クーポ
ン
（ 例：1万円、5千円、3千円）が利用でき
ます。

新型コロナウイルス流行下における
妊産婦等総合対策事業
感染症のリスクが続く状況でも安心して妊娠・出産・子育て

ができるようにするため、国制度に基づく
「分娩前のウイルス

検査」
や
「育児等支援サービス」などに加えて、本市独自に「安心

して受診できる乳幼児健診」を実施するなど、妊産婦等に寄り
添った支援を行います。

⃝感染した妊産婦に対する寄り添い型支援

⃝不安を抱える妊婦への分娩前のウイルス検査
⃝オンラインによる保健指導等
⃝育児等支援サービスの提供

介護サービス
（通所・短期入所）
認可外保育施設

市内観光 ･MICE 復興支援事業

1施設あたり最大30万円

⃝産後母子ケア実施事業者の感染対策支援
⃝特定不妊治療費助成の拡充

⃝安心して受診できる乳幼児健診の展開

市民公益活動緊急支援事業
市民の暮らしを支える地域の居場所づくりや高齢者の見守

り、子ども食堂や親子サポートなど、公益性の高い活動を支援

するため、活動の継続と今後の回復期を見据えた事業展開を支
援する助成金を交付します。

また、市民協働推進センターにコーディネーターを配置し、

申請団体等の取組へのサポートを行います。

新型コロナウイルス感染症対応に伴う
職員の緊急雇用事業
新型コロナウイルス感染症の影響により職を失った市民を、

会計年度任用職員として臨時的に雇用します。また、感染症対

応等で業務繁忙となっている部署に配置することで、安定的な
行政サービスの提供を確保します。

【雇用人数】50人程度

【雇用期間】2020年8月〜 2021年3月

【応募要件】感染症の影響により、採用内定を取り消された方、
または職を失った方
（市内在住者）

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業
（国）
低所得のひとり親世帯について、感染症の影響による子育て

負担の増加や、収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別
給付金を給付します。

対象者

① 令和2年6月分の児童扶養手当受給者

給付額

公的年金等の受給により児童扶養手当の支給
5万円（ 第2
② を受けていない方
（ 児童扶養手当の支給制限
子 以 降3万
限度額を下回る方に限る）
円加算）
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
③
児童扶養手当受給水準まで収入が減少した方
※対象者①②のうち、感染症の影響により収入が大きく減少した場合は、
追加で一世帯あたり5万円。

ひとり親世帯フードサポート事業
感染症の影響により経済的に困窮しているひとり親世帯を

支援するため、フードバンク※を活用して食品を提供する仕組

みを構築します。

※各家庭や食品を取り扱う企業から、まだ安全に食べられるのに廃棄し
てしまう食品を引き取り、福祉施設などへ無償で提供する団体や活動
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新型コロナウイルス感染症について

市民と医療を守る
PCR 検査強化事業
診療所等受診体制整備事業

新型コロナウイルス感染症病床確保協力金事業
感染症患者の受入協力病院の経営が圧迫されている状況を

再度の感染拡大に備え、簡易検体採取の体制を強化するとと

もに、外来受診が困難な方でも PCR 検査を受けられるよう、往
診などによる検査体制を整備します。

また、より多くの市民の方が身近な場所で PCR 検査が受け

られる体制を構築するため、PCR 検査が可能な診療所などを
増やしていきます。

踏まえ、4月以降、重症・中等症患者を受け入れる病床を確保し

てきた医療機関に対し、本市独自の協力金を国の基準単価に上
乗せして支給します。

重症・中等症患者等入院受入奨励事業
再度の感染拡大期において、入院治療を必要とする陽性患者

等の円滑な受け入れを促進するため、入院患者を受け入れた医
療機関に支給する支援金を追加します。

横浜版クラスター予防対策推進事業
クラスター発生へのリスク管理をより高いレベルで実施する

ため、
「横浜版クラスター予防・対策チーム」
を設置し、医療機関な

どへ感染予防策の確認や改善指導を実施します。また、発生時に

避難所等における災害対策備蓄事業
台風や地震などの災害発生時に開設する避難所などにおけ

る感染防止対策として、アルコール消毒液、段ボール間仕切り・
ベッドなどの感染防止資器材を整備します。

は、国などと連携し迅速な対応で感染拡大を防ぎます。

新たな日常に取り組む
子ども・子育て支援分野における
「新しい生活様式」対応事業
子ども・子育て支援分野における「新しい生活様式」への対応

を進めるため、子育て中の親子の交流や研修などをオンライン
で行うための環境整備や、人材確保に向けた ICT 環境の改善な
どを実施します。

学校施設における感染症対策教育環境向上事業
学校施設における感染症対策を徹底しつつ、子どもたちの学

習機会を保障するため、感染防止資器材など、学校に応じて必
要な備品などを購入します。

1人10万円の国の特別定額給付金
特別定額給付金対象者の世帯主の方に申請書を発送しました。申請

期限までに手続きをお願いします。

【給付対象者】2020年4月27日
（基準日）
において、住民基本台帳に記録
されている方

できるようになりました。

宛名に印字されているバーコードの下の13ケタの番号で、

【給付額】
給付対象者1人あたり10万円

【申請期限】
2020年9月10日まで（消印有効）

特別定額給付金を装った

本市ウェブページで、特別定額給付金の申請状況を照会

郵送申請の場合は
「横浜市特別定額給付金のお知らせ」の

【申請・受給権者】給付対象者が属する世帯の世帯主

横浜市 定額給付金

特別定額給付金の申請状況照会について

検索

詐欺にご注意！

市役所・区役所や総務省では、
下記のようなことは絶対に行いません

オンライン申請の場合は受付番号で申請後の状況を確認で
きます。

※1日1回
（ おおむね正午までに）、情報更新されます（ 土・日曜、祝休
日を除く）。
※郵送申請の13ケタの番号やオンライン申請の番号は、横浜市特別定
額給付金コールセンターや区役所、市役所へお問い合わせいただい
ても、お答えすることはできません。

郵送申請の方は
こちらの13ケタの
番号です。

▶現金自動預払機
（ ATM）
の操作をお願いすること
▶受給にあたり、手数料の振り込みを求めること

▶メールを送り、URL をクリックして申請を求めること
▶訪問してキャッシュカードを直接確認等すること

申請状況
照会ページ

【問合せ】
▶横浜市特別定額給付金コールセンター（日本語· 英語·中国語）
0570-045592（月〜金曜9時～17時、7月中は土・日曜、祝休日も受付）
681-8379（市民局総務課定額給付金担当※耳の不自由な方のお問合せ用 FAX 番号です。申請はできませんのでご注意ください。）
▶横浜市特別定額給付金多言語専用ダイヤル（ハングル · ネパール語 · ベトナム語 · スペイン語 · ポルトガル語 · タガログ語）
221-6573（月〜金曜10時～ 16時30分、第2·4土曜10時～ 12時30分）
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新型コロナウイルス感染症について
掲載されているほかにも、さまざまな相談窓口や支援メニューがあります。詳しくはウェブページを確認してください。

新型コロナウイルス感染症に関連する主な相談窓口
感染症の特徴や予防方法など全般的な情報を知りたい
⃝高熱、息苦しさ、だるさなどの強い症状がある
⃝比較的軽い風邪の症状が続いている
⃝帰国者や、感染症発症者との接触がある
さまざまな活動の自粛を求められるなど生活の変化に伴い、
心身ともにストレスを受けて悩んでいる

親子関係や、配偶者などとの関係で悩んでいる

▶

横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター
550-5530 664-7296 毎日9時～ 21時

▶

かかりつけ医に電話で相談または
新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者相談センター
664-7761 664-7296 毎日9時～ 21時

▶

⃝各区福祉保健センター 月～金曜（祝休日除く）8時45分～ 17時
662-3522
⃝こころの電話相談
月～金曜17時～ 21時30分／土・日曜・祝休日8時45分～ 21時30分

▶

⃝よこはま子ども虐待ホットライン
0120-805-240 毎日24時間
⃝児童相談所 月～金曜
（祝休日除く）8時45分～ 17時
671-4275または865-2040
⃝横浜市 DV 相談支援センター
⃝かながわ子ども家庭110番相談 LINE LINE ID：@kana_kodomo110
横浜しごと支援センター

681-6512

「会社の業績が落ち、退職を勧奨された」
など、
さまざまな労働相談

▶ 月～土曜9時～ 17時（月・木曜は20時まで）

「仕事がなくなってしまい、再就職したい」
など、
さまざまな就労相談

▶ 月～金曜（祝休日除く）９時～ 17時30分
横浜市就職サポートセンター

0120-915-574

新型コロナウイルス感染症に関連する支援メニュー

市民の皆様向けの主な支援メニュー
種別

対

象

名 称
横浜市特別定額給付金
2020年4月27日
（ 基準日）
において、住民
（ 1人10万円の国の特別定額給付金）
基本台帳に記録されているすべての方に

※詳しくは3ページを確認してください。

給付

感染、または感染の疑いで
就労できず十分な給与等を
受けられない方に

国民健康保険、後期高齢者医療制度の
傷病手当金

大学・大学院・短大・高専・専門学校・
日本語教育機関の学生の方に

学生支援緊急給付金

援助

住居を失った、または失う恐れの
ある方に

貸付

収入が減少し、生計や日常生活の
維持が困難な世帯の方に

問合せ先
横浜市特別定額給付金コールセンター
0570-045592
【国民健康保険について】各区役所保険年金課保険係
【後期高齢者医療制度について】神奈川県後期高齢者
医療広域連合コールセンター
0570-001120
※そのほかの健康保険については加入している職場の健康保
険にお問い合わせください。

【申請書受付】在学校の担当窓口

※締切日などは在学校に確認してください。

住居確保給付金
各区福祉保健センター生活支援課
家賃補助付きセーフティネット住宅
横浜市住宅供給公社賃貸住宅事業課
451-7755
（家賃減額補助の上限額引き上げ）
解雇等された方への市営住宅の一時提供 建築局市営住宅課
671-2923
【問合せ】
相談コールセンター（厚生労働省）
生活福祉資金
（特例貸付）
0120-46-1999
（緊急小口資金・総合支援資金）
【申込み】
各区社会福祉協議会

事業者の皆様向けの主な支援メニュー
種別

給付
融資

対 象
名 称
問合せ先
持続化給付金事業コールセンター（経済産業省）
売上が前年から
持続化給付金
0120-115-570
半減した方に
神奈川労働局神奈川助成金センター
（厚生労働省） 650-2801
従業員の雇用の
雇用調整助成金
雇用調整助成金コールセンター
（厚生労働省）
0120-60-3999
維持を図りたい方に
小規模事業者支援一時金
（ 横浜市の実質無利子
小規模事業者支援一時金コールセンター
225-3725
小規模事業者の方に 融資を50万円以上500万円以下でご利用の方）
横浜市スタートアップ企業支援一時金
スタートアップ企業支援一時金事務局
228-9404
テレワークを導入し
職場環境向上支援助成金
（テレワーク導入整備）経済局経営・創業支援課
671-4236
たい中小企業の方に
実質無利子・無担保の横浜市新型コロナウイル
資金繰りのため
お取引のある、または最寄りの金融機関にご相談ください。
ス感染症対応資金をはじめとした各種融資制度
融資を受けたい方に
税証明書発行手数料の減免
各区役所税務課
※6月16日時点の内容です。最新の状況はウェブページで確認してください。

LINEとTwitter で新型コロナウイルス感染症関連の
情報を発信しています
Twitter ID：
@yokohama_koho

LINE ID：
@cityofyokohama

新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は、
市ウェブページを確認してください。

横浜市

新型コロナ

医療対策・感染症対策を応援しませんか
～ 5月1日から寄附を受け付けています～

本市では、新型コロナウイルス感染症対策への応援としてのご

寄附を受け付けています。皆様のあたたかいお気持ちを医療従事
者の方々にしっかりとお届けできるよう、効果的に活用させてい
ただきます。皆様の横浜を応援したいという気持ちを

検索

お寄せください。

横浜市

新型コロナ 寄附

検索
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♦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。

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

マークの説明

日時 ･ 期間

会場

氏名
（ふりがな）

費用

電話

保育

ファクス

申込み
年齢

問合せ

行事名

コース

郵便番号 ･ 住所

往復はがき

はがき

ホームページ

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、掲載中のイベント等は中止･延期となる場合がありますので、事前に問合先へご確認ください。

募集

①障害児福祉手当 ･ 特別障害者手当
②特別児童扶養手当

市民病院 脳卒中・神経脊椎センター

所得制限あり。施設入所者除く。①日
常生活で常に介護を必要とする重度
障害児･者②障害児を監護する父母等
居住区の福祉保健センター
申込先か①健康福祉局障害自立
支援課 ( 671-3891 671-3566)
②こども青少年局こども家庭課(
680-1189 641-8424)

横浜市立病院
看護職員募集
横浜市看護職員 採用

市職員
①就職氷河期世代
②高校卒程度、免許資格職、社会人
試験日＝9月27日 (日)
で。①7月17日まで②7月22日まで
人事委員会任用課 ( 671-3347
641-2757)
都市計画審議会 市民委員
選考2人。11月から2年間。詳細は で
7月31日まで
建築局都市計画課 ( 671-2657
550-4913)
高齢者向け優良賃貸住宅
①空家待ち登録者②入居者
市認定の民間住宅。60歳以上。①鶴
見区鶴見中央ほか②港南区日野、先
着2戸。詳細は問合せを
①7月10日～ 31日②7月13日から
① 住 宅 供 給 公 社 ( 451-7766
451-7707) ②システムハウジング
( 742-1000)か建築局住宅政策課
( 671-4121 641-2756)
よこはまグッドバランス賞認定企業等
男女ともに働きやすい中小企業。各種
認定メリットあり
8月31日までに で
政 策 局男女共同参 画推進 課 (
671-2017 663-3431)
市営交通カレンダー 2021の写真
詳細は で
7月15日まで
市コールセンター (
664-2828)

664-2525

福祉・高齢
シニアボランティアポイント
登録研修会
65歳以上､ 先着｡ 詳細は7月10日から
問合せか で
各13時～ 15時30分
8月25日(火)＝栄公会堂､8月28日(金)
＝旭公会堂、9月7日(月)＝保土ケ谷
公会堂､ 9月16日(水)＝鶴見公会堂､
9月25日(金)＝戸 塚 公 会 堂､ 10月5
日(月)＝磯 子 公 会 堂､ 11月17日(火)
＝泉公会堂､ 11月19日(木)＝青葉公
会堂､ 11月30日(月)＝瀬谷公会堂
7月13日から で事務局 (かながわ
福 祉 サ ービス振 興 会 内、 6710296 671-0295)
申込先か健康福祉局介護保険課
( 671-4252)

児童扶養手当の現況届提出を
認定中の人 ( 支給停止含む ) へ7月中
に案内を送付。受給から5年以上経過
した人は関係書類の提出も必要
8月3日 (月) ～ 31日 (月)
居住区の区役所こども家庭支援課
かこども青少年局こども家庭課(
680-1192 641-8424)
後期高齢者医療制度
①保険証更新②保険料率改定
①8月1日から新 保 険 証 ( 水 色 )に。7
月中に送付②令和2･3年度分。均等
割額＝43,800円、所得割率＝8.74％
居住区の区役所保険年金課か健
康福祉局医療援助課( 671-2409
664-0403）
人工肛門 ･ 膀胱 初心者相談会
人工肛門 ･ 膀胱保有者か関係者、当
日先着100人
7月26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) か健康福祉局障害自立
支援課 ( 671-3602)
個別ぜんそく相談
各日先着｡ ①15歳以上､ 2人 ②15歳未満､ 3人
①8月12日･9月9日･10月14日の水曜
14時 ～15時30分 ②8月13日･27日･9
月10日･10月15日の木曜14時～16時
みなと赤十字病院
7月13日から で健康福祉局保健
事業課 ( 671-3824 663-4469)
障害者パソコン講習会
①パソコン入門②③ iPad 入門
15歳以上 ( 中学生除く) の初心者、各
抽選8人。①②知的障害者③肢体 ･
内部 ･ 精神 ･ 聴覚等障害者
各13時～ 16時､ 全2回
①8月18日 (火)･19日 (水)
②8月20日 (木)･21日 (金)
③8月25日 (火)･26日 (水)
横浜ラポール
①②500円③1,930円
7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自立支援
課 ( 671-3602)
シニア向け就職支援プログラム
60歳以上、先着15人。詳細は で
8月19日 (水)10時～ 15時30分

7月15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)

催し
青少年のための音楽会 横響
ピアノ協奏曲第2番 (ブラームス)ほか
9月16日 (水)19時～ 21時
県立音楽堂
1,000円。7月27日からチケットポー
ト横浜店で販売
事務局 ( 080-3308-1321) か文化
観光局文化振興課 ( 671-3714
663-5606)
夏休み親子料理教室
小学4年～中学生と保護者､ 抽選15
組30人
8月22日 (土)9時～ 13時30分
1組2,000円
8月12日までに で
会場の中央卸売市場本場 ( 4593337 459-3307)
ボランティア養成講座 入門
視覚障害者への①点訳②音訳
各抽選20人。詳細は で
各14時～ 16時
①9月3日～12月10日の木曜､ 全15回
②9月9日～12月2日の水曜､ 全13回
健康福祉総合センター
3,000円
7月31日まで
視覚障害者福祉協会 ( 475-2061
475-2064) か健康福祉局障害自
立支援課 ( 671-3602）

お知らせ
7月から自筆証書遺言書
保管制度が開始
要事前申込｡ 詳細は で
遺言者の住所地・本籍地か所有す
る不動産所在地を管轄する法務局
横浜地方法務局( 641-7655 6417620)
国民年金保険料免除･納付猶予制度
原則、本人 ･ 世帯主 ･ 配偶者ともに、
前年所得が基準額以下か失業等で保
険料納付が困難な人。本人が50歳未
満の場合、本人 ･ 配偶者のみで判断
可能。対象者は申請で保険料免除等
あり。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)
令和2年度 市営屋外プールの
営業中止
①横浜プールセンター､ 旭プール
( 屋外のみ ) ②公園プール (26か所）
①市民局スポーツ振興課 (
6713286 664-0669) ②環境創造局公
園緑地管理課 ( 671-2643 5503916)

住民票など証明書の
コンビニ交付サービスの一時休止
7月15日(水)･23日(木·祝)～26日
（日）終日
市コールセンター ( 664-2525
664-2828)
季刊誌
「横濱」
69号発売
「進化する横浜駅エリア｣。デイジー
版は8月下旬から市役所市政刊行物 ･
グッズ販売コーナーで販売
7月31日 (金)
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 6612351)
｢財政のあらまし(1)｣の閲覧
令和2年度当初予算及び令和元年度
下半期の予算執行状況。 からも可
市役所市民情報センター、区役所
広報相談係
財政局財政課 ( 671-2231 6647185)
環境アセスメント図書の縦覧
①市営地下鉄3号線 あざみ野～新百
合ヶ丘間( 横浜市域 ) 計画段階配慮書
②( 仮称 )深谷通信所跡地公園整備事業
計画段階配慮書
③( 仮称 )深谷通信所跡地墓園整備事業
計画段階配慮書
④( 仮称 )旧上瀬谷通信施設地区土地区
画整理事業 環境影響評価方法書
⑤( 仮称 )都市高速鉄道上瀬谷ライン整
備事業 環境影響評価方法書
①②③⑤意見書・環境情報提供書の
提出は問合先へ④意見書の提出は建
築局都市計画課へ
①②③7月3日(金)～17日(金)( 予定 )
④⑤7月21日(火)～9月3日(木)( 予定 )
市役所市民情報センターか
①青葉区役所企画調整係
②③泉区役所企画調整係
④旭区役所広報相談係
④⑤瀬谷区役所広報相談係
環 境 創造 局環 境影響評 価課 (
671-2495 663-7831)

施設
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 工藤重典
9月6日 (日)15時～ 17時
3,500円､ 7月13日から か で
横浜能楽堂
263-3055

263-3031

特別公演 狂言
「靭猿」
｢茶壺｣
「鬮罪人｣
10月25日 (日)14時～ 16時45分
3,500円～ 5,000円。8月22日12時か
ら か で
にぎわい座
231-2515

231-4545

桂宮治 よこはま宮治展
10月7日 (水)19時～ 21時
3,200円、8月1日から か

で
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横浜 IR
（統合型リゾート）の
広報動画を公開しています
６つのテーマで横浜 IR を紹介しています。
①
②
③
④
⑤
⑥

テーマ

時間
約２分
約４分
約６分
約2.5分
約４分
約2.5分

オープニング
日本型 IR
横浜市が IR を誘致する理由
海外の IR 施設
依存症・治安などへの対策
横浜市が目指すもの

※それぞれのテーマのすべてを通して視聴できる全体版も
用意しています。
（約20分）

市ウェブページのほか、YouTube に動画を公開

しています。インターネットに接続できるパソコン、
タブレット、スマートフォンなどから視聴できます。

また、
市民情報センターではDVDの貸出をしています。
横浜IR 広報動画

検索

横浜 IR（ 統合型リゾート）への理解を深め、未来の横浜を考えるきっかけとして

いただくため、本市では広報動画を公開しています。IR 広報動画は全6つのテーマ
の構成となっており、興味のあるところから、視聴することが可能です。
市民説明会について
今年2月から開催を延期している６区
（ 青葉・泉・栄・瀬谷・都筑・戸塚）
の市民説明会に

ついて、早期の再開を目指していましたが、新型コロナウイルス感染症の収束が見えな

い中、
参加される皆様の健康を最優先に考えた場合、
開催の見通しが立たない状況です。
そうした中でも、再開をお待ちいただいている皆様などへ、既に開催された市民説

明会の内容と同様の情報をお伝えするための動画を作成しています。準備が整い次第、

ウェブページなどに掲載します。

横浜IR

市民説明会

検索

「横浜 IR（統合型リゾート）の方向性（素案）」
パブリックコメントの実施結果について
3月〜 4月にかけて実施したパブリックコメントでは、大変多くのご意見を頂き、

誠にありがとうございました。現在実施結果をまとめています。8月には、今回の

パブリックコメントの結果と、
「横浜 IR（ 統合型リゾート）の方向性」を公表する予定
です。

都市整備局 IR 推進課
【問合せ】

671-4135

550-3869

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少された人へ

「家賃補助付きセーフティネット住宅」家賃負担の軽減について
は今後入居する人で、右の条件のすべてに該当する場
合に、家賃補助の月額上限額を引き上げ、家賃の負担

条件

「家賃補助付きセーフティネット住宅」に入居中また

を軽減します。

※実際の補助金額は、住宅の面積、入居者の世帯月収額および
家賃によって決まります。

①新型コロナウイルス感染症の影響による離職、病気などの事情により、収入が
おおむね20％以上減少し、家賃の支払いが困難であること

②市内に在住または在勤していること（今回、解雇された人を含む）

③通常の入居においても定めている入居者の要件を満たしていること
補助金額、入居条件など詳しくはウェブページで確認してください。
横浜市 セーフティネット住宅 新型コロナ

検索

※このほか、一時利用できる市営住宅があります。詳しくは、建築局市営住宅課まで問い合わせください。 671-2923

【問合せ】横浜市住宅供給公社

451-7755

451-7759

３年に一度の現代アートの国際展

「ヨコハマトリエンナーレ2020」開幕！
◆７回目の開催となる、歴史ある現代アートの国際展

ます。昨年から、4年生を対象としたバレエ鑑賞会が

間延期して７月17日（金）から開催します。

スタートしました。演目は、子ども向けに制作され

「AFTERGLOW －光の破片をつかまえる」と題し、目まぐる

た
「ドン・キホーテの夢」
。

しく変化する世界の中で、大切な光を自ら発見してつかみ取

バレエを初めて鑑賞する

る力と、他者を排除することなく、共生のための道を探るす

子どもたちが多い中、幕が上

べについて、みなさんと一緒に考えます。

がると舞台に集中し、会場に

【会場】横浜美術館、プロット48

【休場日】木曜日
（ 7月23日、8月13日、10月8日を除く）

は大きな笑い声や拍手が響
▲ニック・ケイヴ《回転する森》2016
ⓒ Nick Cave, Courtesy of
the artist and Jack Shainman
Gallery, Photo by James Prinz

◆チケット情報

対策について

終演後、
「 たくさん笑った」
「 物語や表現が楽しく、

られました。

の購入方法など、詳しくは右記の二次元コードから確認してください。

ウイルス感染症

応に、ダンサーたちもパワーをもらったようです。

みた」
「自分も演じてみたい」
など、多くの感想が寄せ

ます。希望する入場日時のチケットを購入のうえ、来場してください。チケット
ヨコハマトリエンナーレ 2020

き渡りました。その素直な反

©The Tokyo Ballet

▲終演後、客席でダンサーを迎える
子どもたち

あっという間に終わってしまった」
「帰宅後に踊って

お客様により安全に楽しんでもらうために、日時指定の予約制になってい

新型コロナ

豊かな心を育む舞台芸術

ラシック音楽、ミュージカル、バレエ）
を開催してい

ウイルス感染症への十分な安全対策を講じるため、開幕を２週

※当初は7月3日 (金) からでしたが変更しています

文化芸術と新たな劇場

横浜市立小学校では、本物の舞台芸術の鑑賞会
（ク

「ヨコハマトリエンナーレ2020」
がいよいよ開幕。新型コロナ

【会期】7月17日（金）～ 10月11日（日）の10時～ 18時

8時45分～ 17時15分（月～金曜〈祝休日・年末年始除く〉）

検索

開催にあたっては、
（ 公財）日本博物館協会のガイドライン
などに沿って十分な安全対策を講じます。
⃝日時指定予約チケットの導入による入場制限
⃝来場者のマスク着用、手洗い・消毒、入場時の検温
⃝会場内の消毒、換気、対人距離の確保
⃝スタッフのマスク着用や検温の徹底 など
ハローダイヤル
050-5541-8600（毎日8時～ 22時）
【問合せ】
または組織委員会
663-7232 681-7606（平日10時～ 18時）

子どもたちの柔らかな創造性や感性に響き、忘れ

られない体験となったことでしょう。

昨年度より、本格的な舞台芸術を上演する新

たな劇場の整備について、有識者による検討委
員会を設置し、検討を進めています。

最新の検討委員会の検討状況は、ウェブペー

ジで確認できます。

横浜 新たな劇場計画
政策局芸術創造課
【問合せ】

671-4198

検索

663-4613
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横浜武道館（サブアリーナ）が7月24日オープン！
横浜武道館
（ サブアリーナ）
1階の武道場には、柔道や剣道

【所在地】中区翁町2-9-10

が4面分確保できるスペースがあり、大会だけでなく、個人

【アクセス】
JR 関内駅徒歩6分

や団体での練習にも利用できます。また壁面に鏡が設置され

【開館時間】
9時～ 22時

ている多目的室は、ダンス系の利用に最適です。プロジェク

【休館日】不定休

ターを使用した会議や研修会場として使えるよう、スクリー

【フロア案内】1階 武道場・多目的室
2階 アリーナ

ンも設置されています。

2階のアリーナは、市民のスポーツ練習・大会、文化イベ

【観覧席】武道場

設の利用料金など、詳しくはウェブページを確認してく

【駐車台数】
54台

アリーナ 約3,000席

ントだけでなくプロチームの試合にも対応できます。施
ださい。

2024年4月には、現横浜文化体育館の跡地にメインア

リーナがオープンします。
「観る」
をコンセプトとした約5,000
席の観覧席と大型ビジョンを備えた施設となる予定です。
【問合せ】横浜武道館

約500席

１階 武道場

２階 アリーナ

※2020年10月より、誰でも気軽に参加できる
各種スポーツ教室・文化系教室を開催する予
定です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
ご利用が延期・中止となる場合があります。

※画像はイメージ図です。横浜武道館の画像に関する著作権は、梓設計・
フジタ設計共同企業体に帰属します。

226-2100

226-2110

あなたの命を守る
「防火戸」とは？

または

横浜武道館

市民局スポーツ振興課

火災時に防火戸が有効に機能した事例

671-3288

検索

664-0669

    （写真提供：東京消防庁）

～防火戸の存在と役割を知り、正しく使いましょう～
「防火戸」は、マンションや学校、商業施設などの建物の階段やエレ

ベーター付近にあり、火災時に閉まった状態になることで、火や煙が建
物に広がるのを防ぎ、避難経路を確保するなど、あなたの命を守ってく
れる法律で設置が定められた重要な設備です。
防火戸の役割

火災発生現場

©2018 City of Yokohama＋NDC Graphics

防火戸を開けた外側の様子

防火戸には、普段は壁に埋

め込まれていて火災時に煙
を感知して自動的に閉まる

タイプと、シャッターの隣な
どに設置されていて常に閉
防火戸を正しく使用

炎、煙の拡大を防ぐ

防火戸を正しく
使用していない

まっているタイプの2種類が
あ り ま す。詳 し く は ウ ェ ブ

炎、煙が建物全体に

こんな使い方は危険です！
防火戸の前に物を置いたままにしたり、ス

ページを確認してください。

随時閉鎖式防火戸
の前に荷物

トッパーなどで扉を開けたままにすると、防

ストッパーで
開放固定

市では防火戸の
存 在 を 知 ら せ、適
切な維 持 管 理につ
な げ てもらうた め
に、
「防火戸ステッ
カー」を作成しまし ©2018 City of Yokohama＋NDC Graphics
た。市役所や18区役所、消防署の防火戸に貼付し
ており、市立の学校への貼付も進めています。市
内の民間施設にも、無償でステッカーを配布して
いますので活用してください。
防火戸ステッカー
（ 無償）の申込みについては
ウェブページを確認してください。

火戸が正しく機能せず、火災時に命にかかわ
る重大な事故につながる危険性があります。

横浜市 防火戸
【問合せ】建築局違反対策課

7月25日（土）の土曜日開庁について
「かながわ憲章」
についてはこちらをご覧ください▲

神奈川県福祉子どもみらい局共生社会推進課
【問合せ】
210-4961

210-8854

検索

671-3974

横浜市 土曜日開庁

664-2667

検索

全国的なシステムメンテナンスのため、マイナンバーカードの業務
( カード交付、更新、電子証明書の更新、暗証番号再設定など ) 及び、
住民基本台帳カードの業務を行うことができません。カードをお持ち
で引越しなどの手続きが必要な方は、別日にご来庁ください。
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－横浜市役所－6月29日から全面供用を開始しました
市役所の移転が完了し、商業施設なども順次オープンします。
【受付・案内方法】※現在、受付・窓口では新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施しています。
受付

事務室フロア

し、目的部署のフロアに止まる A・

当者を電話で呼び出し、フ

お乗りください。

えてください。担当が向か

入館証をゲートにかざして通過

3階市役所受付にて、訪問先の

「局・課名」または
「階」
を伝え、入館

内線電話を備えた受付があります。訪問先の部署・担

B・C いずれかのエレベーターに

証を受け取ります。なお、記名や
身分証の提示などは不要です。

北プラザ
北仲通北方面

ロア受付に到着した旨を伝
い、ご用件を伺います。
窓口フロア

アトリウム

市民協働
推進センター

目的階までの行き方

（スペースA-B）

頻繁に来庁者が訪れる部門には

窓口カウンターを設けていますの

で、直接窓口にお越しください。

※議会局、市会にご用のある方は、
3階議会受付にお越しください。
馬車道方面

野毛・桜木町
方面

南プラザ関内方面

保育所

北仲橋

馬車道駅 みなとみらい線

駐輪場

桜木
市営
ブル 地下鉄
ーラ
イン

町駅

市民協働
1階に駐輪場、地下1階に駐車場があります。
駐車料
推進センター
（スペースA-B）
金および減免対象などについて詳しくはウェブページ
を確認してください。
横浜市 市庁舎 駐車場
アトリウム

アクセス

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

北プラザ
北仲通北方面

駐車場（自動車・
自動二輪等）入り口

JR

弁

岸

桜木
町駅

橋

天

根

線

よこはま建築
情報センター

市役所低層部は新たなにぎわいスポットになります
ラ ク シ ス

商業施設

フ

ロ

ン

ト

LUXS FRONT
横浜銀行

1階
アトリウム

プレゼンテーションスペース
北プラザ
国内外から市庁舎を訪れる

市民協働
方々に、
大型のプロジェクター

川沿いの一画に、みなとみらい21地
横浜銀行

推進センター

期相談や建築局・道路局・環

（スペースA-B）
やタッチパネル式モニターに

境創造局・水道局が保有す

市民
の場として活用できます。

3階ロビーからアクセスできる大岡

アトリウム

く、建築や開発に関する初

です。さまざまなイベントやセレモニー

市民ラウンジ

北仲通北方面

所 管 部 署 に 行 くこ と な

が気軽に集い、親しみ、憩えるスペース

より、横浜の歴史・文化・発展

方面

議会受付

主なスペース
アトリウム

2階

保育所

1階

市民協働推進センター
協働による課題解決の提
エレベーター

郵便局
できます。

3階

市民
ラウンジ

市民ラウンジ

ふれあいショップ

よこはま建築
情報センター

マ

（スペースA-B）

生まれる対話と創造の場と

馬車道方面

野毛・桜木町
方面

さくらみらい橋
方面

プレゼン
テーション
スペース

郵便局

南プラザ関内方面

飲み物の提供、障害者施

市役所受付

設の商品の販売などを

エレベーター

行います。ショップの運

市民情報
センター

営を通じて、さまざまな

市民相談室

「働く形」
を発信します。
671-2082

横浜市役所〒 231-0005 中区本町 6-50-10

保育所
よこはま建築
情報センター

出入口
商業施設

議会受付

ふれあいショップ

横浜銀行

さくらみらい橋
方面

プレゼン
テーション
スペース

出入口
商業施設
主なスペース

総務局管理課
【問合せ】

市民
ラウンジ

661-2351

ふれあいショップ

センター

ざまな主体の交流・連携が

ブ ル ー

カフェを設置し、軽食や

アトリウム

市民協働
推進センター

市民情報
トや情報発信を行い、
市民相談室さま

ン

障害のある方が働く

北プラザ
北仲通北方面

案や相談を受けるとともに、

リ

marine blue
議会受付

横浜銀行

ふれあいショップ

市役所受付

せやくつろぎの場として誰でも利用

さを体験していただけます。

出入口
商業施設

スペース

ウンジを配置しています。待ち合わ

方面
南プラザ関内方面

スペースになっています。

プレゼン

テーション
区の展望をゆっくり楽しめる市民ラ

馬車道方面
野毛・桜木町 などの魅力を伝え、横浜らし
る行政情報の確認ができる
さくらみらい橋

ラウンジ

671-2332

入居し、新たなにぎわいスポットが誕生します。

よこはま建築
3階
情報センター

よこはま建築情報センター

1〜 3階の各フロアから眺めることが

【発行】市民局広報課

1～ 3階には、商業施設や保育所、金融機関などが

2階

さくらみらい橋
誰も
方面できる三層吹き抜けのアトリウムは、
郵便局

します。

南プラザ関内方面

1~2階にフードホールやブック＆カフェ、
コンビニなど19店舗が出店し、
保育所6月29日より順次オープンします。

プレゼン
テーション
スペース

実現に向けたコーディネー

検索

馬車道方面

野毛・桜木町
方面

主なスペース

市役所受付
エレベーター

市民情報
センター

市民相談室

郵便局

市民
ラウンジ

出入口
商業施設

664-2501
671-2121（代表）

