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YOKOHAMA My Choice! FMヨコハマ 日 9:30〜10:00

横浜流儀（ハマスタイル） 文化放送 土 6:50〜7:00

ようこそ横浜 ニッポン放送 火 10:47〜10:52頃

ホッと横浜 ラジオ日本 木・金 16:30〜16:35 市役所市民情報センター、
県内・都内の書店ほかで販売

tvk 
土 18:00〜

ケーブル
テレビ各局

⃝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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テレビ
番組

広報
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季刊誌

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。

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：3,759,595人
世帯数：1,730,621世帯

(2020 年 7 月１日現在 )☎664-2525 FAX:664-2828

callcenter@city.yokohama.jp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）。

活気ある横浜の実現に向けて
　８月になり、子どもたちが待ち望んでいた夏休みが始まりました。今年は短い夏休みとなりますが、充実した時間を
過ごしていただきたいと思います。今後も、横浜市として、子どもたちの学びや成長を全力でサポートしていきますので、
ご家庭や地域の皆様のご協力をお願いいたします。
　市内で新型コロナウイルス感染症が確認されてから、半年が経とうとしています。この間、横浜市は、総額約6,000億
円の補正予算などにより、市民の皆様の安全・安心な暮らしと横浜経済を守るための対策に力を尽くしてまいりました。
　医療機関等への支援やPCR検査体制の強化をはじめ、感染拡大の第２波、第３波に備え、「横浜版クラスター

予防・対策チーム」を新たに設置するなど、万全の医療体制を確保しています。事業者
の皆様の資金繰りをお支えする実質無利子融資の実績は7月中旬時点で約7,600件
にのぼり、商店街の事業継続を支援する一時金は、約300ある商店街のうち250を
超える皆様にご活用いただいています。皆様のご尽力により、街が活気と賑わいを取り
戻しつつあることを実感しています。
　横浜市は、７月17日から、世界の先陣を切って、「ヨコハマトリエンナーレ2020」を
開催し、23日からは、観光や移動にご利用いただける連節バス「ベイサイドブルー」の
運行を開始しました。万全の感染症対策を講じたうえで、社会経済活動の回復に向け
た取組を進めています。引き続き、皆様とご一緒に新たな日常を創り上げてまいります。
　暑い日が続き、熱中症に注意が必要です。こまめな水分補給に加え、屋外で人と
十分な距離を確保できる場合はマスクを外すなど、体調管理にご留意いただき、健やか
にお過ごしください。

マスクを着けていると、皮膚からの熱が逃げにくくなり、
気付かないうちに脱水症状になるなど、体温調節がしづらくなります。

　暑さを避け、水分・塩分を摂るなどの「熱中症予防」と、
マスクの着用・部屋の換気などの「新しい生活様式」を両立させましょう。

激しい運動は
避けましょう

人との間隔は、できるだけ
2m（最低1m）空ける

手洗いは30秒程度かけて
水とせっけんで丁寧に洗う

密閉・密集・密接を
避ける

のどが渇いていなくても、
こまめに水分・塩分を
摂取しましょう

気温・湿度が
高いときは特に
注意しましょう

屋外で人と2ｍ以上（十分な距離）離れている場合、
マスクを外して熱中症になるのを防ぎましょう。

⃝涼しい場所へ避難させる
⃝衣服を脱がせ、体を冷やす
⃝水分・塩分を補給する

⃝横浜市救急相談センター（毎日・24時間対応）
　＃7119　または　 232-7119
⃝横浜市救急受診ガイド
　パソコンやスマートフォンで、急な病気やけがの緊急性を
確認できます。※各区消防署にて、冊子も配布しています。

熱中症になったときは 救急車を呼ぶか迷ったときは

横浜市救急受診ガイド 検索

意識がない、呼びかけに反応しない
場合は、すぐに救急車を要請しましょう！

マスク着用時に気を付けること 熱中症を防ぐために
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エアコンのフィルターを掃除しよう
　月に1～2回程度、目詰まりを
掃除することで、省エネ性能や快
適性がアップします。

省エネ製品に買換えよう
　古い家電は、新しい省エネ家電に比
べ多くの電気を使うため、省エネ製品
への買換えを検討しましょう。

環境にやさしい電気に切替えよう
　太陽光や風力などの再生可能エネルギー
は二酸化炭素を排出しない環境にやさしい
電気をつくります。自宅で使う電気も環境
にやさしい電気に切替えませんか。

太陽光発電設備を設置しよう
　自宅の屋根などに太陽光パネルを設置
することで、エネルギー
の地産地消が可能です。
蓄電池を付ければ防災
面でも心強いです。

再エネ 使う電気は「環境にやさしい電気」を選ぼう

キャンペーンの流れ

省エネ 使う電気の量を減らそう 出典：温室効果ガスインベントリオフィス

　熱波や強い台風、ハリケーン、集中豪雨などが世界各地で発生し、甚大な被害が報
告されています。その原因は地球温暖化と言われており、対策は待ったなしの状況
です。一人ひとりの選択と行動によって、地球の環境を守りましょう。

　地球温暖化の主な原因は二酸化炭素などの温室効果ガスの増加です。
私たちの家庭から排出される二酸化炭素の約5割は「電気」の使用が原因
です。
　家庭から排出される二酸化炭素を減らすためには、使う電気を減ら
すこと（ 省エネ ）や、環境にやさしい再生可能エネルギー由来の電気を
使用すること（ 再エネ ）が大切です。

　本市は、深刻化する気候変
動の影響などを踏まえ、地球
温暖化対策のゴール「Zero 
Carbon Yokohama」を掲
げ、2050年までの脱炭素化

（二酸化炭素の実質排出量
ゼロ）を目指しています。

　本事業による切替えによって、電気代が年間
約1万円安くなると想定されています。
※キャンペーン事務局の試算。利用状況により、切替

前の電気代から安くならない場合があります。

【対象者】市内居住者・個人事業者など（商店・小規模オフィス）
※現在契約している契約アンペアによって参加できない場合があります。
【参加登録期間】7月31日（金）～9月30日（水）
【参加方法】キャンペーンページから参加登録をしてください。

　太陽光や風力などの自然の電気を利用したいと考える一般家庭や個人
事業者を募集しています。希望者が多く集まるほどお得な価格で、環境に
やさしい電気を使うことができます。

横浜市 みい電 検索

【問合せ】	「みんなでいっしょに自然の電気」に関して	 事務局（月～金曜〈祝休日除く〉10時～18時）	 0120-267-100	 0570-058-100（携帯電話・PHS）
	 記事全体に関して　	 温暖化対策統括本部調整課	 671-2661	 663-5110

？
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検針票を用意して、専用ウェブページから
登録してください。　

9月30日まで

見積りの確認
選定した料金メニューの見積りで、どれくらい
節約できるか確認してください。

切替えの判断
契約の切替えを判断してください。
手続きは、責任をもって事務局がサポートします。

キャンペーン事務局がオークションにより、
最もお得な自然の電気を提供する電力会社の
料金メニューを選びます。

10月上旬から

11月3日まで

市内居住者
個人事業者
対象
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【問合せ】	ハローダイヤル　	 050-5541-8600（毎日8時～22時）
	 応援プログラムに関して	組織委員会	 663-7232	 681-7606（月～金曜〈祝休日除く〉10時～18時）

【チケット】
一般 2,800円
大学生·
専門学校生 2,000円

高校生 
「BankART Life Ⅵ」、「黄金
町バザール2020」は無料

「ヨコハマトリエンナーレ
2020」は800円

中学生以下 無料（事前予約不要）

【問合せ】政策局芸術創造課　 671-4198	 663-4613

　多くの市民の皆さまのご協力により、新型コロナウイルス感染症拡大防止、そして、くら
しと経済の再生に向けた取組が進んでいます。こうした時期だからこそ、心の豊かさ、地域
のつながりなどをもたらす文化芸術が大切です。活動がこれまで通りに展開され、文化芸術
を身近で楽しめる日が一日も早く迎えられることを、強く願っています。
　例年この時期は、お祭りやフェスティバルのシーズンです。非日常の活気が、わくわく感
をもたらし、地域のコミュニティーや経済活動の活性化にも貢献します。
　本市では横浜らしい芸術フェスティバル※を毎年開催しています。今年はヨコハマトリエ
ンナーレ2020を、十分な安全対策を講じた上で開催中です。

※横浜トリエンナーレ（現代アート）、Dance Dance Dance @ YOKOHAMA（ダンス）、横浜音祭り
（音楽）を3年周期でそれぞれ開催

　横浜の現代アートを
巡るお楽しみチケット
です。9月11日から開催
さ れ る「BankART Life 
Ⅵ」、「黄金町バザール
2020」も一緒に楽しめ
て1,200円もお得なチ
ケットです。

　会期中、文化・芸術活動の魅力を伝え、一緒に横浜のまちを盛り上げるイ
ベントを「応援プログラム」として募集しています。応援プログラムは、団体

（法人格の有無は不問）が実施する美
術、音楽、演劇、ダンス、映像、古典芸
能などさまざまなジャンルのイベント
を対象とします。応募など詳しくは、
ウェブページを確認してください。

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」開催中！

文化芸術でまちを元気に

　ヨコハマトリエンナーレ2020は、より安全に楽しんでいただくために、日時指定の
予約制になっています。

【新型コロナウイルス感染症対策について】
　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ています。
⃝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

▲エヴァ・ファブレガス《ポンピング》2019 ▲インゲラ・イルマン《ジャイアント・ホグウィード》（部分）2016/2020
　photo by Sebastian Dahlqvist

▲Dance Dance Dance @ YOKOHAMAの「横浜ベイサイドバレエ」

東京バレエ団「ボレロ」、photo：Kiyonori Hasegawa

▲横浜音祭りのミニコンサート（会場：ランドマークプラザ）

◀︎ヨコハマトリエンナーレ2017 応援イベント
　みんなでかこう つながろう by イクタケマコト

ヨコハマトリエンナーレ2020 応援プログラム 検索

ヨコハマトリエンナーレ2020情報

横浜アート巡りチケット 一緒に横浜のまちを盛り上げる文化イベントを募集中！

横浜 新たな劇場計画 検索

【会場】横浜美術館（西区みなとみらい3-4-1）
 プロット48（西区みなとみらい4-3-1）
【会期】7月17日（金）～10月11日（日）
【休場日】木曜日（7月23日、8月13日、10月8日

を除く）

ヨコハマトリエンナーレ2020 チケット 検索

【チケット】
一般 2,000円
大学生·専門学校生 1,200円
高校生 800円
中学生以下 無料（事前予約不要）
※障がい者手帳をお持ちの方と介護の方1名は無

料です。（事前予約不要）

みなとみらい駅みなとみらい駅みなとみらい線みなとみらい線

横浜市営地下鉄線横浜市営地下鉄線

JR根岸線JR根岸線

MARK IS
みなとみらい
MARK IS
みなとみらい

横浜ランド
マークタワー
横浜ランド
マークタワー

横浜美術館横浜美術館
プロット48プロット48

クイーンズ
スクエア横浜
クイーンズ
スクエア横浜

桜木町駅桜木町駅高島町駅高島町駅

新高島駅新高島駅

　昨年度より、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。今年度は新たに部会を設置しました。最新の検討状況は、ウェブペー
ジで確認できます。また、会議の開催状況などを動画で配信しています。ぜひご覧く
ださい。
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【問合せ】	研修に関して		 株式会社シグマスタッフ　	 548-6494(月～金曜〈祝休日除く〉9時～17時30分)
	 この記事に関して		健康福祉局高齢健康福祉課　	 671-3920	 550-3613

【問合せ】健康福祉局高齢在宅支援課　 671-2405	 550-3612

介護職員初任者研修・入門的研修
受講生募集

生活あんしんサポート事業
～横浜市生活支援サービス高齢者見守り協働事業～

　介護職員として働くために必要となる基本的な知識･技術を
習得する研修です。研修修了後、市内の介護事業所などへの就
業を支援します。

【対象】介護分野に関心があり、新たに令和2年度中に市内の介護事業
所に就職可能な人

【定員】選考各40人
【研修期間】	介護職員初任者研修 10月6日(火)～11月25日(水) 、全16日
  入門的研修 9月18日(金)～10月5日(月) 、全5日
【募集期間】8月3日(月)～9月10日(木)必着、定員に達した場合は、募集

を終了する場合があります。
※次回の募集ならびに説明会の日程などについては、今後ウェブページに掲載予

定です。

【研修場所】	藤
とう

仁
じん

館
かん

医療福祉カレッジ 横浜校
   （神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル2階）
【費用】無料（交通費などの自己負担あり）
【申込方法】ウェブページまたは電話で問合せ先へ
※受講希望者は、説明会へ参加してください（事前予約制）。説明会後、個別面接

を行います。
※説明会の日程はウェブページを確認してください。

　生活あんしんサポート事業は、掃除、配食、草むしり、電球
交換、買い物代行・同行など、日常の困りごとを民間事業者が
手伝う事業です。サービス提供時、利用者に異変などがあった
場合は、親族へ連絡するなど見守りを行います。
　サービス内容や利用料金※などについては、「事業者一覧」と

「事業者のサービス提供区」から事業者を選び、直接問い合わ
せてください。
※問合せの内容や氏名、住所などの個人情報は当事業以外では利用しま

せん。

⃝略地図に記載されている番号（例：①）は、右の表の事業者番
号（例：「①ユーコープ」）に対応しています。

⃝略地図の白丸の番号（例：②）は区内の全域で、黒丸の番号
（例：❸）は区内の一部地域でのみ、事業者がサービスを提供
していることを表しています。

⃝事業者によっては1日の利用者数が限定されていることな
どから、希望日にサービスの提供を受けられない場合があ
ります。

■事業者一覧
※サービス・商品の代金は自己負担です（公的サービスではありません）。

事業者名 サービス 主な料金 電話番号

① ユーコープ
宅配:週1回
購入金額1,500円未満:150
円、1,500円以上:100円
※金額は税抜

0120-
123-581

② 福祉クラブ 生活支援:1,320円/1時間 547-1400

③ キュービック 生活支援:550円/15分 472-7912

④ デリバリーケアプラス 生活支援:600円/10分 949-0091

⑤ シルバー人材センター 生活支援:500円/30分 847-1800

⑥ 愛コープ 生活支援:2,400円/1時間 470-6441

⑦ みどり野 生活支援:500円/15分 989-2325

⑧ 横浜ハウネス 生活支援:1,080円/20分 433-8816

⑨ つばさケアサービス 生活支援:500円/15分 372-3384

⑩ うしおだ 生活支援:500円/15分 505-9574

⑪ ケアステーション大樹 生活支援:1,500円/30分 260-0873

⑫ 泉の里 生活支援:4,500円/2時間 625-3274

⑬ そよかぜ南の家 買い物代行:300円/1回 836-1801

⑭ スリーA 生活支援:500円/15分 374-3673

⑮ ケア・オフィス 生活支援:700円/15分 843-8328

⑯ レジオン 生活支援:500円/15分 762-0851

⑰ らしく並木 生活支援:1,500円/1時間 791-7690

⑱ ケアステーション桜 生活支援:500円/15分 334-7746

⑲ でっかいそら 天 買い物代行:300円/1回 442-4240

⑳ ワーカーズコープ 生活支援:1,100円/30分 341-4192

㉑ 若葉台 生活支援:500円/30分 744-7811

㉒ レインボー横浜 生活支援:1,380円/30分 520-8544

㉓ たすけあいあさひ 生活支援:1,936円/1時間 360-0131

㉔ さくらの季 生活支援:3,025円/1時間 717-5941

㉕ あゆみ 生活支援:600円/15分 935-1477

㉖ アームス 生活支援:1,100円/10分 489-3586

㉗ みずたま介護ステーション 生活支援:1,320円/30分 989-4501

㉘ マザーライク 生活支援:3,300円/1時間 730-6520

… 生活支援（家事援助など）
… 買い物代行・同行
… その他（配食・食材宅配など）

シグマスタッフ 就職教育 検索

家	事 買い物 その他

青葉区
①②❸④⑦⑧27 都筑区

保土ケ谷区
西区

港北区

鶴見区

神奈川区

緑区

瀬谷区
旭区

中区
泉区

戸塚区

南区

磯子区

金沢区

港南区

栄区

①❺⑥❼⑲21
㉒㉓㉖27

①❸⑳㉒㉖

①②❺
⑯⑱

①②❺⑥⑧❾㉔

①②⑭17

①②13⑮⑱

①②③④
⑥⑧㉔

①②

①㉒
㉓㉖

①②③④
⑥❼⑧

①⑥⑧10㉔

①②❺⑳㉖

①⑧⑪⑫

①⑥⑧

①②⑥㉒
㉓㉖㉘

①②③④❺
⑥⑦⑧㉕㉖㉗

①②❺⑥
⑪⑱㉘

■事業者のサービス提供区
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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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、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。

子ども·子育て会議	市民委員　
選考2人。11月から2年間。詳細は で

8月31日まで
こども青少年局企画調整課 (  
671-4281 663-8061)
障害者週間のポスター·作文

詳細は で
9月4日まで
健康福祉局障害施策推進課( 671- 
4133 671-3566) 
自衛官等

航空学生､ 一般曹候補生。詳細は問
合せを

9月10日まで
※自衛官候補生は年間を通じて受付
自衛隊神奈川地方協力本部 (
662-9429 662-9498)
歩道橋ネーミングライツの	 	
スポンサー

法人か団体。詳細は で
2021年3月31日まで
道路局企画課 ( 671-3532 651-
6527)

福祉・高齢
更新①福祉特別乗車券(障害)	 	
②福祉タクシー利用券(重度障害)

9月30日期限の各券を所持し、10月以
降も引き続き対象となる人へ9月初旬
までに①の納付書を普通郵便で送付
②の利用券を簡易書留で送付。新規
申請は居住区の福祉保健センターへ
専用コールセンター ( 0120-891-
706 03-6800-3578〈8月28日～9月
30日〉)か健康福祉局障害自立支援
課 ( 671-2401 671-3566)
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  
北·中部＝9月5日(土)   
南·西部＝9月20日(日)
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)
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)の肢体･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   
①9月9日(水)･11日(金)、全2回  
②9月15日(火)～18日(金)、全4回 
③9月24日 ( 木 )･25日 ( 金 )･28日 (月)･ 
　29日(火)、全4回
横浜ラポール
①1,600円②③3,200円
8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)
あんしんノート書き方講座

18歳以上の障害のある人と家族、各
選考20人｡ 詳細は で

各10時30分～13時、全2回。9月24
日(木)·25日(金)、11月25日(水)·26日(木)
横浜ラポール
9月4日まで
障害者支援センター( 681-1277 

680-1550)
中央職業訓練校	10月生募集
①パソコン実務科②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｡ 費用等詳細は申込書(ハ
ローワークで配布)か で

①10月～12月②10月～2021年3月
9月11日まで

▷説明会 8月26日(水)10時·14時、問
合先で開催
会場の中央職業訓練校( 664-6825 

664-2081)
2020年度版｢暮らしのガイド｣	 	
点字版·デイジー版	配布中

点字版は会場で閲覧可、デイジー版
は会場で配布。郵送希望は問合先へ

市役所市民情報センター、区役所
広報相談係、市立図書館
市民局広報課 ( 671-2332 661-
2351)

講演・講座
訪問看護入門研修

看護師免許所持者､ 選考30人｡ 詳細
は問合せか で

11月11日(水) ·12日(木)､ 全2回
9月24日まで
会場の看護協会( 263-2933 263- 
2905)か健康福祉局高齢在宅支援
課 ( 671-2405)
起業家マインド育成プログラム

15～30歳(中学･高校生除く)。要事
前申込。詳細は で

9月13日～10月25日の日曜14時～
16時30分、全5回
開港記念会館
経済局経営･創業支援課 ( 671-
2748 664-4867)

催 し
薬物依存症者と家族フォーラム

抽選200人。講演·体験談ほか。詳細
は で

8月23日(日)13時～16時30分
南公会堂
8月20日まで

健康福祉局障害自立支援課 (
671-3602 671-3566)
F-SUSよこはま	内覧会

女性起業家専用シェアオフィス。要事
前申込。詳細は で

8月18日(火)18時30分～20時  
8月24日(月)13時30分～15時
情報文化センター
F-SUSよこはま( 225-3726 225-
3738)

お知らせ

令和2年度	個人市民税·県民税の	
納期限(第2期)	

8月31日(月)
居住区の区役所税務課か財政局税
務課 ( 671-2253 641-2775)
障害者プラン説明会

各当日先着。①②100人③150人
①9月16日(水)11時～13時30分  
②9月24日(木)13時～15時30分  
③9月26日(土)13時～15時30分
①栄公会堂②瀬谷公会堂③横浜
ラポール
健康福祉局障害施策推進課( 671- 
3604 671-3566)
ヨコハマプロボノ参加者	説明会

仕事等で培ったスキルを生かしてボラ
ンティア活動をしたい人、各先着20人。
オンライン説明会もあり。詳細は で

①9月17日（木）14時～16時  
②9月19日（土）10時～12時
①開港記念会館   
②横浜市市民協働推進センター
8月11日から
サービスグラント( 03-6419-4021)
か健康福祉局地域包括ケア推進課
( 671-3464 550-4096)
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
各13時～16時    
8月20日(木)･25日(火) ･ 27日(木)
市役所市民相談室

※電話相談になる可能性もあり
8月13日から で市民局市民相談
室 ( 671-2306 663-3433)

子どもの人権110番	強化週間
人権擁護委員による特設電話相談

8月28日 ( 金 ) ～9月3日 ( 木 ) の8時30
分～19時(土･日曜は10時～17時)。
専用ダイヤル ( 0120-007-110)
横浜地方法務局( 641-7926 641- 
7482)
横浜文化体育館	①閉館		 	
②「58年の軌跡」記念誌プレゼント

②抽選30人。詳細は で
①9月6日(日)
②8月31日まで
文化体育館( 641-5741 641-5744)
道志村キャンプ場	市民優待

18歳以下のキャンプ場利用料(1人1
泊1,000円 ま で)を 助 成。2021年3月
31日利用分まで。詳細は で
道志村観光協会 ( 0554-52-1414 

0554-52-1415)かこども青少年局
青少年育成課 ( 671-2324)
都市計画審議会

8月28日(金)13時～16時
市役所市会議事堂
建築局都市計画課 ( 671-2657
550-4913)

施 設
みなとみらいホール	 	 	

682-2000 682-2023
パイプオルガンと横浜の街
市内の個性的なオルガン巡りと聴き
比べ。費用等詳細は で

9月24日(木)～11月26日(木)
市内の教会ほか
横浜能楽堂	    

263-3055 263-3031
馬場あき子と行く	歌枕の旅	陸奥国･
外の浜
能｢善知鳥｣

10月10日(土)14時～16時
5,000円～7,000円､ 8月22日12時か
ら か で
横浜みなと博物館   

221-0280 221-0277
展示｢横浜港今昔｣

9月27日(日)まで
柳原良平アートミュージアム
400円

募 集

マイナンバーカードの申請数急増により、
受取のご案内やご予約にお時間がかかっています。

　マイナンバ―カードの申請数急増（ 5月は昨年度比５倍以上）により、
受取の案内通知（交付通知書）の発送に時間を要しています。
　また、受取に予約が必要な区では、予約が取りづらくなっています。
窓口も特に土曜日は混雑しますので、平日での予約・受取にご協力くだ
さい。 横浜市 マイナンバーカード受取 検索

 横浜市マイナンバーカード専用ダイヤル ( 0120-769-706 350-8484)
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【問合せ】政策局統計情報課　 671-4207 663-0130　または　居住区の区役所統計選挙係

【問合せ】本市マイナンバーカード専用ダイヤル　 0120-769-706（月～金曜 8時30分～20時　土・日曜、祝休日、年末年始 9時～17時30分）

平日夜間、土・日曜も申請できます

マイナンバーカード臨時申請窓口が
オープンしました！
　マイナンバーカードを初めて
申請する市民を対象とした、マイ
ナンバーカード臨時申請窓口が
7月10日にオープンしました。
できたカードは自宅に郵送※し
ますので、受け取りも便利です。
※申請者の住民登録地宛てに本人限

定受取郵便で郵送します。

【所在地】西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル15階 横浜駅西口徒歩3分
【開所時間】月・火・金曜 12時～19時30分／土・日曜 9時～17時
　　　　　  ※水・木曜、祝休日、第3土曜の翌日曜、年末年始は休業。
【窓口に持参するもの】	
① 通知カード（申請時に回収します）
② 本人確認書類2点（運転免許証と健康保険証など）
③ 住民基本台帳カード（持っている場合）

【問合せ】健康福祉局福祉保健課　 671-2387 664-3622

本市では、横浜に関わる全ての人が安心・安全にエスカレーターを利用できるよう、事故防止に取り組んでいきます。

エスカレーターは歩かず、安全に利用しましょう
　転倒や転落など、エスカレーターでの事故が発生しています。一人ひとりが安全な利用を心がけることで
防げる事故もありますので、エスカレーターを利用するときは、2列で立ち止まって乗るようご協力をお願い
します。

　歩いたり走ったりすると、体のバランスを崩して
転倒・転落する原因となります。また、他の利用者と
接触することで、思わぬ事故につながる恐れや、緊
急停止などで、不意の反動を受けることもあります。

　右側を空ける習慣は、ケガや障害を理由に右側を
空けることのできない人や、子ども連れの人、付き
添いや補助犬を連れている人にとって、エスカレー
ターを安心して利用できない要因になっています。

システム処理の関係上、当日の受付状況次第で、受付終了時間を前倒しさせていただくことがあります。

立ち止まって利用しましょう
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横浜市 臨時申請窓口 検索

10月1日に国勢調査を実施します
〜回答はかんたん便利なインターネットで〜

　国勢調査は、日本に住む全ての人（外国人を含む）を対象とし、
その結果は、行政施策の立案のほか学術研究、経済活動など、私
たちの生活に幅広く役立てられます。大正９年（1920年）から５
年ごとに実施され、今回で開始100年の節目を迎えます。新たな
時代の日本を描く基礎とするため、皆さまのご協力をお願いし
ます。

【調査方法】
　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、原則として、調査員は
世帯の方と対面せず、調査書類を郵便受けなどに入れて配布します。

【回答方法】

インターネットによる回答 調査票（紙）による郵送提出

注意事項
国勢調査を装った
「かたり調査」にご注意ください

　国勢調査では、銀行口座、暗証番号、クレジットカード番号を聞くことや、金銭を要
求することはありません。また調査員は必ず、顔写真付きの「調査員証」を携帯してい
ます。不審に思ったら、下記問合せ先へ連絡してください。

国勢調査コールセンター	

ナビダイヤル 0570-07-2020
IP電話の場合 03-6636-9607
設置期間	9月7日（月）～10月31日（土）
受付時間	毎日8時～21時

　24時間いつでも回答でき、大
変便利です。また回答データは
暗号化され厳重に守られます。
※回答時間は約10分（ひとり暮らし

の方の目安）

　調査票に記入後、「郵送提出用封筒」に
入れて郵便ポストに投函してください。
※郵送提出が困難な場合は、居住区の区役所

統計選挙係へ連絡してください。

横浜
ファーストビル

　本人確認書類など、詳しくはウェブページを確認してください。

【調査日程】
９月14日（月） ～ ９月30日（水）  調査書類の配布期間
９月14日（月） ～ 10月7日（水）  インターネットによる回答期間
10月1日（木） ～ 10月7日（水）  調査票（紙）による郵送提出期間
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【問合せ】
粗大ごみ申込みなどに関して 資源循環局業務課　 671-3815 662-1225
LINE公式アカウントに関して  市民局広報課　 671-2349 661-2351

【問合せ】市民局広報課　 671-2349 661-2351

粗大ごみの申込みはLINEで
　横浜市LINE公式アカウントでは、粗大ごみの申込みが
できます。手続きの全てがLINE上で完結し、また、2回
目以降は入力項目が省略できるなど、手軽で使いやすい
サービスです。ほかにも横浜市からのさまざまな情報を
日々発信していますので、この機会にぜひ「友だち登録」
してご利用ください。

LINE ID:
@cityofyokohama

【問合せ】運営事務局　 663-9151 227-0765

海洋都市横浜

バーチャルうみ博2020
　毎年大盛況の「うみ博」が、今年で
5回目を迎え、新たにバーチャルの
世界で登場！
　海で活躍する乗り物や生き物な
ど、海の魅力が盛りだくさんのコン
テンツを用意しています。記念品が
当たる「キーワードラリー」もありま
すので、ぜひご参加ください！
【公開期間】8月1日（土）～9月30日（水）
【費用】無料

▲今年はバーチャルでうみ博に参加！
うみ博 検索

【問合せ】都市整備局IR推進課　 671-4135 550-3869

横浜IR（統合型リゾート）の
市長による説明動画を公開しています

ニュースアプリ「S
ス マ ー ト ニ ュ ー ス

martNews」に
横浜市チャンネルを開設しました！

　IR の実現に向けた取組の背景や経緯など、
市民説明会と同様の内容を市長が説明する動
画を、市ウェブページのほか、YouTube に
も公開しています。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、市役所市民情報センター
では DVD の貸出をしています。詳しくは市ウェブページをご確認ください。

　スマートフォン・タブレット用のニュースアプリ「SmartNews」に「横浜市チャンネル」を開設し、市の情報を配信中です！
　市の公式情報や市内のニュースなどをいつでもお手元で見ることができます。ぜひご利用ください。

登
録
方
法

横浜IR 市長説明動画 検索

❶タブを右にスクロール
し、「もっと」タブを選択

❷検索バーで「横浜市」と検
索し、表示された「横浜
市」を選択

❸右上の「追加」ボタンを
タップして、チャンネル
追加完了

すでに
SmartNewsを
ダウンロード
している人
（横浜市チャンネル
の設定方法）

SmartNewsを
初めて利用する人

　下の二次元コードからアプ
リをダウンロードしてご利用
ください。

LINEで利用できる
そのほかの粗大ごみ関連サービス

⃝手数料、分別方法、収集日・搬入日を調べる
⃝申込み内容の確認・変更・取り消しをする

テーマ 時間
① 市長から市民の皆様へのメッセージ 約4分
② 市長による IR に関する説明 約27分
③ よくあるご質問・ご意見への質疑応答 約14分
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特別定額給付金の申請期限は9月10日（木）までです！

国民健康保険料・介護保険料の減免のお知らせ

国からのひとり親世帯臨時特別給付金

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた被保険者（世帯）への支援策と
して、国の定めた基準による保険料減免制度があります。
【対象となる場合（次のいずれかに該当）】
① 世帯の主な生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹

り

患
かん

した
② 世帯の主な生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により次の4つ

の収入（事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入）のうちいずれか1つ
でも一定以上の減少が見込まれる（減少率や前年所得などの要件あり）

　1人あたり10万円を給付する国の「特別定額給付金」の申請期限は9月
10日（木）（消印有効）までです。申請期限を過ぎると給付できません。お早
めに手続きをお願いします。申請書が届いていない方は、横浜
市特別定額給付金コールセンターまでご連絡ください。

【問合せ】居住区の区役所保険年金課保険係

第三管区海上保安本部からのお願い　閉鎖された海水浴場など、監視員の目が届かない場所での海水浴は自粛しましょう。

【問合せ】	ひとり親世帯臨時特別給付金 横浜市コールセンター（2021年3月31日まで）
 0120-694-281（月～金曜〈祝休日除く〉9時～17時）   641-8424

横浜市国保 コロナ 減免 検索

横浜市介護保険料 コロナ 減免 検索

　保険の種類により要件や減免額の基準が異なります。詳
しくは、ウェブページを確認するか、居住区の区役所保険
年金課保険係までお問い合わせください。

国民健康保険

介護保険

横浜市 ひとり親世帯臨時特別給付金 検索
詳しくはウェブページを確認してください。

■基本給付
【対象者】2020年6月分の児童扶養手当の受給資格者のうち、
①2020年6月分の児童扶養手当が支給された方
②公的年金等の受給により、児童扶養手当の支給を受けてい

ない方（収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る者
に限る）

③新型コロナウイルス感染症の影響で、児童扶養手当受給水
準まで収入が減少した方

【給付額】1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

■追加給付
【対象者】基本給付の対象者①

②に該当する方で、新型コ
ロナウイルス感染症の影響
で収入が減少した方

【給付額】1世帯5万円

給付金の支給手続きについて

【対象者①の方】基本給付は申請不要、
追加給付は申請が必要です。
【それ以外の方】基本給付、追加給付と
もに申請が必要です。

新型コロナウイルス感染症関連情報

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）
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）

横浜市　定額給付金 検索

Q	申請書は手元にあるが、本人確認書類や本人名義の
　	口座がない場合、申請できるか。
🅐 申請できます。横浜市定額給付金コールセンターへ電話

をして、案内のとおりに申請書をお送りください（受付か
ら給付までに時間がかかります）。

よくあるご質問

横浜市特別定額給付金コールセンター
0570-045592（月～金曜〈祝休日除く〉９時～17時）

　（ナビダイヤルを市内通話料金と同等の料金で利用できます）
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。

　本市ウェブページで申請状況を照会できます。郵送申請の場
合は「横浜市特別定額給付金のお知らせ」の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、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

（番号がわからない方は横浜市定額給付金コールセン
ターまでお問い合わせください）。


