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詳しくは
2·3面へ

災害発生直後は、
食料や日用品の購入が難しくなります。
前もって必要な備蓄をしておきましょう。

自宅周辺の災害リ
スクや避難のタイミ
ング、
自分の避難行動
を事前に確認してお
きましょう。

備蓄品の点検

□ 飲料水（1人3日分で9Lは必要）
□ 食料（インスタント食品や缶詰など）
□ トイレパック（1人3日分で15個）
非常持出品の点検

災害発生時は、周
囲の状況に応じて適
切な避難行動をとり
ましょう。

□ 懐中電灯・ランタン
□ 携帯ラジオ
□ 貴重品（現金、預貯金通帳、印鑑、健康保険証など）
□ マスクや体温計等の衛生物品
□ その他、各自が生活に必要な物品など

抽選で
10名様に
プレゼント

※普段から多めに食料を買い、使った
分だけ買い足しながら備蓄する方法

10月1日は
国勢調査

申込方法

「はまっ子どうし The Water
１ケース
（500mL24本入り）」
を
プレゼントします。

10月9日（金）
（必着）
までに、
はがきに郵便番号、
住所、
氏名
（ふり
がな）
、
電話番号、
年代
（例：○歳代）
をご記入の上、
〒231-0005
中区本町6-50-10 水道局公民連携推進課「はまっ子どうし
The Water」
プレゼント係まで。
【問合せ】
水道局公民連携推進課 671-3085 212-1169
※応募は1人1回。 賞品の発送をもって当選者の発表に代えさせていた
だきます。

インターネット回答に
ご協力ください！

24時間いつでも簡単便利。回答データは暗号化され守られます。
調査書類（IDなど）
の配布期間
インターネットによる回答期間

9月14日（月）～9月30日（水）
9月14日（月）～10月7日（水）

回答サイトは
こちら

命を守るため 災害への万全の備えを
「令和２年７月豪雨」では、大雨による河川の氾濫や土砂崩れなどにより、九州や中部、東北地方などの
広範な地域に甚大な被害をもたらしました。近年、
こうした記録的な大雨や台風などによる深刻な被害が、
日本
各地で頻発しています。
横浜市でも昨秋の台風により、沿岸部の護岸や港湾施設の損壊をはじめ、住家被害、がけ崩れなどが発生し
ました。
これまで、被災された市民や事業者の皆様のご支援に全力で取り組み、金沢区福浦・幸浦地区の護岸
復旧では、今後発生しうる最大の高潮・高波を想定して、消波ブロックの設置や護岸のかさ上げを行いました。
災害時における新型コロナウイルス感染防止対策も、
しっかりと進めています。
在宅避難や安全な場所にある親戚や友人宅への避難が困難なときに、ためらう
ことなく避難所へ避難していただけるよう、アルコール消毒液やマスクなどの感染防
止資器材を避難所に整備しています。
また、避難所の開設・運営における感染防止
のためのポイントをまとめた冊子を作成し、地域防災拠点を運営される皆様にお配り
しています。避難所での３密を避けるため、新たな避難所の開設や避難スペースの
拡大に取り組んでいます。
横浜市は、市民の皆様の命と暮らしを守るため、今後も全力を尽くしてまいります。
災害は、いつ起こるかわかりません。皆様も、
ご自身の、そして大切な人の命を守る
ため、ハザードマップで自宅付近の危険箇所や避難経路を確認し、避難時の持出し
品を準備・確認するなど、
日頃からの備えをお願いいたします。
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：3,758,058 人

世帯数：1,730,612 世帯

広報よこはま

(2020 年 8 月１日現在 )

YOKOHAMA My Choice!

FMヨコハマ 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

ホッと横浜

ラジオ日本

土 6:50〜7:00

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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災害の種類やその場の状況に合わせた避難の考え方などを理解しておく

ことが大切です。自分がいつ、どこに避難すればいいのか、また日頃からの
備えには何が必要なのか事前に調べておきましょう。

避難の考え方を理解し、日頃から備えましょう

地域の危険性を知る
ハザードマップなどで、土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域に入っているかどうか、

自宅周辺の災害リスクをあらかじめ確認しましょう。

警戒レベル別の情報提供

避難するタイミングを確認する
台風や大雨などは、事前に進路や

規模が予測できるため、接近時の計
画を立てておくことで適切な避難

災害発生情報

警戒レベル4

避難勧告、避難指示
（緊急）

「危険な場所から全員避難」
を促す避難情報

行動につなげることができます。

警戒レベル3

事前に一人ひとりの避難行動計

避難準備・高齢者等避難開始

「高齢者や避難に時間のかかる人は危険な場所

画（ マイ・タイムライン）を作成しま

から全員避難、その他の人は避難の準備」
を促す

しょう。

避難情報

マイ・タイムラインは本市ウェブ

ページからダウンロードできます。
横浜市 マイ・タイムライン

警戒レベル5

検索

警戒レベル2

洪水注意報、大雨注意報等

警戒レベル1

早期注意情報

避難行動を理解する
必ずしも行政が開設する避難場所へ逃げ
ることだけが避難行動ではありません。

また、風水害時に開設される避難場所

ることがあります。事前にお住まいの区
のウェブページなどで確認しましょう。
横浜市 風水害時に開設される避難場所

避難場所、近くの高台、土砂災害警戒区域外の
親戚の家など）

確認する
本市では、市内1か所でも震度

5強の地震を観測した場合、全て
の避難所
（ 地域防災拠点）
を開設

します。お住まいの区のウェブ

ページなどで、避難所
（ 地域防災
拠点）
の場所を確認しましょう。

丈夫な建物の2階以上、または

等避難開始）または警戒
レベル4（ 避難勧告）の発

令を目安に、避難行動を
とりましょう。

⃝防災情報 E メールやテレ

ビなどで随時災害情報等
を収集してください。

横浜市 防災情報Eメール
検索
⃝避難勧告等が発令されて

いなくても、周囲の状況に
応じて適切な避難行動を

物内の安全な場所へ避難

する屋内退避も有効です。
屋内退避（斜面と反対側）

避
（ 斜面など危険な場所の

検索

反対側の2階以上）

発災後の行動
自宅や周辺の被害
状況を確認する

避難所
（地域防災拠点）へ避難する

家の倒壊、焼失などで、住める場所がなくなった人は、

避難所
（地域防災拠点）で一時的に避難生活を送ることが

自宅や周辺で火災

できます。

や倒壊の恐れはあり

新型コロナウイルス感染症等の状況も踏まえ、安全な

ますか
（ 自宅で引き

場所にある親戚の家や友人宅も避難先として確保してお

続き生活することは

くなど、事前に複数の選択肢を用意しておくことも大切

困難ですか）
？

です。
いいえ

注意点

ベル3（ 避難準備・高齢者

建物内の安全な場所へ退

近隣の高い建物へ避難

在宅避難

自宅で生活をしましょう。必要な物資や情報は避難所

（地域防災拠点）から提供を受けることができます。

避難先ではお互いに気遣

新型コロナウイルス感染症予防

ていくことが大事です。日頃から

ケットなどは、自分だけではなく周り

出袋を自宅に用意しておき、避難

症対策として、体温計やマスクなどの

い、協力し合って生活をし

避難の際の

⃝お住まいの地域の警戒レ

垂直避難

はい

避難所（地域防災拠点）を

横浜市内で震度５強以上の地震が発生

発災前の行動

実際に避難行動をとる

⃝危機が迫った状況では、建

安全な場所へ避難
（ 指定緊急避難場所などの

は、地震の際に開設される避難所と異な

発災後の行動

とりましょう。

水平避難

避難とは、安全を確保することです。

横浜市内で大型台風や大雨が発生

発災前の行動

食料や生活必需品を入れた非常持

の際には必ず持っていきましょう。

のために行う、手洗いや咳エチ

の人の命も守る大切な行動です。感染
衛生物品の準備もお願いします。

本市の避難所
（ 地域防災拠点）に

おける感染症対策の考え方は、本

市ウェブページに掲載の
『新型コロナウ

イルス感染症を踏まえた地域防災拠点の
開設・運営のポイント』
をご覧ください。

横浜市 避難所における新型コロナウイルス対応
【問合せ】避難所運営・ハザードマップに関して

避難行動
（マイ・タイムライン）
に関して

総務局避難等支援担当
総務局地域支援担当

671-2011
671-3456

641-1677
641-1677

検索
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災害から身を守るためには、日頃からの備えが大切です

自宅の地震・火災の対策に取り組み、備えましょう
地震対策編

火災対策編

負傷や逃げ遅れの対策に家具の転倒防止対策をしましょう

地震火災の対策に感震ブレーカーを設置しましょう

家具や家電の転倒は、けが・逃げ遅れ・電気火災等の原因にもな

地震に伴う火災の多くは、電気による出火が原因と言われています。

ります。自分自身や家族の命を守るために、転倒防止器具を設置

「感震ブレーカー」
は、地震の大きな揺れを感じた場合に電気を自動で止

するなど、事前に対策をしましょう。

める器具で、電気火災を防ぐ効果があります。

このうち、感震ブレーカー
（ 簡易タイプ）は、

転倒防止器具の無料取付代行

比較的設置が容易で安価な器具も多いです。

同居者全員が次の①～⑥のいずれかに当てはま

ぜひ、この機会に感震ブレーカーの設置を検

る世帯に、家具転倒防止器具を無料で取り付けま

討しましょう。

す（器具代は自己負担です）
。

【問合せ】総務局地域防災課

① 65歳以上

671-3456

② 身体障害者手帳を持っている

641-1677

▲︎分電盤に取り付ける簡易タイプの感
震ブレーカー
（例）

火災に強い建物にすることで、

③ 愛の手帳を持っている

④ 精神障害者保健福祉手帳を持っている

あなたの家とまちを延焼火災から守ります。

⑤ 介護保険法による要介護、要支援の認定を

大規模地震が発生し、木造住宅が多い地域

受けている

で火災が起きると、近くの建物に次々と燃え

⑥ 中学生以下
※
「中学を卒業した人」から
「64歳以下の人」については、②～⑤のいずれか

広がり、大きな被害をもたらします。建物を

※過去にこの事業を利用している方は申し込みできません。

自宅だけでなく隣の家、さらには、まち全体が燃えにくくなり、地震火

建替える際、
「 耐火性のある建物」にすると、

に該当しない限り、この制度の対象になりません。

災による被害を小さくすることができます。

【申込み】11月30日（月）まで
（先着順）

耐火性のある建物

【問合せ】転倒防止器具の種類や器具の無料取付代行に関して

⃝柱・はり・壁などの建物の重要な部分が不燃性の材料で覆われている。

横浜市まちづくりセンター
262-0667

⃝窓などの開口部に防火設備が設けられている。

315-4099

家具の転倒防止対策に関して
総務局地域防災課

671-3456

横浜市 まちの不燃化
641-1677

【問合せ】
都市整備局防災まちづくり推進課

ブロック塀等の所有者の皆さんへ

671-3595

検索
663-5225

最大30万円の補助金の

ブロック塀等の安全確認をしましょう

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

谷石などで造られた塀）
は、
地震などの際に簡単に壊れ、
道路をふさいで、

避難など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、
ブロック塀など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。

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。

ブロック塀等の改善工事について

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

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

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、対象となる塀等の長さによる限度額あり）

申込方法

事前に相談が必要です。令和2年度中の補助金申請
のためには、10月31日までに相談の申し込みをす
る必要があります。

特に項目の６と７は、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。

申請ができます！

り紙などの適切な対応をお願いします。

補強コンクリートブロック塀の場合
補強コンクリート
ブロック塀
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

高さ
鉄筋
ひび割れ

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。

厚さ

控え壁

根入れ

【問合せ】ブロック塀等の一般的な相談に関して

ブロック塀等の改善工事に対する補助金に関して
専門家への相談先に関して

１ 塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。

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）
。
建築局情報相談課
建築局建築防災課
市コールセンター

671-2953
671-2930
664-2525

550-4102
663-3255
664-2828

横浜市 ブロック塀

検索
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10月1日から利用できる

令和2年度

敬老特別乗車証（敬老パス）の

お願い

受け取りについて

受け取りについて

9月は郵便局の窓口が大変混み合います。

比較的空いている火～木曜日に手続きをし

ていただくなど、ご協力をお願いします。

お知らせ

❶10月1日から利用できる敬老パスを申請済みの人には、9月中に納付書または
引換券を郵送します。

令和2年度から、敬老特別乗車証 ( 敬老パス )

※令和元年度の敬老パスを所持し、受け取りの際に令和2年度の敬老パスの申請をした人
は、改めて申請する必要はありません。納付書または引換券の発送をお待ちください。
※9月30日までは、令和元年度の敬老パスを利用してください。

の色が、男女ともに黄色で統一されました。
敬老特別乗車証 ( 敬老パス ) とは？

※申請したタイミングにより、納付書または引換券のお届けに時間がかかる場合があります。

市内の路線バス ( 市営・民営 )、市営地下鉄、金沢

❷納付書または引換券が届いたら、同封されている案内文の内容を確認の上、市

シーサイドラインが利用できる乗車証です。市内

内郵便局の窓口で手続きをしてください。

に住む70歳以上の希望者に交付しています ( 交付

新たに申請を希望する場合

には所得などに応じた負担金が必要です )。

問合せ先に連絡してください。申請書を郵送します。
【問合せ】
敬老パス問合せダイヤル (10月16日まで )

0120-656-336
（毎日8時～ 21時）

施設の市民優待利用を実施します
本市では9月を敬老月間と定めて、施設の市民優待

利用を実施します。利用の際は、氏名・年齢・住所が確

【対象施設】
横浜ランドマークタワー
( 展望フロア )

認できるものを持参してください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、例年より対象施
設が縮小されています。また、状況によっては、優待利用を
中止する場合があります。
※来場の際は、マスクの着用やアルコール消毒などへのご協
力をお願いします。

【費用】
500円（優待利用価格です）

【実施日】
9月21日 (月・祝) 【費用】
無料
※館内の双眼鏡やマルチタッチ映像など、手で触れる展示
を一部休止しています。

【実施日】
9月21日 (月・祝)
横浜人形の家
（常時展示スペースのみ） 【費用】
無料（企画展は別途料金が必要です）

【対象】65歳以上の市民 ( 本人のみ )
【問合せ】
市コールセンター

帆船日本丸・
横浜みなと博物館

【実施期間】
9月19日 (土) ～ 22日 (火・祝)

664-2525

664-2828

８月28日より、もの忘れ検診が始まりました。詳しくは今月の
「はま情報」
をご覧ください。

一人で悩みを抱えていませんか

「思いこみ」を
見直してみませんか

本市では、9月の「世界自殺予防デー」と「自殺予防週間」

に合わせ、9月を「自殺対策強化月間」としています。

～同和問題（部落差別）～

あなた自身やあなたの周りで、悩みを抱えている人は

親しい人について、
「あの人は、〇〇地区出身だから関わら

いませんか。人は、他の誰かとのつながりの中で生きてい

ます。一人で悩まず、友人や家族など身近な人、または相談・
支援機関に悩みを話してみませんか。

ない方がいい…」と他の人から言われたら、あなたはどのよ
イラスト 細川貂々

また、悩んでいる人は誰にも打ち明けられず、追いつめられている場合が

あります。周りにいる人が、その人の発しているサインに気づき、

横浜市 生きる

検索

建物などを神奈川県の
自殺対策カラーであるグリーンに
ライトアップし、啓発します

【協力】JR 線、京急線、相鉄線、東急 【対象】横浜3塔（ 神奈川県庁・横浜税関・
東横線・みなとみらい線、市営
地下鉄（横浜駅6社局）

横浜市開港記念会館）、鶴見つば
さ橋、コスモクロック21

【実施期間】9月10日（木）～ 16日（水） 【実施期間】
9月10日（木）～ 16日（水）
※横浜マリンタワーでは、9月14日（月）〜 9月20日（日）の期間中、特設サイト
（ 右の二次元コード）
から市民の皆さんの願いを集める参加型のライトアップ
を実施します。

【問合せ】健康福祉局こころの健康相談センター

662-3558

特定の地域で生まれ育ったり、住んでいたりすることなどを

なく、特定地域の出身ということで、その人を判断するのは良

相談先一覧は、右の二次元コードから確認できます。

横浜駅などでポスターの
一斉掲出やリーフレットの
配架などを行います

同和問題とは、
「同和地区」
または
「被差別部落」
とも言われる

理由に続いている、日本固有の差別問題です。本人の人柄では

声をかけることが大切です。

自殺対策強化月間の取組

うに感じますか。

662-3525

いことでしょうか。これまで特定地域の出身者というだけで、
周りから結婚を反対される、望んだ職業に就くことができな

いなどの人権侵害が繰り返されてきました。今なおインター

ネット上では、差別的な投稿などが行われています。このよう

な状況の中、2016年12月に施行された
「部落差別の解消の推

進に関する法律」
の第１条には、
「現在もなお部落差別が存在す

る」
と明記され、部落差別は許されないものであるという認識
が示されています。

皆さんは、噂話やインターネットなどの情報に対して、疑問

を持たず、正しいものとしてとらえてしまうことはないでしょ

うか。生まれ育った地域や住んでいる地域で人を判断し、差別

するという行為は許されることではありません。自分の中にあ

る、そのような考え方や
「思いこみ」
を見直してみませんか。
【問合せ】市民局人権課

671-2718

681-5453
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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。

募集

障害者パソコン講習会

市営墓地 ･ 納骨堂使用者
日野こもれび納骨堂と墳墓地 ( 久保
山､ 日野公園､ 三ツ沢 )。詳細は問合
せか で
9月30日まで
市営墓地･納骨堂使用者募集室(
228-9841 228-9842)か健康福祉局
環境施設課 ( 671-2450)
交通局バス乗務員･整備員(正規職員)
詳細は で
試験日＝10月24日 (土)
9月27日まで
交通局人事課 ( 671-3164
3911)

322-

市職員
（技能職）
選考＝10月25日 (日)
9月18日までに で
総務局人事課 ( 671-4003
7712)

662-

脳卒中· 神経脊椎センター 薬剤師等
（市会計年度任用）
詳細は で
脳卒中· 神経脊椎センター (
2613 753-2859)

753-

通学区域特認校 令和3年度就学者
特色ある教育を実施している西金沢
学園に通学区域外から通う児童。詳
細は で。学校説明会への参加必須
12月11日までに申込書 ( 学校説明
会で配付 ) で
教育委員会教育課程推進室( 6713494 664-5499)
高齢者向け優良賃貸住宅入居者
市認定の民間住宅。60歳以上。鶴見
区 鶴 見 中 央､ 抽 選70戸。2021年4月
予定。詳細は問合せを
9月30日まで
パワーズアンリミテッド( 439-0028)
か、建築局住宅政策課( 671-4121
641-2756)

福祉・高齢
高齢者インフルエンザ予防接種
60～ 64歳で指定する障害がある人か
65歳以上
10月1日 (木) ～ 12月31日 (木)
協力医療機関
2,300円 ( 生活保護受給 · 市民税非
課税世帯等は費用免除 )
予防接種コールセンター ( 3308561 664-7296)
もの忘れ検診
65歳以上。認知症の早期発見。詳細
は問合せを
2021年3月31日 (水)まで
協力医療機関
居住区の区役所高齢･障害支援課
か健康福祉局高齢在宅支援課 (
671-4129 550-3612)

①音声･iPad ②拡大･iPad ③パワーポ
イント基礎④セキュリティ
15歳以上 ( 中学生除く)、各抽選4人。
①②視覚障害者③④肢体·内部·精神･
聴覚等障害者で文字入力可能な人
各13時～ 16時
①10月5日 (月)･6日 (火)、全2回
②10月8日 (木)･9日 (金)､ 全2回
③10月20日 (火) ～ 23日 (金)､ 全4回
④10月28日 (水)･29日 (木)､ 全2回
横浜ラポール
①②④500円③3,200円
9月18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)
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
10月30日 (金)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 )
9月30日まで
ひとり親サポートよこはま( 2276337 227-6338) かこども青少年
局こども家庭課 ( 671-2390）
中央職業訓練校 12月生募集
① IT·Webプログラミング科
② OA 経理科 ( 中級 )
③介護総合科
④医療 · 調剤事務 OA 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9月23日から
申込書 (ハローワークで配布 )か で
12月～ 2021年3月
11月10日まで
▷説明会 各10時 ·14時、問合先で開
催。① ②10月15日 (木) ③ ④10月16
日 (金)
会 場 の 中 央 職 業 訓 練 校 ( 6646825 664-2081)
60歳からの
お金と 働き方セミナー
先着200人
10月27日 (火)13時～ 16時
新都市ホール
9月14日から で
県シルバー人材センター ( 6335432 633-5433) か市シルバー人
材センター ( 847-1800)
高齢者健康福祉講演会
抽選50人。健康体操もあり。詳細は で
11月4日 (水)13時30分～ 15時30分
健康福祉総合センター
10月9日まで
高齢者健康福祉財団 ( ･ 2019205) か健康福祉局高齢在宅支援
課 ( 671-2405)

講演・講座
Y ナース登録推進研修
災害支援ナースの医療研修。詳細は で
10月25日 (日)9時30分～ 13時
総合医療会館
10月23日まで
看護協会( 263-2932) 263-2905）
か医療局医療政策課( 671-3932)
市民法律講座
抽選100人。相続 ･ 労働問題など。詳
細は9月11日から で
10月22日 ( 木 ) ～ 11月17日 ( 火 ) の18
時30分～ 20時30分､ 全4回
関内ホール
9月30日まで
市民局広聴相談課 ( 671-2306
663-3433)
インターンシッププログラム
2期生募集
各選考13人。①18～ 39歳で就職を希
望する人②18歳以上で再就職を希望
する女性。研修から就職までを支援。
説明会あり。詳細は で
10月29日までに 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）
障害者パソコンボランティア養成講座
先着8人。詳細は申込書( から入手)で
11月4日(水)·5日(木)10時～16時、
全2回
横浜ラポール
1,000円
9月11日から
障害者社会参加推進センター (
475-2060 475-2064) か健康福祉
局障害自立支援課 ( 671-3602)
講演｢里親家庭の体験談｣
先着40人
10月3日 (土)13時～ 16時30分
開港記念会館
1歳6か月～未就学児 ( 予約制 )
9月11日から で
こども青少年局こども家庭課 (
671-2394 681-0925)
パソコン講習
①初めてのエクセル②初めてのワード
50歳以上、各抽選9人
各コース火 · 水曜、全2回
①10月20･21日、11月17･18日の9時
30分 ～ 12時 ②10月20･21日、11月
17･18日の13時30分～ 16時
3,700円
9月24日までに で会場のシルバー
人材センター( 847-1800 847-1716)

催し
技文 手づくり市
オリジナル作品を販売
9月26日 (土)10時～ 15時
会場の技能文化会館 ( 681-6552
681-6554)

横浜サイン展2020
魅力ある景観をつくる広告物の写真
10月1日 (木)12時～ 20時
10月2日(金) ～ 4日(日)の10時～ 20時
10月5日 (月)10時～ 17時
横浜新都市ビル シビルプラザ
都 市 整 備 局 景 観 調 整 課 ( 6712648 550-4935)
一般公開をオンラインで開催
①理化学研究所横浜キャンパス
②市大鶴見キャンパス
科学の体験イベント･ 講演会などを
ウェブで配信。詳細は9月7日から で
10月10日 (土)10時～ 31日 (土)24時
①理研 ( 503-9111 503-9142)
②市大 ( 508-7201 505-3531)
展示｢六角橋 農村から街へ｣
10月10日 (土)まで
中央図書館
市史資料室( 251-3260

251-7321)

親子スケート教室
4歳以上と保護者、先着120人
10月10日 (土)9時45分～ 10時45分
1人1,000円
9月11日から で
会場の横浜銀行アイスアリーナ(
411-8008 411-8010)
スポレクフェスティバル2020
詳細は で
10月10日(土)10時～15時。荒天中止
新横浜公園
スポーツ協会 ( 640-0018 6400024)
かながわ訪問看護フェスティバル
抽選150人。講演会と介護相談。詳
細は で
10月24日 (土)14時～ 16時30分
総合医療会館
10月12日までに で看護協会 (
263-2901 263-2905)
申込先か医療局がん · 疾病対策課
( 671-2444)

お知らせ
国民年金保険料の
臨時特例免除など
新型コロナウイルス感染症の影響で
減収した世帯は、申請で保険料免除
になる場合あり。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)
勤労者貸付制度
(コロナ対策資金貸付 )
新型コロナウイルス感染症の影響で
収入が減少した人。上限額100万円、返
済期間5年以内、利率1％。詳細は で
2021年3月31日まで
中央労働金庫横浜支店( 661-5511
640-1131) か経済局雇用労働課
( 671-2341)
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教育委員会東部学校教育事務所
( 411-0605 411-0613）

小学校､ 義務教育学校前期課程
就学通知･就学時健康診断通知発送
2021年4月入学者。外国籍の入学希
望者は居住区の区役所戸籍課へ
10月中旬
居住区の区役所戸籍課か教育委員
会学校支援·地域連携課( 671-3270
681-1414)、
健診は健康教育課(
671-3275 681-1456)
私立学校等就学奨励費
( 小中学校 · 中等教育学校前期課程 )
国立 · 市外公立学校か市内の私立学
校への通学または外国籍の子を市内
外国人学校へ通学させるのが経済的
に困難な人
9月1日～ 14日に通学校
申込先か教育委員会学校支援 · 地
域連携課 ( 671-3270 681-1414)
入札参加資格審査申請の受付
令和3･4年度に市発注の入札参加希
望者。詳細は9月14日から で
10月1日～ 21日
電子入札ヘルプデスク( 662-7992
641-2758)
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､
アシスタント指導員。詳細は で

公共事業事前評価 市民意見募集
学校施設の建替事業①万騎が原小学
校②二俣川小学校③瀬谷小学校
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 ( ①②旭③瀬谷区 )、問合先で。
からも可
9月1日～ 30日
教育委員会教育施設課( 671-3531
664-4743)

初期費用0円で
太陽光発電の設置を
事業者が設備の設置費用を負担、一
定期間後は住宅所有者に無償譲渡。
詳細は で
県産業労働局エネルギー課( 2104115 210-8845)
自殺対策強化月間 特別相談会

施設

①こころの健康相談②借金の法律相談
各先着。①4人②6人
各13時～ 16時
①9月24日(木)·29日(火)･10月1日(木)･
6日 (火) ②9月24日 (木)･10月1日 (木)
市役所市民相談室
※電話相談になる可能性もあり
9月17日から で市民局市民相談
室 ( 671-2306 663-3433)

みなとみらいホール
682-2000 682-2023
ジルヴェスターコンサート2020
12月31日 (木)21時～ 24時20分
6,000円～ 11,000円、10月10日から
か で
横浜能楽堂
263-3055

市民意見募集
第４期障害者プラン( 素案 )
資料の閲覧 ･ 配布は期間中､ 市役所
市民情報センター､ 区役所高齢 ･ 障
害支援課、問合先で｡ からも可
9月16日～ 10月15日
健康福祉局障害施策推進課( 6713604 671-3566)

馬場あき子と行く 歌枕の旅 信濃国･
園原
能｢木賊｣
11月22日 (日)14時～ 16時30分
5,000円～ 7,000円､ 9月26日12時か
ら か で

新型コロナウイルスなどの感染症対策のための

ごみの出し方について

671-3819

柳家権太楼独演会
11月14日 (土)14時～ 16時
3,200円、10月1日から か

で

男女共同参画センター横浜
862-5052 865-4671
たまご塾 ビジネスプラン完成コース
女性､ 選考8人。詳細は9月11日から で
10月～ 12月の土曜､ 全5回
28,500円
2か月～未就学児 ( 予約制 · 有料 )
9月26日まで
横浜みなと博物館
221-0280 221-0277
展示｢星空の航海｣
9月29日 (火) ～ 12月20日 (日)
柳原良平アートミュージアム
400円
人形の家
671-9361

671-9022

展示
「平田郷陽の子どもたち」
12月6日 (日)まで
400円

⃝ピザの箱など、汚れ

⃝紙パックは、

⃝段ボールは、折りたた

やにおいがついた紙

水 洗 いして

んで、紐で縛って出し

横浜市 ごみ 感染症

231-4545

古紙の排出量も増えていますので、出し方にご注意ください！

は、
「燃やすごみ」へ。

切り開き、乾

ましょう。段ボールの

⃝ごみ袋は空気を抜いてしっかり縛って出しましょう。
⃝古紙への混入が増えています！
使用済みのマスクやウエットティッシュは
「燃やすごみ」
へ。
【問合せ】資源循環局業務課

263-3031

にぎわい座
231-2515

燥させてか

中に古紙を入れて出

ら、縛って出しましょう。

さないでください。

内側がアルミ貼りのも
のは、
「燃やすごみ」
へ。

検索

横浜市 古紙

検索

662-1225

ライブ配信も
あり！

「大都市制度シンポジウム
in 関東学院大学」
を開催します！
本市が実現に向け取り組んでいる新たな大都市制度
「特別自治市」

をわかりやすく説明しながら、これからの都市のあり方について、多
角的に議論します。

【日時】９月26日（土）13時30分～ 16時
（開場13時）

皆さんからのご意見を
市政に反映しています
皆さんが日頃から感じている市政に関する意見や提案を、
「市民か

らの提案」として受け付け、市政運営や施策検討に生かしています。

「市民からの提案」は、市ウェブサイトの専用投稿フォームか専用投稿
用紙でお寄せください。

【会場】関東学院大学関内メディアセンター ( 中区太田町2-23)

専用投稿用紙の
配架場所

【費用】無料

【基調講演】

⃝市役所、区役所、行政サービスコーナー

⃝地区センター、図書館などの公共施設の一部
横浜市 市民からの提案

「戦後日本の地方自治制度の変遷～大都市制度と広域連携～」

検索

い ず い し みのる

出石 稔 教授 ( 関東学院大学法学部 )

【座談会】

「今、考える これからの地方自治－横浜ならではの都市のあり方とは－」
出石 稔 教授 ( 関東学院大学法学部 )
大杉 覚 教授 ( 東京都立大学法学部 )

望月 正光 教授 ( 関東学院大学経済学部 )

施策に
反映された
事例
本市の

ほか

対応

申込方法やライブ配信についてなど詳しくは、問合せ

クレジットカードやスマホで税金を
支払えるようにしてください。

生活スタイルに合った方法で納税していただけるよう、

令和2年4月1日から、市税をクレジットカードで納付でき

るようになりました。また、スマホ決済も導入しました。

かウェブページをご確認ください。

大都市制度シンポジウム 関東学院大学
ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。

検索

また、体調が悪い場合や、発熱がある場合はご来場を控えてください。
【問合せ】政策局大都市制度推進課

671-2952

663-6561

提案者

納税方法 横浜市
【問合せ】
「市民からの提案」に関して

市民局広聴相談課
671-2354
市税の納付環境の整備に関して

212-0911

671-2255 641-2775
財政局徴収対策課
納税に関する相談 各区役所税務課

検索
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ヨコハマトリエンナーレ2020と一緒に横浜の現代アートを巡ろう！

「横浜アート巡りチケット」
発売中！
ヨコハマトリエンナーレ2020
「AFTERGLOW ー光の破片をつかまえる」

【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】
10月11日（日）まで※10月8日 (木) を除く木曜休場

※チケットは日時指定の予約制
※開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止対策を講じています。
※詳しくは、ウェブページで確認してください。
※ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。

横浜アート巡りチケット
「BankART Life Ⅵ」
「黄金町バザール
2020」
も楽しめます。
（一般2,800円）

横浜の街の結節点の数カ所に、世界を舞台に活躍するアーティスト
川俣正の構築物が挿入され、新たなネットワークが生まれる。
「都市への挿入」
【会期】
9月11日(金)〜10月11日(日) ※10月8日 (木) を除く木曜休場
川俣 正
【会場】
BankART Station、BankART Temporary ほか
BankART Life Ⅵ
【料金】
1,000円 ( 単独パスポート ) 高校生以下無料
【問合せ】
NPO 法人 BankART1929 663-2812
京急線高架下周辺の街を舞台に、51組のアーティストが作品を展示。
【会期】第1部 9月11日 (金) 〜 10月11日 (日) ※10月8日 (木) を除く
黄金町バザール
木曜休場
第2部 11月6日 (金) ～ 11月29日 (日)
		
2020
【会場】
京急線
「日ノ出町駅」
から
「黄金町駅」
間の高架下スタジオ、周辺
アーティストと
スタジオほか
コミュニティ
【料金】
1,000円( 単独パスポート) 高校生以下無料
【問合せ】
NPO 法人 黄金町エリアマネジメントセンター 261-5467
アート作品の展示やパフォーマンスなど、さまざまなイベントを行う

Creative Railway ほか、ラッピング電車も運行します。
みなとみらい線 各駅
9月26日(土)〜10月11日(日) 【会場】
みなとみらい線で 【会期】
（一部有料のイベントあり）
つながる駅アート 【料金】無料
▲ヨコハマトリエンナーレ2020展示風景

【問合せ】
NPO 法人 黄金町エリアマネジメントセンター

撮影：大塚敬太

261-5467

【問合せ】
ヨコハマトリエンナーレ2020に関して ※各イベントに関しては、各問合せ先へ
ハローダイヤル
または 組織委員会

050-5541-8600
（毎日8時～ 22時）
663-7232

681-7606
（月～金曜〈祝休日除く〉10時～ 18時）

ガーデンネックレス横浜2020
秋の里山ガーデンフェスタ

文化芸術と新たな劇場

新たな劇場整備検討委員会
文化芸術の創造と発信の

秋の花々が里山ガーデンに戻ってきます。市内最大級の

大花壇を心ゆくまでお楽しみください。

【日時】
９月19日 (土) ～ 10月18日 (日) ９時30分～ 16時

【会場】
里山ガーデン よこはま動物園ズーラシア隣接

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

（旭区上白根町1425-4）

アンバサダー三上真史さんの
動画によるガイドツアー
里山ガーデンの今秋の魅
力を紹介する動画を９月下
旬から公開予定です。
ガーデンネックレス横浜
公式 YouTubeチャンネル

【問合せ】ハローダイヤル

備の検討を進めています。
昨年12月、有識者による検
討委員会に提言（ 第一次）を

▲検討委員会の様子

とりまとめていただきました。今年度は、提言で課題とし

【費用】
入場無料

里山ガーデン

拠点となる、新たな劇場整

て指摘された事業費など、事業実施に向けた見通しについ

検索

て部会を設置し、検討を進めています。

検討委員会の高橋進委員長は、
「ポストコロナの市民の皆

新型コロナウイルス感染症対策について

⃝ミニコンサート、ズーラシアバードショーPR、
テント内のワークショップは実施しません。
⃝混雑状況によって入場制限を行う可能性があ
りますので、平日の来場をおすすめします。
⃝ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。
※詳しくは、ウェブページで確認してください。

050-5548-8686
（ 11月2日まで毎日8時 ~22時）

633-9171

さまの暮らしなどを考え、厳しい財政状況の中、実現性に
ついて議論をしています」、
「国内の劇場の現場の様子を取

材した動画も制作しています。ぜひ、ウェブページでご覧
ください」
と語りました。

最新の検討状況は、ウェブページで確認できます。会議

の状況などを動画で公開しています。

横浜新たな劇場計画
【問合せ】政策局芸術創造課

671-4198

検索

550-3608
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「横浜I R（統合型リゾート）の方向性」を公表しました
本市では、
IR 整備法に基づき策定する実施方針の参考とするため、
今年 3 月に「横浜 IR（統

閲覧について

合型リゾート）の方向性（素案）
」を作成し、パブリックコメントを実施しました。市民の皆

様からお寄せいただいたご意見等を参考に修正を行い、このたび、
「横浜 IR の方向性」とし

「横浜 IR の方向性」およびパブリックコ

て公表しました。

メントの実施結果の内容は、市ウェブペー
ジ、区役所、市民情報センター、IR 推進課

「横浜 I R
（統合型リゾート）の方向性（素案）
」
に関するパブリックコメントの実施結果

で閲覧することができます。

延べ5,040の人・団体から、9,509件のご意見をいただきました。ご意見の分類は次のとお

※冊子を印刷してのお渡しはしてお
りません。予めご了承ください。

りです。また、いただいたご意見に本市の考え方を示したものをまとめ、
「横浜 IR の方向性」
とともに公表しました。

意見の項目

8,621件

方向性
（素案）
に関する意見
横浜 IR の方向性

横浜 I R の方向性

意見数

基本コンセプト

995件

横浜 I R の方向性１ 世界最高水準の I R を実現

789件

横浜 I R の方向性３ オール横浜で観光・経済にイノベーションを

1,620件

横浜 I R の方向性４ 安全・安心対策の横浜モデルの構築

1,366件

取組の背景、I R 実現の効果、地域の理解促進・合意形成、スケジュール等

2,974件
888件

その他の意見等
（素案に関連しない意見等）

671-4135

横浜 IR
（ 統合型リゾート）の理解を深め、市民

の皆様をはじめ、多くの方に横浜IR の情報を、

ご覧いただける公式サイトを公開しています。
今後も、本市から横浜 IR に関するさまざまな情

報を発信していきます。

9,509件

合計

【問合せ】都市整備局 I R 推進課

横浜 I R 公式ウェブサイトを開設しました

877件

横浜 I R の方向性２ 都心臨海部との融合

検索

横浜 I R ウェブサイト

検索

550-3869

バーチャル版芸術フェスティバル

「横浜WEBステージ」開催
インターネットで気軽に参加できる芸術フェスティバルを開催します。

ドローンや小型広角カメラで撮影した、これまで見たことのないような映
像と共に、パフォーマンスを楽しめます。

■映像コンテンツ
演奏者

このほかにも続々と配信予定 !
曲目

撮影方法

ベートーヴェン：
ドローン、小型
ピアノ・ ソナタ第14番嬰ハ短 広 角カメラ、
調「月光」
第3楽章 ほか
ピアノ内部撮影

【期間】
2020年9月1日（火）～ 2021

阪田知樹
（ピアノ）

【料金】
無料
（通信料は自己負担）

ドビュッシー：
﨑谷直人
ヴァイオリン・ソナタより、草 ドロ ー ン、小
（ヴァイオリン）
野華余子（山中惇史編）
：
型広角カメラ
山中惇史（ピアノ）
紅蓮華（
「鬼滅の刃」
より）
ほか

年2月27日（土）

※本イベントは新型コロナウイルス感
染症拡大の影響で演奏の機会を失っ
たアーティストや音楽関係者の皆様
を支援する事業です。

横浜WEBステージ

検索

【問合せ】横浜みなとみらいホール

▲ピアニスト 阪田知樹さんの演奏を普段は見られない視点から堪能

682-2020

山田和樹（指揮）
藤倉 大：
横浜シンフォニ
Longing from afar ほか
エッタ

682-2023

マスクの着用 · 手洗い ·
消毒 · 換気の徹底

横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター
新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者相談センター
【発行】市民局広報課

671-2332

661-2351

ベルリンと横
浜でのリモ ー
ト演奏収録

550-5530
664-7761

密閉 · 密集 · 密接を
避ける

多人数の会食や
飲み会を避ける

664-7296（毎日9時～21時）
664-7296（毎日9時～21時）
横浜市役所〒231-0005 中区本町 6-50-10

671-2121（代表）

