
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために 年始の過ごし方にご注意を

詳しくは2面へ

「広報よこはま」に掲載しているイベントは、
新型コロナウイルス感染症対策を行った上で開催しています。
参加時は主催者の指示の下、感染症対策にご協力をお願いします。
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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 10:43〜10:48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。
⃝年末年始の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3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。

広報
テレビ
番組

広報
ラジオ
番組

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：3,757,630人
世帯数：1,731,071世帯

☎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(2020年9月1日現在)

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）。

令和３年の年頭にあたって
　あけましておめでとうございます。皆様が新しい年を迎えられましたことを、心よりお喜び申し上げます。
　今年は、ウィズコロナ社会における安全・安心な暮らしと横浜の将来にわたる成長のため、市民、事業者の
皆様と力を合わせて、力強く歩んでいく一年です。新型コロナウイルスは、近い将来、必ず収束します。冷静に
未来を見定め、立ち止まることなく、前進してまいります。
　みなとみらい２１地区では、今春の神奈川大学新キャンパスのオープン、ロープウェイの運行開始など、
さらなる賑わいが生まれます。「ガーデンネックレス横浜」を春と秋に開催し、花と緑に親しむ機運を2027年

の国際園芸博覧会へとつなげ、「東京2020 オリンピック・パラリンピック」や
「Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 2021（仮称）」の準備も進めます。
関内・関外地区のまちづくりや郊外部の活性化にも力を入れます。また、将来の
経済成長を支える国家的プロジェクトであるＩＲ（統合型リゾート）の実現に向け
た取組や新たな劇場整備の検討を進め、魅力あふれる都市づくりと横浜の持続
的な発展への道筋をつけていきます。
　横浜市は、感染症対策の強化と経済再生の両立に最優先で取り組んできました。
今後も、総力を挙げて、急激な感染拡大を抑え医療崩壊を防ぎ、市内中小企業・商
店街へのご支援やデジタル化、脱炭素化に取り組み、横浜経済の再生に力を尽くし
ます。４月にスタートする中学校給食をはじめ、子育て、教育、福祉、多文化共生や
防災・減災の施策をさらに充実させ、文化芸術活動もお支えするなど、今年も全力で
市政に臨む決意です。どうぞよろしくお願いいたします。

※国勢調査の結果が発表され次第、更新します
　（区の人口と世帯数も同様）

横浜市の新型コロナのお問い合わせ窓口が
24時間受付になりました。

横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター(帰国者・接触者相談センター）
550-5530 846-0500 これまでの「横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター」と「新型コロナウ

イルス感染症帰国者・接触者相談センター」が統合し、１つの番号になりました。

マスクの着用 · 手洗い ·
消毒 · 換気の徹底

密閉 · 密集 · 密接を
避ける

多人数の会食や
飲み会を避ける

＃今こそ身近で

＃いいものいいひと

＃心ふれあう

弘明寺かんのん通り商店街（南区）観音漬物　清兵衛
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富士クリーニング商会

（西区・西区役所通り中央商店街）

ク
リ
ー
ニ
ン
グ

＃安心・安全

＃親しまれてきた味

＃商店街のチャレンジ

＃匠の技

　市内の商店街では、「3密」の
回避や消毒などの感染症対策を
徹底し、地域の方々が安心して
お店をご利用いただけるよう、
さまざまな取組をしています。

　横浜の商店街で親しまれて
いる逸品（「ガチ！」シリーズ受
賞商品）や、商店主として市民の
くらしを支えている「横浜マイス
ター」を紹介します。お気に入り
の逸品や達人の技を、是非お近
くの商店街で発見してください。

「三河屋六ちゃん」　 　 
 （金沢区・南川商店会）

「こうほくの商店街 ちょいより散歩」
（港北区・港北区商店街連合会）

「商店街による衛生対策」
（戸塚区・戸塚宿ほのぼの商和会）

　新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛を受け、外出することが難しい
高齢者や子育て世代へ向けて、商店街で扱う商品をお店の代わりに家庭までお届け
します。その名も、「三河屋六ちゃん」。既存のシステムや業者に頼らず、地元の事業
者の手を借りて、地域の力で実施しています。

　港北区では、国の「GoTo商店街事業」を活用し、感染症対策に配慮し
つつ身近なお店で買い物を楽しめる非接触のモバイルスタンプラリーを
2020年12月に開催し、区内の11商店街が参加しました。

　家庭でも作れる酸性電解水（消毒液）を、商店街が機器を導入して生成。
商店街店舗に配布し、安心して買い物ができるように取り組んでいます。
また、消毒液を近隣の小中学校にも寄附することで、商店街から、地域に
感染症拡大防止の輪が広がっています。

モバイルスタンプラリー（2020年12月開催）▶︎

◀︎山崎会長（左）から戸塚小学校へ消毒液を寄附

【問合せ】	経済局商業振興課　 671-3488 664-9533

シュタットシンケン
（青葉区・青葉台商店会）

手
づ
く
り
ハ
ム
と
ソ
ー
セ
ー
ジ

美容室ウェルカオリ 相鉄いずみ中央店
（泉区・いずみ中央相鉄ライフ商店会）

美
容
室

御菓子司 横浜紅谷
（金沢区・富岡商和会）

「ガチあま！」受賞

浜
はま

志
じ

ま゙ん
（中区・協同組合伊勢佐木町商店街）

「ガチあま！」受賞 御菓子司 大倉山青柳
（港北区・大倉山商店街振興組合）

「ガチチョコ！」受賞

Before After

【「ガチ！」シリーズ】
　横浜の商店街で販売され、親しま
れている「おいしいものナンバーワ
ン」を市民投票で決める「ガチでうま
い横浜の商店街○○NO.1決定戦」

（通称「ガチ！」シリー
ズ）の過去の金賞受賞
店紹介動画はこちら

ガチ 商店街 動画 検索

【横浜マイスター】
　市民の生活・文化に寄与する優れ
た技能職者を「横浜マイスター」とし
て選定。技能職者の代表として、学
校や地域の行事などで実演、講演、
体験指導などの活動もしています。
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新型コロナ
ウイルス感染症くらし·経済対策
　昨年5月、6月、9月に続き4度目となる「くらし・経済対策」の補正予算が、12月
に成立しました。この総額44億円の補正予算により、横浜市は感染拡大防止策と
医療提供体制の強化、経済再生に向けた企業活動や困難な状況にある方への更な
るご支援に取り組んでいきます。

各事業の問合せ
先はこちらをご
確認ください。

横浜市 くらし・経済 検索

「くらし・経済対策」について詳し
くはウェブページをご確認くだ
さい。

（12月補正）

17時以降の夜間や祝休日は、診療を受け付ける医療機関が限られています。症状が重い・徐々に悪化するなどの場合には、
事前に医療機関に連絡し、救急外来受診を相談する、特に緊急の場合には119番で救急搬送を相談するなどの対応をお願いします。

市
民
と
医
療
を
守
る

横
浜
経
済
と
市
民
生
活
を
守
る

冬期の発熱患者への
対応を強化します

横浜の観光・MICE産業、
文化芸術活動の公演等を

支援します

横浜経済を支える
事業者を支援します

困難な状況にある
方々への支援を
強化します

保育所・高齢者施設の
安全安心に向けた取組を

強化します

⃝休日急患診療所等での、感染症の疑いがある発熱患者の診療・検査体制の整備
⃝感染症コールセンターの24時間対応化および回線数の増強
　計40回線⇒最大計80回線 ※コールセンターの連絡先は、表紙に記載があります

⃝クラスター予防・対策チーム「Y
ワイ

-A
エ イ ト

EIT」による検査体制の強化
⃝簡易検体採取所での検査対象者の増加に対応するための検査体制の強化

⃝感染者が発生し休園した保育所等の再開支援のため、施設の消毒等にかか
る経費の補助 （補助率3/4）　

⃝保護者の安心を確保するため、代替保育利用料の支援（補助率10/10）
⃝新規で特別養護老人ホーム等の高齢者施設に入所する65歳以上の方を対象に、

本人の希望でPCR検査等を行う場合の費用を助成（20,000円程度/人・1回のみ）

⃝ 国の制度 国のひとり親世帯臨時特別給付金の受給世帯に対し、基本給付を
再支給

　1世帯あたり5万円、第2子以降3万円

⃝ 市独自制度 国のひとり親世帯臨時特別給付金の受給世帯のうち、「児童扶養
手当を受給していないひとり親世帯で、家計が急変した世帯」に対し臨時給
付金を給付

 1世帯あたり10万円
⃝コロナ下で雇用不安、経済不安、生活不安等を抱える女性に向け、無料電話

相談を実施（1月下旬開始予定）

⃝市内中小企業が「新しい生活様式」に対応する経費（備品購入、内装工事等）
への助成（6月・9月補正と合わせ計約11,000件） 

　※募集は12月で終了しています。

横浜市 家計急変 ひとり親給付金 検索

横浜市 ひとり親世帯臨時特別給付金 検索

⃝市内観光・MICE事業者への支援
①日帰り旅行商品（補助率最大1/2）の企画・販売②宿泊旅行商品へのクーポン
付与（宿泊商品の価格に応じて5,000円、3,000円、1,000円）を継続
　①日帰り旅行商品
　②宿泊旅行商品
※事業が変更になる場合があるため、最新の情報は①②のウェブページをご確認ください。

⃝ 文化芸術活動（有料公演、展示）の開催にかかる、感染症対策費、会場費等の助
成（補助率1/2、客席1,000席以上は上限50万円、1,000席未満は上限25万円）

ポケカル 横浜 検索
近ツリ 横浜 検索

かかりつけ医が
いる場合 かかりつけ医に電話などで相談 診察の結果、新型コロナウイルス感染症を疑う場合には、

かかりつけ医で検査の実施または案内があります。

風邪のような症状の方の受診方法について 受診の前に必ず、相談・連絡をお願いします

かかりつけ医が
いない

・
かかりつけ医で
受診できない

場合

発熱、咳、咽頭痛の
いずれかの症状が

ある方

⃝濃厚接触歴（疑い含む）のある方　
⃝発熱、咳、咽頭痛以外の症状の方　
⃝接触確認アプリ「COCOA」で通知された方

神奈川県発熱等診療予約センター 0570-048914
こちらから　

「友だち追加」　
してください▶︎

一部のIP電話など上記番号につながらない電話は

または

285-1015
LINE公式アカウント「新型コロナ対策パーソナルサポート」

9時～21時

横浜市新型コロナウイルス感染症
コールセンター（帰国者・接触者相談センター）

550-5530 846-0500
※受診以外の一般的な相談も受け付けています。

24時間受付



4 2021（令和3）年 1月号 ／ 横浜市版　　

ラベル・キャップを外し、
ペットボトルの中をゆす
いで回収機に投入してく
ださい。

【問合せ】	資源循環局3R推進課　 671-3593 550-3510

【問合せ】	ペットボトル回収機について セブン-イレブン・ジャパン 03-6238-3711（月〜金曜9時〜15時〈祝休日除く〉）　
 横浜市の連携内容について 資源循環局政策調整課 671-2503 641-1807

ペットボトルをリサイクルしてn
ナ ナ コ

anacoポイントを貯めよう！

食品ロス削減に向けた新たな取組
インターネットやアプリを活用したさまざまなサービス

　日常生活に欠かせないプラスチックは、「海洋汚染」「天然資源の
枯渇」「温室効果ガス排出」の観点から、世界で大きな問題となっ
ています。
　セブン-イレブンと日本財団は、市内のセブン-イレブンの一部
店舗（1月末までに約120店舗の設置を予定）に「ペットボトル回
収機」を設置し、回収したペットボトルをリサイクルして新たな
ペットボトルに再生する取組を始めました。

　本来食べられるのに捨てられてしまう食品、いわゆる「食品ロス」は、
市内で年間94,000トン（2019年度推計）発生しており、１人あたりに
換算すると、約25kg、食費にして約19,000円分となります。温室効果
ガスは生産、流通、廃棄それぞれの過程で排出されており、食品ロスは

「もったいない」だけでなく環境にも影
響を及ぼしています。
　地球環境を守るためにも、「もったい
ない」を減らすためのウェブサービスや
アプリを利用するなど、日頃から食品ロ
スを減らす生活習慣を心掛けましょう。

　TABETEはまだ「安全に」「おいしく」食べられるのに、売り切るの
が難しい料理や食品とユーザーを「お得に」マッチングするサービス
です。店頭で売り切ることができないパン・総菜や、予約のキャンセ
ルが出てしまった料理などがTABETEのアプリに掲載され、買いた
い人とマッチング。食品ロスになることを防ぎます。
　ぜひ、アプリをインストールして出品されている料理
や食品をチェックしてみてください。

　KURADASHIとは、気軽に継続的に社会貢献できるショッピ
ングサイトです。
　パッケージ変更や期限が近づいたことにより流通に乗せられ
ない商品をメーカーが協賛価格でKURADASHIに提供。消費者
はお手頃な価格（最大97％オフ）で購入することができ、さらに
購入代金の一部は社会貢献団体へ寄附されます。寄附先には、横
浜市内のフードバンク団体も登録されています。
　メーカーが食品ロスを削減できるだけでなく、消費
者は商品をお手頃な価格で購入でき、社会貢献もでき
る「三方良し」の取組です。

K
ク ラ ダ シ

U R A D A S H I

T
タ ベ テ

A B E T E

Q 回収できるペットボトルは？
　 🅐 2Lまでの透明なペットボトルです。

Q 回収できないものは？
🅐 つぶれている、色つき、中身が入っているものです。

　現在回収機が設置されている市内店舗の一覧は、
ウェブページを確認してください。

ペットボトル回収機の利用方法

ペットボトル回収機設置店舗

横浜市 ペットボトルリサイクル事業 検索

KURADASHI 検索

⃝回収機の画面右側にnanacoカードをかざ
して（カードがない人は画面をタッチ）、画
面下の開いた投入口にペットボトルを入れ
るだけ！

⃝ペットボトル累計5本につき、1nanaco
ポイントが付与されます。

約25kg

＝

約19,000円分 ロス発生の
危機 ！

TABETEに
掲載 ！

「食べ手」の
登場 ！

お店で
受け渡し ！

❷購入・支払❶販売

❺支援金

❹支払 ❸配送

利用者事業者
（食品メーカー他）

社会貢献団体

【問合せ】資源循環局業務課　 671-3815 662-1225

2月1日（月）栄区に粗大ごみ自己搬入施設がオープンします
　2月1日（月）に、市民の皆さんが粗大ごみを直接持ち込める自己搬入
施設が栄区にオープンします。持ち込みの際は、事前に粗大ごみ受
付センターでの申込みが必要です。

【申込】 粗大ごみ受付センター 0570-200-530（一般加入電話）
 330-3953（携帯電話・IP電話） 550-3599
　インターネット、チャット、LINEからも申込みができます。

【名称】
栄ストックヤード

【所在地】
栄区上郷町1570-1

【営業時間】 
月～土曜（年末年始除く）
9時～12時、13時～16時

横浜市 粗大ごみ 検索
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金沢八景金沢八景
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港南資源回収センターは、2021年1月31日で閉鎖します。
（資源物の持ち込みは1月28日まで）

　粗大ごみは栄ストックヤードほか市内3か所の自己搬入施設
に、資源物は各区の収集事務所に持ち込みができます。

▲ペットボトル回収機

TABETE 検索

　詳しくは、ウェブページをご覧ください。
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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。
♦各イベント等の終了時間は予定です。
♦ 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。

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。

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

中央児童相談所( 260-6510 262- 
4155)

横浜市会計年度任用 検索

TPAM2021「Udlot︲Udlot」演奏者
選考60人

2月7日(日)･8日(月)
市役所アトリウムほか
2月5日までに で
国際舞台芸術交流センター (
264-6514 264-6598)か芸術文化
振興財団 ( 221-0212)

書作展 作品募集
15歳以上､ 1人1点。詳細は問合せを

搬入＝3月17日(水)   
展示＝3月24日(水)～28日(日)
市民ギャラリー
5,000円･6,000円
協会事務局 (牧野 761-1904)か
文化観光局文化振興課( 671-3714 

663-5606)

福祉・高齢
国からのひとり親世帯   
臨時特別給付金は早めに申請を

2月26日(金)まで
専用ダイヤル ( 0120-694-281 

641-8424)
ひとり親家庭への貸付 

①修学資金 ②修業資金③就学支度
資金
₄月に子どもが高校･短大･大学･大
学院･専門学校等に進学予定の人。
要事前相談(源泉徴収票か確定申告
書と進学予定校の資料を持参)､ 審査
あり。貸付限度額は問合せを

①②のみは2月1日から､ ③のみは3
月31日までに､ ③と①か②を同時
申請の場合は2月1日～3月31日に､
居住区の福祉保健センター
申込先かこども青少年局こども家
庭課 ( 671-2395 681-0925)

障害者手帳のカード様式希望   
受付開始

①身体障害者手帳
②愛の手帳(療育手帳)
③精神障害者保健福祉手帳
詳細は1月15日から で

1月15日(金)～3月31日(水)
専用コールセンター ( 620-3116 

550-3978 ）か、①②障害者更生相
談所 ( 473-0666)③こころの健康
相談センター ( 662-3531)  

人工肛門・膀胱 初心者相談会
人工肛門·膀胱保有者と関係者、当
日先着50人

1月17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)

障害者パソコン講習会　
①ワードスキルアップ
②エクセルスキルアップ
15歳以上(中学生除く)の肢体·内部·
精神·聴覚等障害者で基礎受講者､
各抽選4人

各13時～16時､ 全2回。①2月16日
(火)･17日(水)②2月25日(木)･26日(金)
横浜ラポール
500円
1月20日までに に
障害名·等級､ 手話·筆記通訳希望､
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)

講演・講座
市大エクステンション講座

①糖尿病は治る病気になるのか？
②災害時のメンタルヘルス
各先着｡ ①240人②150人｡ 詳細は で

各14時～16時   
①2月17日(水) ②2月24日(水)
①開港記念会館②南公会堂
1月12日から で市大地域貢献セ
ンター ( 787-8930 701-4338)

※②手話･筆記通訳､ 保育は事前予
約制

オンライン講演会   
「もしもの話をもっと身近に」
①視聴と質疑応答②視聴のみ
人生会議で最終段階の医療･ケアを
考える｡ ①先着200人｡ 詳細は で

2月20日(土)14時～16時
①1月25日から
医療局がん･疾病対策課 ( 671-
2444 664-3851)

「よこはま団地再生コンソーシアム」
オンラインシンポジウム

団地の魅力の発見･発信による活性
化｡ 事前申込制｡ 詳細は1月5日から

で
1月23日(土)14時～16時
1月18日まで
県住宅計画課 ( 210-6539)か建
築局住宅再生課( 671-2954 641-
2756)

Yナースフォローアップ研修
災害支援ナースの医療研修。詳細は

で
2月21日(日)9時30分～12時45分

総合医療会館
2月19日まで
看護協会( 263-2932 263-2905)
か医療局医療政策課 ( 671-3932)

パソコン講習
①初めてのパソコン
②初めてのエクセル
③初めてのワード
各抽選11人

各コース火·水曜､ 全2回  
①2月9･10日の9時30分～12時  
②2月16･17日の9時30分～12時 
③2月16･17日の13時30分～16時
①3,200円②③3,700円
1月21日までに で会場のシルバー
人材センター( 847-1800 847-
1716)

催 し
よこハマグルぐる    
デジタルスタンプラリー

市内飲食店等で獲得したスタンプ数
に応じて抽選でプレゼント。詳細は

で
3月10日(水)まで
事務局 ( 550-7015〈月～土曜の
11時～18時、祝休日除く〉 242-
6515)か観光コンベンション･ビュー
ロー ( 221-2111)

青少年のための音楽会 横響
交響曲第5番｢運命｣(ベートーヴェン)
ほか

3月14日(日)14時～16時
県立音楽堂
1,000円。2月8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)

就職氷河期世代 合同就職面接会
非正規雇用の人。履歴書·職務経歴
書複数持参(複写可)｡ 詳細は で

2月6日(土)11時～17時(受付は16時
30分まで)
関内新井ホール
事務局( 0120-910-112)か経済局雇
用労働課( 671-2343 664-9188)

お知らせ
「大学と地域がつながるまち」 　
プレゼントクイズキャンペーン

抽選300人
1月4日(月)～2月28日(日)
2月28日までに で
事務局 ( 663-7267)か政策局大学
調整課 ( 671-4272 664-9055)

市民後見人養成課程    
オンライン説明会

25歳～69歳｡ 事前予約制｡ 会場説明
会もあり｡ 養成課程受講希望者はい
ずれかに参加必須｡ 詳細は問合せを

2月5日(金)9時～2月20日(土)17時
1月12日から で
横浜生活あんしんセンター( 201- 
2009 201-9116)

女性弁護士による    
離婚·DV法律相談会

各先着6人
各13時～16時   
1月21日(木)･26日(火)･28日(木)
希望日の1週間前から で会場の
市民局市民相談室 ( 671-2306
663-3433)

コンビニ交付サービスの一時休止
住民票など証明書の取得は区役所か
行政サービスコーナーの利用を

1月20日(水)終日
市民局窓口サービス課( 671-2176 

664-5295)
2021年横浜港客船カレンダー付  
ポスター 販売中
大さん橋国際客船ターミナルほか
360円
郵送希望は で横浜港振興協会
( 671-7241 671-7350)。 から
も可

季刊誌「横濱」71号発売
「横浜山手の魅力｣。デイジー版は1
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

1月15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 661-
2351）

「財政のあらまし(2)」の閲覧
令和元年度決算及び令和2年度上半
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 664-
7185)

市民意見募集
①防災計画修正
②男女共同参画行動計画素案
③令和3年度環境衛生業務実施計画(案)
④令和3年度食品衛生監視指導計画(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(①総務
課②③④広報相談係）、問合先で｡
からも可

①1月5日～2月4日②1月8日～2月
8日③④1月12日～2月10日
①総務局防災企画課( 671-4096 

641-1677)②政策局男女共同参
画推進課 ( 671-2035 663-3431)
③健康福祉局生活衛生課 ( 671-
2456 641-6074)④健康福祉局食
品衛生課 ( 671-2459 550-3587)

募 集
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【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

環境と家計にやさしい電気への切替キャンペーン

「みんなでいっしょに自然の電気」参加者募集！
　ご自宅を自然の電気に切り替えたいと考える家庭や事業者などを募集しています。本キャン
ペーンは多くの方が参加するほど、電気代がお得になる仕組みです。実際に切替えるかは、
登録後に届くお見積書を確認しご判断ください。今年夏に実施したキャンペーンでは約4,800
世帯に参加登録いただき、電気代が平均約7％※安くなりました。
※再生可能エネルギー「30％以上」のプランを選択した場合

【対象者】市内居住者・個人事業者など
【登録期限】2月15日（月）まで
【参加方法】キャンペーンぺージから

参加登録をしてください。
横浜市 みい電 検索

【問合せ】	納期限について  財政局税務課 671-2253 641-2775
 給与支払報告書について 財政局法人課税課（特別徴収センター） 671-4471 210-0480
 償却資産申告書について  財政局償却資産課（償却資産センター） 671-4384 663-9347

環境アセスメント図書の縦覧
現市庁舎街区活用事業 環境影響評
価準備書
意見書の提出は問合先へ

1月25日(月)～3月10日(水)(予定)
問合先､ 区役所企画調整係(中･
南区のみ)､ 西区役所広報相談係
環境創造局環境影響評価課 (
671-2495 663-7831)

都市計画審議会は書面開催
審議結果等は1月下旬から で公開。
詳細は問合せを

建築局都市計画課 ( 671-2657
550-4913)

施 設
横浜美術館    

221-0300 221-0317
コレクション展
1910年代から60年代の横浜と美術。
事前予約制。詳細は で

2月28日(日)まで
500円

にぎわい座    
231-2515 231-4545

①柳家権太楼独演会
②三遊亭円楽独演会

③TAP DO！ 横浜公演
各14時～16時   
①3月13日(土)    
②3月15日(月)    
③3月21日(日)
3,200円、2月1日から か で

男女共同参画センター横浜北  
910-5700 910-5755

女性のためのライフプラン講座 
法律編
先着25人

2月16日(火)10時～12時
1,200円
1月12日から か で

横浜みなと博物館   
221-0280 221-0277

展示「帆船日本丸」
3月21日(日) まで
柳原良平アートミュージアム
400円

自然観察の森    
894-7474 894-8892

オンライン講演会「鳥の行動を知る」
中学生以上、抽選30人。詳細は で

1月30日(土)10時30分～12時
1月22日まで

市税納期限などのお知らせ
■ 各種税金や申告に関する期限

対象 納期限·提出期限 提出先 提出方法
個人市民税（普通徴収）第4期

2月1日まで
給与支払報告書 財政局法人課税課

（特別徴収センター）
eLTAXか郵送で提出してください。窓口での提出は、左記の
担当課（中区山下町2　産業貿易センタービル5階）にお願いし
ます。なお、当ビル内に減免対象の駐車場はありません。
※eLTAX（地方税ポータルシステム）：地方税の手続きをオンラインで

行うシステム
固定資産税（償却資産）申告書 財政局償却資産課

（償却資産センター）

所得税及び復興特別所得税
3月15日まで

居住区の税務署
e-Taxで申告・納税できます。
※e-Tax（国税電子申告・納税システム）：国税に関する申告や納税など

をオンラインで行うシステム
贈与税
個人事業者の消費税・地方消費税 3月31日まで

e-Tax申告について
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、確定申告は自宅からe-Taxの利用
を推奨しています。申告書は、国税庁ホームページで作成・印刷ができます。

「国税庁
ホームページ」へ

アクセス

所得税、消費税および贈与税の申告書、収支内訳
書や青色申告決算書を作成できます（所得税の申
告書については、スマートフォンやタブレット端
末でも作成できます）。

e-Taxで
送信して提出

①マイナンバーカードを使って送信
マイナンバーカードとICカードリーダライタまたはマイナ
ンバーカード対応のスマートフォンを用意してください。
②ID・パスワードで送信
利用する場合は、事前に申告する本人が顔写真付きの本人
確認書類を持って、最寄りの税務署に届け出てください。

申告書を作成 画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書を作
成できます。自動計算なので計算誤りがありません。

ステップ

1

ステップ

3

ステップ

2

上場株式等の配当所得等および  
譲渡所得の課税方式の選択について
　原則は申告が不要な特定口座（源泉徴収
口座）において生じた「上場株式等の配当等

（大口株主等が支払を受けるものを除く）に
よる所得」、「上場株式等の譲渡による所得」
について申告を行う場合には、所得税と個
人住民税で異なる課税方式を選択すること
ができます。
　所得税と個人住民税で異なる課税方式を
選択する際は、納税通知書が送達される日ま
でに、確定申告書とは別に、異なる課税方式
を選択する旨と課税方法を明示した個人住
民税の申告書を提出する必要があります。
　個人住民税の申告に関する問合せは居住
区の区役所税務課市民税担当に相談してく
ださい。
　所得税の申告に関する問合せは最寄りの
税務署に相談してください。

国税庁 検索
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【問合せ】	横浜市老人クラブ連合会　
 433-1256（月〜金曜〈祝休日、年末年始除く〉）9時〜17時 433-1257

講演会「がんばらない」けど「あきらめない」
～鎌田流の筋活※でコロナ禍を乗り越えよう～

【開催日時】 3月23日（火） 
   13時30分～15時30分

【会場】関内ホール大ホール
【対象】60歳以上の市内在住者 
【募集人数】抽選300人
【参加料】無料

講師
鎌田 實

みのる

（医師・作家）

【応募期間】1月4日（月）～2月15日（月）必着
【応募方法】参加者（2人まで）の氏名、住所、年齢、TEL、老人クラブ加入の有無を

記入のうえ、往復はがきで横浜市老人クラブ連合会（〒221-0063 横
浜市神奈川区立町20-1）へ。

※車いす席、手話通訳の希望は欄外に記入してください。抽選結果は3月10日（水）に発送します。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては中止となる場合があります。

【主催】横浜市老人クラブ連合会　【共催】健康福祉局

撮影：露木聡子

【問合せ】環境創造局政策課　 671-2484 550-4093

【問合せ】市民局オリンピック・パラリンピック推進課　 671-3690 664-1588

スポーツを通じて横浜を元気に！

東京2020大会半年前を
記念ライトアップで彩ります

「はじめよう、横浜でエシカル消費！」 
プレゼントキャンペーン

　東京2020オリンピック開会半年前の1月23日（土）と、東京2020パラリンピック開会半
年前の2月24日（水）に、これを記念して市内各所でライトアップを実施して街を彩ります。

▲2019年夏に開会1年前を記念して実施した様子

　持続可能な社会を実現するために、私たちにできる行動の
ひとつとして、エシカル消費があります。エシカル消費とは、
環境や社会にやさしい商品を選んで買うことです。
　日々の暮らしにエシカル消費を取り入れるきっかけとなるよう、プレゼント
キャンペーンを実施中です。環境保護に関する動画を視聴して、コメントをつけ
てリツイートすると、抽選で70名の方に環境配慮に取り組む企業から提供いた
だいた、環境にやさしい生活用品・飲食品などをプレゼントします。
　この機会に、毎日の買い物から地球にやさしいこと、はじめませんか？

【応募期間】1月31日（日）まで
【協力企業】イケア・ジャパン株式会社IKEA港北、キリンビール株式会社、太陽油脂

株式会社、日清オイリオグループ株式会社、日本マクドナルド株式会社、
森永製菓株式会社、生活協同組合ユーコープ、株式会社ユニオン産業

ツイッター・インスタグラムで東京2020大会に
関連する情報発信中。フォローをお願いします。

⃝ツイッター  ＠tokyo2020_ykhm
⃝インスタグラム  ＠tokyo2020_yokohama

　キャンペーン期間中、市役所2階のブック
＆カフェ「HAMARU」ラクシス フロント店
では、エシカル消費や環境に関する本を集
めたコーナーがあります。

東京2020 横浜市 検索

横浜でエシカル消費 検索

実施日

実施場所・時間

1月23日（土） オリンピック記念ライトアップ
5色（青・黄・黒・緑・赤）を中心に街なかを彩ります。

2月24日（水） パラリンピック記念ライトアップ
3色（赤・青・緑）を中心に街なかを彩ります。

1月下旬以降に、東京2020大会横浜市
ウェブサイトを確認してください。

横浜環境情報ツイッターアカウント 
（@yokohama_kankyo）をフォロー

キャンペーンツイートにコメントをつけて
リツイート

当選された方には、ツイッターの
ダイレクトメッセージで連絡します。

環境保護に関する指定の動画を視聴

STEP1

STEP3

当選発表
（2月）

STEP2
横浜環境情報
ツイッター

【応募方法】

環境を学ぼう

　詳しくは、ウェブページを確認してください。

※筋活とは、しっかり動けてけがをしない筋肉をつくる活動のことです。
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【問合せ】	申込方法について 受付事務局 663-7267（月〜金曜〈祝休日除く〉9時〜17時        
 この記事について 都市整備局ＩＲ推進課 671-4135 550-3869

【問合せ】中央図書館　 262-7334 262-0052 【問合せ】消防局総務課　 334-6516　 334-6517

【問合せ】都市整備局国際園芸博覧会推進課　  671-4627 212-1223

IＲ(統合型リゾート)事業説明会

2027年、横浜で国際園芸博覧会を開催します

市立図書館からのメール送信について 映像版「横浜消防出初式2021」YouTube配信

　横浜ＩＲについて、市民の皆様により深くご理解いただくために、横浜ＩＲに関
する取組状況をご説明する事業説明会を開催します。新型コロナウイルス感染症
の拡大防止の観点から、オンライン形式を中心としています。

※ソフト（無料）を端末にインストールし、インターネットを活用してWeb会議などを行
う双方向のコミュニケーションツール

【内容】冒頭挨拶（市長によるビデオメッセージ）、  
事業説明、質疑応答

【説明】都市整備局IＲ推進課　【参加費】無料
【申込方法】①参加希望日（サテライト会場で参加希望の場合は希

望の会場）②氏名(フリガナ)③抽選結果などをお知らせするた
めの連絡先（Eメール、FAX、電話番号）④居住区(または在勤区・
在学区)⑤住所（サテライト会場の場合）を記載の上、申込受付
専用ウェブページまたはFAXでお申し込みください。

※車いすご利用の方は申込時にお伝えください。
※手話通訳は映像画面に表示します。

【申込期間】1月8日(金)～22日(金)17時まで
【申込先】 申込受付専用ウェブページ   

681-2695

●＝公会堂　▲＝区役所会議室　■＝あーすぷらざ

　市では、2015年に米軍から返還された旧上瀬谷通信施設（旭・瀬谷区）において、国際的な園芸文
化の普及や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造や社会的な課題解決への貢献を目的とした

「国際園芸博覧会」を開催するため、国や関係団体と連携して取組を進めています。
　2020年11月には 「2027国際園芸博覧会推進委員会」（会長：日本経済団体連合会会長）が設立され、博
覧会の開催主体となる組織(博覧会協会〈仮称〉)の設立準備や全国的な機運醸成などを進めています。
　博覧会をPRするための「推進ロゴマーク」は、横浜で開催する国際園芸博覧会に、花・緑・農をはじ
めとした世界の自然、人、文化が集まる様を、花をモチーフに表現しています。詳しくは、ウェブペー
ジをご覧ください。

　従来の予約のお知らせなどに加えて、新型コロ
ナウイルス感染症の影響による急な休館などに関
するメールを送信する場合があります。
※原則、サービス変更や臨時休館は、ウェブページで 

お知らせします。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度はイベン
ト形式での開催を中止し、YouTube横浜市公式チャンネル

「CityOfYokohama」で1月4日（月）12時から映像配信します。

横浜 国際園芸博覧会 検索

日にち 時間 参加方法 サテライト会場
会場１ 会場2 会場3

第1回 2月 6日（土）15時～16時30分 ⑴オンライン
参加

⑵サテライト
会場（右記参照）

⑶ライブ配信
視聴

都 筑 ▲ 戸 塚 ▲ 瀬 谷 ▲
第2回 2月12日（金）19時～20時30分 青 葉 ● 栄 ■ 泉 ●
第3回 2月20日（土）15時～16時30分 鶴 見 ● 神奈川● 中 ●
第4回 2月26日（金）19時～20時30分 西 ● 南 ▲ 港 南 ▲
第5回 3月 7日（日）15時～16時30分 磯 子 ▲ 金 沢 ● 港 北 ▲
第6回 3月14日（日） 保土ケ谷● 旭 ▲ 緑 ▲
※Zoomによるオンラインでの参加定員：各回60人、各サテライト会場の定員：30人  

質疑応答は⑴オンライン参加、⑵サテライト会場での参加者の方のみとなります

横浜市 IR 事業説明会 検索

⃝1通につき1人でお申し込みください。1通で複数人の申込みはでき
ません。

⃝市内在住・在勤・在学の方を参加対象として、オンライン参加、サ
テライト会場ともに応募多数の場合は開催区の方を優先して抽選
し、申し込み結果は全員に通知します。

⃝お申込みは1人につきオンライン参加１回またはサテライト１会場
限りとします。複数日程（オンライン参加）や複数会場（サテライト
会場参加）、オンラインとサテライト両方の参加申込はできません。

応募にあたっての注意事項

⑴オンライン参加

⑵サテライト会場
（インターネット環境が

ない方 向け）

⑶ライブ配信視聴

ご自宅などでZoom※による質疑応答などが可能な参加
形式 要事前申込、各回抽選60人

YouTubeによるライブ配信で説明会の模様を視聴
（質疑応答はできません）

事前申込不要、人数制限なし

区役所や公会堂等の会議室にて、Zoomのスクリーン映
像を通じて質疑応答などが可能な参加形式
要事前申込、各会場抽選30人

▲2027国際園芸博覧会推進委員会 設立総会・記念式典

横浜市立図書館 検索 横浜市公式チャンネル 検索




