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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。
⃝開館時間や休みなどは各問合先に確認してください。

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。人口：3,757,630人

世帯数：1,731,071世帯

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）。

4月号は、3月15日時点の情報に基づき作成しています。

新たな年度を迎えて
　新型コロナウイルスの市内の新規感染者数は、医療従事者の皆様をはじめ、市民、事業者の皆様のご尽力により、
１月をピークに減少しました。2月以降は減少ペースが鈍化し、3月上旬には微増となっており、今後の感染拡大を
抑えるためにも、気を緩めずに、オール横浜で感染症対策に取り組んでいく必要があります。
　皆様の命をお守りするワクチン接種は、65歳以上の皆様への接種開始に向けて、市を挙げて準備を進めています。
皆様に円滑に、そして安心して受けていただけるよう、3月から各区の集団接種会場で、受付から接種後の経過
観察までの流れを確認するシミュレーションを行っています。接種券の発送時期や具体的な実施内容については、

横浜市へのワクチン供給の見通しがつき次第、お知らせいたします。皆様からのお問
合せやご不安の声にお答えするため、ワクチン接種専用コールセンターを開設しており
ますので、どうぞご利用ください。
　いよいよ春本番、街ではサクラやチューリップなどの花々が咲き誇り、多くの方々が
新たな一歩を踏み出す季節を迎えました。今年も3月27日から「ガーデンネックレス横浜
2021」を開催しています。花と緑には、人々の心を癒し、笑顔にする力があります。
コロナ禍での開催となった今回も、街を彩る花や緑で、多くの皆様に潤いや安らぎを
お届けしたいと思います。
　横浜市は、令和3年度も感染症対策を最優先に、市民の皆様の命と暮らしをお守
りします。そして、横浜の街に活気と賑わいを取り戻し、経済再生を実現できるよう、
全力を尽くしてまいります。引き続き、気を緩めることなく、感染リスクの高い場面を避け、
基本的な感染症対策を徹底し、この困難を乗り越えてまいりましょう。

※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

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
24時間

受付

ガーデンネックレス横浜2021 開催中

ワクチン接種に関するお問合せ 0120-045-070（9時~19時 土日曜、祝・休日含む）

050-3588-7191※耳の不自由な方のお問合せ用FAX番号です。

詳しくは3面へ
山下公園「球根ミックス花壇」（昨年の様子）

「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。

新型コロナ
関連情報は
２面へ

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。☎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〉
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新型コロナウイルス
ワクチンの接種について

新生活でもコロナ対策を 不安を差別に
つなげないために

　市民の皆様のワクチン接種に向けて、国の示す接種順位などに
従い、市内各所にて接種できるよう準備を進めています。
　ワクチン接種に関する最新の情報は、市ウェブページ
または厚生労働省ウェブページをご覧ください。

3月15日時点の情報に基づき作成しています。 横浜市 新型コロナワクチン 検索

シミュレーションの実施

　4月から、学校や職場、地域の集まりなどで新たなメンバーを迎えるにあたり、感染防止
対策について改めて確認をお願いします。
●特に気をつけたい「場面」

　集団接種会場の一つである
鶴見公会堂で、3月にシミュ
レーションを実施しました。医
療従事者、地域住民の皆様、
市職員など約80人が参加し、
ワクチン接種の流れやタブ
レット端末を用いた外国語通
訳、車いす利用の方の案内な
どの確認を行いました。円滑
なワクチン接種に向けて、今
後もこのような取組を進めて
いきます。 ▲ワクチンの接種の流れを視察する林市長

（3月9日）

　　　 横浜DeNA
ベイスターズ協力の
　人権啓発ポスター▶

　４月の本市へのワクチンの供給量は、対象となる65歳以上の高齢者数（約93
万人）に比べて、ごくわずかな量となる見込みです。
　そのため、本市では次のとおり対応します。
⃝本市のワクチン接種は、施設接種から開始します。
⃝高齢者の方を対象とする
集団接種・個別接種は5月
以降となる見込みです。

⃝集団接種・個別接種の実施
時期に合わせて、個別通知（接種券含む）の送付を行います。

※「広報よこはま3月号」でお知らせした、個別通知送付のスケジュールが変更となっています。
実施時期などが決まり次第、市ウェブページや「広報よこはま」などでお知らせします。

　「自分や大切な人を感染から守りたい」
という強い思いが、無自覚のうちに、感染
した人やその家族、医療関係者などを傷
つける言動につながることがあります。
　思い込みからきて
しまう不安に駆られ
ず、正しい知識や情
報に基づいた冷静な
行動をとっていただ
くようお願いします。

マスク
無しでの
会話・会食

神奈川県発熱等診療予約
センターの閉設について

狭い空間での
共同生活・
就労環境

⃝ランチ会や歓迎会、顔合わせなどの機会が増え、ついマスクを外したま
ま会話をしてしまいがちです。飲食時以外はマスクを着用し、咳・くしゃ
みをする時はタオルなどで口元を押さえるなど配慮してください。

⃝食器の共用や食品などの大皿での取り分けは避け、食品をすぐに食べず
に卓上に出しておく場合は、覆いをするよう心がけてください。

　発熱、咳、咽頭痛(のど痛)のいずれかの症状があり、かかりつけ医がいない方向けに神奈川県が設置していた、
神奈川県発熱等診療予約センターは、2021年3月31日をもって閉設しました。
　今後は、表紙に掲載している横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンターにお問い合わせください。

⃝長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まります。
⃝トイレや休憩室などの共用スペースの利用は特に注意してください。
⃝マスクの着用、適度な換気を心がけ、電気のスイッチ、電話のボタンや
受話器、共用キーボード、蛇口など多くの人が触れる場所は、こまめに
消毒やふき取りを行いましょう。

　新型コロナに関する情報は、特設ページをご覧ください。
横浜市 新型コロナ 特設 検索

ワクチン供給状況をふまえた
当面の対応について

よくあるご質問にお答えします
家族が施設に入所して
いるが、施設で接種を
受けられますか？

ワクチンの接種を受けるのに注意が必要なのは
どのような人ですか？

　施設接種の対象となる施設は、
特別養護老人ホーム、介護老人
保健施設、有料老人ホームや認
知症高齢者グループホームなど、
高齢者等が入所・入居する施設と
なります。施設における接種が
予定されているかについては、
施設にご確認ください。
※市外の施設に入所されている場合
にも、横浜市が送付する接種券が必
要となります。

　一般的にワクチンの接種を受けるにあたって注意が必要な方は次のような方です。
ご自身が当てはまると思われる場合は、事前にかかりつけ医にご相談ください。
⃝過去に免疫不全の診断を受けた方
⃝近親者に先天性免疫不全症の方がいる方、心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害
などの基礎疾患のある方

⃝過去に予防接種を受けて、接種後２日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギー
が疑われる症状が出た方

⃝過去にけいれんを起こしたことのある方など
　また、新型コロナウイルスワクチンは筋肉内に注射をすることから、抗凝固療法を
受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方は、接種後の出血に注意が必要
となります。（参考：厚生労働省資料）

施設接種 高齢者施設等の入所者・入居者を
対象とする接種

集団接種 市が設置する特設会場での接種
個別接種 身近な病院・診療所などでの接種
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【問合せ】	NTTハローダイヤル　 050-5548-8686（６月14日まで９時～20時） 224-6627

【問合せ】	デジタル統括本部企画調整課　 671-3791 664-5917

　デジタル化による市民サービス向上や業務の効率化に向けて、「デジタル統括本部」を新設し、次の取組を推進していきます。

4月1日に「デジタル統括本部」を新設しました

行政サービスをより利用しやすく 業務システムのより効率的な運用を目指して

　区役所などにご来庁することなく、スマートフォンやパソコンか
ら手続き・申請などが可能となるよう、各手続の担当部署を支援する
ことにより、行政手続のオンライン化を進めます。

　地方自治体の多くが個別に運用している住民記録・税務などのシステ
ムについて、業務の効率化や、維持管理費の軽減等に向け、全国共通シ
ステムへの移行を進めます。

今年も横浜が花と緑でいっぱいに

ガーデンネックレス横浜2021
3月27日（土）~6月13日（日）

　新型コロナウイルス感染症対策をとりながらの開催となるた
め、ご来場の際にはマスクの着用など感染症対策にご協力くだ
さい。また、ガーデンネックレス横浜・公式YouTubeチャンネ

ルで現地の様子を配信します。花と緑があふれ
る横浜をぜひ自宅でもお楽しみください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、一部中止・
	 縮小、期間短縮で開催する場合があります。

【期間】3月27日(土)~5月9日(日) 9時30分~16時30分
【料金】無料
　市内最大級10,000㎡の大花壇では、横浜市内産のパンジーやビオラの
ほか、チューリップやネモフィラなど春らしいパステルカラーの花と里山の
新緑を楽しめます。
※例年行っているミニコンサートやバードショーPR、テント内のワークショップは実施
しません。
※混雑状況によって大花壇園路を一方通行にするなどの制限を行う可能性があります。
※隣接するよこはま動物園ズーラシアの北門駐車場が最寄りの駐車場ですが、土日曜・祝
休日は大変混雑しますので、平日の来場や公共交通機関の利用にもご協力ください。

【期間】各区によって異なりますので、問合せ先に確認してください
　18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。市全域を花や緑でネック
レスのようにつなぎます。

　港の景観とともに、サクラ、チューリップ、バラの花のリレー
が楽しめるみなとエリア。4月はチューリップがおすすめです。
　横浜公園の12万本のチューリップをはじめ、山下公園では、
チューリップ、ヒヤシンス、クロッカスなど球根をミックスし
て植え、訪れた時々で異なった景観が楽しめます。
　みなとみらい地区では、赤レンガ倉庫を背景に、チューリップ
やさまざまな草花が混植された新港中央広場がおすすめです。

主な見どころ　※写真は昨年の様子またはイメージです。

市内各所の見どころ

旭区上白根町1425-4　よこはま動物園ズーラシア隣接 横浜公園、日本大通り、山下公園、新港中央広場

ガーデンネックレス横浜 検索

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 
公式YouTubeチャンネル

春の里山ガーデンフェスタ みなとエリアの見どころ

ガーデンネックレス横浜	インフォメーションセンター
　4月1日（木）から5月23日
（日）まで（予定）の期間限定
で、山下公園レストハウス
にオープンし、花の見どこ
ろの案内や、ガーデンベア
グッズなどを販売します。

花と緑のデジタルスタンプラリー
　スマートフォンを活用した非接触型のスタンプラリー
が楽しめます。ガーデンベアフォトスポットを6か所以上
巡ってスタンプを集めると、ガーデンベアグッズが山下公
園のインフォメーションセンターでもらえます。（先着順）

▲インフォメーションセンター（イメージ）

大花壇

横浜公園

新港中央広場

NEW
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【問合せ】	健康福祉局高齢健康福祉課　 671-3412 550-3613

【問合せ】	健康福祉局介護保険課　 671-4255 550-3614

よこはま地域包括ケア計画を策定しました
～第8期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画～

介護報酬改定により、
利用者負担が変わります

4月から65歳以上の人の介護保険料が変わります

　高齢者に関する保健福祉事業や介護保険制度の円滑な実施に関する総合的
な計画として、3年ごとに策定しています。団塊の世代全員が75歳以上とな
る2025年および、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年を見据えて、
高齢者福祉施策を推進していくための計画として策定しました。

　4月から介護報酬が改定されたため、今までと同じ介護保険サービスを利用した場
合でも、利用者負担額が変わることがあります。実際の利用者負担額は、サービスの
種類などによって異なるので、各サービス提供事業所または担当のケアマネジャー
に確認してください。

※1	世帯とは、原則として4月1日現在で
の住民票上の世帯をいいます。ただ
し、4月2日以降に市外から転入され
た場合や年度途中で65歳（第1号被
保険者）になられた場合、その年度は
それぞれ、転入日、誕生日の前日の
世帯を基準とします

※2	合計所得金額とは、税法上の合計
所得金額（前年の収入金額から必
要経費等に相当する額を差し引い
た金額で、税法上の各種所得控除
や上場株式等の譲渡損失に係る繰
越控除などは行う前の金額）から、
公的年金等控除額等の見直しによ
る影響を考慮し、さらに土地や建物
の売却に係る短期・長期譲渡所得の
特別控除額を差し引いた金額をい
います。なお、マイナスの場合は、
0円として計算します

※3	公的年金等収入額とは、税法上の
課税対象となる公的年金等（国民
年金、厚生年金など）の収入をい
い、非課税となる年金（障害年金・
遺族年金など）は含まれません

※4	その他の合計所得金額とは、合計
所得金額（※2）から公的年金等に
係る雑所得（公的年金等収入額か
ら公的年金等控除額を差し引いた
金額）を差し引いた金額をいいま
す。なお、マイナスの場合は、0円
として計算します

【問合せ】横浜市老人クラブ連合会　 433-1256 433-1257（月〜金曜〈祝休日除く〉９時〜17時）　【主催】横浜市老人クラブ連合会　【共催】健康福祉局

2021年度  横浜シニア大学受講生募集
【開講期間】6月～7月	週1回午前中（全8回）
【内容】健康づくり・法律・消費生活・高齢者に多い事故の防止など
【会場】各区老人福祉センターほか
【対象】概ね60歳以上の市内在住者
【受講料】2,000円（合同開講式含む）
【申込書】各区老人福祉センターなどで４月1日から配布
【申込期限】5月7日（金）まで（申込多数の場合は抽選）

合同開講式
【日時】５月27日（木）13時から
【会場】関内ホール
【内容】講演会	横浜の開港の歴史～中華街はなぜ横浜にあるのか～
【講師】伊藤	泉

いず

美
み

（横浜ユーラシア文化館副館長）

※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。

　計画書はウェブページからダウン
ロードできます。
　6月上旬から市役所
3階「市政刊行物・グッズ
販売コーナー」で計画
冊子を販売予定です。

横浜市 第８期計画 検索

【基本目標】	ポジティブ・エイジング
～誰もが、いつまでも、どんなときも、自分らしくいられる
「横浜型地域包括ケアシステム」を社会全体で紡ぐ～

　介護保険料は、本人および住民票上の世帯※１の課税状況、本人の前年中の合計所得金額※２等に基づい
た段階別の保険料です。
　65歳以上の人の介護保険料は、介護サービスの給付額の見込みに応じて、3年ごとに改定されます。
令和3年度から5年度までの保険料額は表のとおりです。
※この保険料は、条例などで定められることにより確定します。

保険料段階 対象となる人 基準額×割合=年間保険料額

第1段階 ・生活保護または中国残留邦人等支援給付受給者　
・市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者 基準額×0.25= 19,500円

第2段階
本
人
が
市
民
税
非
課
税

同じ世帯に
いる人全員が
市民税非課税

本人の「公的年金等収入額※3」と「その他の
合計所得金額※4」の合計が年間80万円以下
の人

基準額×0.25= 19,500円

第3段階
本人の「公的年金等収入額」と「その他の合
計所得金額」の合計が年間120万円以下の
人で、かつ第2段階に属さない人

基準額×0.35= 27,300円

第4段階 上記以外の人 基準額×0.60= 46,800円

第5段階 同じ世帯に
市民税課税者が
いる人

本人の「公的年金等収入額」と「その他の合
計所得金額」の合計が年間80万円以下の人 基準額×0.90= 70,200円

第6段階
〈基準額〉 上記以外の人 基準額×1.00= 78,000円

　　　　　　　	〈基準額〉
第7段階

本
人
が
市
民
税
課
税

本人の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.07= 83,460円
第8段階 本人の合計所得金額が120万円以上160万円未満の人 基準額×1.10= 85,800円
第9段階 本人の合計所得金額が160万円以上250万円未満の人 基準額×1.27= 99,060円
第10段階 本人の合計所得金額が250万円以上350万円未満の人 基準額×1.55=120,900円
第11段階 本人の合計所得金額が350万円以上500万円未満の人 基準額×1.69=131,820円
第12段階 本人の合計所得金額が500万円以上700万円未満の人 基準額×1.96=152,880円
第13段階 本人の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の人 基準額×2.28=177,840円
第14段階 本人の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の人 基準額×2.60=202,800円
第15段階 本人の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の人 基準額×2.80=218,400円
第16段階 本人の合計所得金額が2,000万円以上の人 基準額×3.00=234,000円

保険料額は、6月下旬に送付する
「介護保険料額決定通知書」で

お知らせします。

【問合せ】	健康福祉局介護保険課　 671-4254 550-3614　または居住区の区役所保険年金課へ
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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。

市職員(大学卒程度等）
試験日＝6月20日（日）
5月11日までに で
人事委員会任用課 ( 671︲3347
641︲2757）
市立学校職員室業務アシスタント			
(市会計年度任用）
詳細は で
教育委員会教職員人事課 ( 671︲
3246 681︲1413）
｢成人の日｣記念行事実行委員
前日·当日と6月上旬から月2回の会議·
作業。2001年4月2日～2002年4月1日
生まれの人､ 抽選
5月7日までに で
教育委員会生涯学習文化財課 (
671︲3282 224︲5863）
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。港南区
日野､抽選28戸｡ 2021年8月予定｡詳細
は申込書(区役所広報相談係で配布）
4月16日まで
住宅供給公社 ( 451︲7766 451︲
7707）
市営住宅入居者
抽選634戸。詳細は募集のしおり(4月
12日から区役所広報相談係で配布）で
4月23日まで
住宅供給公社 ( 451︲7777 451︲
7769）
ヨコハマ市民まち普請事業		 	
まちづくりの提案
詳細は で
6月2日まで
都市整備局地域まちづくり課 (
671︲2679 663︲8641）

福祉・高齢
身体障害者奨学生の募集
身体障害者手帳を持つ高校生以上の
学生(一部除く）、選考。詳細は で
5月10日までに通学校経由で､こど
も青少年局障害児福祉保健課 (
671︲4278 663︲2304）
家具転倒防止器具の取付代行
要事前申込み。年齢要件等あり。器
具代は自己負担。取付できる家具は
2つまで。詳細は で
7月30日まで
横浜市まちづくりセンター	( 262︲
0667 315︲4099）か総務局地域防
災課 ( 671︲3456）
障害者パソコン講習会
①iPad入門②ファイル管理	 	
③パソコン入門
15歳以上(中学生除く）の肢体·内部·精
神·聴覚等障害者、各コース抽選4人｡

①③初心者②タイピングが可能な人
各13時～16時｡ ①5月18日（火）･19
日（水）､ 全2回②5月20日（木）③5月
26日（水）･27日（木）、全2回
横浜ラポール
①1,930円②250円③1,600円
4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）
理療臨床公開講座生の募集
あん摩マッサージ指圧師·はり師·きゅ
う師免許を持つ視覚障害者､選考6人
5月～2022年2月の木曜9時～16時､
全30回
4月23日までに で会場の盲特別
支援学校 ( 431︲1629 423︲0284）
個別ぜんそく相談
各日先着｡ ①15歳以上､ 2人②15歳
未満､ 3人
①5月12日·6月9日·7月14日の水曜
14時～15時30分②5月20日·6月17
日·7月15日の木曜14時～16時
みなと赤十字病院
4月12日から で健康福祉局保健
事業課 ( 671︲3824 663︲4469）
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
5月25日（火）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）
4月30日まで
ひとり親サポートよこはま( 227︲
6337 227︲6338）かこども青少年
局こども家庭課 ( 671︲2390）

講演・講座
パソコン講習
①初めてのパソコン②初めてのワード
③初めてのエクセル
各抽選12人
各コース火･水曜､全2回	 	
①5月11･12日の9時45分～12時15分

	 ②5月18･19日の9時45分～12時15分
	 ③5月18･19日の13時30分～16時
5,550円
4月22日までに で会場のシルバー人
材センター( 847︲1800 847︲1716）
貿易研修講座	基礎コース
未経験者か新任者、先着50人
5月18日（火）･21日（金）10時～16時､	
全2回
神奈川中小企業センタービル
8,000円
4月12日から で
横浜貿易協会 ( 211︲0282 211︲
0285）

スポーツリーダー人材養成講座を	
オンラインで開催
18歳以上､先着70人
6月19日･26日･7月3日の土曜､全3回
12,500円
4月12日から で
スポーツ協会 ( 640︲0014 640︲
0024）

催 し
花と緑のスプリングフェア
①ステージイベント､ ブース出展②
作品展示､ 花苗などの販売③花壇展
④花のみち。詳細は で
①②荒天中止｡4月9日（金）～11日(日）
の10時～16時(11日は15時まで）。
③④4月9日（金）～5月5日(水･祝）
①横浜公園②横浜産貿ホール	 	
③山下公園④日本大通り
緑の協会 ( 228︲9430 641︲0821）	
ザよこはまパレード(国際仮装行列）
5月3日(月･祝）10時45分～15時(荒
天翌日）	
山下公園～赤レンガ倉庫～馬車道
商店街～伊勢佐木町商店街
実行委員会( 671︲7423 671︲0131）
か文化観光局MICE振興課 ( 671︲
4234）

お知らせ
令和3年度固定資産税・都市計画税	
第1期①納付期限②納付方法
①4月30日（金）まで。納税通知書は4月
上旬発送②スマートフォン決済､クレ
ジット納税､ペイジー納付､口座振替｡
詳細は問合せを
資産所在地の区役所税務課か、
財政局①固定資産税課( 671︲2258	
641︲2775）②徴収対策課( 671︲ 

2255 641︲2775）
就学援助制度
市立小･中･義務教育学校へ通学さ
せるのに経済的に困難な人へ学用品･
修学旅行費等を援助
通学校か教育委員会学校支援･地
域連携課 ( 671︲3270 681︲1414）
東京2020大会	100日前キャンペーン
①東京2020公式アートポスター展
②アートポスター制作者メッセージ動
画配信

詳細は4月5日から で
①4月14日（水）～28日（水）	 	
②4月14日（水）～5月16日（日）
①市役所1階展示スペースA
市民局オリンピック･パラリンピック
推進課 ( 671︲3690 664︲1588）

粗大ごみは早めに申込みを

☎0570-200-530または☎330-3953

LINEで受付
受付センター月～土曜(祝休日を含む)

年中無休

雨水貯留タンク設置助成金
購入価格の2分の1で上限20,000円。
申込前の購入は対象外｡ 先着300件。
詳細は で
4月19日から
環境創造局管路保全課 ( 671︲
2829 641︲5330）
犬･猫のマイクロチップ		 	
装着費用の一部補助
先着650頭。詳細は で
5月7日から
横浜市動物愛護センター ( 471︲
2111 471︲2133）
4月から逗子市立図書館と	 	
相互貸し出し開始
詳細は問合せか で
中央図書館( 262︲7334 262︲0052）
市民局広報課から
①2021年度版｢暮らしのガイド｣配布中
②季刊誌｢横濱｣72号発売
②横浜元町を特集｡デイジー版は4月
下旬から市役所3階市政刊行物・
グッズ販売コーナーで販売
②4月3日（土）
①区役所広報相談係ほか	 	
②県内･都内の主な書店ほか
②630円｡デイジー版は600円
市民局広報課 ( ①671︲2332②
671︲2331､ 661︲2351）
中小企業設備投資等助成金	 	
事前相談会
各日先着7社
5月12日（水）～6月11日（金）の9時～
16時
市役所
4月22日から で
経済局ものづくり支援課 ( 671︲
3490 664︲4867）
法律等各種専門相談
専門家が対応｡予約制(⑦を除く）。相
談休止､電話相談になる可能性もあり
12時～13時を除く
①夜間法律＝第2·4水曜18時～20
時30分

②法律＝月～金曜の9時～16時
③司法書士＝月～水曜の13時～16時
④宅地建物＝月曜10時～16時
⑤人権＝水曜13時～16時
⑥公証＝第1·3金曜13時～15時
⑦交通事故＝月～金曜の9時～16時
①希望月の初開庁日から②～⑥希
望日の1週間前から か直接､ 会
場の市役所市民相談室 ( 671︲
2306 663︲3433）
不妊・不育専門相談
医師等が対応(予約制）

でこども青少年局こども家庭課
( 671︲3874 681︲0925）

募 集

東京2020大会横浜市ウェブサイト

開催自治体  横浜市
野球・ソフトボール、サッカー
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【問合せ】	政策局大都市制度推進本部室
 制度企画課 
 671-2952 663-6561

【問合せ】	横浜マラソン組織委員会事務局（ 月～金曜〈祝休日除く〉10時～16時）　   
 651-0666 226-5037

LGBT相談
臨床心理士が対応｡各先着2人｡詳細
は で
2022年3月まで月1回	 	 	
①月曜の夜間②木曜の午後
①西区福祉保健活動拠点	 	
②青少年相談センター
でSHIP( 594︲6160､ 水･金･土

曜の16時～20時･日曜14時～18時）
申込先か市民局人権課 ( 671︲
2379 681︲5453）
性的少数者向け	 	 	
交流スペースの開催
安心して気軽に過ごせる場。詳細は
で
2022年3月まで｡ 13時～14時は10
代のみ
①第1土曜13時～17時｡ 1月は1月
8日（土）に開催

②第3日曜13時～16時30分
①男女共同参画センター横浜	 	
②男女共同参画センター横浜北
市民局人権課 ( 671︲2379 681︲
5453）

環境アセスメント図書の縦覧
(仮称）横浜国際園芸博覧会	計画段階
配慮書
環境情報提供書の提出は問合先へ
4月5日（月）～19日（月）(予定）
区役所広報相談係(旭･瀬谷区）、
問合先で
環境創造局環境影響評価課( 671︲ 
2495 663︲7831）
公共事業事前評価	市民意見募集
(仮称）高島水際線デッキ整備事業
資料の閲覧･配布は期間中､ 市役所
市民情報センター､ 西区役所広報相
談係､問合先で｡ からも可
4月1日～30日
都市整備局みなとみらい21推進課
( 671︲3612 651︲3164）
市民意見募集	
屋外広告物制度の見直し
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､問合先で。 からも可
4月1日～30日

都市整備局景観調整課( 671︲2648	
550︲4935）

施 設
男女共同参画センター横浜	 	
862︲5052 865︲4671

起業家たまご塾前期	ビジネスプラン
完成コース
女性､選考16人｡ 費用等詳細は で
6月～7月の土曜､全5回
2か月～未就学児(予約制·有料）
5月16日まで	
にぎわい座	 	 	 	
231︲2515 231︲4545

①日本演芸家連合まつり
②三遊亭わん丈勉強会
③国本はる乃勉強会
①6月10日（木）14時～16時	 	
②6月25日（金）19時～21時	 	
③6月26日（土）14時～16時
1,600円～3,200円､ 5月1日から
か で

歴史博物館	 	 	 	
912︲7777 912︲7781

展示「縄文ムラの原風景」
4月10日（土）～6月27日（日）
800円
野島青少年研修センター	 	
782︲9169 701︲9599

夏期宿泊利用抽選会
7月23日～8月31日宿泊分｡ 市内で活
動する20人以上の青少年団体､ 青少
年指導者･育成者団体
5月9日（日）
4月12日～5月8日に で
環境活動支援センター	 	 	
711︲0635 721︲6356

家族で学ぶ農体験講座
サツマイモ等野菜の植え付けから収
穫まで。小学生と家族、抽選30人。
費用等詳細は で
6月～12月の土曜9時30分～12時、
全6回
4月30日まで

横浜マラソン2021ランナー募集 新たな大都市制度
「特別自治市」を目指して

「横浜特別自治市
大綱」を改訂しました

3年に一度のダンスの祭典

D
ダ ン ス

ance D
ダ ン ス

ance D
ダ ン ス

ance @
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【募集期間】4月7日（水）～5月11日（火）
　申込み・詳細は、大会ウェブページを確認してください。
※申込多数の場合は抽選（ふるさと納税枠、チャリティ枠、オンラインマラソンを除く）
※「オンラインマラソン」は7月1日（木）募集開始（詳細は大会ウェブページで案内）
※今大会の参加にあたっては、パソコン、タブレット、スマートフォンなどのイン
ターネット環境が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

　2013年3月に本大綱を策定して以降
の大都市制度改革に関する国や本市な
どの動向を踏まえ、「特別自治市」制度※

の立法化に向けた国などへの提案や、実
現までの具体的なプロセスを明確にし
ました。
※現行の指定都市制度に代わり、原則として国
が担うべき事務を除く全ての地方事務を横
浜市などの大都市が一元的に担う制度

　詳しくはウェブページを確認してく
ださい。

　3年に一度、横浜で開催される日本最大級のダンスフェスティバル。
開催に先駆け、出演ダンサーや事業を募集します。

【日程】7月中旬～10月中旬の週末
【会場】市内の駅前広場や商業施設

などのオープンスペース
【応募締切】5月13日(木)まで

　イベント経費の一部を補助します。
【説明会】5月8日(土)13時30分から（事前申込不要）
【会場】市役所市民協働推進センター	スペースA・B
【応募締切】5月21日(金)まで

　イベント情報をウェブページ・SNSなどで発信します。	
【応募締切】9月30日(木)まで

　各応募の詳細は、ウェブページを確認
してください。

　エントリーに関する問合せは、「ローソンチケット
お問い合わせフォーム」から連絡してください。

種目
フルマラソン
女性ランナー優先枠

地元優先枠 横浜市民枠
神奈川県民枠

一般枠※1

ふるさと納税枠※2

チャリティ枠※3

チャレンジ枠※4

車いすチャレンジ
オンラインマラソン※5

横浜マラソン2021 検索

マラソン お問い合わせ ローチケ 検索
横浜特別自治市 検索

DDD横浜 検索

開催日：
10月31日（日）

8月28日(土)～10月17日(日)

※1	「女性ランナー優先枠」・「地元優先枠」の落
選者は、自動的に一般枠の抽選に移行

※2	市外に在住の人が対象
※3	【寄附先】	○社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団が運営す

る「横浜ラポール」	○神奈川県立こども医療センターの「かながわ県
立病院小児医療基金」

※4	ランニングなどのスポーツの習慣化を目的に、横浜マラソンへの参
加機会を提供する枠

※5	別途募集（詳しくは大会ウェブページを確認してください）

【問合せ】	横浜アーツフェスティバル実行委員会（文化観光局内）　 
 663-1365 663-1928

プロ・アマ不問オールジャンル

「横浜ダンスパラダイス」出演ダンサー募集 選考あり

「公募サポート事業」募集 選考あり

「パートナー事業」 募集 選考あり

【問合せ】	横浜ダンスパラダイス運営事務局（NPO法人アークシップ内）
　 323-9351 323-9352

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの予定などが変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018の様子
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【問合せ】	「みんなのおうちに太陽光」について	 事務局	（月〜金曜〈祝休日除く〉10時〜18時）	 0120-216-100　 0570-076-100（携帯電話·PHS）
	 	 （協定締結事業者：アイチューザー株式会社）
	 記事全体について	 温暖化対策統括本部調整課	 671-2623	 663-5110

【問合せ】	健康福祉局福祉保健課　 671-2387	 664-3622

みんなのまちは、あなたのアクションから

ふくまちガイド（横浜市福祉のまちづくり推進指針 改定版）を
策定しました
　本市では、「横浜市福祉のまちづくり条例」に基づき、福祉のまちづくりを推進しています。福祉のまちづくりとは、
ソフト（みんながお互いに交流し、支え合う）とハード（建物や道路などのバリアフリー化）の取組を一体的に進めるこ
とにより、誰もがあらゆる分野の活動に参加できるまちづくりのことです。例えば、困っている様子の人に声をかけ、
ちょっとした手伝いをするなど、日常の身近なところから誰もが参加できます。
　そこで、福祉のまちづくりを進めるうえでヒントとなる情報をまとめた「ふくまちガイド」〈横浜市福祉のまちづくり
推進指針（令和3年度～7年度）〉を作りました。ふくまちガイドをきっかけに、ちょっとしたことから始めてみませんか。
※「インクルーシブ」は、「全ての人が受け入れられ、参加できる」、「誰も排除しない（されない）」、  
「誰一人取り残さない」という意味合いで用いられます。 横浜市 ふくまちガイド 検索

【問合せ】	健康福祉局保健事業課　 671-2454	 663-4469

STOP！受動喫煙

子どもの周囲でタバコを吸わないで！
　子どもは受動喫煙による健康への影響が大きいため、特に配慮が必要です。

タバコをやめようと思ったら
横浜市禁煙情報サイト「禁煙NOTE」へ

詳しくは、ウェブページをご覧ください。 横浜市 受動喫煙防止 検索

み
な
さ
ん
へ
の
お
願
い 屋外では、公園の遊具周囲、学校などに接する道路、駅前など、

子どもの周囲で喫煙しないようご配慮ください。
家庭では、同居家族が受動喫煙の影響を大きく受けます。家庭内
での喫煙を控えるとともに、禁煙にチャレンジしましょう。

みんなが集まるほど安くなる

「みんなのおうちに太陽光」キャンペーン参加者募集！
　地球温暖化対策に貢献し、災害時の電気の確保にも
役立つ「太陽光パネル」と「蓄電池」の設置を希望する家
庭や個人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安い費用で購入・設置で
きる仕組みです。「太陽光パネル」、「蓄電池」のどちらか
片方だけの設置でもかまいません。また実際に購入するかは、事前のお見積りや現地調査・
最終のお見積りを確認しご判断ください。2020年に実施したキャンペーンでは、946世帯
に参加登録いただき、市場価格より平均約32％もお得になりました。

【対象者】市内居住者・個人事業者など
【登録期限】６月30日（水）まで
【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。

みんなのおうちに太陽光 かながわ 検索

インクルーシブな
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【問合せ】	市営バスの乗車券に関すること	 交通局自動車本部営業課	 671-3189	 322-3912
	 市営地下鉄の乗車券に関すること	 交通局高速鉄道本部営業課	 671-3175	 550-4181

【問合せ】	野毛山動物園　 231-1307	 231-3842

【問合せ】	交通局総務課　 671-3671	 322-3911

横浜市営交通は100周年を迎えました

横浜市営交通100周年 検索

野毛山動物園 検索

詳しくは横浜市営交通100周年記念ウェブサイトを確認してください。

記念展示
　横浜市営交通と横浜市の歴史を
分かりやすくデザインした大型の
年表を掲出し、横浜の街とともに
歩んできた市営交通の歴史をご紹
介します。
【期間】5月まで
【場所】横浜市役所2階

横浜市電保存館特別展示
　4月1日（木）から、横浜市電保存館では、
市電が走っていた頃の懐かしい横浜の写
真などの特別展示を実施するほか、市電
保存館公式YouTubeチャンネルでも発
信していきます。詳しくは横浜市電保存
館のウェブサイトを確認してください。
【場所】横浜市電保存館

100周年を記念した展示

　横浜市営交通は、1921年(大正10年)に
路面電車に始まり、バス・地下鉄の運行を
通じ、横浜の街の発展や市民の皆さんの生
活の足を支えてきました。
　この節目の機会に、100年を振り返る展示などを行い、感謝

の気持ちをお伝えします。
また、次の100年も安心
してご利用いただける交
通機関であり続けること
をお約束します。

市営地下鉄・市営バスの1日乗車券が
もっと便利になります

　バス1日乗車券、地下鉄1日乗車券、地下鉄・
バス共通1日乗車券の3種類が、新たに「my 
route」アプリで買えるようになります（ス
マートフォンの画面を見せて乗車します）。
【販売開始日】	4月17日（土）
my	routeで買える乗車券

みなとぶらりチケット、みなとぶらりチケット
ワイド、バス1日乗車券、地下鉄1日乗車券、
地下鉄・バス共通1日乗車券

　地下鉄1日乗車券、地下鉄・バス
共通1日乗車券が、地下鉄駅の券売
機などにてPASMO※で買えるよ
うになります（1日乗車券の情報が
PASMOに搭載されます）。
※有効な鉄道定期券・鉄道1日乗車券の情報

が搭載されているPASMOなどは除く。
※PASMOは株式会社パスモの登録商標

です。
【販売開始日】	4月17日（土）

販売終了のお知らせ
⃝紙の1日乗車券（バス1日乗車券、地下鉄1日乗車

券、地下鉄・バス共通1日乗車券）の販売を終了し
ます

※既にお持ちの紙の1日乗車券は、当面の間利用できます。
※紙の障害者割引1日乗車券の販売は継続します。
⃝バス車内での、みなとぶらりチケットの販売を終

了します
※駅や観光案内所、定期券発売所などの窓口では、販売を

継続します。
【販売終了日】	5月31日（月）

横浜市交通局 1日乗車券 検索

　詳しくはウェブページを確認してください。

スマートフォンアプリ「my route」 IC1日乗車券

野毛山動物園開園70周年記念
　横浜の中心部に位置する身近
な動物園として皆さんに親しまれ
ている野毛山動物園は、今年で
開園70周年を迎えます。
　さまざまな記念イベントを企画
していますので、ぜひご一緒に
野毛山動物園の70周年をお祝い
ください。

70周年記念	イベント
⃝園内記念パネル展の開催
⃝野毛山動物園の歴史について動画配信
⃝70周年記念動画配信
⃝園内の各所に設置されたロゴマークをフォトスポット

として楽しむ「あちこち70周年」
⃝西区、中区での巡回パネル展の実施（6月予定）
　ほかにも、さまざまなイベントを実施します。

　その他のイベント情報など、詳しくはウェブページを確認してください。

▲70周年記念ロゴをつけた市営バス
も運行中！

▲アミメキリンの「モミジ」

横浜市電保存館で
学べる市電の歴史を
ウェブで紹介しています。

▲1930年頃の本町通りと市電（横浜都市発展記念館所蔵）




