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⃝5月号は、4月9日時点の情報に基づき作成しています。⃝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。⃝開館時間や休みなどは各問合先に確認してください。
⃝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。

誰もが安全・安心に暮らせるまちのために
　新年度がスタートして1か月が経ちました。進学や就職で、この春から横浜での生活を始めた方も多くいらっしゃると
思います。
　地域にお住まいの皆様が安全に安心して暮らせるよう、防災訓練、防犯パトロール、まちの美化活動、子どもたちの
登下校や高齢者の方の見守りなどに取り組み、お祭りや運動会などの催しを通じて交流を深めていただいているのが、
自治会町内会の皆様です。大地震の際、避難生活を送る場となる地域防災拠点も、地域の皆様が運営の中心を
担っています。また、感染症対策として、オンラインを活用したイベントや会議も行われています。
　地域活動に参加することで、まちをより深く知ることができ、地域への愛着も生まれます。対面コミュニケーションが

とりづらい状況ですが、地域の皆様が絆を育み、安全・安心に暮らせるよう、横浜市も、
皆様の取組をしっかりとお支えしてまいります。
　4月から、高齢者施設で新型コロナウイルスのワクチン接種を開始しました。「集団接種」は
5月17日の週から、「個別接種」は6月以降に開始する予定です。接種券は、4月下旬以降、
80歳以上の方から順にお送りします。
　コロナ禍での厳しい状況が続きますが、これまでの対策を通じて、私たちは既に多くの
ノウハウを学んでいます。市民の皆様には、感染リスクが高まる場面を避け、基本的な
感染症対策の徹底をお願いします。お一人おひとりの対策が、平穏な日常と街の賑わいを
取り戻すことにつながります。横浜市は、令和3年度も「くらし・経済対策」をはじめ、低所得の
子育て世帯の皆様への追加支援など、必要な施策をしっかりと進めていきます。引き続き、
感染症対策の徹底と経済再生の実現に、全力を尽くしてまいります。

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。

　広報よこはまの紙面で掲載しきれ
なかった情報や写真、現地リポート
などをウェブ限定で紹介しています。

広報よこはまPlusはこちらから▲ カタログポケット公式サイトはこちらから▲

　広報よこはま市版は無料アプリ「カタログポケット」で閲覧
できます。音声読み上げや多言語に対応しています。
※引き続きウェブでも閲覧できます。

横浜市コールセンター
664-2525 664-2828  

各種手続・窓口案内・市営交通の案内など
（毎日8時～21時）

「もっと知りたい！」は広報よこはまPlusで 電子ブック版「広報よこはま」をアプリで閲覧できるようになりました

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）。

検索横浜市コールセンター

人口：3,776,146人　世帯数：1,762,920世帯
横浜市データ(2021年4月1日現在)

※令和2年国勢調査人口速報集計結果による推計です（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

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。

「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

自分の体調を把握しましょう

感染拡大を食い止めるため、協力をお願いします。

屋外でも
人が密集する場所は避ける

屋外でも、マスクなしで会話する
時や、沿道に密集し、大声を出す
場面などでは、飛沫感染する可能
性があります。 できるだけ人が少ない道
や時間を選ぶなど、人混みを避けましょう。

マスクを着用していても、
大声での会話や歌唱などは控える
マスクによる予防・飛沫防止効
果は完全ではありません。特に
エレベーター内や車両内など、
仕切られた空間での会話など
は控えめにしてください。

キャンプやBBQなど、家族や
いつも一緒にいる人以外との
長時間に及ぶ飲食は控える

屋外で飲食する時は、消毒スプ
レーなどを使用して手を清潔に
保ち、食器などの共用やコップの
回し飲みは避けましょう。

飲酒を伴う宴会は控える
酔いが回ると感染対策
への集中力が続きにく
く、大声での会話、マス
クを着用せず会話をす
るなど、感染リスクが
高まります。

　暖かくなり、お出かけ日和のさわやかな
季節がやってきましたが、社会生活と感染
対策の両立のためには、今まで以上に一人
ひとりの協力が必要です。外出時は、マス
クの着用などによる飛沫対策や、手指を清
潔に保つなど、感染対策の徹底をお願いし
ます。
　また、各自治体の感染状況により、外出
自粛要請がある場合は、不要不急の外出
は避けてください。

外出時は発熱、咳、のどの痛みなど体調不良がないか確認し、少しでも
不調に感じるときは外出を控えましょう。

検索横浜市 推計人口・世帯
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新型コロナウイルス
ワクチン接種について

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給事業

　市民の皆様のワクチン接種に向けて、市内各所で接種できるよう
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、横浜市ウェブページ
または厚生労働省ウェブページを確認してください。

4月14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

　接種券などを同封した個別通知を発送します。
　なお、個別通知には、次の書類を同封しています。
※通知がお手元に届くまで、発送日から数日程度要する見込

みです。

⃝接種を受けるにはインターネットまたは電話から予約が必要です。
⃝個別通知に同封されているお知らせに沿って予約してください。
⃝予約は５月3日午前9時から受付を開始する予定です。

⃝事前に予診票を記入してください（会場での案内がスムーズです）。
⃝体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種

を控え、「個別通知に記載の予約用の電話番号」へ連絡してください。
⃝会場には肩を出しやすい服装で来てください。

⃝接種は無料で受けられます。

個別通知を受け取る

接種を受ける日時・場所を予約する

接種を受ける準備をする（接種当日）

会場で接種を受ける

当日の
持ち物

接種券／記入済みの予診票／本人確認書類（マイナン
バーカード、健康保険証、運転免許証等）

■集団接種（公会堂やスポーツセンター等の特設会場）
　国から示された5・6月のワクチン供給
情報を踏まえて、5月17日の週から開始
します。
■個別接種（病院や診療所）
　6月以降に開始予定です。

　横浜市では次の会場で集団接種を実施します。居住区
以外の会場でも接種を受けることができます。会場は、
順次拡充する予定です。

鶴見区 鶴見公会堂
神奈川区 神奈川公会堂
西区 西公会堂・西地区センター
中区 技能文化会館・中スポーツセンター
南区 南公会堂
港南区 港南スポーツセンター
保土ケ谷区 保土ケ谷スポーツセンター
旭区 旭スポーツセンター
磯子区 磯子スポーツセンター
金沢区 金沢地区センター
港北区 港北公会堂
緑区 緑公会堂
青葉区 青葉公会堂・青葉スポーツセンター
都筑区 都筑公会堂
戸塚区 戸塚スポーツセンター
栄区 栄スポーツセンター
泉区 泉公会堂
瀬谷区 瀬谷スポーツセンター

※会場にはなるべく公共交通機関でお越しください

　集団接種会場でのワクチン接種を受ける流れは次のとおりです。

検温・受付 予診票の
チェック

医師による
予診 ワクチン接種 経過観察

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期
化する中で、低所得のひとり親世帯の生活を支援
するため、子育て世帯生活支援特別給付金（ひと
り親世帯分）を支給します。
※ひとり親以外の世帯については、別途実施予定です。

⃝支給額は児童1人につき、５万円
⃝2021年４月分の児童扶養手当の支給を受けている人は申請不要です。
（その他のひとり親世帯については申請が必要です。）

※申請に際しては審査があります。詳しくはウェブページを確認してください。

個別通知の発送日

接種までの流れ

高齢者接種の開始について

集団接種会場

集団接種会場での接種の流れ

発送日 対象者
４月23日（金） 80歳以上
４月30日（金） 75歳以上
5月10日（月） 70歳以上
5月14日（金） 65歳以上

1

2

3

4

1 2 3 4 5

ワクチン接種券在中

⃝ワクチン接種のお知らせ　　　⃝ワクチン接種券　 
⃝予防接種についての説明書　　⃝予診票 

事前予約制

【問合せ】	子育て世帯生活支援特別給付金　横浜市コールセンター（2022年3月31日まで）	 	 	 	 	 	 	 	
	 0120-694281（月~金曜〈祝休日除く〉9時~17時）	 641-8424

横浜市 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 検索
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　4月1日から、電話以外の問合せ手段として横浜市
ウェブページ※でAIチャットボットをはじめました。
AIチャットボットは「住まい・暮らし」、「戸籍・税・保険・
マイナンバー」、「子育て・教育」、「健康・医療」、「福祉・
介護」、「市営交通」および「公共施設」など、市政全般に
関することについて回答できます。
※5月1日時点：市役所トップページ、各区役所トップページ、

交通局トップページなど

【問合せ】	広報よこはまPlusとカタログポケットについて	 市民局広報課	 671-2332	 661-2351
	 横浜市AIチャットボットについて	 市民局広聴相談課	 671-2117	 663-3433

　広報紙をパソコンおよびスマート
フォンアプリで閲覧できる無料サービ
スです。多言語への自動翻訳機能や、
音声読み上げ機能、文章を読みやすく
するポップアップ機能などがあります。
　ぜひカタログポケットで「広報よこ
はま」と検索してください。
※「広報よこはま」は毎月1日に更新予定です。

「もっと知りたい！」は 広報よこはまPlusで

横浜市AIチャットボットを
活用してください

いつでもどこでも広報よこはまが読めるウェブサービス カタログポケット

　毎月、広報よこはまの紙面で紹介しきれなかった情報や写真、
現地リポートなどをウェブ限定で公開しています。
ぜひ紙面とあわせてお読みください。

インターネットを活用した横浜市のコンテンツを紹介します

カタログポケット 検索

広報よこはまPlus 検索

このロゴマークが
目印です

　昨年の5月から9月にかけて、熱中症で搬送された人は市内
で1,284人でした。梅雨が明けて、急に気温が上昇すると、熱
中症が疑われる症状で救急搬送される人が多くなる傾向に
あります。夏を涼しく過ごせるような工夫や、こまめな水分補
給、涼しい場所での休憩を心がけ、熱中症を防ぎましょう。

⃝のどが渇かなくても水分補給が必要です。
⃝暑さに対する感覚機能が低下

しているため、部屋の温度を
こまめに確認し、エアコンな
どを上手に活用しましょう。

　気温・湿度が高い中でのマスク着用や、マスクを着用しながら
の運動などには注意が必要です。屋外で人と十分な距離（2ｍ以
上）を確保できる場合は、マスクを外して熱中症を防ぎましょう。

⃝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。

⃝晴れた日には、地面に近いほど気温が
高くなるため、幼児は大人よりも暑い
環境にいます。

⃝幼児は体温の調節機能が十分に発達
していないので、注意が必要です。

⃝気温が高い
⃝風が弱い
⃝湿度が高い
⃝急に暑くなった

⃝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。

熱中症を予防する4つの対策

涼しい服装、
日傘や帽子

日頃からの
健康づくり

高齢者の注意点

マスク着用による熱中症に気を付けましょう

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！

熱中症になったときは

幼児は特に注意！ こんな日は熱中症に注意！

こまめな水分補給 部屋の
温度管理

熱中症を予防しましょう！

【問合せ】消防局救急課　 334-6413	 334-6785　または　健康福祉局保健事業課　 671-2451	 663-4469

横浜市救急受診ガイド 検索

2m以上

2m以上 2m以上
2m以上

2m以上

2m以上

2m以上

2m以上

たくさん汗を
かいた時はス
ポーツドリン
クなどで塩分
も補給

2m以上

救急車を呼ぶか
迷ったときは

横浜イノベーションＩＲに関する

特別対談や有識者インタビューの動画を公開しています
●特別対談
　慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授の岸 博幸さんと横浜市副市長
の特別対談動画を公開しています。現在、そして将来の経済に関することや、海外の
ＩＲ施設に関することなど、さまざまなテーマで話をしていただいています。
●有識者インタビュー
　横浜国立大学名誉教授の川添 裕さんへのインタビュー動画を公開しています。
横浜で実現を目指しているＩＲをどう見ているのか、また、学生と接してきた中で、
学生はＩＲをどう見ているのかなど、話をしていただいています。

【問合せ】	都市整備局ＩＲ推進課　 671-4135	 550-3869

公式
ウェブサイト

横浜ＩＲ ウェブサイト 検索

公式
Facebook

横浜ＩＲ Facebook 検索

　動画は、横浜市ウェブページや横浜イノベーションＩＲ
公式ウェブサイト、公式Facebookで公開しています。

▲「カタログポケット」
のアプリアイコン

❶アプリを起動してメニュー
の「検索」をタップし、キー
ワードに「広報よこはま」と入
力して検索します

❷閲覧したい号の広報
よこはまをタップすると
閲覧できます

❶「AIチャットボッ
トに質問」をタップ
（クリック）します

❷「チャットをはじ
める」を選択します

❸知りたい情報をメッ
セージ欄に直接入力
するか、質問項目を選
択してください
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ま ち
美

の
化 町内会掲示板

広 報

町内会掲示板

防 犯

【問合せ】	市民局地域活動推進課　 671-2317	 664-0734

誰もが住みよいまちに

助け合い、支え合う
自治会町内会

地域の絆を深めるこんな活動も

　自治会町内会は、地域の皆さんの安心で快
適な生活のために、幅広い活動に取り組んで
います。
　日頃、何気なく目にしているいろいろな風景
の中に、実は自治会町内会の活動によってもた
らされていることがあります。
　誰もが住みよく、より良いまちにするため
に、自治会町内会の活動を知ることから始めて
みませんか。
※活動の内容は自治会町内会によって異なります。

　コロナ禍では、避難先を分散して避難所の
「密」を避けることが大切です。住民のみなさ
んが感染症を恐れて避難をためらうことがな
いよう、町内会館を避難所として開設する体
制を整え、感染症を踏まえた避難所運営をす
るためのマニュアルや備品も準備しました。
　また、自宅で避難生活を送る人を地域で把
握することも重要です。在宅避難者の安否確
認として、各家庭が「わが家は大丈夫！」の黄色いリボンを掲げる訓
練には、９割以上の会員が参加してくれました。

　ライフスタイルが大きく
変わり不安が広がる世の中
でも、「向こう三軒両隣」の
精神で支え合えるのが自治
会町内会の強みだと実感し
ています。いざというとき
こそ地域のつながりが力を
発揮します。

自治会町内会への加入に関する問合せは、居住区の地域振興課へ連絡してください。
鶴見区 510-1687 中区 224-8131 保土ケ谷区 334-6303 金沢区 788-7802 青葉区 978-2291 栄区 894-8391

神奈川区 411-7087 南区 341-1235 旭区 954-6091 港北区 540-2235 都筑区 948-2474 泉区 800-2391

西区 320-8387 港南区 847-8391 磯子区 750-2391 緑区 930-2232 戸塚区 866-8412 瀬谷区 367-5691

　毎年、3,000人以上が参加する夏祭
りなどのイベントを通じ、地域の交流を
深めていましたが、コロナの影響で開催
できませんでした。そこで、少しでも地
域の皆さんが明るい気持ちになれるよ
う、日頃から協力してまちづくりに取り
組んでいる「丸山台いちょう坂商店会」
とともに、上永谷駅前の藤棚でイルミネーションを実施しました。
　藤棚は長年親しまれてきましたが、ここ数年咲かず、寂しいという
声があったため、藤の花をイメージした紫の光を使い、藤棚を復活さ
せました。点灯式では、コロナ禍で披露の場がなくなってしまった、小

学生による合唱や、中学生による
ハンドベルと吹奏楽の演奏が行
われ、イルミネーションに花を添
えてくれました。
　今後も、高齢者から若者まで、
みんなが地域でつながる、明る
いまちづくりに取り組んでいき
ます。

▲長沼町内会会長の毛利さん

▲丸山台自治会会長の阿曽さん（右）と丸山台
いちょう坂商店会会長の本間さん（左）

▲安否確認のリボン ▲上永谷駅前イルミネーション※現在は行われていません。

町内会掲示板

ごみ集積所の管理やダンボールなどの資源
ごみを集団回収しています。また、まちの花
壇を美しい花で飾ったり、落ち葉などを清掃
しているのも自治会町内会です。

ごみの出し方、子育てサロンの情報など、地
域の耳より情報を掲示板などで発信してい
ます。また、毎月の「広報よこはま」や「議会だ
より」も自治会町内会が配布しています。

町内会掲示板

見 守 り

自分たちのまちは、自分たちで守る。安全で
安心なまちのため、防犯パトロールに取り組
んでいます。夜道を照らす、防犯灯の点検も
行っています。

防 災

災害用の備蓄や防災訓練の実施など、災害
時に地域で助け合えるよう備えています。
いざというときこそ、地域のつながりが力
を発揮します。

登下校時の子どもの見守りや一人暮らしの
高齢者への声掛けなどを行っています。地域
ぐるみで交わすあいさつが、まちに元気を与
えてくれます。

町内会掲示板

長沼町内会栄 区 丸山台自治会南港 区

地域のつながりで災害に備える イルミネーションで地域を明るく
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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、事前に問合先へ確認してください。

よこはま教師塾	アイ･カレッジの塾生
選考80人。詳細は で

7月14日まで
教育委員会教職員育成課（ 411-
0516 411-0533）
介護保険運営協議会委員

各選考。40～64歳1人､ 65歳以上2人。
8月から3年間。詳細は で

5月31日まで
健康福祉局介護保険課（ 671-4252 

550-3614）
ヨコハマ･りぶいん	空家待ち登録者

ファミリー向け賃貸住宅。詳細は問合せを
5月13日～27日
ジェイエーアメニティーハウス（
435-9419 435-9418）か建築局住
宅政策課（ 671-4121）
高齢者向け優良賃貸住宅		 	
空家待ち登録者

市認定の民間住宅。60歳以上。緑区
1物件。詳細は問合せを

5月13日～27日
ジェイエーアメニティーハウス（
435-9419 435-9418）か建築局住
宅政策課（ 671-4121）
横浜･人･まち･デザイン賞

まちづくり活動、まちの個性となる景観
を表彰。詳細は で

6月30日まで
都市整備局地域まちづくり課（
671-2696 663-8641）

福祉・高齢
高齢者優待入浴券の配布

65歳以上。配布数に限りあり。詳細は問
合せを

6月･9月･12月･2022年3月の初旬
市浴場協同組合に加入の銭湯
健康福祉局高齢健康福祉課（ 671- 
3920 550-3613）
横浜医療福祉センター港南	入所者募集

在住か市内から他都市施設等に入所
中の重症心身障害児者

2022年4月以降
居住区の福祉保健センター･児童
相談所（18歳未満のみ）か、こども青
少年局障害児福祉保健課（ 671-
4274 663-2304）
障害者パソコン講習会	
①ワード基礎②エクセル基礎
15歳以上（中学生除く）の肢体･内部･精
神･聴覚等障害者でタイピングができ
る人、各抽選4人｡詳細は問合せか で

各13時～16時､全4回   
①6月7日（月）･9日（水）～11日（金）  
②6月22日（火）～25日（金）

横浜ラポール
3,200円
5月20日まで
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）
中央職業訓練校	7月生募集
①パソコン実務科
②OA経理科（初級）､医療･介護事務
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20人｡費用等詳細は5月7日から で

①7月～9月②8月～11月
6月23日まで

▷説明会 5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）
「広報よこはま」点字版･録音版
視覚障害者向けに市版の点字､市版･
各区版のCD､市版と南北各9区分のデ
イジーを郵送

で市民局広報課（ 671-2332
661-2351）

講演・講座
こころの健康相談センターから
①依存症家族教室
②③依存症回復プログラム
要事前申込。詳細は で

①2022年3月まで月1回。各14時～
15時30分②6月～8月の月曜14時～
16時､全8回③6月～2022年2月の
第1水曜14時～16時､全8回
問合先ほか
こころの健康相談センター（ 671-
4408 662-3525）
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12人

各コース火･水曜､全2回  
①6月8･9日の13時30分～16時  
②6月15･16日の9時45分～12時15分          
③6月15･16日の13時30分～16時
①5,528円②③5,550円
5月19日までに で会場のシルバー
人材センター（ 847-1800 847-1716）
インターンシッププログラム1期生募集

各選考12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

6月4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）

催 し
青少年のための音楽会	横響
｢三重協奏曲｣（ベートーヴェン）ほか

6月16日（水）19時～21時

県立音楽堂
1,000円。5月11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）
ミュージック･マスターズ･コース･	
ジャパン	演奏会	市民招待

未就学児入場不可｡抽選100人｡詳細は で
7月4日（日）14時～16時
県民ホール
5月28日まで
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

履歴書･職務経歴書複数持参（複写可）｡
詳細は で

5月15日（土）10時～13時（受付は12時
30分まで）･14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）
親子風力発電所見学会

小中学生と保護者、抽選各20組
6月6日（日）10時･11時20分
ハマウィングと市役所アトリウム
5月20日までに で
環境創造局環境エネルギー課（
671-2681 550-3925）
市民クルーズ	飛鳥Ⅱ
①横浜･神戸ワンナイト②夏の鳥羽
各抽選。①15室②17室｡①横浜港発神
戸港着②横浜港発着。詳細は5月6日か
ら で

①6月22日（火）～23日（水）  
　　②7月10日（土）～12日（月）

大人1人｡①54,000円～②107,100円～
取扱旅行会社	   
①5月28日まで②5月31日まで
港湾局客船事業推進課（ 671-
7272 201-8983）

お知らせ

財政局取得処分課☎671-2264
価格等詳細は５月中旬から
市 有 地 公 募 売 却

横浜市 市有地売却 検索

令和3年度軽自動車税（種別割）	 	
①納付期限②納付方法

①5月31日（月）まで｡納税通知書は5月6
日発送予定②スマートフォン決済､クレ
ジット納税､ぺイジー納付
居住区の区役所税務課か､財政局
①税務課（ 671-2253 641-2775）
②徴収対策課（ 671-2255 641-
2775）
国民年金保険料	学生納付特例

前年所得が一定額以下の学生｡継続
希望者も手続を
《申請書が送られてきた人》 必要事
項を記入等して郵送

 《申請書が送られてこない人》 学生
証か在学証明書と､マイナンバー

カードか年金手帳を持参し､居住区
の区役所保険年金課
申込先か健康福祉局保険年金課	

（ 671-2418 664-0403）
市民活動保険

市内で活動するボランティアへの補
償制度｡事前の登録手続不要。詳細は
リーフレット（区役所総務課で配布）
か で
市民局地域活動推進課（ 671-3624 

664-0734）
人権擁護委員による特設人権相談

先着3人
6月1日（火）10時30分～16時
5月11日から で会場の市役所市民
相談室（ 671-2306 663-3433）
国民健康保険の特定健診

2021年4月1日時点で加入している40～
74歳へ案内と受診券を5月中旬送付

2022年3月31日（木）まで
協力医療機関
専用ダイヤル（ 664-2606 663-
4469）
市立図書館の休館

全館＝5月6日（木）
旭･神奈川･都筑＝5月25日（火）～27日（木）
泉･磯子･港南･中＝6月8日（火）～10日（木）
中央図書館（ 262-7334 262-0052）
横浜みなと博物館と	 	 	
柳原良平アートミュージアムの休館

6月上旬～2022年春
横浜みなと博物館（ 221-0280
221-0277）
フォーラム南太田	全館休館

10月1日（金）～2022年1月31日（月）
男女共同参画センター横浜南（
714-5911 714-5912）
環境アセスメント図書の縦覧

（仮称）中区海岸通計画	計画段階配慮書
環境情報提供書の提出は問合先へ

5月14日（金）～28日（金）（予定）
中区役所企画調整係､問合先で
環境創造局環境影響評価課（
671-2495 663-7831）
市民意見募集	
公衆浴場法施行条例の一部改正（案）
資料の閲覧･配布は期間中､市役所市
民情報センター､区役所広報相談係､
問合先で。 からも可

5月11日～6月9日
健康福祉局生活衛生課（ 671-2456 

641-6074）
国民生活基礎調査に協力を

6月15日までに対象地区の1,850世帯
へ調査員証をつけた調査員が訪問
健康福祉局保健事業課（ 671-
2451 663-4469）
市民意識調査に協力を

18歳以上､5,000人へ調査票を5月下旬
に送付、郵送かインターネットで回答
政策局政策課（ 671-2028 663-
4613）

募 集

横浜市看護職員 採用

横浜市立病院
看護職員募集

市民病院  脳卒中・神経脊椎センター
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5月は「自転車月間」です

自転車保険に加入しましょう！
サポカー補助金制度を
活用しましょう！

　神奈川県条例により、自転車保険への加入が義務付けられています。1億
円近い高額賠償事例も発生していますので、自転車に乗る人は必ず保険に
入りましょう。また、自転車に乗る時はルールを守りましょう。

※保険料及び補償内容は保険会社により異なります。横浜市
ウェブページに連携事業者による自転車保険一覧を掲載し
ていますので参考にしてください。なお、火災保険や自動車
保険の特約で付帯していることもあります。

　対象は65歳以上の高齢運転者（高齢運転者を雇用する事業
者含む）です。より安全な自動車利用のために、補助金制度を活
用し、サポカーの購入や後付けのペダル踏み間違い急発進抑制
装置を取付けましょう。
　申請方法、対象車種などの詳細は、次世代自動車振興セン
ターに問い合わせてください。
※サポカーとは、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進抑制

装置などの先進安全技術を搭載した車のことです。

【問合せ】	道路局交通安全・自転車政策課　 671-2323 663-6868 【問合せ】	次世代自動車振興センター 0570-058-850

横浜市 自転車保険 検索

横浜市営バス

バス利用特典サービスの終了について
　PASMO・Suicaを対象に市営バスで実施して
いる「バス利用特典サービス」は、令和3年6月1日

（火）から、特典バスチケットの付与を終了します。
　終了までに付与された特典バスチケットは、付
与日から10年間有効です。今後は、市営バス全線
定期券や１日乗車券を利用してくだ
さい。詳しくは、ウェブページを確認
してください。

バス特…PASMO・Suicaを利用してバスに乗ると
バスポイントがたまり、ポイントに応じてバスチ
ケットが付与されます。次の乗車時に自動的にその
チケット分が運賃から割り引かれるサービスです。

※「PASMO」「モバイルPASMO」は株式会社パスモの登録商標です。「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「Apple Pay」はApple Inc.の商標です。

スマホひとつで、ルート検索・チケット決済

24時間、いつでも、どこでも。
市営バスの全線定期券が、
お手持ちのモバイル端末に。

24時間、いつでも、どこでも。
市営バスの１日乗車券が、
お手持ちのスマートフォンに。

【問合せ】	横浜市コールセンター　 664-2525 664-2828 【担当課】交通局自動車本部営業課

横浜市交通局 バス特 検索

【問合せ】	健康福祉局 こころの健康相談センター  依存症相談について　 671-4408　　記事内容について　 662-3543 662-3525

依存症 横浜市 検索

5月14日～20日は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」

ギャンブル等依存症について考えてみませんか？
　競馬・競輪などの公営競技やぱちんこが原因で生活に支障が出ていませんか。それは、本人
の意思の弱さや我慢不足が原因ではなく、ギャンブル等の依存症かもしれません。依存症は
回復することができる「病気」です。自分自身や身近な人のギャンブル等の問題で悩んでいる
人は、気軽に相談してください。

※センターでは家族教室や依存症回復プログラムも実施しています。詳しくはウェブページを確認してください。

■依存症個別相談（電話・面接相談）面接相談は予約制
横浜市こころの健康相談センター（横浜市依存症相談拠点） 671-4408
【日時】月～金曜（祝休日除く） 8時45分～17時
■各区精神保健福祉相談 予約制

詳しくは居住区の高齢・障害支援課へ問い合わせてください。
【日時】月～金曜（祝休日除く） ８時45分～17時

■こころの電話相談　 662-3522
【日時】月～金曜  　　　17時～21時30分
　　　土・日曜・祝休日  8時45分～21時30分
相談時間は約20分です。原則として継続相談は受けていません。

　２個以上当てはまる人は、ギャンブル等依
存症の可能性があります※

※Lesieurらの研究結果（1987年）をもとにRoomらが
作成（1999）。日本語訳：こころの健康相談センター

　過去12か月であなたに当てはまる項目に
チェックを入れてください。

ギャンブル等依存症チェックリスト

ギャンブル等で予定以上の金額・時間
を費やしてしまったことがある
あなたのギャンブル等を周囲の人から
批判されたことがある
お金を巡る口論は、主にあなたのギャン
ブル等に関することだ
自分のギャンブル等について罪悪感を
感じたことがある
ギャンブル等で負けているのに、勝って
いると主張したことがある

依存症に関する
相談窓口

日々のストレスに
よる悩みなど
こころの健康に
関すること

令和3年度適用の個人住民税に関する税制改正
給与所得控除等から基礎控除への振替 公的年金等控除の改正

給与所得控除の改正
所得金額調整控除の新設

【問合せ】	居住区の区役所税務課または財政局税務課　 671-2253 641-2775

横浜市 住民税 税制改正 検索

　給与所得控除及び公的年金等控除を
10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10
万円引き上げました。

⃝公的年金等収入が1,000万円超の人の控除額に上限を設けました。
⃝公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の人の控除額を引き下げました。

　給与収入が850万円超の人の控除額を
195万円に引き下げました。

　子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除を新設しました。
そのほか、ひとり親に対する税制上の措置などについて改正しています。

　控除額などの詳細は、ウェブページを確認してください。

 パソコン・スマートフォンを
　利用している人はこちら▶
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よこはまシニア通信

市内在住の65歳以上の人は、「高齢者優待入浴券」を使ってみませんか。詳しくは今月の「はま情報」を確認してください。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の

首都高速道路の料金施策について

介護保険負担限度額認定証の交付要件などの見直しについて
介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・部屋代の助成制度が令和3年8月1日から変わります

入門的研修・介護職員初任者研修 受講生募集

負担限度額認定の預貯金要件の見直し

主な対象者 預貯金等（配偶者がいる場合）
７月まで ８月以降

世帯全員が市民税非課税
本人の年金収入金額等が80万円以下

1,000万円（2,000万円）以下
650万円（1,650万円）以下

本人の年金収入金額等が80万円超120万円以下 550万円（1,550万円）以下
本人の年金収入金額等が120万円超 500万円（1,500万円）以下

※年金収入金額等＝公的年金収入額＋非課税年金収入額＋その他の合計所得金額

食費の負担限度額の見直し

主な対象者 施設入所者 ショートステイ利用者
７月まで ８月以降 ７月まで ８月以降

世帯全員が市民税非課税
本人の年金収入金額等が80万円以下 390円 390円 390円 600円
本人の年金収入金額等が80万円超120万円以下 650円 650円 650円 1,000円
本人の年金収入金額等が120万円超 650円 1,360円 650円 1,300円

※部屋代の負担限度額は変更ありません

【応募条件】介護分野に関心があり、介護サービス事業所など
への就職を希望する人

【定員】選考各40人。令和3年度中に入門的研修(2回)及び介
護職員初任者研修(3回)を開講

【費用】無料（交通費は自己負担）
【申込方法】ウェブページまたは電話で問合せ先へ

　研修修了後、市内の介護サービス事業所
などへの就業支援をします。

　認定証更新のお知らせは５月中旬に、４月末時点で認定証を持っている人に送付します。更新を希望する場合は、６月21日（月）までに手続をしてください。

【問合せ】	2020料金上乗せ 対象外申請窓口　 03-6627-6319 03-5388-1354

【問合せ】	健康福祉局介護保険課　 671-4253 550-3614 または居住区の区役所保険年金課

【問合せ】	研修について  公益社団法人 横浜市福祉事業経営者会　 846-4649 840-5816
 この記事について  健康福祉局高齢健康福祉課 671-3920 550-3613

横浜市福祉事業経営者会 検索

【研修期間】	▶介護職員初任者研修（第1回）：7月1日（木）~ 9月1日（水）
 ▶入門的研修（第1回）：7月20日（火）~ 8月4日（水）
 ▶入門的研修（第2回）：8月19日（木）~ 8月31日（火）
※上記以降の研修日程、及び募集期間については、ウェブページに掲載予定です。
【研修場所】ウィリング横浜（港南区上大岡西1-6-1）ほか

　大会期間中、首都高速道路では夜間の料金割引および日中時間
帯の料金上乗せが実施されます。

時間帯 料金 対象

夜間割引（首都高全線） ０時～4時 5割引き ETC搭載車

料金上乗せ（都内区間）6時～22時 1,000円上乗せ マイカー等※

【期間】7月19日（月）~8月9日（月・祝）、8月24日（火）~9月5日（日）
※障害者手帳の保有者が運転・同乗する車両および福祉関係車両は、ETC搭載車に限り、

6月30日（消印有効）までに東京都へ申請することで料金上乗せの対象外となります。
申請書は各区役所高齢・障害支援課またはウェブページで配布します（オンライン申請
も可。「有料道路における障がい者割引制度」の適用を受けている車両は、申請不要）。

　詳しくは東京都又は首都高速道路のウェブページを確認してください。
2020 首都高手続き 検索
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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

広報テレビ番組 広報ラジオ番組 季刊誌

　市内在住･在学･在勤の人向
けに、主要有料公演のチケット
の先行抽選受付を開始します。
　チケット購入については
DDDチケットセンター（神奈
川 芸 術 協 会 内 ）　 453-
5080（平日10時～18時、土曜
10時～15時 日曜・祝日を除
く）へ問い合わせてください。

日本最大級のダンスフェスティバル Dダ ン ス

ance D
ダ ン ス

ance D
ダ ン ス

ance @
アット

 Y
ヨ コ ハ マ

OKOHAMA 2
ニーマルニーイチ

021

市民先行抽選受付開始
公演名 開催日・会場

横浜ベイサイドバレエ 8/28（土）、29（日） 象の鼻パーク 特設ステージ
TENDRE × yurinasia 9/2（木） 象の鼻パーク 特設ステージ
東京バレエ団 『白鳥の湖』 9/4（土） 神奈川県民ホール 大ホール
International Choreography × Japanese Dancers ～舞踊の情熱～ 9/18（土） 神奈川県民ホール 大ホール

『おさよ（落語版ジゼル）』 柳家花緑 × 東京シティ・バレエ団 9/23（木・祝） 神奈川県立青少年センター 紅葉坂ホール
エリア50代 9/23（木・祝）～26（日） KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ
DRAMATIC WORKS 『SITA YOKOHAMA』 9/25（土）、26（日） 関内ホール 小ホール
Noism Company Niigata × 小林十市 10/16（土）、17（日） KAAT神奈川芸術劇場 ホール

【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

受付期間：5月17日（月）～6月7日（月）

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、手指消毒や検温などの感染症対策にご協力をお願いします。

DDD横浜 検索

バラの見どころ　※写真は昨年の様子です。

　様々な見どころのほかにも、植物に関する講習会やガイドツアーを企画しています。

　　ローズフェアwith趣味の園芸　
　いろいろなバラを楽しめるほか、
バラ専門家のトークショーやフラ
ワーデモンストレーションなどを
行います。
※当日は入場制限をする場合があります。
【日時】5月12日（水）～16日（日）10時～18時 

（初日11時～、最終日～16時）
【会場】横浜市役所アトリウムほか

ガーデンネックレス横浜 検索

横浜ローズウィーク 検索

ガーデンネックレス横浜2021 
横浜ローズウィーク開幕

【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

5月3日（月・祝）～6月13日（日）

花と緑のスポットの
現地リポート記事はこちらから

初開催
入場無料

山手イタリア山庭園

リナルド エスプリ・ドゥ・パリ ジュール・ヴェルヌ

港の見える丘公園山下公園NEW

　詳しくはウェブサイト
を確認してください。


