
2021（令和3）年

No.868 毎月1日発行
6

⃝6月号は、5月13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。

ワクチン接種としっかりとした医療提供体制で
安全・安心な暮らしをお守りします
　4月以降、全国各地で「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」が講じられています。変異株感染者の割合は、
神奈川県内でも急増しており、依然として強い警戒が必要です。
　横浜市は、感染症対策の決め手となるワクチン接種を、5月から18区19か所の集団接種会場で開始しました。市内に
お住まいの約97万人の高齢者の皆様には、接種券の発送を終えています。今後、予約枠の拡大に伴い、予約がしづらい
状況は改善されていきますので、余裕をもってご予約いただきますようお願いいたします。
　横浜市は、希望されるすべての高齢者の皆様が７月末までにワクチン接種を受けられるよう、従来のチームを拡充し、

副市長をトップとする新たな特別チームを立ち上げ、全力で取り組んでいます。この最大の
プロジェクトの成功に向けて、今後、集団接種については16会場の追加と5会場の拡充をし、
大規模接種会場も設置するほか、1日あたりの接種回数を増やしていきます。身近な医療機関
で行う個別接種も、ご協力いただける病院や診療所をさらに増やしていきます。
　急激な感染拡大に備え、医療提供体制もしっかりと整えています。陽性患者さんのための
病床は、第3波ピーク時の入院患者数の約2倍となる554床を確保しました。その他、感染を
疑う患者さんや症状が軽快した患者さんのための病床も含め、全体で925床を確保しています。
また、医師の皆様のご協力により、横浜市感染症・医療調整本部「Y–CERT」を中心に、入院・
転院や搬送の調整を円滑に進め、通常医療と感染症医療を両立させています。
　今後も、国や県、医療機関の皆様と緊密に連携し、市民の皆様の命と暮らしをお守りし
ていきます。そして、長引く時短営業で大変厳しい状況にいらっしゃる飲食店など事業者の
皆様にも寄り添い、しっかりとお支えしてまいります。

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。

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）

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：3,780,273人　世帯数：1,767,339世帯
横浜市データ(2021年5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

検索横浜市 推計人口・世帯

　市政に関するお知らせを受け取れる
ほか、粗大ごみの申込みや道路の損傷
通報などのサービスを利用できます。

友だち登録はこちらから▲ カタログポケットについてはこちらから▲

　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。

横浜市LINE公式アカウント 広報よこはまをアプリやウェブで閲覧できます

　新型コロナウイルス感染症の感染原因は、「咳やくしゃみ、
会話・激しい呼気（歌唱を含む）に伴う飛沫感染」や、「手指
についたウイルスによる接触感染」が中心といわれています。
　ウイルスは、目に見えませんが、体内への入り口は、目・鼻・
口の粘膜です。見えない敵の侵入を防ぐためには、手洗い・
マスクの着用・３密を避けるなどの基本的な感染対策が極め
て重要です。

⃝マスクを着用した
状態での激しい運
動は避けましょう。
※人と十分距離が取れる場所で、適切に
換気をしながら運動することは健康
にも役立ちます。

⃝こまめに水分を補給しましょう。
※水分補給時に会話をすることは避け
ましょう。

⃝複数の人がいる空間では、エアコ
ンなどを活用しながら、適切な換
気を心がけましょう。

　ワクチン接種も始まっていますが、感染拡大を抑え
込むには時間が必要です。社会生活と感染拡大防止
の両立のため、一人ひとりのより一層のご協力をお願
いします。もしウイルスに感染しても、大切な人のた
めに「うつさない・拡げないための思いやり」を心が
けてください。
　また、自治体の感染状況により外出自粛などの要請
が出ている場合は、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。

マスク着用時の熱中症に
気を付けましょう

ウイルスに変異が出ても、
基本的な感染対策は効果的です

　 マスク着用の目
的は、「自分や周り
の人を、互いに飛沫
から守ること」や、
「口や鼻を汚れた手で触るのを防
ぐこと」にあります。人が集まる場
所や、他人と1～2ｍの距離が取れな
いとき、会話をするときはマスクを
着用し、手指はこまめに洗いましょ
う（防護していない目からの感染を
防ぐためにも重要です）。

高温多湿な天候でも
マスクの着用は必要です

高 温 多 湿
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事業所・営業所等が横浜市内にある中小企業者（申
請時点で創業から１年以上経過していること）
※令和2年度の中小企業の「新しい生活様式」対応支援事
業補助金の交付を受けた事業者は対象外です。

事業継続に向けた新規事業、業種転換など新しい
事業展開に取組むための設備
※事前エントリー確定後に購入した設備が対象です。
※市内に住所を置く事業所からの購入が条件です。

【補助率・上限】
⃝法人：3分の2補助、上限30万円
⃝個人事業主：3分の2補助、上限15万円
【事前エントリー応募期間】※先着順ではありません
⃝第1回：6月14日（月）~21日（月）	 事前エントリー確定：6月28日（月）
⃝第2回：7月12日（月）~20日（火）	 事前エントリー確定：7月26日（月）
※本補助金の申請は、事前エントリーが必要です。
※応募総数が募集数を超えた場合、無作為抽出により事前エントリーの確定を行います。

横浜市 事業継続 補助金 設備 検索詳しくはウェブページを確認してください。

【問合せ】	事業継続・展開支援補助金（設備投資支援型）事務局※5月31日（月）から開設　 211-4493（9時～17時、土・日曜、祝休日を除く）  211-4494

中小企業の事業継続に向けた
新しい事業展開のための設備投資をサポート
～事業継続・展開支援補助金（設備投資支援型）～

　横浜市内中小企業の事業継続に向けたこれか
らの新しい事業展開に対し、設備投資に係る経
費を補助します。

対象
企業

対象
設備

新型コロナウイルス
ワクチン接種について

　市民の皆様のワクチン接種に向けて、市内各所にて接種できるよう準備を
進めています。現在、対象となる高齢者全員のワクチンが確保されています。
　段階的に接種の規模を拡大していきますので、余裕をもって
予約をお願いします。
　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。5月13日時点の情報に基づき作成しています。

　5月24日(月)から、市内の一部医療機関で個別接種が始まっています。
医療機関で接種を受ける際も事前に予約が必要です。

　かかりつけ医がいる人は、予診票を持参し、かかりつけ医
に接種ができるかご相談してみてください。
　「ワクチンNEWS	No.3	別冊版」を区役所、地域ケアプラ
ザなどで配布しています。最新の医療機関名簿は、横浜市
ウェブページをご確認ください。

15分から30分程度、会場で座って体調を確認してください

ワクチンを接種した後も、マスクの着用など、
感染予防対策の継続をお願いします。

⃝ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医
⃝神奈川県新型コロナワクチン副反応等相談コールセンター
　 285-0719（24時間受付、土・日曜、祝休日含む）
※ワクチン接種後に生じた副反応に係る相談などに対応します。医療
機関等の紹介は行っていないため、診療を希望する場合は、かかりつ
け医や接種した医療機関に相談してください。

　体調不良などにより接種をキャンセルする場合は、「ワク
チン接種コールセンター	 0120-045-070」に電話をす
るか、予約専用サイトで、キャンセルをお願いします。

医療機関での個別接種について

接種会場に行く前に 接種を受けた後は

①接種券（シールは剥がさないでください）
②予診票（事前に記入してください）
③本人確認書類（マイナンバーカード、健康
保険証、運転免許証など）

④お薬手帳（持っている人）

当日の
持ち物

すぐに起こるかもしれない症状
⃝皮膚のかゆみ、じんましんなど　⃝息苦しさなどの呼吸症状
⃝腹痛、吐き気など　⃝意識レベルの低下など

接種後、数日以内に起こるかもしれない症状
⃝接種部位の痛みや腫れ　⃝疲労や頭痛　⃝筋肉や関節の痛み
⃝下痢、吐き気、嘔吐　⃝発熱

個別接種
2

横浜市の
予約専用サイト

（パソコン、スマート
フォン）で予約

予約センター
（電話）で
予約

直接予約を
受け付ける医療機関
（医療機関ごとに予約
受付方法は異なります）

医療機関で接種 医療機関で接種

　現在、病気にかかり治療を受けてい
る方は、接種を受けることについてか
かりつけ医にご相談ください。

事前にかかりつけ医に相談しましょう１

　接種当日に明らかな発熱が確認され
た場合や、体調が悪い場合は、接種をお
控えいただくことがあります。

体調を確認しましょう2

　肩に接種を行いますので、半そでシャツや着脱し
やすい上着でお越しください。

肩を出しやすい服装でお越しください3

　ワクチン接種後に上記の症状が現れた場合、アナフィラキシーの疑いがあり
ます。接種会場ではすぐに対応できるよう医薬品の準備をしています。

　これらの症状は、通常、数日以内に回復します。2日以上発熱が続く場合や症
状が重い場合は、かかりつけ医などに相談してください。

ワクチン
接種後に
体に異常が
ある時の
相談先

1

1

2

横浜市の予約専用サイト（WEB）・予約センター(電話）で
予約を受け付ける医療機関

直接予約を受け付ける医療機関

横浜市 新型コロナワクチン 検索
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【予約専用電話】※月曜休館（祝日の場合は、翌平日が休館）
411-0119（9時15分～17時）	 312-0386

【メール】sy-kengaku@city.yokohama.jp

風水害に
関する
主な災害

洪	水 大雨によって河川などの水位が上昇し、堤防を超えて水があ
ふれたり、堤防の土砂が流出して決壊したりすること

内	水 雨の量が下水道などの排水能力を超えたり、河川などの排水
先の水位が高くなったときに雨水を排水できず浸水すること

高	潮 台風や発達した低気圧が通過する際、海水面（潮位）が大きく
上昇すること

予約
方法

横浜市民防災センターで
風水害について学べます

風水害体験リポート
記事は
こちらから

風水害ＶＲ 風水害ＡＲ

横浜市 水防災 検索

　水防災情報のページでは、市
内外の河川の水位や河川監視カ
メラの情報をリアルタイムで見
ることができ、台風や大雨の際、
より早い避難判断に
利用できます。

「水防災情報のページ」を活用しましょう

　想定される最大規模の降雨（1時間あたり153mm）が発生した場合の
「内水ハザードマップ」を、6月末に公表します。お住まいの地域の情報を
確認し、日頃からの備えや大雨時の適切な避難行動につなげましょう。
【内水ハザードマップとは】
　大雨時に想定される下水道や水路に起因した浸水区域や浸水深など、
さまざまな情報をまとめたマップです。６月末からウェブサイ
トで確認できます。

内水ハザードマップを改定します

内水ハザードマップ 横浜市 検索

　災害時の情報伝達手段のさらなる充実のために設置した「防災ス
ピーカー」について、各区役所から、各区独自の緊急を要する防災情
報などを放送できるようになりました。設置場所などの詳細はウェブ
ページを確認してください。

【問合せ】	総務局緊急対策課　 671-3458 641-1677

防災スピーカーの
各区役所からの運用を開始します

横浜市防災スピーカー 検索

▲水防災情報トップページ

　VR（仮想現実）やAR（拡張現実）などを活用した風水害体験ツアー
やプログラムを用意しています。体験を通じて風水害の危険性を
学び、災害時に適切な避難行動ができるよう備えましょう。

【問合せ】	避難情報について  総務局緊急対策課　 671-2064 641-1677
 洪水・高潮について  総務局避難等支援担当　 671-2011 641-1677
 内水について  環境創造局下水道事業マネジメント課　 671-2838 664-0571
 マイ・タイムラインについて  総務局地域支援担当　 671-3456 641-1677
 水防災情報のページについて  道路局河川企画課　 671-2858 651-0715

横浜市 マイ・タイムライン 検索

風水害に備えましょう！ 　避難情報を正しく理解し、発災時にすみやかに避難行動がとれるよう、
事前に避難計画を立てましょう。

※1	警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
※2	避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発

令されます。
※3	警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、

普段の行動を見合わせたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

◀︎図はイメージです

令和3年5月20日から「避難勧
告」は廃止され、「避難指示」に
一本化されました。「避難指示」
のタイミングで必ず避難行動
をとりましょう。

「マイ・タイムライン（避難行
動計画）」を活用して、災害時
の適切な避難行動につなげま
しょう。

マイ・タイムラインとは？
　台風や大雨の水害などの災害に対し、家族構成や地域環境に合わ
せて、あらかじめ時系列で整理した自分自身の避難行動計画のこと
です。

避難情報を知る

浸水による危険性を把握する
ため、ハザードマップを活用
しましょう。ハザードマップに
は、浸水の想定だけでなく、避
難のタイミング、情報の入手方
法などを掲載しています。

今後、洪水・内水・高
潮の3種類の水害
を1つのマップに
まとめた「浸水ハ
ザードマップ」を順
次配布します。

危険性を知る

計画を立てる

⃝警戒レベル5は、すでに安全な避難ができず命が
危険な状況です。発令を待ってはいけません！

⃝避難勧告は廃止されました。これからは、警
戒レベル4の避難指示で危険な場所から全
員避難しましょう。

⃝避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、
警戒レベル3で危険な場所から避難しましょう。

横浜市民防災センター 検索

横浜市 洪水ハザードマップ 検索
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よこはまシニア通信

市内在住の60歳以上の人を対象にした、「生きがい就労支援スポット」主催のセミナーに参加してみませんか。
詳しくは、今月の「はま情報」を確認してください。

高齢者の施設や住まいの相談窓口

始めるなら今がチャンス！ホームヘルパーになりませんか
ホームヘルパーとして働くために必要な資格の取得にかかる研修費用を助成します

　「高齢者施設・住まいの相談
センター」では、専門相談員が、
特別養護老人ホームの選び方
や、医療的ケアを受けられる施
設、特別養護老人ホーム以外の施設で介護を受けるこ
とができる施設などを案内しています。また、個別・具
体的な相談、施設の基本情報・入所待ち状況など、さま
ざまな情報を提供しています。
　自分の老後や、両親のことなど、施設・介護について
の相談ができますので、ぜひ利用してください。

助成内容
●介護職員初任者研修
　助成上限額：70,000円※

　研修時間：130時間
　研修修了後に従事できる仕事内容
　　身体介護（入浴、排せつ、食事の介助など）
　　生活援助（掃除、洗濯、調理、買い物など）
●生活援助従事者研修
　助成上限額：30,000円※

　研修時間：59時間
　研修修了後に従事できる仕事内容
　　生活援助（掃除、洗濯、調理、買い物など）
※受講料が各研修の助成上限額未満の場合は、実際の受講料
が助成金額です。

助成対象者
次の要件をすべて満たす人
1申請時の住所地が市内にある人
2登録養成機関における介護職員初任者研修または生活援助従事者
研修の受講開始日が2020年４月１日以降の人

　ただし、3の②の場合は、受講開始日が2021年４月１日以降の人
3資格取得後から、助成金申請受付期限までに、次の①または②のいずれかを満た
している人
①市内の介護保険事業所にホームヘルパーとして就業、もしくは、登録ヘルパーと
して実働を開始した後、１か月以上経過し、10日以上従事している

②市内の介護保険事業所に常勤の介護職員として就業を開始した後、１か月以上
経過し、10日以上従事している

4本申請に係る研修費用の助成を国や都道府県などの公的機関から受けていない人

【住所】	港南区上大岡西1-6-1	ゆめおおおかオフィスタワー10階
 342-8866	 840-5816
【受付時間】9時~17時（土・日曜、祝休日休み）
【提供する施設情報】特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、		 	

グループホーム、有料老人ホームなど

「施設のコンシェルジュ」からの各種サービス案内
　「高齢者施設・住まいの相談センター」で、特別養護老人ホームへ入所申込をした
人を対象に、「施設のコンシェルジュ」から電話などで、一人ひとりの状況に適した
施設や住まいを案内しています。

【問合せ】	健康福祉局高齢施設課　 671-3923 641-6408

【問合せ】	かながわ福祉サービス振興会福祉教育課　 210-0788  671-0295

横浜市 訪問介護等資格取得支援事業 検索登録養成機関や助成金の申請などについてはウェブページを確認してください

助成を受ける
までの流れ 1 2 3登録養成機関で研修受講

（1～3か月）
市内の介護保険事業所で就業（就業開始
から１か月以上経過し、10日以上従事）

助成金申請
（2022年２月28日まで）

予約優先施設
概要

【問合せ】	専用ダイヤル（8時30分～19時、土・日曜、祝休日含む6月1日から7月9日まで）　 0120-200-570  050-3451-1653

10月1日（金）から利用できる 重度障害者向け移動支援制度について
　コロナ禍において、障害がある人の移動支援の選択
肢を広げ、社会参加を促進するために、重度障害者向
けの移動支援制度を拡充します。

【対象】
　市内在住で次のいずれかに該当する人
⃝下肢、体幹、視覚、内部障害のいずれかを含む1・2級の身体障害者手帳を持っ
ている人

⃝愛の手帳（療育手帳）A1・A2を持っている人、または障害者更生相談所・児童
相談所で知能指数35以下と判定された人

⃝下肢、体幹、視覚、内部障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持ってい
る人のうち、愛の手帳（療育手帳）B1を持っている人、または障害者更生相談
所・児童相談所で知能指数50以下と判定された人

⃝精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
【申込み】
　対象となる人には申請書を順次郵送しますので、同封されている案内文の内
容を確認のうえ、申請書などを同封の返信用封筒で郵送してください。
※障害者自動車燃料券、福祉タクシー利用券、福祉特別乗車券、敬老特別乗車証、特別乗車券
は、ひとり1つの券を利用できます。2つ以上を併せての利用はできません。

制度拡充のご案内

①重度障害者福祉タクシー利用券の対象者の拡大 拡充
　65歳以上で身体障害者手帳を
交付された人も福祉タクシー利
用券を選ぶことができるように
なります。
②障害者自動車燃料券の交付開始 新規
　本人、または家族などが所有する自家用車（二輪を除く）
の燃料費を助成するため、障害者自動車燃料券を選ぶこと
ができるようになります。
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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。

オンライン展示会｢横浜女性起業家	
COLLECTION2021｣出展者

選考｡詳細は で
8月26日(木)～10月29日(金)
6月21日まで
事務局( 211-5595 228-9079)か経
済局経営･創業支援課( 671-4236)

福祉・高齢
障害のある人	市職員募集

詳細は で
選考日＝9月5日(日)
7月2日まで
人事委員会任用課( 671-3347
641-2757)
成人用肺炎球菌ワクチン予防接種

対象年齢の人へ6月下旬に案内等を送
付｡詳細は問合せを

7月1日～2022年3月31日
協力医療機関
3,000円(市民税非課税世帯·生活保
護受給者等は自己負担免除)
予防接種コールセンター( 330-
8561 664-7296)
ストーマ(人工肛門·膀胱)用装具の	
災害時用保管場所提供

ストーマ用装具使用者、各区抽選30
人。詳細は で

6月30日まで
健康福祉局障害施策推進課(
671-3603 671-3566)
人工肛門·膀胱	初心者相談会

人工肛門·膀胱保有者か関係者、当日
先着50人

7月4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)
盲特別支援学校	夏の相談日

視覚障害者･関係者向けに、生活･学
習･進路について対応。要事前申込。

7月27日(火)～30日(金)･8月2日(月)の9
時～16時
6月30日までに で会場の盲特別
支援学校( 431-1629 423-0284)
障害者パソコン講習会	
パワーポイント基礎
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可能
な人､抽選4人。詳細は問合せか で

7月6日(火) ～ 9日(金)13時 ～ 16時､
全4回
横浜ラポール
3,200円
6月18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)
シニアのしごと応援セミナー

60歳以上､各先着｡①15人②16人｡詳
細は で

①6月24日(木)14時～15時  
②6月25日(金)11時～12時
①いきいきセンター金沢  
②アピタテラス横浜綱島
6月11日から で､生きがい就労支
援スポット①金沢区( 370-8356〈火
～金曜〉 370-8379)②港北区(
947-2475〈月～金曜〉 947-2476)
シニアボランティアポイント	 	
登録研修会

65歳以上､各先着50人｡詳細は問合せ
か で

各13時～15時30分   
6月16日(水)･25日(金)･7月6日(火)･16
日(金)
市役所1階
6月11日から で事務局(かながわ
福 祉サービス振 興 会内、 671-
0296 671-0295)
申込先か健康福祉局介護保険課
( 671-4252)
だれでもピアノを弾こう	！	 	
説明	＆	体験会

70歳以上の初心者､当日先着50人
7月8日(木)10時～12時
市役所1階市民協働推進センター
東京藝術大学( 080-7195-6752)
か文化観光局文化振興課( 671-
3714 663-5606)
中央職業訓練校	9月生募集
①IT･Webプログラミング科､介護総
合科

②OA経理科(中級)､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6月15日から で

9月～12月
8月2日まで

▷説明会　各10時･14時､問合先で開
催｡①7月5日(月)②7月6日(火)
会場の中央職業訓練校( 664-
6825 664-2081)

講演・講座
関節リウマチ教室をオンラインで開催

先着80人
7月5日(月)15時～16時
6月11日から で
みなと赤十字病院( 628-6381
628-6101)
市大エクステンション講座をオンラ
インで配信｢がんゲノム医療の実際｣

先着300人
7月12日(月)10時～26日(月)16時30分
6月11日から で
市大地域貢献センター( 787-8930 

701-4338)

子ども支援者講座を	 	 	
オンラインで開催

自傷･自殺､LGBT等への対応｡先着70人
8月21日～9月18日の土曜10時～12
時30分､全5回
10,000円
6月11日から で
よこはまチャイルドライン( 342-
0255〈月･水･木曜の11時～19時〉
342-0288)かこども青少年局こども
家庭課( 671-4288)
貿易研修講座	基礎コース

未経験者か新任者、先着50人
7月8日(木)･9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
6月11日から で
横浜貿易協会( 211-0282 211-
0285)
パソコン講習	初めてのパソコン

抽選12人
7月6日(火)･7日(水)13時30分～16時､
全2回
5,528円
6月17日までに で会場のシルバー
人材センター ( 847-1800 847-
1716)

催 し
青少年のための音楽会	横響

｢真夏の夜の夢｣(メンデルスゾーン)
ほか

7月25日(日)14時～16時
県立音楽堂
1,000円。6月17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

履歴書･職務経歴書複数持参(複写
可)｡詳細は で

7月10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)
日石横浜ホール
事務局( 0120-910-112)か経済局雇
用労働課( 671-2343 664-9188)
マンション管理組合	 	 	
サポートセンター交流会

分譲マンションの居住者､当日先着15
人｡情報交換で諸問題を解決｡詳細は

で
原則､毎月第1日曜9時30分～11時
30分
地区センターほか
マンション管理組合サポートセン
ター( ･ 663-5459)か建築局住
宅再生課( 671-2954)
小学生のための港内見学会

小学生と保護者、各コース抽選25組50
人。詳細は で

各9時10分～12時45分

　青果ふ頭コース＝7月27日(火)
　自動車ふ頭コース＝7月30日(金)

7月15日まで
横浜港振興協会( 671-7241
671-7350)
市民クルーズ
①飛鳥Ⅱ	伊豆大島･新島遊覧
②にっぽん丸	横浜ワンナイトA
③ぱしふぃっくびいなす	熱海花火	紀
州･駿河

④にっぽん丸	横浜ワンナイトB
抽選各15室｡横浜港発着｡詳細は で

①8月1日(日)～3日(火)   
②8月10日(火)～11日(水)  
③8月20日(金)～23日(月)  
④8月22日(日)～23日(月)
大人1人｡①121,125円～  
②④52,200円～③155,550円～
取扱旅行会社    
②④6月21日まで①③6月30日まで
港湾局客船事業推進課( 671-7272 

201-8983)

お知らせ
令和3年度	個人市民税·県民税	 	
(第1期)①納付期限②納付方法

①6月30日(水)まで｡税額決定·納税通知
書は6月1日発送予定｡ 3月16日以降の
申告は前記の税額決定·納税通知書に
は反映されません。②スマートフォン決
済､クレジット納税､ぺイジー納付､口座
振替
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)

8月22日は横浜市長選挙の投票日
①期日前投票＝8月9日(月・休)～21日
(土) 

 ②投票日＝8月22日(日)7時～20時
選挙管理委員会( 671-3336 681- 
6479)
ハマボノ参加者	オンライン説明会

ヨコハマプロボノ事業。仕事等で培っ
た経験を生かしてボランティア活動を
したい人｡要事前申込｡詳細は で

6月26日(土)10時～12時   
7月3日(土)10時～12時   
7月14日(水)19時～21時   
7月28日(水)19時～21時   
8月4日(水)19時～21時
サービスグラント(樫尾 050-3368-
1199)か健康福祉局地域包括ケア推
進課( 671-3464 550-4096)

募 集

検索

バス乗務員【養成コース】
地下鉄運輸職員等

横浜市交通局職員募集

横浜市交通局職員 採用

｢横浜みどり税｣は
緑を守り､つくり､育むための
重要な財源の一部です

　個人市民税に年間900円上乗
せされている横浜みどり税は､樹
林地･農地の担保や身近な緑化の
推進などに活用されています。
財政局税務課（ 671-2229
641-2775）
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国民健康保険についてのお知らせ
令和3年度保険料額決定通知書を6月
中旬に発送。均等割額の法定軽減の
基準変更等あり。詳細は で
居住区の区役所保険年金課か健康
福祉局保険年金課( 671-2422
664-0403)
児童手当の現況届提出を

対象者へ受給に必要な現況届を送付｡
電子申請にはマイナンバーカード等が
必要。詳細は で

6月30日(水)まで
こども青少年局こども家庭課(
641-8411 641-8412）
防災･減災の意識･取組に関する	 	
アンケート調査に協力を

15歳以上､ 10,000人へ事前に調査票を
送付､同封の封筒で返送を

6月中旬～7月下旬
総務局防災企画課( 671-4096
641-1677)
都市計画審議会

6月25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) 

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。詳細は で

2022年3月31日利用分まで
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)
市民意見募集	
第2期子どもの貧困対策に関する計画
素案について
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

6月11日（金）～7月9日（金）
こども青少年局企画調整課(
671-4281 663-8061)
環境アセスメント図書の縦覧
①旧上瀬谷通信施設地区土地区画整
理事業	環境影響評価準備書

②(仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備
事業	環境影響評価方法書

意見書の提出は①建築局都市計画課
②問合先へ

6月25日(金)～8月10日(火)(予定)
区役所広報相談係(旭･瀬谷区の
み)､問合先で
環境創造局環境影響評価課(
671-2495 663-7831)

市立図書館の休館
全館＝6月21日(月)
栄･瀬谷･緑･南＝6月15日(火)～17日(木)
中央(移動図書館も)＝6月22日(火)～24日(木)
金沢･港北･鶴見＝6月29日(火)～7月1日(木)
戸塚･保土ケ谷･山内＝7月6日(火)～8日(木) 
中央図書館( 262-7334 262-0052)

施 設
横浜能楽堂	    

263-3055 263-3031
特別公演	狂言｢二千石｣､能｢井筒｣

10月17日(日)14時～16時40分
5,000円～7000円､ 7月10日12時から

か で
にぎわい座	    

231-2515 231-4545
林家正蔵独演会

8月15日(日)14時～16時
3,200円､ 7月1日から か で
消費生活総合センター	 	 	

845-5640 845-7720
教室｢健康食品の基礎知識」
当日先着80人

7月30日(金)13時30分～15時30分
青葉区役所

開港資料館	 	 	 	
201-2100 201-2102

展示	七つの海を越えて
｢鎖国下の日本とイギリス」
事前予約制｡詳細は問合せか で

7月11日(日)まで
300円
ユーラシア文化館	   

663-2424 663-2453
展示｢横浜中華街･160年の軌跡」
事前予約制｡詳細は問合せか で

7月4日(日)まで
300円

オリンピック･パラリンピック
聖火リレートーチを展示

6月15日(火) ～17日(木)の9時～
17時
市役所１階アトリウム 

※トーチに直接触れることはで
きません。
市民局オリンピック･パラリン
ピック推進課	 	
( 671-3697  

664-1588)

【問合せ】	中央図書館企画運営課　 262-7334 262-0052

横浜市立図書館は開業100周年

本を借りる・予約する
　1人6冊まで2週間本が借りられます。また､インターネットで
予約した本を、図書館などで受け取ることができます。
NEW 図書館サービスの拡充
　現在1台で巡回している移動図書館
｢はまかぜ号｣を、もう１台増やします。
また、図書館以外の場所で予約した本
の受け取りや返却ができる図書取次
サービスも、市内10か所に加え令和3
年度中に港北区北部でのサービス開始を予定しています。

　その他100周年を記念したイベントも予定しています。詳しくはウェブページを確認して
ください。

NEW 電子書籍サービス
　パソコンやスマートフォンで本を
読むことができます。絵が動く絵本
や音声付の語学書など、電子書籍な
らではの機能をお楽しみください。
NEW オンライン対面朗読サービス
　身体障害者手帳を持っている視覚
障害の人向けに、遠隔コミュニケー
ションアプリを利用したサービスを
開始しました。

　「100年の知識を100年先も」をキャッチフレーズに、
新しいサービスを続々と開始しています。

▲1927年頃の横浜市図書館全景

図書館の歴史
　1921年（大正10年） 6月11日､
横浜公園内に市立図書館が開業
しました。1927年に野毛坂へ移
転した後､ 1974年に磯子図書館
が開館したのを皮切りに、現在で
は全18区に図書館があり、さまざ
まなサービスを提供しています｡

図書館のサービス

身近な場所で！ いつでもどこでも！

【問合せ】	こども青少年局こども家庭課　 671-2390 681-0925

養育費の確保を
支援します
　横浜市では、ひとり親家庭の人が養育費を確実
に受け取れるよう支援するため、2つの補助制度
を実施します。

【対象者】横浜市内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件の全てを満たす人
⃝養育費の取り決めに係る債務名義を有している。
⃝養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童と実際に生計を同一にしている。
⃝養育費の取り決めに係る経費を負担した。
⃝過去に、他の自治体を含め調停申立ておよび公正証書の作成または養育費保

証契約に関する補助金を交付されていない。
⃝児童扶養手当の受給者または同等の所得水準にある者※

※養育費保証契約の費用補助のみ。
【提出書類】⃝申請書　⃝児童扶養手当証書の写し、または戸籍謄本等　⃝養育費の取り決め

を交わした文書　⃝領収書等　⃝保証会社と締結した養育費保証契約書（保証期
間1年以上のもの）の写し※　 　  　

  ※養育費保証契約の費用補助のみ。なお、所得が確認できる書類の提出を求める場合あり。
【申請方法】申請書をウェブページからダウンロードし、必要書類を添付してこども青少年局

こども家庭課に郵送
【申請開始】2021年7月1日（木）（対象となる経費は2021年4月1日（木）以降に負担したもの）

　詳しくはウェブページを確認してください。

公正証書等の作成費用補助

養育費保証契約の費用補助

　公正証書の作成手数料、調停の申立てまたは訴
訟に必要な収入印紙や戸籍謄本等の書類取得に係
る費用、郵送費等が対象です。3万円を上限として
補助します。

　保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要
な経費のうち、保証料として本人が負担する費用が
対象です。5万円を上限として補助します。

横浜市立図書館 開業100周年 検索

ひとり親家庭への支援 横浜市 検索

横浜市 東京2020 検索
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【問合せ・予約】横浜市マイナンバーカード専用ダイヤル
 0120-321-590／550-5454〈有料〉（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） 350-8484

【問合せ】	都市整備局都心再生課　 
 671-3858 664-3551

マイナンバーカード特設センターが
オープンします 完全予約制

(仮称)北仲通地区
南北デッキの
名称募集！　郵送やオンラインなどでマイナンバーカードを初めて申請した人は、平日の夜間、

土・日曜、祝休日もカードを受け取れます。
開設日 最寄駅 所在地 対象区

5月14日 横浜駅
徒歩３分

西区北幸1-6-1
横浜ファーストビル15階

旭、泉、神奈川、瀬谷、鶴見、中、西、
保土ケ谷

6月8日 センター北駅
徒歩1分

都筑区中川中央1-30-1
プレミアヨコハマ4階 青葉、港北、都筑、緑

6月29日 上大岡駅
徒歩3分

港南区上大岡西1-18-3 
ミオカ リスト館2階 磯子、金沢、港南、栄、戸塚、南

【開所時間】	月・火・金曜11時30分～19時30分／土・日曜、祝休日9時～17時    
※受け付けは、上記閉所時間の15分前までです。

  ※水・木曜、第3土曜の翌日曜、年末年始は休所（祝休日が水・木曜の場合は休所）
  ※システムメンテナンスのため、臨時で休所となる場合があります。
【持ち物】交付通知書（受取方法が記載されたはがき）、通知カード（持っている場合）、本人確認書類2点、

住民基本台帳カード（持っている場合、マイナンバーカードの交付時に回収します）
※特設センターでのマイナンバーカードの受け取りは、横浜市内に住んでいる申請者本人に限ります
（任意代理人での受け取りはできません）。

【予約方法】区役所から「交付通知書」が届いたら、横浜市マイナンバーカード専用ダイヤル
またはウェブサイトから予約してください。

　持ち物などの詳細はウェブページを確認してください。

　市役所と北仲通北地区を結ぶ新し
いデッキを整備しています。皆さんに
親しみをもっていただけるよう、デッ
キの名称を募集します。
【応募期間】6月10日（木）～30日（水）
　詳細はウェブページを
ご覧ください。

募集箇所

市役所 北仲通
北地区

北仲通地区南北デッキ 名称募集 検索

【問合せ】都市整備局 I R推進課　 671-4135 550-3869 【問合せ】政策局劇場計画課　 671-4399 550-3608

「	横浜イノベーションＩＲ
	広報冊子」を配布しています

新たな劇場シンポジウムvol.3
文化芸術×デジタル～オンラインによるトークセッション～

　市民のみなさまやビジネス関係者に、横浜イノベーションIＲを
よりご理解いただけるよう作成しました。日本
型IＲや、本市が実現を目指すIＲの概要、有識
者や経済人からの取材記事等を掲載してい
ます｡

【主なコンテンツ】
⃝日本にI Ｒがやってくる
⃝I Ｒについて知っておきたい8のこと
⃝横浜イノベーション I Ｒ特別対談
　対談者：岸博幸さん(経済評論家)、横浜市副市長 平原敏英
⃝世界最高水準の I Ｒ「横浜イノベーション I Ｒ」とは
【配布場所】市役所3階市民情報センター､区役所広報相談係､市内の

駅などのPRボックスほか

　冊子はウェブページからダウンロードもできます。

　新たな劇場整備の検討では、最先端のデジタル技術の活用を考えて
います。各分野の取組を、オンラインでのトークセッションとしてラ
イブ配信しますので、ぜひご参加ください。

【テーマ】デジタルがもたらす新たな価値創出＠新たな劇場
【日　時】6月30日(水)18時30分～20時
【出演者】	桐山孝司さん(東京芸術大学大学院映像研究科長)
 高島勲さん(オペラ演出家･プロデューサー、ウィーンから生出演)
 曽我麻佐子さん(龍谷大学先端理工学部准教授）　
 竹下暁子さん（山口情報芸術センター パフォーミング　 
 アーツ・プロデューサー）     
 進行役 上

うえ

林
ばやし

功
いさお

さん（追手門学院大学社会学部准教授）

　視聴には事前登録が必要です。視聴者からのコメントも受け付け
ます。詳細はウェブページをご覧ください。

横浜 I R 広報冊子 検索 横浜 新たな劇場 検索

横浜市 マイナンバーカード特設センター 検索
写真は整備イメージです。写真は整備イメージです。
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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

広報テレビ番組 広報ラジオ番組 季刊誌

【問合せ】大会期間中の交通規制について 東京2020お問い合わせ窓口 0570-09-2020
  市民局オリンピック・パラリンピック推進課 671-4589 664-1588
 聖火リレー全般・交通規制について 神奈川県実行委員会聖火リレー運営事務局 548-8105
  （6月1日～27日〈10時～17時〉、6月28日～30日〈8時～21時〉）

中区役所中区役所
交番交番

車両通行禁止（7/11～8/9）
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（試合前後の混雑時）
車両通行不可
（試合前後の混雑時）

大会関係車両以外通行不可
（試合前後の混雑時）
大会関係車両以外通行不可
（試合前後の混雑時）
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日本大通り駅日本大通り駅
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横浜

スタジアム

JR 小机駅JR小机駅

小机競技場小机競技場

横浜国際
総合競技場
横浜国際
総合競技場
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片側通行禁止（7/20～8/9）
車両通行禁止（7/23～8/9）
一般車両動線

車両通行不可
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大会関係車両以外通行不可
（試合前後の混雑時）
大会関係車両以外通行不可
（試合前後の混雑時）

旧市役所旧市役所

関内駅南口関内駅南口

相生町一丁目相生町一丁目
新横浜公園新横浜公園

多目的遊水地多目的遊水地
リハビリ

センター入口
リハビリ

センター入口尾上町一丁目尾上町一丁目

ハマスタ入口ハマスタ入口
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地下鉄
関内駅
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小机競技場小机競技場

横浜国際
総合競技場
横浜国際
総合競技場

7月23日～
8月9日の期間、
横浜公園内は
終日立入禁止

首都高速横浜公園出口は7月11日～
8月9日の期間、通行止め

(下り・大さん橋方面ルートを除く）

東京2020オリンピック・パラリンピック
　東京2020オリンピックは7月23日（金・祝）
に、東京2020パラリンピックは8月24日（火）
に開会式が行われます。
　横浜市では、野球（15試合）・ソフトボール

（11試合）、サッカー（男子8試合、女子3試合）
の競技が行われます。

　大会期間中は会場周辺で交通規制が行わ
れます。また、競技運営のため競技会場周辺
の公園や駐車場等の一部施設については、
市民の利用が規制されます。なお、競技開催
日は会場周辺で混雑が予想されますので、
行動時間の変更や経路の変更等、ご理解・ご
協力をお願いします。

　交通規制などの詳細はウェ
ブサイトを確認してください。

※スポーツ医科学センター、日産ウォーターパークは7月
中旬～8月上旬の期間について休止します。詳細は、
各施設のウェブサイトで確認してください。

横浜で開催される競技 期	間 交通規制が
行われるエリア

野球・ソフトボール競技
（会場：横浜スタジアム）

ソフトボール：7月24日(土)～27日(火)※決勝含む
野球：7月29日(木)～8月7日(土)※決勝含む

横浜スタジアム
周辺

サッカー競技
（会場：横浜国際総合競技場）

7月22日(木・祝)～8月7日(土)
※男子決勝、女子準決勝含む

横浜国際総合競技場
周辺

大会期間中の交通規制にご協力をお願いします７月11日（日）～８月９日（月・休）

　沿道の密集を避けるため、オンラインで
お楽しみください。
※動画配信サイト（NHK東京2020オリンピック聖火リレー

ライブストリーミング〈https://sports.
nhk.or.jp/olympic/torch〉）を装った
偽のサイトにご注意ください。

　緊急事態宣言や不要不急
の外出自粛要請が発出され
ている場合は、公道でのリ
レー実施の見合わせ等の措
置を行う場合があります。詳
細は、神奈川県情
報サイトで確認
してください。

聖火リレーが横浜市へやってきます6月30日(水)

常盤台IC
三ツ沢

山下町

花之木

横浜駅
西口

三ツ沢
料金所

保土ケ谷
JCT

金港JCT

石川町JCT 本牧JCT

横浜駅
東口

みなと
みらい

横浜
公園

保土ケ谷IC

第三京浜 下り 保土ケ谷IC
三ツ沢出口閉鎖
13:40～14:40

高速神奈川2号三ツ沢線下り
三ツ沢出口閉鎖
13:40～14:40

山下公園山下公園

元町・中華街駅元町・中華街駅伊勢佐木
長者町駅
伊勢佐木
長者町駅

みなと
みらい駅
みなと
みらい駅

新高島駅新高島駅

横浜駅横浜駅

環状1号環状1号

第一京
浜

第一京
浜

関内駅関内駅

馬車道駅馬車道駅
桜木町駅桜木町駅

日ノ出町駅日ノ出町駅

横浜赤レンガ倉庫横浜赤レンガ倉庫

う回路う回路

青木橋周辺～横浜市新市庁舎周辺
15:00ごろ～17:20ごろ

※一部～19:30頃まで規制あり

三ツ池公園～横浜駅周辺
13:40ごろ～15:30ごろ

※三ツ沢公園内一部 12:30～

山下公園周辺～赤レンガ倉庫周辺
18:40ごろ～20:00ごろ

※一部～20:30ごろまで規制あり

万国橋周辺～横浜中央病院周辺
16:40ごろ～18:50ごろ

※一部～20:30ごろまで規制あり

汽車道周辺
16:00ごろ～17:30ごろ

横浜中央病院周辺～山下橋周辺
18:10ごろ～19:20ごろ

このエリアは
大変混雑が予想されます

このエリアは
大変混雑が
予想されます

横浜労災
病院北側

小机大橋
北側

新横浜
料金所 新横浜

新横浜IC
港北料金所

横浜国際
総合競技場
横浜国際
総合競技場

横浜労災
病院

横浜労災
病院

新横浜駅新横浜駅

小机大橋小机大橋

環状
2号

環状
2号

11：20ごろ～12：30ごろ11：20ごろ～12：30ごろ
う回路う回路

11：40ごろ～12：30ごろ11：40ごろ～12：30ごろ
11：40ごろ～13：00ごろ11：40ごろ～13：00ごろ
矢印方向通行可矢印方向通行可

新横浜
11:20ごろ～13:00ごろ

神奈川県 聖火リレー 検索

聖火リレー 中継 検索

ライブ中継で応援しましょう！

東京2020横浜市ウェブサイト 検索

横
浜
ス
タ
ジ
ア
ム
周
辺

横
浜
国
際
総
合
競
技
場
周
辺

交通規制のお知らせ
ルート周辺での交通規制に

ご協力をお願いします。

5月13日時点の情報に基づき作成しています。


