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⃝7月号は、6月14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。

円滑なワクチン接種のために
　横浜市は現在、高齢者の皆様へのワクチン接種に全力を尽くしています。希望される全ての高齢者の皆様は、
7月末までに必ず接種していただけます。これから接種を予約される方は、まずは、かかりつけ医にご相談ください。
かかりつけの患者さん以外の方に接種を行う医療機関も約870か所あり、予約方法等の情報を市ホームページ、
6月16日発行の「広報よこはま特別号」でご案内しています。
　新型コロナウイルスのワクチンは、2回接種することで、発症や重症化を予防する高い効果が得られます。着実に
接種していただくため、接種する日時など、お間違いのないよう、会場にお越しください。
　横浜市は、皆様に確実に接種していただくため、各区にある集団接種会場の規模の拡充をはじめ、大規模接種会場

「横浜ハンマーヘッド」での接種、個別接種を行う医療機関の拡充などに全力で取り組ん
でいます。会場では、医師会をはじめとする関係者の皆様と協力して、市を挙げて、円滑な
運営に力を注いでいます。
　高齢者の皆様への接種に続き、今月中にも、基礎疾患のある方や高齢者施設等の
従事者の皆様への接種をスタートします。先月から、12歳から64歳までの皆様への接種
券も、年齢ごとに発送を開始しています。
　暑さも厳しくなり、熱中症に注意が必要な時季になりました。特に高温・多湿な状況での
マスク着用は、熱中症のリスクが高まります。十分な水分補給を行っていただくなど、体調
管理に気をつけてお過ごしください。
　横浜市は、市民の皆様の安全・安心な日常を何としても取り戻すため、市を挙げて感染症
対策に取り組んでいきます。

⃝新型コロナウイルスワクチン接種に関する問合
せは、ワクチン接種コールセンター（ 0120-
045-070）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。

横浜市コールセンター（毎日8時～21時）

664-2525 664-2828

各種手続・窓口案内・市営交通の案内など 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：3,779,890人　世帯数：1,768,021世帯
横浜市データ(2021年6月1日現在)

※令和2年に実施した国勢調査の人口速報集計結果を基に推計した数値
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

　体調がすぐれないときなどは、外出せず、
自宅で安静にしましょう。

　マスクなしでの会話や、合唱、大声を出すな
どの飛沫が発生する行為や、肩を組むなどの
密着行為は避けましょう。

　できるだけ移動する時は混雑しない経路や時間
帯を選び、列に並ぶときなどは距離を取りましょう。

　外出後は、万が一自分が感染していて
も周りの人にうつさないよう健康観察を
しましょう。また、家庭や職場でもマス
クの着用を行い、ドアノブや電話、レン
ジ、電気のスイッチなど、共用部分の衛
生に配慮しましょう。
　気になる症状があるときは、周囲と
の接触を最小限にして、必要に応じ受
診してください。

　飲食の前に手洗いや消毒を行い、大皿からの取り
分けや、箸やコップの使いまわしは避け、マスクを
外している最中は会話をしないようにしましょう。

基本的な感染対策は、ウイルスに変異が出ても効果的です。ワクチン接種も始まっていますが、
社会生活と感染拡大防止の両立のため、引き続き一人ひとりのより一層のご協力をお願いします。

体調に不安が
あるときは外出しない

飛沫対策をする

密を避ける行動をする 健康観察の実施

飲食時は特に注意

　屋内外でスポーツ観戦などの外出をするときは、感染対
策と熱中症予防対策が大切です。密を避ける行動や、体調
管理など、徹底した感染対策と共に、熱中症予防対策とし
て、暑さや水分補給などでマスクを外す際は、人と十分距離
を取れる場所に移動するなども忘れずに行ってください。
　また、感染拡大の状況を考慮し、外出を控えることも
検討してください。
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新型コロナウイルス
ワクチン接種について

新型コロナウイルスに関する
5月補正予算が成立しました

　横浜市では、市民の皆様の新型コロナウイルスワクチン接種に向けて、
国の示す接種順位等に沿って、市内各所でワクチンが接種できるよう
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ご覧ください。

6月16日時点の情報に基づき作成しています。

　国では、6月21日から企業や大学等における職域接種を開始する旨を発表しており、横浜市では
これを踏まえ、64歳以下の市民の皆様の接種券を、年齢層別の段階に分け、以下のスケジュールで発
送予定です。
　接種券が届いても、すぐに横浜市の予約や接種を受けることはできませんので、ご注意ください。
　まず、7月5日（月）以降、優先接種者（基礎疾患を有する人および高齢者施設等従事者）で接種券が届
いた人の予約を開始します。それ以外の人には、8月頃を目途に、接種時期や予約についての通知を
お送りします。また、広報等で今後の接種スケジュールをご案内していきます。詳しくは接種券に同
封のご案内で確認してください。

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。

　市内の総接種者数など、
ワクチン接種の進捗状況を
市ウェブページで公表して
います。（毎週⽔曜日更新）

　5月の補正予算では、「低所得の子育て世帯への支援」や
「新型コロナウイルスワクチン接種への対応」など、現状を
踏まえ、迅速に対応が必要な事業に取り組んでいきます。

新型コロナウイルスワクチン接種事業
　コールセンターの回線数を増やし、接種予約や問い合わせへの
体制を強化します。
　医療機関等への委託による接種体制を構築します。

障害者施設職員への定期的PCR検査事業
　障害者施設内での感染拡大を防ぐため、従事する職員に対し集中
的にPCR検査を実施します（6月）。

変異株スクリーニング検査事業
　変異株の監視体制を強化するため、民間会社へ変異株スクリー
ニング検査を委託することにより、検査数を拡充します。

新型コロナウイルス感染症対応飲食事業者支援事業
　横浜市が信用保証料を全額助成する中小企業融資「新型コロナウイ
ルス経済変動対応資金（飲食業特別）」を利用した飲食事業者に対し、
３万円の一時金を交付します。
【問合せ】	飲食事業者支援一時金コールセンター
 225-3702（月～金曜〈祝休日除く〉9時～17時）

１．次の病気や状態の人で、通院/入院して
いる人

①慢性の呼吸器の病気
②慢性の心臓病（高血圧を含む）
③慢性の腎臓病
④慢性の肝臓病（肝硬変等）
⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又

は他の病気を併発している糖尿病
⑥血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
⑦免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケ

アを受けている悪性腫瘍を含む）
⑧ステロイドなど、免疫の機能を低下させる

治療を受けている
⑨免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
⑩神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機

能が衰えた状態（呼吸障害等）
⑪染色体異常
⑫重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の

知的障害とが重複した状態）
⑬睡眠時無呼吸症候群
⑭重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院

している、精神障害者保健福祉手帳を所持
している、又は自立支援医療（精神通院医
療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や
知的障害（療育手帳（愛の手帳）を所持して
いる場合）

２.基準（BMI	30以上）を満たす肥満の人
　BMI30以上の目安：身長170cmで体重約
87kg以上、身長160cmで体重約77kg以上
計算方法［体重（kg）］÷［身長（m）の2乗］

今後の横浜市のワクチン接種スケジュール
横浜市 新型コロナワクチン 検索

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給付事業

　低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を
支給します。広報よこはま5月号に掲載した「ひとり親世帯」以外の
人も新たに支給対象となります。支給額は児童１人につき、5万円
です。
【支給対象者】
　平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童の養
育者、または特別児童扶養手当の認定を受けている児童の養育者
で、次のいずれかに該当する人
⃝令和3年度分の住民税が非課税の人
⃝新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した人
　申請方法など詳しくはウェブページで確認するか、お問い合わ
せください。
【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 

（令和４年３月31日までの月～金曜〈祝休日除く〉９時～17時）
0120-694-281 641-8424

横浜市 子育て世帯生活支援特別給付金 検索横浜市 飲食事業者支援一時金 検索

ワクチン接種に
関するお問合せ
※電話のおかけ間違いに

ご注意ください。

基礎疾患を有する人とは？
接種時の予診で確認します。
※診断書等の提出は不要です。

6月 7月
21日の週 28日の週 5日の週 12日の週 19日の週 26日の週

※ワクチンを接種できるのは、満12歳に
達した人です。12歳に達し次第、順次
接種券をお送りします。

※接種券が届くまで、発送日から数日程
度かかる場合があります。

60~64歳
6/23発送
約21万通

50~59歳
6/30発送
約59万通

40~49歳
7/7発送
約56万通

30~39歳
7/13発送
約44万通

20~29歳

7/19発送
約41万通

12~19歳

7/26発送
約24万通

64歳以下の人の接種券 発送スケジュール表（予定）
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安全で安心な
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて

　横浜市は、東京2020組織委員会をはじめとし
た関係機関と連携し、競技会場のスタジアムの整
備や、市内で行われる事前キャンプの調整、観客の
皆様をお迎えする都市ボランティア向けの活動研
修など、開催に向けた準備を進めてきました。
　市民の皆様をはじめとした、大会に関係する全て
の皆様にとって、安全で安心な大会となるように取
り組み、横浜を盛り上げていきます。

～安全・安心な大会に向けて～
⃝アスリートや大会関係者などが入国後に国内で活動を行う際は、滞在先や移動手

段の限定といった厳格な行動管理、原則毎日の検査などによって必要な防疫上の
措置を講じます。特に、国内在住者との接触は厳に回避します。

⃝競技会場周辺では、観客の皆様に対し、熱中症予防（水分補給、暑さを避けるなど）や
感染症対策（マスク着用、距離確保など）に関する注意喚起を積極的に行います。

こちらに掲載している情報は６月14日時点のものです。今後、東京2020大会の開催状況により、計画の変更やイベントの中止等が生じる場合があります。

お う ち で も 大 会 うを 楽 し も

競技日程 競技日程

横浜での試合 横浜での試合

野球▶︎7月29日（木）～8月7日（土）
ソフトボール▶︎7月24日（土）～7月27日（火） 7月22日（木・祝）～8月7日（土）

野球▶︎決勝を含む15試合	
ソフトボール▶︎決勝を含む11試合

男子▶︎決勝を含む8試合	
女子▶︎準決勝を含む3試合

　イベント情報など最新情報は随時
東京2020大会横浜市ウェブサイトで
発信しますので、ぜひご覧ください。

　横浜市にゆかりのある日本代表選
手情報や市内の開催競技、事前キャ
ンプ・ホストタウン情報などを掲載し
たオリジナルのガイドブックを7月
下旬に発行します。
　各区役所の窓口で配布するほか、
東京2020大会横浜市ウェブサイト
でご覧いただけますので、ガイドブッ
クを片手にぜひ応援しましょう。

　神奈川県と横浜市は、SNS上で＃（ハッシュタグ）を活用した
キャンペーンを展開しています。皆さんもSNSに「#神奈川から
エール」を付けて選手へのメッセージを投稿してみませんか。

　テイクアウトやデリバリーを行って
いる市内の飲食店をウェブサイトで公
開しています。近所のお店のおいしい
料理を楽しみながら、試合を観戦しま
せんか。

野球・
ソフトボール
会場 横浜スタジアム（中区）

サッカー
会場 横浜国際総合競技場

（港北区）

横浜市にゆかりのある選手を応援しよう テイクアウト＆
デリバリー横浜

テイクアウト＆デリバリー横浜 検索

東京2020 横浜市 検索

「横浜スポーツガーデン
 ～横浜×再発見×スポーツ～」のご案内

　大会期間中、横浜市役所ではスポーツにまつわる展示や競技体験などを
楽しめるイベントを開催します。
【開催日】	オリンピック期間：7月21日（⽔）～8月7日（土）
 パラリンピック期間：8月24日（火）～9月5日（日）
【会場】横浜市役所１階アトリウム、北プラザ、展示スペースA、展示スペースB
【内容】スポーツ関連展示、競技体験、ワークショップ ほか

大会期間中に同時開催

続きは4面へ

横浜版
ウェルカムガイドブック

「#神奈川からエール」で
選手に応援の気持ちを送りませんか

Twitter		 ▶︎＠tokyo2020_ykhm
Instagram		 ▶︎@tokyo2020_yokohama

横 浜 で の 開 催 概 要

東京2020大会横浜市ウェ
ブサイトから、応援用のメッ
セージボードをダウンロー
ド。アツい応援メッセージを
書いて、頑張る選手に自宅
からエールを送りましょう。

▼7月上旬から
アクセスでき
ます
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競技会場周辺の
交通規制へのご協力の
お願い

事 前 キ ャ ン プ ・ ウホ ンス ト タ
　事前キャンプとは、選手が時差や
気候に順応してコンディションを
調整するためのトレーニングキャ
ンプのことで、大会本番で最高のパ
フォーマンスを発揮できるよう、集
中力を高めていく期間です。
　横浜市では、川崎市・慶應義塾大
学と連携し、英国代表チームの事前
キャンプを受け入れます。

　東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向け、参加
する国との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方自治体
を登録する国の制度です。横浜市は、全国最多となる9か国のホ
ストタウンとして登録され、スポーツをはじめ、文化、芸術、教育
などのさまざまな分野において、幅広い交流を行っています。

海外選手に最高のパフォーマンスを！
事前キャンプ

さまざまな場面で交流を深める
ホストタウン

横 浜 か ら の お も て な し

　東京2020大会では、City Cast Yokohama（横浜市・都市ボラ
ンティア）が、来街者の皆さんを「横浜の顔」として温かくお迎えし
ます。準備を重ねてきたCity Cast Yokohamaが、競技会場周辺な
どで活躍する姿に注目です。

　横浜の象徴的な場所である横浜赤レンガパークには、オリンピッ
クシンボル（大型五輪モニュメント）を、東京2020オリンピック終
了まで設置しています。また、競技会場周辺やみなとみらい21地区
を街灯バナーフラッグなどで彩ります。

ボランティア～City Cast Yokohama～ 街なかを彩る都市装飾

オリンピック代表チーム  7月
パラリンピック代表チーム  8月

横浜国際プール（都筑区）
慶應義塾大学日吉キャンパス（港北区）

◀︎英国事前キャンプ応援サイトは	
こちらから

▲英国と横浜をつなぐ親善大使	
ひつじのショーン

【問合せ】市民局オリンピック・パラリンピック推進課　 671-3697 664-1588

英国事前キャンプ情報

実施期間

キャンプ地
（横浜市内）

　各国の代表的な応援フレーズをご紹介します。

※掲載している地図は、各国の概ねの位置を示すことを目的としているため、国境線や地形などについては、簡略化している部分があります。 （6月1日現在）

イスラエル国

ボツワナ共和国

ブルガリア共和国

モロッコ王国

アルジェリア
民主人民共和国

コートジボワール共和国

ベナン共和国

チュニジア共和国

El El Israel
エル エル イスラエル

Tunis Ya Daola Ooo La La
トゥニス ヤ ダオラ オー ララ

I Yoo O O O O Iya Ooイ ヨー オー オー オー オー イヤ オオー

Allez Les Éléphants
アレ レ ゼレフォン

Allez Maroc Yallah Al-Maghrib
アレ マロック ヤッラ アル マグリブ

Mi Do Gan Mi Do Gan Mi Do Gan
ミ ド ガン ミ ド ガン ミ ド ガン

Allez Les Verts
アレ レ ヴェル

Bulgari Yunatsi
ブルガリ ユナツィ

東京2020 横浜市 検索

GO GB 2020 検索

　7月中旬以降、競技会場周辺は、交通規制及び会場周辺の公園や駐車場などの一部施設の利用規
制を行います。また、横浜スタジアム周辺の交通規制に伴い、市営バスは迂回ルートを運行します。
　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などへのご理
解・ご協力をお願いします。
　交通規制などの詳細は東京2020大会横浜市ウェブサイトをご確認ください。

英国（グレートブリテン及び
北アイルランド連合王国）

GO GB
ゴー ジービー
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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。

市職員
①就職氷河期世代
②高校卒程度､免許資格職､社会人

試験日＝9月26日（日）
で｡①7月16日まで②7月21日まで

人事委員会任用課（ 671-3347
641-2757）

自衛官等
①一般曹候補生②航空学生
③自衛官候補生
詳細は問合せを

①9月6日まで②9月9日まで③年間
を通じて受付
自衛隊神奈川地方協力本部（
662-9429 662-9498）

 高齢者向け優良賃貸住宅
①②空家待ち登録者③入居者
市認定の民間住宅。60歳以上。①②鶴
見区ほか③戸塚区戸塚町28戸、2021
年12月予定｡詳細は申込書（①7月9日
から②7月5日から③7月1日から区役所
広報相談係で配布）で

①②7月30日まで③7月31日まで
①住宅供給公社（ 451-7766）②③
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
①障害児福祉手当･特別障害者手当 
②特別児童扶養手当

所得制限あり｡施設入所者除く｡①日
常生活で常に介護を必要とする重度
障害児･者②障害児を監護する父母等

居住区の福祉保健センター
申込先か①健康福祉局障害自立支
援課（ 671-3891 671-3566）②こ
ども青少年局こども家庭課（ 680-
1189 641-8424）

児童扶養手当の現況届提出を
認定中の人（支給停止含む）へ7月中に
案内を送付。受給から5年以上の人は
関係書類の提出も必要

8月2日（月）～31日（火） 
居住区の区役所こども家庭支援課
かこども青少年局こども家庭課（
680-1192 641-8424）

介護保険負担割合証の更新
現在要介護･要支援の認定等を受けて
いる人は8月から新しい証（7月中に送
付）に

居住区の区役所保険年金課か健康
福祉局介護保険課（ 671-4253
550-3614）

介護職員初任者研修（通信課程） 
児童扶養手当支給水準のひとり親家
庭の親､選考4人。詳細は で

9月10日～11月17日の水･金曜､全
15回
6,600円
8月10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）

個別ぜんそく相談
各日先着｡①15歳以上､2人 ②15歳未満､3人

①8月18日･9月8日･10月13日の水曜
14時～15時30分   
②8月12日･26日･9月16日･10月21日
の木曜14時～16時
みなと赤十字病院
7月12日から で健康福祉局保健
事業課（ 671-3824 663-4469）

横浜市長選挙    
視覚障害者向け点字シール

視覚障害者には｢投票のご案内｣に点字
シールを貼って送付可｡希望者は問合せを

各区選挙管理委員会か市選挙管理
委員会（ 671-3336 681-6479）

障害者パソコン講習会 iPad入門
15歳以上（中学生除く）の肢体･内部･精
神･聴覚等障害者、抽選4人｡詳細は問
合せか で

8月26日（木）･27日（金）13時～16時､全2回
横浜ラポール
1,930円
7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）

ラポール美術展 作品募集
障害のある人か団体､ 2点まで。詳細は
申込書（問合先で配布。 から入手）で

11月15日まで
横浜ラポール（ 475-2055 475-
2053）

2021年度版｢暮らしのガイド｣  
点字版·デイジー版発行

点字版は会場で閲覧可､デイジー版は
会場で配布｡郵送希望は問合先へ

7月21日（水）
市役所市民情報センター､区役所
広報相談係､市立図書館
市民局広報課（ 671-2332 661-
2351） 

講演・講座
市大エクステンション講座

｢肝臓･胆道･膵臓の話題と腹腔鏡手術｣
先着130人

9月8日（水）14時～16時25分
関内ホール
7月13日から で
市大地域貢献センター（ 787-8930 

701-4338）

起業家マインド育成プログラムを 
オンラインで開催

30歳以下｡事前予約制｡詳細は で
9月5日～10月17日の日曜14時～16
時30分､全5回
経済局経営･創業支援課（ 671-
2748 664-4867）

ボランティア養成講座 入門　  
視覚障害者への①音訳②点訳

各抽選20人。詳細は で
各14時～16時    
①9月1日～12月1日の水曜､全13回 
②9月2日～12月9日の木曜､全15回
健康福祉総合センター
3,000円
7月30日まで
視覚障害者福祉協会（ 475-2061 

475-2064）か健康福祉局障害自
立支援課（ 671-3602）

パソコン講習 初めてのパソコン
抽選12人

8月3日（火）･4日（水）9時45分～12時15
分､全2回
5,528円
7月15日までに で会場のシルバー人
材センター（ 847-1800 847-1716）

講演｢中村高寛監督の図書館活用術｣
先着80人｡詳細は で

8月28日（土）14時～16時
会場の中央図書館（ 262-7336
262-0054）

親子料理教室｢パンを知ろう｣
小学3～6年生と保護者､各抽選16組
32人｡詳細は で

8月23日（月）9時･13時
横浜綜合パン
1組1,500円
7月19日まで
よこはま学校食育財団（ 662-2541 

662-7834）
スポーツ･レクリエーション  
人材養成講座

18歳以上､先着｡オンライン講座もあり｡
費用等詳細は で

8月～2022年3月
スポーツ医科学センターほか
7月12日から
スポーツ協会（ 640-0014 640-
0024）

催 し
モノづくりキッズパーク

小学生と保護者｡企業の物作りを体験
ほか｡一部有料｡詳細は7月5日から で

7月24日（土）10時～16時｡荒天中止
日本丸メモリアルパークアリーナ
経済局ものづくり支援課（ 671-
4681 664-4867）

舞台芸術を楽しもう
小·中学生と保護者､先着150人｡詳細
は で

7月29日（木）16時～17時

7月11日から で会場の神奈川区民文
化センター（ 440-1219 440-1139）

青少年のための音楽会 横響
交響曲第9番｢新世界より｣（ドヴォル
ザーク）ほか

9月15日（水）19時～21時
県立音楽堂
1,000円。7月26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）

子どもコマ大戦 参加者募集
小学生､各抽選24人｡けんかゴマ作り
と対戦

8月12日（木）10時･12時･14時30分
市役所1階市民協働推進センター
600円
7月26日までに で
経済局ものづくり支援課（ 671-
3489 664-4867）

幼稚園･認定こども園 就職フェア
詳細は で

8月7日（土）11時～15時
新都市ホール
市幼稚園協会（ 534-8708 453-
1120）

お知らせ

財政局取得処分課☎671-2264
先着順受付は7月26日から
市有地売却･入札不落等物件売払

横浜市 市有地売却 検索

国民健康保険 被保険者証の更新
新保険証は7月中に送付

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）

国民年金保険料免除・納付猶予制度
原則､本人･世帯主･配偶者ともに､前
年所得が基準額以下か失業等で保険
料納付が困難な人｡本人が50歳未満
の場合､本人･配偶者のみで判断可能｡
対象者は申請で保険料免除等あり｡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）

「成人の日」を祝うつどい
2001年4月2日～2002年4月1日生まれ
で、各区に住民登録している人へ12月
中旬までに入場券を送付

2022年1月10日（月･祝）
《10時》旭･神奈川･都筑･保土ケ谷区
《12時10分》青葉･港北･西･緑区
《14時20分》泉･金沢･港南･栄･瀬谷･
　　　　　中区

《16時30分》磯子･鶴見･戸塚･南区
横浜アリーナ

※当日はオンライン配信もあり。詳細
は で
教育委員会生涯学習文化財課（
671-3282 224-5863）

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

語学･教養･医療講座など
オンライン講座も開催

横浜市立大学 エクステンション講座

YCU講座 検索
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横浜市長選挙 立候補予定者説明会
7月16日（金）14時～16時
市役所3階
選挙管理委員会（ 671-3336 681- 
6479）

特定生産緑地に関する説明会
平成4年度指定の生産緑地所有者､各
先着｡①30人②50人

各14時～16時    
①8月19日（木）②8月20日（金）
①JA横浜きた総合センター  
②JA横浜みなみ総合センター
7月26日から で
環境創造局農政推進課（ 671-
2726 664-4425）

市立図書館の全館休館
7月12日（月）
中央図書館（ 262-7334 262-0052）

横浜プールセンターの営業休止
令和3年度以降
市民局スポーツ振興課（ 671-3288 

664-0669）

障害者プラン説明会をオンラインで開催
詳細は で

7月19日（月）10時30分～12時30分
健康福祉局障害施策推進課（
671-3604 671-3566）

季刊誌「横濱」73号発売
横浜中華街を特集｡デイジー版は7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

7月6日（火）
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）

環境アセスメント図書の縦覧
アサヒプリテック株式会社 横浜工場
廃棄物発電焼却施設の建設事業 計
画段階配慮書
環境情報提供書の提出は問合先へ

7月5日（月）～19日（月）（予定）
鶴見区役所広報相談係､問合先で
環境創造局環境影響評価課（
671-2495 663-7831）

｢財政のあらまし(1)｣の閲覧
令和3年度当初予算及び令和2年度下
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）

施 設
みなとみらいホール   

682-2000 682-2023
横浜18区コンサート 
萩原麻未（ピアノ）

各15時～16時    
①9月14日（火）②9月16日（木）
①青葉区民文化センター②金沢公会堂
3,000円｡ 7月12日11時から か で

横浜能楽堂    
263-3055 263-3031

普及公演 
狂言｢鎌腹｣､能｢鵺｣

11月21日（日）14時～16時25分

3,500円～4,500円。8月7日12時から
か で

消費生活総合センター   
845-5640 845-7720

教室｢遺産と相続と遺言書の話」
当日先着200人

8月27日（金）13時30分～15時30分
港南公会堂

歴史博物館    
912-7777 912-7781

展示「布 うつくしき日本の手仕事」
事前予約制｡詳細は問合せか で

7月17日（土）～9月20日（月･祝）
1,000円

帆船日本丸    
221-0280 221-0277

日本丸でロープを学ぼう 作ろう
小学4年生以上､各当日先着10人

7月31日（土）･8月1日（日）･6日（金）･7日（土）
の10時30分～12時
500円

よこはまシニア通信

高額介護サービス費等の
負担限度額が変わります

地域貢献を通じて生きがいづくり

よこはまシニアボランティアポイント

　2021年8月の介護サービス利用分から､高額介護サービス費等※の
負担限度額が変わります。

区 分 月々の負担限度額
課税所得690万円(年収約1,160万円）以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円） 
～課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)

市町村民税課税
～課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)

世帯の全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)

前年の年金収入金額等が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
 15,000円(個人)

生活保護を受給している方等 15,000円(個人)
※1か月の介護保険サービスにかかる利用者負担額が負担限度額を超えた場合、

その超えた分が払い戻される制度です。

　介護施設などでボランティア活動を行うとポイン
トがたまり､ポイントに応じて寄付･換金ができる仕
組みです｡参加には登録研修会の受講が必要です｡

⃝介護施設などでのお茶出しやゲームの手伝い
⃝地域の高齢者への配食･会食サービス

開催月 会 場 開始時間市役所 開港記念会館
8月 10日(火)･20日(金)

13時9月 8日(水)･29日(水) 16日(木)
10月 11日(月)･26日(火)
11月 4日(木) 12日(金)

【申込み】事務局(かながわ福祉サービス振興会内)    
671-0296 671-0295

よこはまシニアボランティアポイントとは？

対象となる活動例

登録研修会
（事前予約制）

【問合せ】 居住区の区役所保険年金課または健康福祉局介護保険課　	
	 671-4294	 550-3614

【問合せ】 健康福祉局介護保険課　 671-4252	 550-3614

8月から
追加

【問合せ】居住区の消防署または消防局予防課
	 334-6406	 334-6610

住宅用火災警報器が
あなたと家族の命を救います
　火災の被害を減らす
には、早期発見が重要
です。そのためには住
宅用火災警報器の設置
が必要です。

　時間の経過による電子部品の劣化や電池切れなどで、火災を
感知しなくなる恐れがあります。
　警報器の側面などに記載の設置年月を確認してください｡
設置年月の記載がない場合は、製造年月でおおよその設置期間
が分かります。
※動作点検時の音声や製造年月の記載場所は、メーカーや製品により異

なります。ご不明な点は、近くの消防署へ相談してください。

「警報音停止 / 
テスト」ボタン
を押すか、｢引
きひも｣を引く

「火事です」や「正常です」などの音声が鳴る。
➡定期的に点検しましょう。

｢故障です」や「電池切れです」などの音声
が鳴るか、何も反応しない。
➡新しいものに交換しましょう。

正常に機能している場合

故障や電池切れの場合

設置の有無による火災件数と死者の比較（2011年から10年間の平均）

65歳以上の市民が対象

▲イメージキャラクター
健康ほうし君

住宅用火災警報器の設置の有無により、
火災件数や死者数にも大きな差が出ます

きちんと動作するか、確認しましょう

10年経ったら交換しましょう
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【問合せ】市民局人権課　 671-2718	 681-5453
【問合せ】教育委員会事務局小中学校企画課情報教育担当　	
	 314-1316	 314-1318

【問合せ】都市整備局ＩＲ推進課　 671-4135	 550-3869

同和問題（部落差別）
偏見や思い込みと向き合ってみませんか

G
ギ ガ

IGAスクール構想

1人1台の端末で、
ぐんぐん学ぶ

横浜ＩＲを考える有識者対談

　日ごろ親しく付き合っている人が同和地区出身だと
分かった時、「これまでと同じ」「表面的には付き合うが、
できるだけ付き合いを避けていく」「付き合いをやめて
しまう」、あなたはどうしますか。横浜市が行った人権に
関する市民意識調査では、回答者のおよそ１割の人が付
き合いを避けたり、やめたり、付き合い方を変えると答
えています。
　日本には、「同和地区」または「被差別部落」と言われる
特定の地域の出身であることや、その地域に住んでい
ることなどを理由とする偏見・差別が残っています。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、身元調べを目的に戸籍関係書類を不正に取得され
る、偏見に根ざしたインターネット・SNSへの書き込み
がされるなど、人権侵害が後を絶ちません。
　もし、人の評価や人との付き合い方が、出身地やどこ
に住んでいるかで決まるとしたら、あなたはどう感じま
すか。「どこで生まれようが、どこに住んでいようが、同
じ人間だ。」と心から言えますか。
　人は、一人ひとり多様な個性と豊かな可能性を有して
います。全ての人が、日々の生活の中で互いに人権を尊
重し合い、ともに生きる社会を目指し、いま一度、あなた
の中にある偏見や思い込みと向き合ってみてください。

　横浜市におけるG
ギ ガ

IGAスクール構想
に基づき、市立の小・中学校、義務教育
学校、特別支援学校（小・中学部）の児童
生徒に1人1台の端末を整備しました。
あわせて学校に整備した高速大容量の
通信ネットワークに接続し、学校ごと
に順次、利用が始まっています。
　今後は、一人ひとりが自分のペースで必要な情報を集めて活用する学習
や、インターネットを通じた社会と繋がる交流など、さまざまな場面で活用
を広げ、豊かな学びを実現していきます。

　横浜ＩＲの実現にあたり、ギャンブル
等依存症や治安など、ＩＲを構成する施
設の一つであるカジノに起因する懸念
事項への取組について、市民の皆さま
に理解を深めていただくため、有識者
による対談を行います。
　対談の様子は、収録した映像を横浜市
公式YouTubeアカウントよりオンライン
で配信します。なお、対談は3回行う予定
です。
　第2回以降については別途ご案内し
ます。詳しくは横浜ＩＲ公式ウェブサイ
トを確認してください。

【配信】７月19日（月）から
【出演者】池田 文隆さん （一般社団法人グレイス・ロード グレイス・ロード甲斐サポートセンター 統括

センター長）
 三原 聡子さん（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 主任心理療法士）

【内容】 第1部  ギャンブル等依存症の当事者として
 第2部  ギャンブル等依存症からの回復
 第3部  ギャンブル等依存症の背景と対策

小・中学校への
取材記事は
こちらから

オンライン配信

〈第１回〉ギャンブル等依存症について考える（前編）

池田 文隆さん
ギャンブル依存症の当事者。
元警察官。グレイス・ロードの
回復プログラムで救われた
経験を基に、ギャンブル依存
症者の回復支援に携わる。

三原 聡子さん
2011年のインターネット依存専門
治療外来開設時より、インターネッ
ト依存の治療・研究に携わる。国内
外の学会においてインターネット依
存に関する発表を多数行う。

▲タブレットを使った授業の様子

GIGAスクール構想
文部科学省が提唱した

「児童生徒向けの1人1
台端末と、高速大容量の
通信ネットワークを一体的に整備することで、多様な子ど
もたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され
た学びを全国の学校現場で持続的に実現させる」ことを目
指した構想。横浜市では、2020年9月に「横浜市における
GIGAスクール構想」を策定。
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開催期間
会 場

8月28日(土)～10月17日(日)
横浜市内全域〈横浜の“街”そのものが舞台〉

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】 Dance	Dance	Dance	@	YOKOHAMA	2021全般について	 横浜ダンスパラダイスについて
	 横浜アーツフェスティバル実行委員会（文化観光局内）	 横浜ダンスパラダイス運営事務局（認定NPO	法人アークシップ内）
	 663-1365	 663-1928　	 323-9351	 323-9352
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開幕に先駆けて、7月から観覧無料の
ダンスステージを開催します！

横浜ダンスパラダイス

　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。横浜港を背景に繰り
広げられる幻想的な野外ステージや、国内外で活躍するトップアーティストによる公演、子ども
たちがプロのダンサーに学ぶワークショップ、週末ごとに街中でさまざまなダンスが楽しめ
る無料の参加型ステージなど、この夏、横浜にオールジャンルのダンスが集結します。

　7月下旬から、10月中旬までの約3か月間の週末を中心に、年齢、ジェンダー、国籍、
障害の有無やプロ・アマなどを越えて、みんなで盛り上がる観覧無料のダンスステー
ジを実施します。
　最終日には、ダンサーの近藤良平振付によるオリジナルダンス『レッド・シューズ』
をみんなで一緒に踊るフィナーレスペシャルプログラムもあります。

ブレイクダンス＆アーバン
スポーツ（BMX 等）ステージ

小暮香帆（振付家・ダンサー）
× 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

DRAMATIC WORKS 金魚JAM
（南彩子 渡辺じゅり）

インクルージョンステージ

ジャンピングスティルトチーム Team A
ア ン ズ

NDZ
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LAMENCO

【日程】7月22日(木・祝)
【会場】ランドマークプラザ 1階  

サカタのタネ ガーデンスクエア

【日程】8月7日(土)
【会場】 クイーンズスクエア横浜  

 1階 クイーンズパーク 【日程】8月14日(土)　【会場】JR桜木町駅前広場

　近藤良平による特別支援学校や横浜ラポールでの
ダンスワークショップの参加者が、パフォーマンス
を披露。大前光市によるステージも開催。

【日程】8月9日 (月・休) 
【会場】クイーンズスクエア横浜 1階   
　　　クイーンズサークル 

【日程】7月23日(金・祝)
【会場】 クイーンズスクエア横浜 1階  

 クイーンズサークル

【日程】7月24日(土)
【会場】ナビオス横浜

　新型コロナウイルス感染症対策を行った上
で開催します。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。また、
感染状況により、掲載内容に変更等が生じる
場合もあります。詳細はウェブサイトで確認
してください。

主要公演チケットの購入はDDDチケットセンター
（神奈川芸術協会内）へ

453-5080 （平 日10時 ～18時、
土曜10時～15時 日曜・祝休日を除く）

DDD横浜 検索

▲横浜ベイサイドバレエ 東京バレエ団モーリス・ベジャール振付『ボレロ』 ▲ダンス部応援プロジェクト！
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