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⃝9月号は、8月16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。

⃝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、
居住区の区役所へ。

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：3,778,876人　世帯数：1,768,776世帯
横浜市データ(2021年8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）。 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
関連情報は
最終面へ

横浜市の新型コロナの
お問い合わせ窓口

ワクチン接種に関する
お問合せ

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

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。

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）

900-0356 ※耳の不自由な方はFAXにより相談してください。

※ワクチン接種後に生じた副反応等に係る専門的な相談に対応します。 医療機関等の
紹介は行っていません。日本語以外での相談も受け付けています。

ワクチン接種を受けた医療機関・かかりつけ医等
　「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」にて
受診するよう勧められた場合は、接種を受けた医療機関またはかかり
つけ医等に受診あるいは相談してください。

ワクチン接種後に
体に異常がある時の
相談先

　少しずつ暑さも和らぎ、スポーツを始めたり、ハイキングなどの機会をお考えかもしれません。
市内では、比較的強い感染力を持つ変異株の流行が拡がっていることから、屋外であっても、飛沫
を防ぎ、手を洗うなどの感染対策が必要です。

　ワクチン接種後も感染しなくなるわけではあり
ません。人の移動や交流が増えると感染者が増加
する傾向があり、地域の感染拡大を抑え込むため
に、この秋も市民一人ひとりが基本的な感染対策
を徹底していくことが必要です。社会生活と感染
対策の両立のため、ご協力をお願いします。
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　台風や大雨などは、事前に進路や規模がある程度予測できるため、
あらかじめハザードマップなどで周辺のリスクを確認し、接近時の計
画を立てておくことで適切な避難行動につなげることができます。
　事前に一人ひとりの避難行動計画（マイ・タイムライン）
を作成しましょう。

　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。
　また、警戒レベルは必ずしも段階的に発令されるわけでは
ありません。避難情報を待つことなく、危険と感じたら自身
の判断で避難を開始してください。避難場所に行く場合は、
非常用持出袋を持っていきましょう。
　避難とは「難」を「避ける」ことであり、安全を確保すること
です。避難場所に行くことだけが避難行動ではありません。
あらかじめ安全な親戚の家などを避難場所とし
ておくなど、必要に応じて各家庭で検討しておき
ましょう。

※1 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。
なお、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
応じて普段の行動を
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。

秋は防災の季節です

横浜市  警戒レベル 検索

横浜市 マイ・タイムライン 検索

　今年7月には、豪雨が日本各地を襲い甚大な被害をもたらしました。自分や大切
な人の逃げ遅れを防ぐためにも、避難情報などの正しい知識を確認しましょう。

　一人ひとりの防災意識を高め、地域の防災力・連携を強化するために行う大規模
な防災訓練です。市民の皆さんをはじめ、多くの機関が協力して行います。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、実動訓練の観覧は抽選とな
ります。観覧を希望する人は9月30日（木）までにウェブページから応募してくださ
い。なお、啓発・展示会場は自由に見学できます。
　また、実動訓練はYouTubeでライブ配信します。ぜひご覧ください。

【日時】11月7日（日）10時~12時（実動訓練） ・10時~15時（啓発・展示）
【会場】西区みなとみらい1-1 耐震バース（実動訓練）・臨港パーク（啓発・展示）
【問合せ】総務局緊急対策課　 671-2064 641-1677

風水害に備える

令和３年度
横浜市総合

防災訓練開催
＆観覧者募集 

【問合せ】総務局緊急対策課　 671-2064 641-1677

【問合せ】道路局河川企画課　  671-2858 651-0715 

【問合せ】 総務局地域防災課　 671-3456 641-1677

自分の避難する警戒レベルを知っていますか？
「高齢者等避難」または「避難指示」のタイミングで危険な場所から避難行動をとりましょう

自分の避難行動を見える化！マイ・タイムラインを作成しましょう

「横浜市水防災情報」のページで、リアルタイムの河川状況をチェックしましょう
　「横浜市水防災情報」のページでは、河川の
水位情報や、河川カメラの画像を発信してい
ます。
　河川の様子をこまめに確認し、家族や自身の安
全確保や、迅速な避難行動に活用してください。

横浜市 水防災情報 検索

総合防災訓練 横浜市 検索

水防災情報
トップページ

観測地点ごとの詳細ページ

通常時 増水時

1 河川カメラの画像
　現地で雨が降っていなくても、川の水位は急
上昇することがあります。河川カメラをチェッ
クして、迅速な避難行動に役立てましょう。 

2 河川断面図と水位のグラフ表示
　断面図で視覚的に、グラフでは統計的に水位の変化を見ることができます。 

図はイメージです

警戒
レベル 新たな避難情報等
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2 大雨・洪水・高潮注意報（気象庁）

1 早期注意情報（気象庁）

危険な場所から
全員避難

危険な場所から
高齢者等は避難

非常用持出袋を
持って

いきましょう
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防災を学べる
ウェブサイトを
開設しました 

風水害や地震に備えましょう 
　9月1日は関東大震災に由来し、制定された防災の日です。
また、これから本格的な台風シーズンを迎えます。秋は風水害
や地震への対策や日頃の備えについて見直す良い季節です。
　この秋、防災について改めて考えてみませんか。 

　大規模地震が発生し、木造住宅が密集している地域で
火災が起きると、周りの建物に延焼し、大きな被害をもた
らします。補助制度を活用して、古い
建物の解体や燃えにくい建物に建替
えを行い、地震火災に備えましょう。
【建築物不燃化推進事業補助】
　古い建物の解体工事費や燃えにくい建物の新築工事費
に対して、合計最大300万円を補助します。
※対象となる地域：磯子区、神奈川区、金沢区、鶴見

区、中区、西区、南区の一部。詳細は問い合わせてく
ださい。

　大きな地震が発生したとき、家具の転倒による逃げ遅れや電気火災を防ぐため、 
今一度、自宅の地震への備えを確認しましょう。 

　コロナ禍でもしっかりと防災
を学べるように、防災を学べる
動画やクイズなどを掲載した
ウェブサイト「防災学習コンテンツ」を作成しました。
　自分にあったコンテンツを見つけて、災害への備えを
進めるためにぜひ活用してください。

　消防団は、地域防災の要として近年ま
すます注目されており、横浜市では今年
度から、 活動した際に支給される報酬
額を引上げました。 
　高校3年生（18歳）、専門学生、大学生
も活躍しています。 【入団条件】

⃝市内に在住・在学・在勤の18歳以上
⃝外国籍の人も入団可能（条件あり）。
　入団はウェブページから申請できます。

消防団員を募集しています！ 

地震に備える

【問合せ】	都市整備局防災まちづくり推進課
 671-3595 663-5225

横浜市 まちの不燃化 検索

横浜市  防災 学習コンテンツ 検索 横浜市消防団 検索

地震・火災体験リポート記事は
こちらから	

　家具や家電の転倒
は、けが・逃げ遅れ・電
気火災等の原因にも
なります。自分自身
や家族の命を守るた
めに、転倒防止器具
を設置するなど、事前
に対策をしましょう。

家具の転倒による負傷や逃げ遅れの対策をしましょう 

【問合せ】	転倒防止器具の種類や器具の無料取付代行について 横浜市まちづくりセンター 262-0667 315-4099
 家具の転倒防止対策について 総務局地域防災課 671-3456 641-1677

【転倒防止器具の無料取付代行】
　横浜市では、転倒防止器具の
無料取付代行を行っています。
同居者全員が右の要件①~⑥の
いずれかに当てはまる世帯に、
家具転倒防止器具を無料で取
り付けます（器具代は自己負担
です）。
【申込み】
11月30日（火）まで（先着順）横浜市 家具転倒防止対策 検索

【問合せ】	感震ブレーカー助成事業（申込みなど）について
 横浜市防火防災協会　 714-0929 714-0921
 感震ブレーカー設置促進について　
 総務局地域防災課 　 671-3456 641-1677

　大規模地震における火災のうち、その多く
は電気による出火が原因と言われています。

「感震ブレーカー」は地震の大きな揺れを感じ
た場合に電気を自動で止める器具で、電気火
災を防ぐ効果があります。
【感震ブレーカー設置助成】
　木造住宅が密集する地域など地震火災によ
る被害が大きいとされる地域を対象に、感震ブレーカー（簡易タイプ）
の購入費の一部を助成します。
※対象となる地域：泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港北区、鶴見区、

戸塚区、中区、西区、保土ケ谷区、南区の一部。詳細はウェブページ
で確認してください。

横浜市 感震ブレーカー 検索

▲分電盤に取り付ける簡易タイプの
感震ブレーカー（例）

地震火災の対策に
感震ブレーカーを設置しましょう 

古い建物の解体や建替えの補助金を活用し、
地震火災に備えましょう 

【要件】
①65歳以上
②身体障害者手帳を持っている
③愛の手帳を持っている
④精神障害者保健福祉手帳を持っている
⑤介護保険法による要介護、要支援の認定を受けている
⑥中学生以下
※「中学を卒業した人」から「64歳以下の人」については、②~⑤

のいずれかに該当しない限り、この制度の対象になりません。
※過去にこの事業を利用している世帯は申し込みできません。

引上げ後の報酬額	
年額報酬（階級が団員の場合） 36,500円／年
災害出場 7,000円／回
訓練・防災指導等 3,500円／回

【問合せ】	消防局消防団課　 334-6403 334-6510  【問合せ】	総務局地域防災課　 671-3456 641-1677
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よこはまシニア通信

10月1日から利用できる
令和3年度 敬老特別乗車証（敬老パス）の受取り手続きについて

敬老月間 施設の市民優待利用

受取りについて
　9月中旬までに、すでに申請が済んでいる人※1へ納付書または引換券を順番に
発送します※2。納付書または引換券が届いたら、同封の案内文を確認の上、横浜
市内の郵便局窓口※3で手続きをしてください。
※1 令和2年度の敬老パスを所持し、受け取り時に令和3年度の敬老パスの申請をした人は、

改めて申請する必要はありません。納付書または引換券が届くのをお待ちください。
※2 申請した時期によっては、すぐに納付書または引換券が届かない場合があります。
※3 9月は郵便局窓口が大変混み合います。混雑を避けて手続きしてください（火曜から木曜

は、比較的空いています）。

　横浜市では9月を敬老月間と定めて、施設
の市民優待利用を実施します。利用の際は、
氏名・年齢・住所が確認できるものを持参し
てください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、例年よ

り対象施設が縮小されています。また、今後の状況
によっては、優待利用を中止する場合があります。

※来館の際は、マスクの着用やアルコール消毒な
どのご協力をお願いします。

対象施設 実施日 料金 優待対象者 問合せ
横浜ランドマークタワー

69階展望フロア スカイガーデン

9月20日(月・祝)

500円（税込）
（優待料金です。）

65歳以上の
横浜市民

（本人のみ）

健康福祉局
高齢健康福祉課

671-3920
550-3613

帆船日本丸
※横浜みなと博物館は

改修工事中です。
無料

横浜人形の家
※常時展示スペースのみ

無料
（企画展は別途料金

が必要です。）

新たに申請を希望される場合
　問合せ先に連絡してください。申請書を郵送します。

【問合せ】	敬老パス問合せダイヤル　 0120-656-336  03-6733-8520 （毎日8時〜21時 10月15日まで）

敬老特別乗車証（敬老パス）とは？
　市内の路線バス（市営・民営）、市営地下鉄、金沢
シーサイドラインが利用できる乗車証です。市内に
住む70歳以上の希望者に交付しています（交付には
所得などに応じた負担金が必要です）。

注意	9月30日までは、令和2年度の敬老パスを利用してください。

【問合せ】NTTハローダイヤル　 050-5548-8686（毎日9時〜20時 10月25日まで） 633-9171

里山ガーデン 秋の大花壇公開

　秋の里山ガーデンの魅力を自宅でも楽しめるよう、横浜の花
と緑をPRするアンバサダー三

み

上
かみ

真
まさ

史
し

さんに映像でご紹介いた
だきます。紹介映像は、９月下旬頃に公開予定です。
　このほか、「里山ガーデン ミニコンサート」などの
動画も配信予定です。

新型コロナウイルス感染症対策について

　風にゆれるコスモスなど、秋ならではの景色が広がります。
市内最大級の大花壇を心ゆくまでお楽しみください。

【期間】９月18日（土）～10月17日（日）
【開場時間】９時30分～16時
【会場】里山ガーデン（よこはま動物園ズーラシア隣接） 
　　　旭区上白根町1425-4
【入場料】無料 里山ガーデン 検索

正面入口広場では、
地産地消の

キッチンカーの出店を
予定しています。

里山ガーデンは
新型コロナウイルス感染症拡大防止を
徹底して大花壇を公開します

　新型コロナウイルスの拡大状況により、中止・縮小、
もしくは内容が変更となる可能性があります。最新情
報は、ウェブページまたはハローダイヤルに問い合わ
せてください。

横浜の花と緑をPRするアンバ
サダー 三上 真史さん

ガーデンネックレス横浜
公式YouTubeチャンネル

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

動画コンテンツ

⃝周囲の人との距離を空けるようにお願いします。
⃝事前の検温・マスク着用の上、 

入口での手指消毒をお願いします。
⃝混雑状況により大花壇園路を一方通行にする等の

制限を行う場合があります。
⃝例年行っているミニコンサート・ズーラシアバード

ショーPR、テント内のワークショップは実施しません。
⃝土・日曜、祝・休日は大変混雑します。平日の来場や

公共交通機関の利用にご協力ください。
※詳しくはウェブページで確認してください。

　ズーラシアの入園には事前予約が必要です。詳しくは
ウェブページなどで確認してください。

里山ガーデンの隣には、
よこはま動物園ズーラシアもあります

ズーラシア 検索
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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。

日野こもれび納骨堂使用者
詳細は問合せか で
9月30日まで
市営墓地·納骨堂使用者募集室（
228-9841 228-9842）か健康福祉
局環境施設課（ 671-2450）
市職員（技能職）
選考＝10月24日（日）
9月19日までに で
総務局人事課（ 671-4003 662-
7712）
通学区域特認校	令和4年度就学者
特色ある教育を実施している西金沢
学園に通学区域外から通う児童。詳細
は で｡学校説明会への参加必須
12月10日までに申込書（学校説明会
で配付）で
教育委員会教育課程推進室（
671-3494 664-5499）
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｡金沢区
釜利谷東､抽選30戸｡ 2022年4月予定｡
詳細は申込書（9月1日から区役所広報
相談係で配布）で
9月30日まで
パワーズアンリミテッド（ 439-
0028	 439-1882）か建築局住宅政
策課（ 671-4121）
ハマ展	作品募集
選考｡詳細は問合せを
搬入=10月23日（土）･24日（日）｡写真の
搬入は9月19日（日）､画廊｢楽｣へ	 	
展示＝11月3日（水･祝）〜13日（土）
市民ギャラリー
7,000円
横浜美術協会（ ･ 251-1156）か
文化観光局文化振興課（ 671-
3714）

福祉・高齢
高齢者インフルエンザ予防接種
60〜64歳で指定する障害がある人か
65歳以上
10月1日（金）〜12月31日（金）
協力医療機関
2,300円（生活保護受給・市民税非課
税世帯等は自己負担免除）
予防接種コールセンター（ 330-
8561 664-7296）
人工肛門・膀胱	南部地区相談会
人工肛門・膀胱保有者か関係者､当日
先着50人
9月19日（日）13時30分〜16時30分
ウィリング横浜12階
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
コース抽選4人｡詳細は問合せか で
各13時〜16時､全2回	 	 	
①10月21日（木）･22日（金）		 	
②10月25日（月）･26日（火）
横浜ラポール
500円
9月17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）
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
10月27日（水）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）
9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）
中央職業訓練校	12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9月21日から で
12月〜2022年3月
11月12日まで

▷説明会	各10時･14時､問合先で開催。
①10月12日（火）②10月13日（水）
会場の中央職業訓練校（ 664-
6825 664-2081）
高齢者健康福祉講演会
抽選100人。健康体操もあり。詳細は で
11月2日（火）13時30分〜15時30分
健康福祉総合センター
10月５日まで
高齢者健康福祉財団（ ･ 201-
9205）か健康福祉局高齢在宅支援課
（ 671-2405）

講演・講座
みなと赤十字病院がオンラインで開催
①小児アレルギー教室
②講座｢もっと知ろう慢性腎臓病｣
各先着。①80人②50人
①10月28日（木）15時〜16時30分		
②11月16日（火）14時〜15時30分
9月13日から で
みなと赤十字病院（ ①628-6381
②628-6317、 628-6101）
オンライン講演会｢アレルギーと	 	
新型コロナウイルス感染症」
先着90人
11月3日（水・祝）10時〜11時30分
9月22日から で
健康福祉局保健事業課（ 671-3824	
663-4469）

市大エクステンション講座
①大腸･直腸がん最新ロボット手術
②アルコール問題と減酒外来
各先着｡①130人②59人
①10月29日（金）14時〜16時	 	
②11月8日（月）15時〜16時30分
①関内ホール②情報文化センター
9月13日から で
市大地域貢献センター（ 787-8930	
701-4338）

Yナース登録推進研修
災害支援ナースの医療研修｡事前申
込制｡詳細は で
10月24日（日）9時30分〜13時
総合医療会館
10月8日まで
看護協会（ 263-2932 263-2905）
か医療局医療政策課（ 671-3932）
インターンシッププログラム	 	
2期生募集
各選考13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
9月29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）
パソコン講習	
①初めてのパソコン
②初めてのワード
各抽選12人
各コース火·水曜､全2回		 	
①10月5日･6日9時45分〜12時15分	
②10月12日･13日13時30分〜16時
①5,528円②5,550円
9月15日までに で会場のシルバー
人材センター（ 847-1800 847-
1716）
わらべうたと絵本の会		 	 	
ボランティア講座
抽選12人
10月14日（木）･21日（木）･11月4日（木）10
時〜12時､全3回
白根地区センター
9月17日までに で
中央図書館企画運営課（ 262-7334	
262-0052）

催 し
農業の彩典2021	JA横浜×横浜農場
市内産農畜産物の販売ほか
10月2日（土）10時〜15時･3日（日）10時
〜14時
市役所アトリウムほか
事務局（マイナビ、 03-6667-1181	
03-6667-1182）か環境創造局農

業振興課（ 671-2639）
一般公開をオンラインで配信		 	
①理化学研究所	 	 	
②市大鶴見キャンパス
科学の体験イベント･講演会など。詳細
は で

10月9日（土）10時〜31日（日）24時
①理研（ 503-9111 503-9142）	
②市大（ 508-7201 505-3531）
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50組100人｡
詳細は で
10月17日（日）14時〜16時
県民ホール
9月22日まで
文化観光局文化振興課（ 671-3714	
663-5606）

爆笑!	濱っ子寄席
先着1,000人
11月19日（金）18時〜21時
関内ホール
3,500円
10月4日から でよこはまユース
（ 662-3716 662-7645）
かながわ訪問看護フェスティバル
抽選100人｡講演会､介護相談ほか｡詳
細は で
10月23日（土）13時〜16時
総合医療会館
10月12日までに で看護協会（
263-2933 263-2905）
申込先か医療局がん·疾病対策課
（ 671-2444）
横浜女性ネットワーク会議	 	
＆ウーマンビジネスフェスタ
先着200人｡講演会と分科会
11月28日（日）13時〜16時
パシフィコ横浜
3か月〜未就学児（予約制）
9月13日から で
政策局男女共同参画推進課（
671-2017 663-3431）
リレー･フォー･ライフ･ジャパン2021
がん征圧･患者支援チャリティーウォー
ク｡詳細は で
10月2日（土）13時〜19時｡荒天中止
臨港パーク
1,000円
実行委員会（池田 090-7901-8718	
225-0051）か医療局がん·疾病対

策課（ 671-2721）

お知らせ
環境アセスメント図書の縦覧
①（仮称）北仲通北地区B-1地区新築工
事	計画段階配慮書

②（仮称）深谷通信所跡地公園整備事業	
環境影響評価方法書

③（仮称）深谷通信所跡地墓園整備事業	
環境影響評価方法書

①環境情報提供書②③意見書の提出
は問合先へ
①9月3日（金）〜17日（金）（予定）	 	
②③9月24日（金）〜11月8日（月）	（予定）
区役所企画調整係（①中区②③泉･
戸塚区）､問合先で
環境創造局環境影響評価課（
671-2495 663-7831）

募 集

バス乗務員
【養成コース】等

検索

横浜市交通局職員募集

横浜市交通局職員 採用
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市立小学校､義務教育学校前期課程	
就学通知･就学時健康診断通知発送
2022年4月入学者｡外国籍の入学希望
者は居住区の区役所戸籍課へ
10月中旬
居住区の区役所戸籍課か教育委員
会学校支援·地域連携課（ 671-
3270 681-1414）､健診は健康教育･
食育課（ 671-3275 681-1456）
公共事業事前評価	市民意見募集

（仮称）相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅付近）連
続立体交差事業
資料の閲覧･配布は期間中､市役所市民
情報センター､旭区役所広報相談係､	
問合先で｡ からも可
9月1日〜30日
道路局建設課（ 671-2792 663-
8993）
全国都市交通特性調査に協力を
無作為抽出の2,500世帯へ10月〜11月
上旬に調査票を送付､郵送かインター
ネットで回答
関東地区サポートセンター（ 0120-
013-875〈9月13日〜12月末日〉）か関
東地方整備局広域計画課（ 048-
600-1330 048-600-1373）

保育士オンライン就職相談会
保育士資格保有者･取得見込者の復
職･就職を支援｡事前申込制｡
詳細は で
9月12日（日）14時〜16時
えんみっけ!事務局（ 050-5526-
1927 03-5250-1157）かこども青少
年局保育対策課（ 671-4469）
特別相談会①法律②こころの健康
各日先着6人
各13時〜16時。①9月30日（木）･10月5
日（火）②9月21日（火）･30日（木）･10月5日
（火）･7日（木）
希望日の1週間前から で会場の
市役所市民相談室（ 671-2306
663-3433）
かながわ緩和ケア医キャリアパス	
説明会をオンラインで開催
緩和ケア医を目指す医師等｡事前申
込制
10月7日（木）19時15分〜20時45分
9月30日までに で
医療局がん·疾病対策課（ 671-
2721 664-3851）
住まい･まちづくり相談センターの	
移転
9月29日（水）

神奈川区栄町8-1ヨコハマポートサ
イドビル4階
住宅供給公社（ 451-7762 451-
7770）

施 設
みなとみらいホール	 	
682-2000 682-2023

①市招待国際ピアノ演奏会
②ミュージック･イン･ザ･ダーク
①11月6日（土）16時〜19時
②12月5日（日）14時〜16時
①県立音楽堂②横浜能楽堂
4,000円
①9月27日11時から か で	 	
②9月22日11時から か で
男女共同参画センター横浜
862-5050 865-4671

ホール･音楽室等の利用停止
詳細は問合せを
2022年5月1日（日）〜2023年4月30日（日）
都市発展記念館 	
663-2424 663-2453

展示「スポーツの祭典と横浜」
9月26日（日）まで
300円

横浜能楽堂	
263-3055 263-3031

①横浜狂言堂
②眠くならずに楽しめる能の名曲
①｢三人夫｣｢茶壺｣
②狂言｢節分｣､能｢紅葉狩｣
①10月10日（日）14時〜15時25分
②12月11日（土）14時〜16時35分
9月11日12時から か で。
①2,200円②3,500円〜4,500円
にぎわい座	
231-2515 231-4545

①扇遊·鯉昇	二人三客の会
②三遊亭円楽独演会
③国本はる乃·真山隼人二人会
①11月11日（木）19時〜21時
②11月15日（月）14時〜16時
③11月27日（土）14時〜16時
2,100円〜3,200円、10月1日から
か で
消費生活総合センター	 	
845-5640 845-7720

教室｢不当･架空請求トラブルにあわ
ないために」
当日先着40人
10月20日（水）13時30分〜15時30分
大倉山記念館

【問合せ】	申請前▶市民局窓口サービス課　 671-2176 664-5295　　申請後▶横浜市郵送請求事務センター 222-4900 222-4916

【問合せ】水道料金の改定について 水道料金改定専用ダイヤル 849-6128
支払い猶予など水道全般について 水道局お客さまサービスセンター 847-6262 848-4281

住民票の写しや戸籍証明書などを、オンラインで申請できます！

水道料金を改定しました

マイナンバーカードとスマートフォンを利用して、24時間どこか
らでも住民票の写しや戸籍証明書などの申請ができるようになりま
す。証明書は申請から１週間程度で自宅に郵便で届きます。
　詳しくはウェブページを確認してください。
【受付開始日時】9月1日（水）10時から
【申請に必要なもの】
⃝マイナンバーカード
⃝マイナンバーカードに対応したスマートフォン
	（ICカードリーダがあっても、パソコン、タブ
レット単独では申請できません）

⃝クレジットカード（手数料支払用）

9月または10月の検針分から新料金が適用されます
　老朽化が進む水道管や水道施設の更新、大地震に備え
た耐震化を着実に進め、安定して水道水を供給し続ける
ため、7月1日から平均で12%の引き上げとなる水道料
金改定を実施しました。
　6月30日以前から継続して水道を使用している場合は、
9月または10月の検針分から新料金が適用されます。
　なお、転居などで7月以降に水道の使用を開始した場
合は、初回の検針から新料金が適用されます。
（下水道使用料の改定はありません）

取得できる証明書 対象者 手数料

住民票の写し 横浜市内に住所がある本人
及び同一世帯の人のみ

１通300円
＋郵送料印鑑登録証明書 横浜市内に印鑑登録している本人のみ

身分証明書 横浜市内に本籍がある本人のみ
戸籍の附票の写し 横浜市内に本籍がある本人

及び同一戸籍の人のみ戸籍(全部・個人事項)
証明書

１通450円
＋郵送料

※本人申請のみ。代理人・第三者による申請はできません。
※対応できない証明書もありますので、詳しくはウェブページで確認し
てください。 横浜市 戸籍証明オンライン申請 検索

※料金は2か月に一度の請求です
（消費税等相当額を含む）。

　改定後の水道料金は、ウェブ
ページで確認できます。

料金改定：7月1日 前回検針日までは旧料金が適用されます。

料金改定の内容や
検討経過について

水道料金改定
専用ダイヤル

（2022年3月31日まで開設）

ご相談ください

　新料金表など料金改定の内容やこれまでの検討経過は、ウェブ
ページで確認できます。

　水道料金の改定に関してはこちらに問い合わせてください。
849-6128

（毎日8時30分~17時15分）

　新型コロナウイルス感染症等の影響により、料金のお支払いが
困難な方には、支払い猶予の制度がありますのでご相談ください。
水道局お客さまサービスセンター	
847-6262 848-4281（24時間365日）

横浜市 水道料金改定 検索

横浜市 水道料金計算 検索

検針月※ 5月 6月 7月 8月 9月 10月
奇数月に検針を
行っている場合

偶数月に検針を
行っている場合

前々回検針日 前回検針日 検針日
旧料金 新料金

前々回検針日 前回検針日 検針日
旧料金 新料金

自宅に郵便で
届きます

水道料金簡易計算
ツールはこちら▶︎



152021（令和3）年 9月号 ／ 横浜市版

【問合せ】	ブロック塀等の改善工事に対する補助金について 建築局建築防災課 671-2930 663-3255
 ブロック塀等の一般的な相談について 建築局情報相談課  671-2953 550-4102

【問合せ】健康福祉局こころの健康相談センター　 662-3558 662-3525

ブロック塀等の安全を確認しましょう

生きる気持ちを支える声かけを 横浜女性起業家COLLECTION	2021	 	

オンライン展示会

横浜市 ブロック塀 検索

　基準に適合しないブロック塀等は、地震などの際に簡単に壊れ、
避難の妨げになったり、人命を奪うこともあります。また、ブロック
塀などが倒壊して事故が発生した場合には、所有者がその責任を問
われる可能性があります。安全点検を行い、災害に備えましょう。
補強コンクリートブロック塀の安全点検チェックポイント
　次のチェック項目を点検し、チェックが入らない項目が１つでも
あれば、倒壊の原因となる可能性がありますので、専門家に相談しま
しょう。また、改善工事までの間は付近を通行する人への注意喚起の
ため、張り紙などの適切な対応をお願いします。

補強コンクリートブロック塀の場合
１		塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。
２		塀の厚さは10㎝以上か。（塀の高さが2ｍ超2.2ｍ以下の場合は、15㎝以上）
３		塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁があるか	

	 （塀の高さが1.2ｍ超の場合）。
４		コンクリートの基礎（建物を支え、地盤に定着させる部分）があるか。
５		塀に、傾き、ひび割れはないか。
６		塀に鉄筋が入っているか。
７		基礎の根入れの深さは30㎝以上か（塀の高さが1.2m超の場合）。

ブロック塀等の改善工事について
対象

ブロック塀等
道路等に面するブロック塀等で、高さ1ｍ以上のもの	
※その他にも条件があります。

申請対象者 所有者等

対象工事 ①除却工事
②除却工事と合わせて行う軽量なフェンス等の新設工事

補助額 上限30万円（新設工事は除却工事と合わせて30万円まで、対象
となる塀等の長さによる限度額あり）

申込方法 事前に相談が必要です。令和3年度中の補助金申請のためには、
10月31日までに相談の申し込みをする必要があります。

補強コンクリート
ブロック塀

鉄筋

ひび割れ

2.2m以下

控え壁

根入れ

出典：パンフレット
「地震からわが家を守ろう」
日本建築防災協会
2013.1より一部改

最大30万円の補助金の
申請ができます！

　9月10日の「世界自殺予防デー」と国が定める9月10日
〜16日の「自殺予防週間」に合わせ、横浜市では、9月を
「自殺対策強化月間」としています。
　自殺対策では、ゲートキーパーの役割がとても大切です。
ゲートキーパーとは、身近な人のいつもと違う様子に気づ
き、声をかけ、話を聞く人のことです。苦しい思いや悩みを
誰にも打ち明けられず、追いつめられている人にとって、
気にかけてくれる人の存在が、生きる気持ちを支えます。「どうしたの」「元気な
いようだけど、何かあった？」など、声をかけることから始めませんか。居住区
の精神保健福祉相談（平日8時45分〜17時、予約制）や、こころの電話相談（
662-3522	平日17時〜21時30分、土・日曜、祝日8時45分〜21時
30分）、その他の相談先一覧は、ウェブページで確認できます。

女性の感性が生み出したオリジナル商品・	
サービスに出合えるウェブサイト
　横浜市内を拠点に活躍する女性起業家の
支援事業として、オンライン展示会「横浜女性
起業家COLLECTION2021」を開催中です。
　女性起業家のこだわりと感性を生かしたさ
まざまなオリジナル商品がウェブサイトに集
結します。大切な人へのプレゼントや自分へのご褒美に、こ
こでしか出合えない一点ものの商品はいかがでしょうか？
皆さんからのアクセスをお待ちしています。
【ウェブサイト開設期間】８月26日（木）〜10月29日(金)
【出展内容】アクセサリー、ファッション・インテリア雑貨、

食品など
※出展内容は変更になる可能性があります。
※出展商品・サービスは、各出展者のウェブサイト（外部
リンク）で購入できます。詳しくはウェブサイトを確
認してください。

イラスト 細川貂々

※JR線、京急線、相鉄線、東急東横線・みなとみらい線、横浜市営地下鉄（横浜駅6社局）の
協力により、横浜駅などでポスターの一斉掲出やリーフレットの配架などを行います。
また市内各所でも、さまざまな啓発活動を行っています。

横コレ2021 検索

横浜市 生きる 検索

【問合せ】輝く女性起業家プロモーション事業事務局  
  211-5595 228-9079　   
  9時～17時（土・日曜、祝・休日除く）

▲ちょこんとグリーン（雑貨）▲ちょこんとグリーン（雑貨）

▲和紙を使ったイヤリング▲和紙を使ったイヤリング

　横浜市役所、横浜三塔（神奈川県庁・横浜税関・横浜市開港記
念会館）、コスモクロック21を、神奈川県の自殺対策カラーの
グリーンにライトアップし、啓発します。
【実施期間】9月10日（金）〜16日（木）
※新型コロナウイルスの拡大状況により、変更・中止となる場合があります。

自殺対策
強化月間の
取組
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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

市役所市政刊行物·グッズ
販売コーナー、県内の書店
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

新型コロナウイルス
ワクチン接種について

　横浜市では、12歳以上の市民の皆様に接種券を送付し、
新型コロナウイルスワクチンの接種予約受付を開始してい
ます。
　ワクチン接種に関する最新の情報は、ウェブ
ページをご覧ください。

8月16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

横浜市 集団接種・大規模接種の風水害時の対応について
　大雨や強風など荒天の日に接種予定の
場合、ご自身の身の安全を第一に、気をつ
けて接種会場へお越しください。
　また、接種終了後も荒天の場合などは
無理せず、状況を
見てお帰りになり
ますようお願いし
ます。

　高齢者の皆様へのワクチン接種は、7月末までに、約74万1千人の
方に２回目の接種を受けていただきました。
　陽性患者に占める高齢者の割合は、2021年2月時点で31％でし
たが、7月は5％と大きく抑えられています。

　今後も、希望するすべての皆様が接種を受けられるよう、国から
必要となるワクチンをしっかりと確保し、着実に進めていきます。	

　ワクチン接種については、国において、国内外の数万人のデータ
から、発症予防効果などのメリットが副反応などのデメリットより
も大きいことを確認し、お勧めしていますが、接種を望まない方に
強制することはありません。感染症予防の効果と副反応のリスクの
双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただくも
のです。	
　接種を受けるか悩んでいる方
は、複数の専門家のチェックを受
け、科学的根拠に基づいた情報を
発信している公的機関や団体な
どからの情報を確認するなどし
て、受けるか受けないかを判断し
てください。	
　特に、SNSでは、発信者が不明、または科学的根拠や
信頼のおける情報に基づいていない不正確な情報があ
りますので、しっかりと情報源を確認することが大切
です。	

　大雨や台風など自然災害の発生が予想される場
合、当日の集団接種会場および大規模接種会場に
おけるワクチン接種を中止することがあります。
　中止のお知らせは、ウェブページおよび公式
LINE・Twitterでご案内します。

【問合せ】	ワクチン接種について　横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター　※電話のかけ間違いにご注意ください。
 0120-045-070（9時～19時 土・日曜日、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。

市内の陽性患者に占める高齢者の割合

厚生労働省 新型コロナワクチン 検索

市の集団接種・大規模接種
中止の判断について

受けるか受けないかは、正確な情報で判断をワクチン接種による効果

横浜市 新型コロナワクチン 検索

2021年2月

31％

5％

7月

高齢者の感染が
抑えられている

市公式	Twitter
@yokohama_koho市公式LINE
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