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⃝10月号は、9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。

　「市民からの提案」と明記し、居住区の区役所へ。

※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。

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

市政へのご提案

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：3,778,263人　世帯数：1,768,631世帯
横浜市データ(2021年9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

寒くなってくると
風邪のような症状の体調不良を
起こしやすくなります。
発熱患者の診療を行う身近な

医療機関を確認しておきましょう。

家庭内で感染者が出たときの、
生活動線の分け方やオペレーション
などを話し合っておきましょう。
特に小さな子どもや要介護の方が
いる場合には、どのように対応するか

決めておきましょう。

このほか、感染対策等については、ウェブページをご覧ください。
横浜市 新型コロナウイルス感染症対策 検索

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

　このたび、市長に就任しました山中竹春です。横浜市のために尽力できることを大変誇りに思うとともに、市政を
預かる責任の重さに身の引き締まる思いです。横浜を更に魅力ある都市とするため、市民の皆様に「住み続けたい」
と思っていただけるまち、事業者の皆様から選ばれるまちを創ってまいります。
　私は、データを集めて分析し新たな社会的価値を生み出す「データサイエンス」により、これまで様々な課題解決
に取り組んできました。その経験や専門性を活かし、横浜市が直面する多岐にわたる課題に対して、より実効性の
高い政策を実践していきます。
　最優先課題の感染症対策では、ワクチン接種の加速化をはじめ、検査体制の充実、病床の更なる確保など医療
提供体制の拡充に全力で取り組んでいます。これまで十分とは言えなかった、ワクチン接種などに関するデータの

公表にも力を注ぎます。新型コロナウイルス感染症は、未だ収束の見通しは立っていま
せんが、市民の皆様の命と暮らしを守りながら横浜経済を回復する、この両立を目指した
取組を進めていきます。
　ＩＲの誘致は取りやめ、手続きを進めていきます。また、生産年齢人口の減少や社会保障
経費の増加が見込まれる中、医療費の抑制や子育て世代の転入、出生率の向上につな
げていくため、「敬老パス自己負担ゼロ」、「子どもの医療費ゼロ」、「出産費用ゼロ」の
実現を目指します。中学校給食は、全員実施に向けて取組を進めていきます。
　市政運営には、市民の皆様からの信頼が欠かせません。皆様の声を聞き、市政に活かす
現場主義を徹底するとともに、地域で活動されている皆様との協働による住民自治を
実現していきます。市民の皆様のご期待にお応えするため、誠心誠意、全力で取り組んで
まいります。よろしくお願いいたします。

市民の皆様へ

山中 竹春
横 浜市長
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市公式
Twitter

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を対象とした新型コロナワクチン接種を進めています。
接種に関する最新の情報は、市ウェブページをご覧ください。また、市公式LINE・Twitterで
も関連情報をご案内しています。 横浜市 新型コロナワクチン 検索

ワクチン接種の状況について

今後の接種予約について 

　横浜市で2回接種を完了した方※1は、9月14日現在、1,723,249人※2、接種率※3は50.4%となっています。
　国から、9月以降ワクチン供給量が増加することが示されており、今後、10月末までに、希望する全て
の市民の皆様の２回接種が完了できるよう接種のスピードアップを図っていきます。
※1：12歳以上の全世代　※2：９月14日までにワクチン接種記録システム(VRS)に報告のあった数
※3：７月26日時点の接種券発⾏者数(6月30日時点で満12歳以上の市民を対象に発送）が母数

　ワクチン供給量の増加により、特に医療機関での予約が取りや
すくなっています。この機会に接種をご検討ください。予約方法
は次のとおりです。 

【10月以降の集団接種会場一覧】
　夜間（17時以降）も接種が受けられる会場を15か所設けています。

区 会場名 曜日（予定）※1

火 水 木 土 日
鶴　見 鶴見公会堂 A A B
神奈川 神奈川公会堂 C C D E

西 横浜駅西口 ローズホール（10/14～） F F G
中 技能文化会館 H H I
南 南公会堂 J J J J

港　南 港南スポーツセンター H H H I
保土ケ谷 保土ケ谷スポーツセンター（10/2・16・23の土曜はL） K K M M

旭 旭スポーツセンター ※2 N N A I
磯　子 磯子センター(磯子地区センター、喜楽荘)（10/14～） H I I
金　沢 ビアレヨコハマ新館２階 O O O P P
港　北 慶應義塾 日吉キャンパス 協生館2階 Q Q R S

緑 緑公会堂 I T U I
青　葉 青葉公会堂・青葉スポーツセンター T T T T I

都　筑 都筑地区センター ～10/10 V V V S
10/13～ Y Y Y S

戸　塚 戸塚スポーツセンター W S S

栄 栄スポーツセンター ～10/3、10/12～24 T I I I I
10/6～10、10/27～ H H H I

泉 泉公会堂（10/2～） Z M Z M
瀬　谷 瀬谷区総合庁舎 N X

A 9：45～19：15 B 9：45～15：30 C 10：00～19：30 D 13：30～19：30
E 10：00～16：30 F 15：30～18：45 G 10：00～16：45 H 13：45～19：15
I 9：45～15：15 J 13：15～18：45 K 15：45～18：15 L 13：45～16：15
M 9：45～16：15 N 13：15～19：15 O 16：45～19：15 P 10：15～15：45
Q 16：45～19：30 R 13：45～16：30 S 9：45～16：30 T 13：15～15：15
U 13：15～16：15 V 14：45～18：30 W 12：45～19：30 X 9：15～18：45
Y 14:15~18:30 Z 13：45～16：45

※1　選挙等により、一時休止や会場、実施時間が変更となる場合があります。
※2　鶴ヶ峰駅・二俣川駅からの無料送迎バスを運⾏しています。

まだワクチンを接種されていない方へ

　予約を受け付ける医療機関名や予約の空き状況等は市ウェブ
ページに掲載しています。

LINE ID:＠cityofyokohama（9時~23時59分 土・日曜、祝・休日含む）
※予約に関するアカウント情報をLINE上で登録すると、予約専用サイト

での予約はできなくなります。

※各医療機関の予約状況は、厚生労働省のウェブサイト「コロナワクチン
ナビ」でも確認できます。 

横浜市 ワクチン 個別接種 検索

コロナワクチンナビ 検索

感染しやすい場所や
地域はどこ？

濃厚接触者（の可能性がある）
のため受診をしたい。
医療機関までの移動は
どうしたらいい？

特定の場所というよりも、人が集まる場所で2m以上の距離
が取れない場合には注意が必要です。職場や学校などでも、

マスク無しでの会話や会食、車の同乗などで感染する恐れがあります。
不特定多数の人が集まる繁華街やイベントなどでは、特に感染対策
に留意し、流⾏状況によっては外出自体を見直してください。

まず受診にあたっては、必ず事前に医療機関に相談してく
ださい。移動については、できるだけ歩いて⾏ける医療機関

を選ぶか、公共交通機関を使用する場合には、正しくマスクをつけ、
人込みを避けるなどの感染対策を実施してください。

Q1

A1

A2
Q2

新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問

市公式LINE　

予約センター電話 

市公式
LINE

https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama
（9時～23時59分 土・日曜、祝・休日含む）

予約専用サイト

市で予約受付を
する医療機関

集団接種

大規模接種

毎日9時から
予約を受付

定員に
達した場合、

受付を
終了します。

毎週月曜9時から
予約を受付

キャンセルが
出た場合

その都度予約を
受け付けます。

お近くの医療機関に直接予約をする1

市の予約専用サイト・公式LINE・
　 予約センター電話で予約をする2

0120-045-112（9時～19時 土・日曜、祝・休日含む）
550-4226（9時～19時　土・日曜、祝・休日除く）

※ファクスは聴覚障害により、電話での予約ができない方向け（集団接種のみ）

全世代の接種目標

終了時期

接種率

見直し後

10月末
80%

当初計画

11月末

71.8%



32021（令和3）年 10月号 ／ 横浜市版

横浜市では、農産物が豊富にそろう11月を地産地消月間と定めています。
身近にある農の魅力にふれ、地産地消を暮らしの中に取り入れてみませんか。

【問合せ】環境創造局農業振興課　 671-2639 664-4425

　横浜は大都市でありながら、市域の約7％にあたる約2,850haの農地があり、身近な場所で野菜や果物、
米、肉、乳製品、花など、多様な農畜産物が生産されています。こうした農業の魅力を「横浜農場」としてPRし、
生産者や飲食店、市民の皆さんと一緒に地産地消の取組を進めています。

　直売所や青空市・マルシェなどでは、新鮮な農畜産物を購入できます。また市役所で
も、JA横浜の協力のもと、週2回ほど、市内産農畜産物の直売を行っています。新鮮な
野菜や果物だけでなく、横浜産の小麦を使った生パスタなどの加工品も並び、多くの
人に日常の買い物の場として利用されています。

　横浜の農業をもっと身近に感じてもらい、農に関わることで暮らしを豊かにしてもらいたいと、
日常生活とリンクするような「食」や「農」に関するさまざまな情報を地産地消の情報誌「はまふぅど
ナビ」や、インスタグラムで発信しています。

　 市内には、横浜の農畜産物を使った料理を味わえる飲食店がたく
さんあり、「よこはま地産地消サポート店」として、飲食店からの申請
に基づき登録しています。また、市役所でも市内産農畜産物を使った
メニューを提供するキッチンカーが出店する機会があります。

 市内にある農風景（都筑区）

市役所北プラザ

市役所多目的スペース

 寺家ふるさと村（青葉区）

横浜市役所 直売 検索

はまふぅどナビ 検索 横浜農場 インスタ 検索

地産地消サポート店 検索



4 2021（令和3）年 10月号 ／ 横浜市版　　

よこはまシニア通信

 　「緑豊かなまち横浜」を次世代に継承するため、「横浜みどり税」を財源の一部として進めて
いる「横浜みどりアップ計画［2019-2023］」について、2020年度の主な実績を紹介します。

⃝愛護会などと連
携して良好な
森づくりを推進
(200か所)

⃝森づくり活動の研修会・体験会を実施
（16回）

⃝市民ニーズに
合わせた農園を
開設(3.98ha)

⃝市民が農を楽
しむ体験教室などの実施（56回）

⃝地域緑のまちづ
くりや、緑や花
を身近に感じる
取組を推進

⃝校庭の芝生化など、子どもを育む場所
での緑の創出・育成を推進

※研修や体験などの活動は、新型コロナウイルス感染症対策を行った上で実施しました。

市民とともに次世代に
つなぐ森を育む

市民が身近に農を
感じる場をつくる

市民が実感できる
緑や花をつくる

里山ガーデン 秋の大花壇を自宅から楽しもう 
　里山ガーデンの大花
壇の様子を動画で公開
しています。 
※秋の里山ガーデンフェス

タは中止（非公開）となり
ました

秋のバラ 
　美しい港の風景を背景に、
山下公園や港の見える丘公園
では秋のバラを楽しめます。 

市民の森 
　 市内41か所の市民の
森では、自然観察や散策
ができます。 

2020年度の主な実績 〜2020年度報告書は11月頃から区役所などで閲覧できます〜

市内の身近な場所で、緑や花を楽しんでみませんか　　　　　 　　　　※マスクの着用など、感染症対策へのご協力をお願いします。

【問合せ】 「横浜みどりアップ計画」全体について  環境創造局政策課　 671-4214 550-4093
 「横浜みどりアップ計画」の各事業について  環境創造局みどりアップ推進課　 671-2712 224-6627 

横浜みどりアップ計画を進めています

みどりアップ計画 検索

里山ガーデン 検索 横浜市 市民の森 検索

森づくり体験会 森づくり体験会 収穫体験農園 収穫体験農園 球根ミックス花壇づくり 球根ミックス花壇づくり 

秋の大花壇（昨年の様子）秋の大花壇（昨年の様子）

山下公園山下公園 上川井市民の森上川井市民の森

セカンドライフを応援します

生きがい就労支援スポット

かがやきクラブ横浜 特別講演会

　「生きがい就労支援スポット」は、60歳以上の市民の皆さんのセカンドライフを応援す
る相談窓口です。専任のスタッフが、一人ひとりの希望や状況に応じた仕事や地域活動な
どの情報提供や紹介を行います。
　市内在住の人であれば、どなたでも利用できる施設です。「地域
で働きたい」、「地域活動やセミナーに参加したい」、「今後のことを
相談したい」など、どのようなことでも気軽に連絡してください。

　超高齢社会が進展していく中、核家族化や高齢者の増加、社
会状況の変化に伴い、高齢者の意識や考え方が多様化し、人間
関係の希薄化や他者とのコミュニケーションの不足、助け合い
の心が失われるなどの地域課題が多くあります。
　今回は、このような社会状況の中で、改めて年齢・障害を問わ
ず、より住みよい街にすることを考えるきっかけとなるよう、
実生活での経験に基づくお話を東京2020パラリンピック水泳
日本代表の成田真由美さんが行います。

自分の可能性を求めて
【日時】12月14日（火） 13時30分～15時30分
【会場】関内ホール 大ホール　【募集人数】300人（座席指定）
【対象】60歳以上の市内在住者　【費用】無料
【申込期間】10月15日（金）～11月15日（月）必着
【申込方法】往復はがきに参加者全員（2人まで応募可）の氏名、

年齢、住所、電話番号、老人クラブ加入の有無を
記入の上、応募してください。11月30日（火）までに結果を通知し
ます（応募多数の場合は抽選）。

※車いす席や手話通訳を希望する場合はその旨も記入してください。
【申込先】横浜市老人クラブ連合会 〒221-0063 神奈川区立町20-1

10月の「お仕事応援セミナー」
港北区生きがい就労支援スポット

「シニアの効果的なお仕事探し」
【日時】10月15日（金）11時～12時
【場所】アピタテラス横浜綱島1階 会議室
【定員】15名
金沢区生きがい就労支援スポット

「最新のシニアの求人動向を探る」
【日時】10月28日（木）14時～15時
【場所】いきいきセンター金沢3階 会議室
【定員】10名
※問合せ・申込：港北区・金沢区の各スポットへ連絡し

てください。
※市内在住者であれば申込みできます。
※11月以降の日程や内容などは、各スポットへ問い

合わせてください。生きがい就労支援スポット 検索

横浜市老連 検索

港北区生きがい就労支援スポット
港北区綱島東4-3-17 アピタテラス横浜綱島1階

947-2475 947-2476　月～金曜 9時30分～17時
金沢区生きがい就労支援スポット
金沢区泥亀1-21-5　いきいきセンター金沢1階

370-8356 370-8379　火～金曜 9時30分～17時

所在地
開所時間

東京2020
パラリンピック
水泳日本代表

成田 真由美 さん

新型コロナウイルス感染症対策を講じて開催します。
また、感染拡大状況によって、中止となる場合があります。

【問合せ】 横浜市老人クラブ連合会　 433-1256（月〜金曜 9時〜17時、祝・休日除く）  433-1257
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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　 ウェブページ

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。

全日本学生音楽コンクール  
市民賞選定員

16歳以上､各部門抽選15人
詳細は WEB で

11月25日（木）～12月1日（水）
戸塚区民文化センター
10月15日まで
文化観光局文化振興課（ 671-3714 

663-5606）
よこはまウォーキングポイント

①フォトコンテスト作品のアプリ投稿
②参加者の声
詳細は WEB で

①10月1日（金）～12月14日（火）  
②11月1日（月）～30日（火）
健康福祉局保健事業課（ 671-3892 

663-4469）
市営住宅入居者

抽選650戸｡詳細は募集のしおり（10月
11日から区役所広報相談係で配布）で

10月22日まで
住宅供給公社（ 451-7777 451-
7769）

高齢者向け優良賃貸住宅
①入居者②空家待ち登録者
市認定の民間住宅｡ 60歳以上
①港南区日野､抽選1戸｡詳細は問合せ
を②青葉区ほか｡詳細は申込書（10月
22日から区役所広報相談係で配布）で

①10月15日まで②11月5日まで
建築局住宅政策課（ 671-4121
641-2756）か､①システムハウジン
グ（ 742-1000）②丸西建物管理

（ 482-7866）
ユニット型特別養護老人ホーム  
入居者

要介護3～5の認定者､要介護1･2で特
例要件該当者｡各選考｡①②100人③
90人④29人｡令和4年度予定｡詳細は
問合せか WEB で
①《港南区》ひぎり園  
（信々会内､ 082-555-3001）

②《金沢区》シーサイドかなざわ  
（ハートフルガーデン川和内､ 930-

3888）
③《南区》みなもの桜   
（ 050-5211-5194）

④《瀬谷区》しょうじゅの里三ツ境 
（しょうじゅの里三保内､ 921-0013）

11月19日まで
各施設か健康福祉局高齢施設課

（ 671-3923 641-6408）

福祉・高齢
障害者パソコン講習会

①ファイル管理
②パソコン入門

③ワード基礎
④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､各コース抽選4人｡
①③④タイピングが可能な人②初心
者｡詳細は問合せか WEB で

各13時～16時
 ①11月2日（火）    

②11月11日（木）･12日（金）､全2回  
③11月15日（月）～17日（水）･19日（金）､
　全4回    
④11月22日（月）･24日（水）～26日（金）､
　全4回
横浜ラポール
①250円②1,600円③④3,200円
10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）

講座｢聞こえと補聴器｣
聞こえに不安のある人と家族､各抽選
45人

各13時30分～16時  
 ①10 月30 日（土）
 ②11 月14 日（日）
 ③11 月24 日（水）

①②健康福祉総合センター  
③ウィリング横浜
10月20日までに か に ･
希望日（複数可）､参加人数､年齢､手
話･筆記通訳希望の有無を書いて､
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）

講演｢結婚するという事｣
障害のある18歳以上､抽選50人｡詳細
は問合せを

12月11日（土）13時～16時
健康福祉総合センター
11月15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）

個別ぜんそく相談
各日先着
①15歳以上､ 2人②15歳未満､ 3人

①11月10日･24日･12月8日･22日･1月
12日･26日･2月9日の水曜14時～
15時30分

②11月18日･12月16日･1月20日･2月
17日の木曜14時～16時

みなと赤十字病院
10月11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 WEB で

11月26日（金）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）
10月29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）

シニア向け就職支援プログラム
3か月以内に就職を希望する60～64
歳､選考10人｡詳細は WEB で

11月24日（水）10時～15時30分
11月17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）

中央職業訓練校 12月生募集
①OA経理科（初級）
②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10月4日から WEB で

12月～2022年3月
11月18日まで

▷説明会 10月22日（金）10時･14時､問合
先で開催
会場の中央職業訓練校（ 664-
6825 664-2081）

講演・講座
介護に関する入門的研修を  
オンラインで配信中

事前申込制
2022年3月22日（火）17時まで。全21
時間
2022年2月28日までに WEB で
かながわ福祉サービス振興会（
210-0788 671-0295）か健康福祉
局高齢在宅支援課（ 671-2405）

講座｢東洋医学と食活｣
先着10人｡講義と実技｡詳細は WEB で

11月13日（土）13時30分～15時30分
10月18日から で会場の盲特別支
援学校（ 431-1629 423-0284）

市大エクステンション講座 
「てんかんと脳深部刺激療法」
先着59人

12月1日（水）14時～16時
情報文化センター
10月11日から WEB で
市大地域貢献センター（ 787-8930 

701-4338）

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

教室｢関節リウマチの合併症｣を  
オンラインで開催

抽選80人
11月30日（火）15時～16時
11月26日までに WEB で
みなと赤十字病院（ 628-6381
628-6101）

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

各コース全2回
①11月2日（火）･4日（木）9時45分～

12時15分

②11月9日（火）･10日（水） 9時45分～
12時15分

③11月9日（火）･10日（水）13時30分～
16時

①5,528円    
②③5,550円
10月15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 英文Eメールコース
英文ビジネスＥメール初心者､先着
50人

11月8日（月）･10日（水）10時～16時､
全2回
神奈川中小企業センタービル
8,000円
10月12日から WEB で
横浜貿易協会（ 211-0282 211-
0285）

よこはまポートファミリー啓発講演会
里親家庭の体験談など｡先着80人

10月30日（土）13時～15時30分
開港記念会館
1歳6か月～未就学児（予約制）
10月11日から WEB で
こども青少年局こども家庭課（
671-2394 681-0925）

犯罪被害者等支援講演会
先着200人｡翌日オンライン配信もあり

11月17日（水）13時30分～16時30分
港南公会堂
10月13日から WEB で
市民局人権課（ 671-3117 681-
5453）

講座     
｢コロナ禍に情報を見極める力｣

高校生以上､先着20人｡オンライン配
信もあり

11月27日（土）14時～16時
10月27日から WEB で
会場の中央図書館（ 262-7336
262-0054）

わらべうたと絵本の会　   
ボランティア講座

抽選10人
11月24日（水）･12月1日（水）･8日（水）10時
～12時､全3回
中図書館
10月20日までに WEB で
中央図書館（ 262-7334 262-
0052）

成年後見制度がよくわかる講習会
各先着｡①90人②50人｡詳細は WEB で

 各14時～16時30分
 ①11月10日（水）
 ②12月13日（月）

 ①ウィリング横浜   
②健康福祉総合センター
  ①10月15日から   
 ②11月16日から
よこはま成年後見推進センター

（ 201-2088 201-9116）か横浜生
活あんしんセンター（ 201-2009）

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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催 し
子どものためのバレエ公演   
市民先行優待販売

東京バレエ団「ドン・キホーテの夢｣｡  
4歳以上､各日先着

1月22日（土）･23日（日）15時～16時10分
関内ホール
3,000円､中学生以下1,000円
10月20日から WEB で
神 奈 川芸 術 協 会（ 453-5080
441-7949）か横浜アーツフェスティ
バル実行委員会（ 663-1365）

Photo：Kiyonori HasegawaPhoto：Kiyonori Hasegawa

ハマ展
洋画･日本画･彫刻立体･写真

11月3日（水･祝）～13日（土）10時～17時
市民ギャラリー
横浜美術協会（ ･ 251-1156）か
文化観光局文化振興課（ 671-3714）

風力発電所バス見学会
抽選計100人｡中学生以下は保護者
同伴

11月7日（日）午前
ハマウィング
10月21日までに WEB で
環境創造局環境エネルギー課（
671-2681 550-3925）

合同就職面接会
事前予約制｡詳細は WEB で

10月21日（木）13時～16時
横浜産貿ホール
10月11日から
ハローワーク横浜（ 222-8609
201-6284）か経済局雇用労働課（
671-2343）

保育士就職面接･相談会
保育士資格保有者か取得見込者

11月3日（水･祝）13時～16時
横浜産貿ホール
11月2日までに WEB で
事務局（ 439-3442 044-863-
8382）かこども青少年局保育対策
課（ 671-4469）

訪問看護セミナー・就職説明会
看護師免許保有者､選考10人

11月6日（土）13時～16時
開港記念会館
10月25日までに WEB で
横浜在宅看護協議会（ 080-6680-
1133）か健康福祉局高齢在宅支援
課（ 671-2405 550-3612）

チューリップの球根植付け隊
抽選300人｡詳細は WEB で

11月6日（土）9時～13時
横浜公園
10月18日まで
緑の協会（ 228-9433 641-0821）

市民クルーズ 飛鳥Ⅱ
秋彩ひたち
抽選18室｡横浜港発着｡詳細は WEB で

11月2日（火）～4日（木）
大人1人｡ 101,150円～
取扱旅行会社｡ 10月15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10月上旬から
市 有 地 公 募 売 却

横浜市 市有地売却 検索

令和3年度     
個人市民税･県民税（第3期）  
①納付期限②納付方法

①11月1日（月）まで
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）

就学援助制度 入学準備費の申請
10月中旬発送の就学通知に申請書を
同封｡ 2022年4月に市立小学校･義務
教育学校へ入学させるのに経済的に
困難な人は申請を

10月27日～11月9日
教育委員会学校支援･地域連携課

（ 671-3270 681-1414）

よこはま ふれあい助成金
市社協受付分
詳細は10月15日から WEB で

11月22日～12月13日
▷説明会 11月11日（木）13時30分､健康

福祉総合センターで開催
社 会 福 祉 協 議 会（ 201-8620
201-1620）

市立学校臨時的任用職員等 登録会
教諭･養護教諭､栄養･事務職員｡事前
申込制｡詳細は WEB で

①10月16日（土）10時～14時  
②10月30日（土）11時～15時  
③11月6日（土）10時～14時
①南部学校教育事務所  
②北部学校教育事務所  
③東部学校教育事務所
教育委員会東部学校教育事務所

（ 411-0605 411-0613）
仕事のお悩みまるごと相談会

労働･フリーランス･就労･職場の悩みなど
10月28日（木）･29日（金）11時～19時
新都市プラザ
かながわ労働センター（ 633-
6110 633-5401）か経済局雇用労
働課（ 671-2341）

特定生産緑地に関する説明会
平成5年指定の生産緑地所有者､各先
着｡①50人②③100人④30人

①11月24日（水）14時   
②③11月29日（月）14時･18時  
④12月1日（水）14時
①都筑区役所    
②③開港記念会館   
④戸塚公会堂
11月1日から WEB で
環境創造局農政推進課（ 671-
2726 664-4425）

開港記念会館 休館
12月1日（水）～2024年3月31日（日）
中区役所地域振興課（ 224-8135 

224-8215）
市民意見募集

①防災計画修正
②人権施策基本指針改訂素案
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(①総務課②
広報相談係)、問合先で｡ WEB からも可

①10月22日まで②10月29日まで
①総務局防災企画課（ 671-4096 

641-1677）②市民局人権課（
671-2718 681-5453）

施 設
みなとみらいホール   

682-2000 682-2023
横浜18区コンサート
福間洸太朗（ピアノ）

各15時～16時    
①1月27日（木）    
②1月28日（金）
①鶴見区民文化センター  
②泉公会堂
3,000円｡11月1日11時から か WEBで

横浜能楽堂    
263-3055 263-3031

横浜能楽堂見学と狂言ワークショップ
各先着15人

11月13日（土）10時･13時･16時
2,500円､10月11日14時から か WEBで

にぎわい座    
231-2515 231-4545

①西のかい枝 東の兼好
②よこはま宮治展
③志ん輔三昧 年末の会

①12月8日（水）19時～21時  
②12月10日（金）19時～21時  
③12月11日（土）14時～16時
3,200円､ 11月1日から か WEB で

歴史博物館    
912-7777 912-7781

展示
｢横浜の大名 米倉家の幕末･明治｣
事前予約制｡詳細は問合せか WEB で

10月2日（土）～11月23日（火･祝）
800円

連 載

バックナンバーのご案内　季刊誌「横濱」は、横浜の歴史、地域、文化、人々など多彩な魅力を紹介する雑誌として、
年4回発行しています。毎号、開国・開港やそれ以前からの横浜の歩みをひもとくとと
もに、異国情緒とロマンあふれる街並み、そこで働き暮らす人々、食や文化にスポットを
あてて紹介しています。

【特集】 ｢旧東海道三宿を歩く」
　江戸時代の横浜市域には旧東海道の神奈川宿、
保土ケ谷宿、戸塚宿の３つの宿場があり、旅籠や商店
などが軒を連ねて大いに賑わっていました。本号では、
鶴見から藤沢まで旧東海道を実際に歩き、かつての
宿場や街道の風情が残る見どころを紹介するほか、
浮世絵や古写真などで当時を振り返ります。

【発売日】10月6日(水)
【取扱書店】県内の主な書店ほか
【販売価格】630円｡デイジー版は600円
※デイジー版は10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
市民局広報課（ 671-2331 661-2351）

⃝山崎洋子「横浜の底力」
　新たなつながり そして起業…｡
　横浜に新風が吹いている
⃝荻野アンナの「商店街は面白い」
　洪福寺松原商店街
⃝町の記憶･特別編 
　泉区周辺
⃝ウォッチ！よこはま
　｢５分間の空中散歩に見る
　横浜・都市デザインの50年｣ほか

　完売した号を除き、購入
できます。これであなたも
横浜｢通｣に！
◯2021年春号
　｢欲しいモノ､お

いしい店｡元町」
◯2020年秋号
　｢ヨコハマ秋散歩｣
◯2020年夏号
　｢進化する横浜駅エリア｣

季刊誌 横濱 検索

戦没者追悼式への
一般参列者の募集はありません

　新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、今年度は参列者
の一般募集は行いません。

健康福祉局援護対策担当 
( 671-2425 664-0403)

取扱書店
一覧 

バックナンバーのご案内 

（左）桂かい枝（右）三遊亭兼好 ⓒ小澤茂美（左）桂かい枝（右）三遊亭兼好 ⓒ小澤茂美

季刊誌「横濱」
最 新 号

発 売
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　マイナンバーカードは、本人確認
資料としての利用だけでなく、コン
ビニエンスストアでの住民票など
の各種証明書の取得や、確定申告な
どの各種行政手続のオンライン申
請など、さまざまなサービスに利用
できます。
　マイナンバーカードの作成は、
パソコンやスマートフォン、郵送
などにより行えます。詳しい申請
方法はウェブページを確認してく
ださい。

【問合せ】横浜市マイナンバーカード専用ダイヤル　 0120-321-590 350-8484

マイナンバーカードを作りましょう
各種行政手続のオンライン申請に利用できます

横浜市 マイナンバーカード 検索

マイナンバーカード特設センターで受取が可能です
　横浜市では、市内3か所に「マイナンバーカード特
設センター」を設置しており、平日夜間や土・日曜、
祝・休日もマイナンバーカードの新規受け取りが
可能※です。居住区ごとに利用できる特設センターが
決まっていますので、利用前に確認をしてください。
※受取には予約が必要です。
※居住区の区役所でも受取が可能です。

マイナンバーカード
特設センター 最寄駅 対象区 住所

横浜駅西口 横浜駅 旭、泉、神奈川、瀬谷、鶴見、中、
西、保土ケ谷

西区北幸1-6-1 
横浜ファーストビル15階

センター北 センター北駅 青葉、港北、都筑、緑 都筑区中川中央1-30-1 
プレミアヨコハマ4階

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

【受付時間】

月・火・金曜 11時30分～19時15分

土・日曜、祝・休日 ９時～16時45分

※詳しくはウェブページを確認してください。

横浜市 マイナンバーカード特設センター 検索

　市会で審議されている令和2年度一般会計決算の概要をお知らせします。 
※項目ごとに表示単位未満を四捨五入しているため差引額は一致しない場合があります。

　令和2年度一般会計の決算は、歳入決算額2兆3,571億円、 
歳出決算額2兆3,411億円となりました。また、歳入から歳出
を差し引いた形式収支
から、令和3年度に繰り
越すべき財源を除いた
実質収支は54億円とな
りました。 

※H30年度に県費負担教職員本市移管に伴う税源移譲が行われました。

市税は5年ぶりの減収
　市税収入は、8,439億円となりました。主な内訳は、個人市
民税は給与所得納税者数の増加などにより42億円増の4,136
億円、法人市民税は税制改正や企業収益の減少などにより104
億円減の483億円、
固定資産税は家屋
の新増築等の増な
どにより35億円増
の2,799億円となり
ました。 

一般会計が対応する借入金残高の適切な管理
　特別会計・企業会計・外郭団体
を含めた「一般会計が対応する
借入金残高」は、前年度末に比べ 
105億円減の3兆1,543億円と
なりました。※

※令和2年度は、新型コロナウイルス
感染症の影響に伴う市税の減少等
により、市民生活や市内経済に支
障が生じないよう、181億円の市債を追加で発行しました（コロナ対策債）。これを除
くと、「一般会計が対応する借入金残高」は前年度末比286億円減の3兆1,362億円と
なりました。 

新型コロナウイルス感染症対策の強化
　令和2年度は、感染拡大防止策と医療提供体制の確保に最優先で取り組み
ました。検査体制の確保や重症・中等症患者等の入院受入体制の確保、医療機
関・福祉施設での感染症拡大防止対策を行いました。また、特別定額給付金の
給付や、市内中小企業の資金繰り支援、「新しい生活様式」への対応など、市民
の皆様の安全・安心や横浜経済の再生に向けて、全市をあげて
総合的に取り組み、総額6,035億円の対策を行いました。 

【問合せ】財政局財政課　 671-2231 664-7185

令和2年度 
一般会計決算の概要

横浜市 決算 検索
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市税収入額の推移

歳入 A 2兆3,571億円
歳出 B 2兆3,411億円
形式収支 C=A-B 159億円
繰越財源 D 105億円
実質収支 E=C-D 54億円
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一般会計が対応する借入金残高の推移

完全予約制
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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。

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

【問合せ】 資源循環局３Ｒ推進課　 671-3593 550-3510

10月は食品ロス削減月間です

家庭で実践！食品ロスを減らすひと工夫
　まだ食べられるのに捨てられてしまう食品、いわゆる「食品ロス」は、横浜市内で年間93,000ｔ※発生しており、
その量は1人あたり約25kg、食費にして約19,000円分に相当します。食品ロスを減らすためには、市民の皆さん
一人ひとりが日々の生活の中でできることを考え、行動することが大切です。 ※2020年度推計

〈食品ロスを減らす工夫〉

買 物
⃝買物リストを作る
　冷蔵庫や食品棚などを確認しながら献立を考え、必要
なものをリストアップして、計画的に買物をしましょう。
⃝食べ切れる量を買う
　「ばら売り」や「食べ切りサイズ」の商品を活用し、必要な分だけ買い
ましょう。
⃝すぐに食べる食品は、陳列棚の手前から取る
　販売期限切れで廃棄される食品を減らすことにつながります。

保 存
⃝冷蔵庫、食品棚を整理整頓する
　配置を決めたり、食品に期限を書くことで、
使い忘れなどを防ぐことができます。
⃝食品の期限表示を正しく理解する
　賞味期限は、おいしく食べられる期限です。この期限を過ぎても、
すぐに食べられなくなるわけではありませんが、おいしく食べるた
めにも、期限内に食べるようにしましょう。消費期限は、安全に食べ
られる期限です。期限内に食べ切るようにしましょう。
⃝食べ切れなかったときは冷蔵・冷凍で保存し、
　早めに食べ切る

食品ロス削減に
ついての記事は
こちらから

【日時】10月30日（土）13時15分～15時45分
【会場】無印良品 港南台バーズ地下1階 キッチンカウンター付近
【内容】「まるごと旬野菜～使い切りレシピ～」の調理実演のほ

か、食品ロスや環境について考えるスタンプラ
リーなど。

【申込み】不要。当日、直接会場に来てください。

料 理・食 事
⃝食べ切れる量だけ作る
　※外食時は食べ切れる分を注文しましょう。
⃝「まるごと旬野菜～使い切りレシピ～」を活用する（動画や冊子で紹

介しています）。
　野菜をまるごと使うことで、もったいないを減らせます。

横浜 使い切りレシピ 検索

食の問題などを
考えるイベント

今日からはじめる
地球にいいコト

　芸術・学術などの文化の発展
に尽力し、その功績が顕著な
人・団体に「横浜文化賞」を、文
化・芸術の分野で今後の活躍が
期待される人・団体に「文化・
芸術奨励賞」を贈呈していま
す。令和3年度受賞者はウェブ
ページを確認してください。

　令和3年度「横浜文化賞」の贈呈式とピアニスト尾
お

城
じろ

杏
あん

奈
な

さん（ピティナ・ピアノコンペ
ティション特級グランプリ受賞）による記念コンサートを開催します。

【日時】11月22日（月）13時30分～15時30分 ※コンサートは約30分
【会場】関内ホール（中区住吉町4-42-1）
【定員】抽選250人（市内在住・在勤・在学）
【申込方法】往復はがきに、①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④電話番号⑤人数（2人まで）

⑥在勤・在学の人は勤務先・学校名⑦手話通訳希望の有無⑧車いす来場の有無
⑨託児希望の有無⑩返信面に住所・氏名を記入の上、10月29日（金）必着。

【宛先】〒231-0005 中区本町6-50-10「横浜市文化観光局 横浜文化賞担当」

贈呈式
記念コンサート

【問合せ】文化観光局文化振興課　 671-3714 663-5606

横浜文化賞 令和3年度受賞者決定  贈呈式・記念コンサートにご招待します

横浜文化賞 検索
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