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⃝1月号は、12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。

　「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

2021年12月1日現在
人口：3,773,982人　世帯数：1,767,422世帯

横浜市データ

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

　あけましておめでとうございます。皆様が新たな年を迎えられましたことを、心よりお喜び申し上げます。
　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。市長就任以来、常に私の胸にあるのは、その
決意です。昨年「新型コロナウイルス感染症対策加速化プラン」を打ち出し、おかげさまで11月初頭、横浜市の
ワクチン２回接種率が８割を超え、12月にはコロナ専門病院を開院しました。横浜市は今後も、感染症対策に
力を尽くし、厳しい状況にいらっしゃる市民・事業者の皆様をしっかりとお支えしていきます。
　誰もが自分らしさを発揮し、いきいきと安心して暮らせる街。その実現に向けて、市民の皆様の声を丁寧に
伺い、お一人おひとりに寄り添った政策を更に充実させていきます。デジタル化や防災・減災対策、都市基盤整

備を着実に推進し、2027年の国際園芸博覧会に向けた準備も進めます。「次期中期
計画」、「財政ビジョン」、「行政運営ビジョン」を新たに策定し、将来を見据えた市政
運営につなげていきます。
　今年５月には、いよいよ、いすゞ 自動車株式会社様の本社が横浜に移転し、来年度
下期には相鉄・東急直通線が開業する予定です。アフターコロナでの更なる飛躍を目
指し、国際会議の誘致や観光振興、スタートアップの成長支援にも力を注いでいます。
山下ふ頭の再開発に向けた新たな事業計画の策定も進め、市内経済の力強い回復、
そして横浜の活力の創出につなげます。
　多くの皆様に「住みたい、住み続けたい」と思っていただける横浜、事業者の皆様
から選ばれる横浜を創っていくため、誠心誠意、市政運営に力を尽くしてまいります。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

令和４年の年頭にあたって

横浜市長

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  050-3588-7191
9時~19時 土・日曜、祝・休日含む ※1月1日〜3日は休止しています。

「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・3面へ

No.875 毎月1日発行
1
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新型コロナウイルス感染症関連情報

横浜市 新型コロナ ワクチン 検索

　3回目のワクチン接種に向けて、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、
横浜市ウェブサイトや市公式LINE・Twitterでもご案内します。また、区役所などで配架して
いる「ワクチンニュース」でもお知らせしていきます。

　1月は、室内で過ごす時間が増えてきます。新型コロナウイ
ルス感染症対策のため、換気を行いましょう。換気を行う際は、
室温にも配慮し、体調不良にならないよう気を付けましょう。

　混乱なくスムーズに予約いただけるよう次の取組を進めています。
詳細は広報よこはま2月号でお知らせします。
接種場所の空き状況を探しやすくします
⃝医療機関や集団接種会場の予約の空き状況をまとめて市のウェブ

サイト上に掲載し、簡単に検索できるようにします。
⃝4週間先の空き状況まで確認できるようになる予定です。
予約を取りやすくします
⃝接種券を1週間単位で順番に送ることで、予約申し込みの時期を

分散させ混雑を緩和します。
⃝市の予約システムから予約を受け付ける医療機関数を増やします。
⃝各区役所の相談員を増員し、予約代行も行います。

2月以降に
お送りする

個別通知について

身近な医療機関
での接種を

ご検討ください

交互接種が
可能に

予約専用サイト
からの予約が
スムーズです

新型コロナワクチン３回目接種（追加接種）について スムーズに予約を取っていただくために

接種予約にあたって

接種対象

マスクを着用
※体質などにより着用できない場合は、

咳エチケットを実践しましょう。

人と人の距離を確保

３密を避ける、大声を出さない

『５つの場面』に気を付けましょう
①飲食を伴う懇親会
②大人数や長時間に及ぶ飲食
③マスクなしでの会話
④狭い空間での共同生活
⑤居場所の切り替わり

　2回目接種完了から原則8か月以上経過した、
横浜市に住民登録のある18歳以上の方

接種を
受けるには

　事前に予約を取っていただく必要があります。
　2回目接種完了から原則８か月以上経過した
方から順に、接種券等を同封した個別通知を発送
します。接種券が届いた方から予約ができるよう
になります。

接種場所
について

　医療機関で行う個別接種を中心に接種を進め
ます。接種のできる医療機関数を増やし、市内約
1,900の医療機関で3回目接種を行う予定です。
　また、3月以降、集団接種会場を11か所設置す
る予定です。

予約方法に
ついて

接種券の
送付に
ついて

　接種対象者が多くなる2月以降は、1週間単位で
お送りする予定です。

※発送からお手元に届くまで数日程度要する見込みです。

2021年6月2週目に
集団接種会場で
2回目接種を終えた方

2021年6月3週目に
医療機関で
2回目接種を終えた方

2月7日(月)に
発送予定

2月14日(月)に
発送予定

例

部屋の温度は18℃以上、
湿度は40％以上に保ちましょう。

人がいない部屋の窓を開けることで、
廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な

空気を人のいる部屋に取り入れる二段階換気も、
室温変化を抑えるのに有効です。

機械換気で
常時換気
しましょう。

開けている窓の近くに暖房器具を
設置すると、火災の原因になりますので

注意してください。

１つの窓を少し開けて常時換気
すると、室温変化を抑えられます。

換気する時の
ポイント

基本的な感染防止対策についても、
引き続きご協力をお願いいたします。

寒い冬でも上手に
換気をしましょう

　接種券、予約方法詳細を掲載した接種案内
チラシ、接種ができる医療機関・集団接種会
場一覧を同封します。接種券が届いた時点で、
すぐに予約の申し込みができます。
　集団接種会場での接種が始まるのは3月以
降になります。1、2回目に集団接種会場で接
種をされた方も、身近な医療機関での接種を
ご検討ください。

　武田／モデルナ社ワクチンが薬事承認を
取得した場合、横浜市では、個別医療機関で
はファイザー社ワクチン、集団接種会場では、
武田／モデルナ社ワクチンにより接種を行う
予定です。１、2回目とは違うワクチンでの接
種も可能になりますので、ご検討ください。

　市での電話予約受付は、回線を増やして対
応しますが、電話が集中した場合には繋がり
にくくなることもあります。3回目接種では、
ウェブサイトから接種場所の空き状況を確認
できるようになります。前回、電話予約され
た方も、予約専用サイトまたは市公式LINEか
らのご予約をご検討ください。　

市の予約専用サイト

市LINE公式アカウント(2月中旬以降)

予約センター電話

市の予約
システム
から予約

直接、医療機関に予約

　1、2回目の予約時と同様になります。 詳細は、
個別通知に同封する接種案内チラシでお知らせ
するとともに、広報よこはま2月号、市ウェブサイト
などでご案内していきます。

市公式
Twitter

市公式
LINE

※12月13日時点の情報に
基づき作成しています。

2月以降
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新型コロナウイルス感染症に関する
12月補正予算 

【対象児童】
❶2021年9月分の児童手当支給対象となる児童（中学生以下、9月生まれの新生
児を含む）申請不要

❷2003年4月2日から2006年４月1日の間に生まれた児童（高校生等）要申請
❸2021年10月1日から2022年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象
児童（新生児）原則申請不要

※公務員は申請が必要です。
【問合せ】	横浜市子育て世帯への臨時特別給付担当（3月31日まで）
	 641-8411 641-8412	

　12月の補正予算では、「3回目のワクチン接種の
推進」や「自宅療養者への支援」など、現状を踏まえ、	
迅速に対応が必要な業務や、今後の第６波を見据え
た対策に取り組んでいきます。
※各事業の確定は、横浜市会での議決後になります。

横浜市 子育て世帯への臨時特別給付 検索

子育て世帯への
臨時特別給付支給事業

　市内医療従事者や高齢者等、２回目のワクチン接種から原則8か月以上経過した方への3回
目の接種を推進します。
⃝3回目接種の実施　⃝接種会場の設置・運営
⃝コールセンター体制強化等　⃝時間外・休日の医療従事者派遣支援金

　保健所の健康観察により医師の診療が必要と判断された自宅療養者に対し、よりきめ細か
に対応するため、訪問等による診療を行う仕組みを創設します。

　年末年始の発熱外来体制を維持するため、発熱患者への診療体制を確保する医療機関等へ
の支援を実施します。	

　保健所の人員体制をさらに強化し、感染拡大に即応できる体制を構築します。

　低調となっている資源物の市況価格の状況等を踏まえ、資源集団回収業者に対する奨励金
を適切に交付し、市民生活を支えている資源集団回収の安定的な実施を確保します。	

　市民の移動手段を維持・確保するために運行を継続しているタクシー事業者に対し、運行
経費の一部を助成します。

　市立学校の修学旅行等の延期、中止、実施内容の変更等の見直しを行ったことにより生じ
るキャンセル料を公費で負担します。

　子どもたちの学習機会を保障するため、感染防止資器材の購入費など、学校施設における
感染症対策を実施します。

　県の要請に基づき実施した市立小学校等の分散登校により、給食物資納品数が減少し、
キャンセル費用等が発生したため、給食食材納入業者の実損分を補償金として支払います。

　2021年7月から実施している生活困窮者自立支援金について、申請期限を延長するとと
もに、申請要件を緩和し、再支給を実施します。	

　さらなる感染拡大に備え、新たな変異株を警戒し、発生を早期に把握するための、新型コロ
ナウイルスのゲノム解析体制を整備します。

新型コロナウイルス
ワクチン接種事業

自宅療養者見守り支援事業

年末年始における診療体制の強化

保健所体制の強化

資源集団回収促進事業

地域公共交通事業者支援事業

修学旅行等支援事業

学校施設における
感染症対策教育環境向上事業

学校給食物資補償事業

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金支給事業

ゲノム解析の体制整備

　子育て世帯の生活を支援するため、臨時特別給付金を支給します。支給時期や
申請方法などはウェブページを確認するか、お問い合わせください。

12月13日時点の情報に基づき作成しています。「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業」および
「子育て世帯への臨時特別給付支給事業」は12月21日の横浜市会に追加議案として上程予定です。

【給付額】児童1人につき10万円
【支給対象者】
　対象児童の保護者またはそれに準ずる者
　※2020年の所得が児童手当の所得制限限度額未満であること。

例1

例2

扶養人数が2人（児童1人＋同一生計配偶者）の
場合、所得698万円未満

扶養人数が3人（児童2人＋同一生計配偶者）の
場合、所得736万円未満
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　S
エスディージーズ

DGsとは、「Sustainable Development Goals（持
続可能な開発目標）」の略称で、2015年の国連サミット
で「誰一人取り残さない」ことを誓って、採択された世界
共通の目標です。2030年までに、持続可能なよりよい
未来を築くことを目指し「17のゴール」と「169のター
ゲット」を掲げています。
　企業、地方自治体、学術機関や団体だけでなく、一人ひ
とりの行動が求められている点が、大きな特徴です。

　2018年に、SDGsを先進的に進める自治体として、
日本政府から「SDGs未来都市」に選定を受けており、
市のあらゆる施策でSDGsを意識して取り組んでい
ます。
　また、事業者・市民の皆様のSDGsの活動を支援す
る「ヨコハマSDGsデザインセンター」を民間事業者
と協働で設置しており、SDGsに関する
相談受付や、事業者や団体の皆さまと連
携しながら、SDGs達成を目指して、さ
まざまな取組を創出してい
ます。

　SDGsの達成には、地球温暖化問題の解決に向け
て取組むことも重要です。
　横浜市では、温暖化対策のゴールとして、2050年
までに温室効果ガスの排出量を実質
ゼロとする「脱炭素化」を宣言しま
した。

●ウォームビズで省エネ
　冬はエアコンなどの暖房器具に頼りがちですが、
ウォームビズは「衣・食・住」を工夫することがポイントです。
　例えば、鍋料理を食べると身体だけでなく室内も暖まり効果的
です。エネルギーを使いすぎない「省エネ」の生活をはじめましょう。
●家の電気は再エネ
　家で使っている電気を、太陽光や風力などの「自然の電気」にしてみ
ませんか。横浜市では、お得に自然の電気に切り替えることができる
キャンペーンを実施中です！登録は1月31日（月）までです。
　詳しくはウェブページを確認してください。

　17のゴールには、「貧困をなくそう」「働きがいも経済成長
も」「気候変動に具体的な対策を」などさまざまなゴールが
あるよ。社会、経済、環境それぞれの課題を個別に解決する
のではなく、関連させて取り組む「統合的解決」が大切だよ。
自分の行動がどんなゴールに繋がるのか考えてみてね！

　横浜産の木のストローの普及を通じ、海洋プラ
スチック問題や、脱炭素化、森林環境保全、あらゆ
る人の活躍、新たなビジネスモデル構築など、環
境・社会・経済の側面からさまざまな課題の解決を
目指す取組です。

ハローキティは、国連と協働してSDGsの情報発信を行っています！

ヨコハマSDGsデザインセンター 検索

取組事例

横浜市 ハローキティ 壁紙 検索

横浜市 みい電 検索

オリジナル壁紙（PC・スマートフォン）、
Web会議背景配布中！

【問合せ】	SDGsについて	 温暖化対策統括本部SDGs未来都市推進課　	 671-4371	 663-5110
	 脱炭素化について	 温暖化対策統括本部調整課　	 671-2661	 663-5110

SDGs
未来都市
横浜

SDGs
コスチュームの
ハローキティ

環境
山梨県道志村で横浜市が保有
する水源林の間伐材を活用

社会
市内企業などで働く障
害者の人たちが製作

経済
市内ホテルなどで
の使用・販売

　脱炭素化のためには、横浜市民一人ひとり
が、省エネなどの温暖化対策に取り組むことが
大切だね。未来のために、今できることからは
じめよう！

©2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L621709

取組に
ついては

こちらから
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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。

書作展 作品募集
15歳以上､ 1人1点｡詳細は問合せを

 搬入＝3月16日（水）   
展示＝3月23日（水）～27日（日）
市民ギャラリー
5,000円･6,000円
協会事務局（牧野 761-1904）か文
化観光局文化振興課（ 671-3714 

663-5606）

福祉・高齢
選挙関係の福祉サービス
①点字シール
②郵便による不在者投票
①視覚障害者。「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
②身体障害者手帳､戦傷病者手帳､介
護保険の被保険者証を保有する人｡要
件あり｡詳細は問合せか で
居住区の選挙管理委員会か市選
挙管理委員会（ 671-3336 681-
6479）
人工肛門･膀胱 初心者相談会

人工肛門･膀胱保有者と関係者､当日
先着50人

1月23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）
中途失聴･難聴者のための  
手話コミュニケーション教室
①入門
②初級
18歳以上の聴覚障害者と関係者､各
コース選考

4月2日～2023年1月28日の火･土曜
14時～16時､全25回
健康福祉総合センター
1,500円
2月10日までに に
聴覚障害･級の有無を書いて、中途
失聴·難聴者協会（〒222-0035港北
区鳥山町1752、 475-2064）
申込先か健康福祉局障害自立支援
課（ 671-3602 671-3566）
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

 ①2月3日（木）･ 4日（金）   
②2月17日（木）･18日（金）
横浜ラポール
500円
1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）
ひとり親家庭への貸付
①修学資金
②修業資金
③就学支度資金
4月に子どもが高校･短大･大学･大学
院･専門学校等に進学予定の人。要事
前相談 （源泉徴収票か確定申告書と
進学予定校の資料を持参）､審査あり。
貸付限度額は問合せを

①②のみは2月1日から､③のみは3
月31日までに､③と①か②を同時
申請の場合は2月1日～3月31日に､
居住区の福祉保健センター
申込先かこども青少年局こども家
庭課（ 671-2395 681-0925）

講演・講座
｢小児アレルギー教室｣を  
オンラインで開催

抽選80人｡詳細は で
2月24日（木）15時～16時30分
2月21日まで
みなと赤十字病院（ 628-6381
628-6101）
市大エクステンション講座  
｢このつらい痛み なんとかならない？｣

先着90人
3月1日（火）14時～16時
中央図書館
1月11日から 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

聴覚障害者協会 手話講習会
①入門
②基礎
③通訳 Ⅰ
④通訳 Ⅱ·Ⅲ
各選考（①は抽選）   
①初心者､ 60人②入門修了者､若干名
③通訳者を目指す基礎修了者､ 25人 
④通訳者を目指す通訳 Ⅰ 修了者､ 20人。 
費用等詳細は1月7日から で

選考日｡②3月5日（土）③3月12日（土） 
④3月19日（土）
横浜ラポール
2月12日まで
聴覚障害者協会（ 475-2061
475-2112）か健康福祉局障害自立
支援課（ 671-3602）

たつの会 手話講習会
①入門
②基礎
18歳以上､各選考30人
①初心者②入門修了者か1年以上の
学習経験者。費用等詳細は で

4月から､全42回
健康福祉総合センターほか
2月10日まで

▷選考･説明会 各19時｡①2月25日（金）
②3月16日（水）
健康福祉局障害自立支援課（
671-3602 671-3566）
Yナースフォローアップ研修を  
オンラインで開催

災害支援ナースの医療研修。詳細は
で

2月20日（日）9時30分～12時45分
2月10日まで
看護協会（ 263-2932 263-2905）
か医療局医療政策課（ 671-3932）
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
　①2月1･2日の9時45分～12時15分
　②2月8･9日の9時45分～12時15分
　③2月8･9日の13時30分～16時

①5,528円②③5,550円
1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  
3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

1月27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
クラシック･ヨコハマ   
生きるコンサート2022 市民招待

抽選25組50人｡詳細は で
2月13日（日）15時～17時
県民ホール
1月20日まで
文化観光局文化振興課（ 671-
3714 663-5606）

青少年のための音楽会 横響
交響曲第7番（ドヴォルザーク）ほか

3月13日（日）14時～16時
県立音楽堂
1,000円｡ 2月7日からチケットかなが
わで販売
事務局（ 080-3308-1321）か文化
観光局文化振興課（ 671-3714
663-5606）
ヨコハマ市民まち普請事業  
2次コンテスト

整備提案の選考会を公開
2月6日（日）10時～17時
市役所アトリウム
都市整備局地域まちづくり課（
671-2679 663-8641）
就職氷河期世代 合同就職面接会

履歴書･職務経歴書複数枚持参（複写
可）｡詳細は で

1月22日（土）｡受付は各終了時刻の30
分前まで｡10時～12時･13時～15時･ 
15時30分～17時30分
技能文化会館
事務局（ 0120-910-112）か経済
局雇用労働課（ 671-2343 664-
9188）
保育士就職面接･相談会

保育士資格保有者か取得見込者
2月5日（土）13時～16時
関内新井ホール
2月4日までに で
事務局（ 439-3442 044-863-
8382）かこども青少年局保育対策課

（ 671-4469）
市民クルーズ
にっぽん丸 春の函館･八戸･大船渡
抽選15室｡横浜港発着｡詳細は で

3月26日（土）～31日（木）
大人1人｡ 412,200円～
取扱旅行会社｡ 1月31日まで
港湾局客船事業推進課（ 671-
7272 201-8983）

お知らせ
「財政のあらまし（2）」の閲覧
令和2年度決算及び令和3年度上半期
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）
女性弁護士による    
離婚･DV法律相談会

各先着6人
各13時～16時｡ 1月25日（火）･27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）

募 集

横浜市会計年度任用 検索
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令和3年度	個人市民税·県民税	
（第4期）①納付期限②納付方法
①1月31日（月）まで
②スマートフォン決済､クレジット納付､
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）
市民意見募集	
①市立図書館規則の一部改正（案）
②令和4年度食品衛生監視指導計画（案）
③令和4年度環境衛生業務実施計画（案）
④第3期スポーツ推進計画（素案）
⑤内港地区の将来像と山下ふ頭の再
開発

資料の閲覧は期間中 で

①1月7日～2月8日   
②③1月11日～2月9日   
④1月17日～2月15日   
⑤6月30日まで
①中央図書館企画運営課	 	
　（ 262-7334 262-0052）  
②健康福祉局食品衛生課	 	
　（ 671-2459 550-3587）  
③健康福祉局生活衛生課	 	
　（ 671-2456 641-6074）  
④市民局スポーツ振興課	 	
　（ 671-3583 664-0669）  
⑤港湾局意見募集担当	 	
　（ 671-4686 651-7996）

都市計画審議会
1月14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）

施 設

横浜能楽堂	    
263-3055 263-3031

バリアフリー能
狂言｢清水｣､能｢殺生石｣

3月19日（土）14時～16時05分

3,500円～4,500円（介助者1人無料）、
1月15日12時から か で
にぎわい座    

231-2515 231-4545
①三遊亭萬橘·瀧川鯉八二人会
②よこはま文菊開花亭
③おぼん･こぼんとゆかいな仲間たち

①3月8日（火）19時～21時  
②3月13日（日）14時～16時  
③3月15日（火）14時～16時
3,200円､ 2月1日から か で
消費生活総合センター	   

845-5640 845-7720
講演「私たちの暮らしとSDGｓ」
当日先着250人

2月25日（金）13時30分～15時30分
緑公会堂

横浜市 市民からの提案 検索 横浜市 障害者手帳 カード様式 検索

専用投稿用紙の
配架場所

⃝市役所、区役所、行政サービスコーナー
⃝地区センター、図書館などの公共施設の一部

皆さんのご意見をお寄せください
　皆さんの市政に関する意見や提案を「市民からの提案」として
受け付け、市政運営や施策検討に生かしています。
　「市民からの提案」は、横浜市ウェブサイトの専用投稿フォームか
専用投稿用紙でお寄せください。

障害者手帳をカード様式にしてください。

厚生労働省令が改正されたことを受け、横浜市でも令和
3年6月から、希望者に対して耐久性が高く、携帯しやす
いカード様式での障害者手帳の発行を開始しました。

提案者

本市の
対応

施策に反映された事例

【問合せ】	「市民からの提案」について　	 市民局広聴相談課	 671-2354	 212-0911
	 「身体障害者手帳・愛の手帳（療育手帳）」のカード様式について	 健康福祉局障害者更生相談所　	 620-3116	 550-3978
	 「精神障害者保健福祉手帳」のカード様式について	 健康福祉局こころの健康相談センター	 662-3531	 662-3525

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】 「幕末～現代 ハマの開拓者たち」
　開港場となった横浜は､貿易を通じて発展し､近代化
を実現してきました。その立役者として､横浜にはビジ
ネスチャンスがあるとして､横浜から事業を拡大して
いった多くの開拓者(起業家)の存在があります。幕末
から現代まで､開拓者たちのドラマをお届けします。
【発売日】1月7日(金)
【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1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）

　完売した号を除き、お求
めいただけます。これであ
なたも横浜｢通｣に！
◯2021年秋号
　｢旧東海道三宿を歩く」
◯2021年夏号
　｢食と文化を極める
　  横浜中華街」
◯2021年新春号
　｢横浜 山手の魅力｣

季刊誌 横濱 検索

取扱書店
一覧	

バックナンバー
のご案内▶	

季刊誌「横濱」

新 春 号
発 売

連 載
⃝山中市長の新春対談

三浦大輔さん(横浜DeNAベイス
ターズ監督)

⃝山崎洋子｢横浜の底力｣
ジャズ喫茶｢ちぐさ｣に賭けた｢大
人｣たちの夢

⃝荻野アンナの｢商店街は面白い｣
　横浜橋通商店街
⃝町の記憶	
　南区蒔田周辺

　家具や家電の転倒は、
けが・逃げ遅れ・電気火災
など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。

　同居者全員が右の申込要件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）。
※「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場合は申し込みできません。
【申込み】1月31日（月）まで（先着順）

災害から身を守るためには、日頃からの備えが大切です

大地震に備えて、家具の転倒防止対策をしましょう
【申込要件】
① 65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

負傷や逃げ遅れの対策に
家具の転倒防止対策をしましょう

転倒防止器具の無料取付代行

【問合せ】	無料取付代行の申込、器具及び種類について	 横浜市まちづくりセンター	 262-0667	 315-4099
	 家具転倒防止対策について	 総務局地域防災課	 671-3456	 641-1677



152022（令和4）年 1月号 ／ 横浜市版

塗装作業に使用したペンキを
道路側溝に流さないでください
　外壁などの塗装作業で使用したペンキを道路側溝に流すと、その
汚水が河川に到達し、河川が着色する事故につながります。横浜市内
では例年、年間約80件の水質事故が発生しており、その約半数が白
濁事故です。白濁事故を未然に防ぐため、塗装作業の際に余ったペン
キは適正に処理してください。

【問合せ】	水質事故について  環境創造局水・土壌環境課　 671-4244 671-2809
 ごみの出し方について 資源循環局業務課　 671-3819 662-1225

下水道の水の流れ（分流式）

水再生センター水再生センター
（下水処理場）へ（下水処理場）へ 汚水管汚水管

工場排水工場排水

雨水管雨水管

雨水雨水

生活排水生活排水

余ったペンキの処理方法については、販売店に相談してください。
川や海へ川や海へ

▲河川白濁の様子

道路側溝に流されたペン
キは、雨水管を経由して
河川に到達し、白濁事故
の原因になります。

【問合せ】	申告期限等について  財政局税務課 671-2253 641-2775
 給与支払報告書について 財政局法人課税課（特別徴収センター） 671-4471 210-0480
 償却資産申告書について  財政局償却資産課（償却資産センター） 671-4384 663-9347

税に関する申告期限等のお知らせ
■各種申告等に関する期限

対象 申告・
納期限 提出先 提出方法など

給与支払報告書

1月31日
まで

財政局法人課税課
（特別徴収センター）

eLTAXか郵送で提出してください。窓口
での提出は、左記の担当課（中区山下町2
産業貿易センタービル5階）にお願いし
ます。なお、当ビル内に減免対象の駐車場
はありません。
※eLTAX（地方税ポータルシステム）：地方税の
手続きをオンラインで行うシステム

固定資産税（償却
資産）申告書

財政局償却資産課
（償却資産センター）

市民税・県民税
申告書

3月15日
まで

居住区の区役所
税務課市民税担当

郵送または窓口で提出してください。
※できるだけ郵送でお願いします。

所得税及び
復興特別所得税

居住区の税務署

e-Taxで申告・納税できます。
居住区が磯子・金沢・港南・中・西・南区で、
郵送で提出する人は、「東京国税局業務
センター横浜南分室」（〒236-8551金沢
区並木3-2-9）に送付してください。
※e-Tax（国税電子申告・納税システム）：国税
に関する申告や納税などをオンラインで行
うシステム

贈与税

個人事業者の
消費税・
地方消費税

3月31日
まで

　

e-Tax申告について
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観
点から、確定申告は自宅からe-Taxの利用を推奨し
ています。申告書は、国税庁ホームページで作成・印
刷ができます。

「国税庁ホームページ」へアクセス

申告書を作成

e-Taxで送信して提出

所得税、消費税および贈与税の申告書、収支
内訳書や青色申告決算書を作成できます
（所得税の申告書については、
スマートフォンやタブレット
端末でも作成できます）。

画面の案内に従って金額などを入力する
だけで申告書を作成できます。自動計算な
ので計算誤りがありません。

①マイナンバーカードを使って送信
マイナンバーカードとICカードリーダラ
イタまたはマイナンバーカード対応のス
マートフォンを用意してください。
②ID・パスワードで送信
利用する場合は、事前に申告する本人が顔
写真付きの本人確認書類を持って、最寄り
の税務署に届け出てください。

1

3

2

上場株式等の配当所得および譲渡所得の課税方式の選択について
　上場株式等の配当所得・譲渡所得（特定口座内で源泉徴収を選択している所得に限る）
について、住民税の課税方式を確定申告で選択しない場合で、所得税と異なる課税方式を
選択したい場合は、別途市民税・県民税の申告書を納税通知書が送達される時までに居住
区の区役所に提出する必要があります。
　所得税の申告に関する問合せは、最寄りの税務署に相談してください。
　市民税・県民税の申告に関する問合せは、居住区の区役所税務課市民税担当に相談してく
ださい。

確定申告 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

　「人生会議」に関
するドラマを世代
別に２作品制作し
ました。YouTube
で公開予定です。
　詳しくはウェブ
ページを確認して
ください。

主演　竹中直人

主演　高島礼子

稔
み の

りの世代編
高齢期

～みなとの見える街で～

働き盛り世代編
壮年期

～みどりの見える街で～

　本人が家族や医療・介護従事者などと話す際の手助けとなる
手帳です。地域ケアプラザや区役所高齢・障害支援課、一部の薬局
などで配布しています。

　アドバンス・ケア・プランニング（ACP：愛称「人
生会議」）とは、治りにくい病気になったり、自分の
意思を伝えられなくなったりしたときに備え、
どのような医療やケアを望んでいるか、本人を中心に家族や
信頼のおける人などと事前に話し合うプロセスのことです。

　講演「人生会議ってな〜に？」や『横浜市「人生会議」短編ドラマ』
上映、主演の高島礼子さんを迎えてのトークショーを開催します。
【日時】２月10日（木）14時〜16時（13時開場）
【会場】関内ホール大ホール（中区住吉町4-42-1）
【講師】日

くさ

下
か

部
べ

明彦さん(横浜市立大学総合診療医学准教授）	
【対象】市内在住または在勤、在学の人、500人（抽選）
【申込期限】１月21日（金）（必着）
【申込方法】往復はがきに郵便番号、住所、氏名・ふりがな、電話番号、人数（4人ま

で可）、市内在住でない人は勤務区または学校名も記入の上、応募し
てください。2月1日（火）に結果通知を発送します。

【申込先】医療局がん・疾病対策課	〒231-0005	横浜市中区本町6-50-10	
※当選者は返信はがきが入場券となるので、必ず持参してください。
※手話通訳や車いす対応などが必要な人は1月21日（金）までに電話またはファクスで相談してください。

知っていますか？ 「人生会議」

『横浜市「人生会議」短編ドラマ』で	もっとわかりやすく

「人生会議」のきっかけに「もしも手帳」

講演＆ドラマ上映＆トークショー「知って観て聴いて	人生会議」

【問合せ】	医療局がん・疾病対策課　 671-2444 664-3851

横浜市 ACP 検索

高島礼子さん

　1971年、市役所内に「都市デザイン担当」が
設置されて始まった横浜の都市デザインの取組
は、2021年に50周年を迎えました。この機会に、
さまざまな記念事業を通し、これまでの取組の
成果や課題について振り返り、次代の新たな魅
力あるまちづくりへとつなげていきます。

第3回▶︎テーマ:情熱都市みなとみらい21の誕生
【日時】3月6日(日)13時30分〜16時
第4回▶︎テーマ:歴史を生かしたまちづくり
【日時】3月27日(日)13時30分〜16時
※いずれもオンライン配信と会場での開催を予定

　2022年にかけて、横浜の魅力ある未来の姿を、広く市民の皆さんと
描いていきます。企画が決定次第、ウェブページで公開します。

【期間】1月8日(土)〜2月2日(水)
【会場】市役所2階プレゼンテーションスペース

　模型、大型映像、グラフィックなどによる展示で横浜らしい風景がど
うのようにしてできたのか詳しく紹介します。
【期間】3月5日(土)〜29日(火)
【会場】BankART	KAIKO	
　　　（中区北仲通5-57-2KITANAKA	BRICK	&	WHITE	1階）

都市デザイン50周年

都市デザインの取組事例

今後のイベント情報

講演会

プレ展示

展覧会

さまざまな取組のキーパーソンに話を伺う

都市デザインの50年を年代ごとに
分けて紹介するミニ展示

都市デザイン	横浜展〜個性と魅力あるまちをつくる〜（仮）

【問合せ】	都市整備局都市デザイン室　 671-2023 664-4539

【汽車道】鉄道跡地の記憶を継承しながら、み
なとみらい21中央・新港地区を結ぶ歩行者
のためのプロムナードとして再整備
【日本大通り】イチョウ並木の保全や歴史的建
造物の保全活用、歩道の拡幅、店舗がカフェ
を出せる仕組みなど、憩える街路空間を形成
【赤レンガ倉庫】港湾都市・横浜の歴史を身近
に感じられるよう、歴史的建造物を文化・商
業施設として活用
【港北ニュータウン】地形や自然を生かした
開発、歩車分離され安全に歩ける緑のプロム
ナードなどにより、良好な住環境を形成

横浜市 都市デザイン50周年 検索

1970年代展示の様子

横浜・都市デザインの５０年を「振り返る」

都市・横浜の「未来を描く」
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