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⃝2月号は、1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

2022年1月1日現在
人口：3,772,029人　世帯数：1,766,617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

　「オミクロン株」の感染拡大が急速に進む中、横浜市は、「３回目のワクチン接種の前倒し」と「医療提供体制の
強化」に全力を注いでいます。
　ワクチン接種は、昨年12月から全国に先駆けて高齢者入所施設での前倒し接種を開始しました。市内に約86万人
いらっしゃる一般高齢者の皆様への接種の前倒しも行い、３回目接種券を順次送付します。市内の医療機関で行う個別
接種に加え、集団接種会場を13か所設置し、３月末までに一般高齢者の方が接種を受けられるよう、取り組んでい
きます。
　接種は事前予約制で、接種券が届いた方から予約いただけます。今回、新たに約1,200の医療機関と集団接種会場の
予約の空き状況をウェブサイト上で「見える化」し、さらに専用サイトで予約できる医療機関も、1・2回目接種時の

約50か所から約880か所に増やしました。インターネットをご利用いただけない方
向けに、各区役所の相談員を大幅に増やして予約を代行するほか、市内のほぼ全ての郵便局
（302か所）で新たに予約代行を開始します。さらに、市内携帯ショップでも予約のお手伝い
をします。今後、65歳未満の方への接種スケジュールも、できるだけ早くお知らせします。
　医療提供体制は、12月に市内に新設したコロナ専門病院を含め、昨夏の第５波の時の
24％増にあたる849床をすでに確保したほか、横浜市医師会のご協力のもと、自宅療養
者へのオンライン診療などを行う見守り支援体制を新たに構築しています。大学と連携
したゲノム解析や、コロナに関する諸データの積極的開示も進めています。
　令和４年度予算案でも感染症対策と経済再生の両立を最優先に力を尽くしてまいり
ます。お一人おひとりの基本的な感染症対策が、皆様の平穏な日常につながってきます。
この第６波を乗り越えるため、市民の皆様のご協力をお願い申し上げます。

市民の皆様へ

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

「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.876 毎月1日発行
2

　冬は、季節性インフルエンザなど、発熱や咳を起こす感染症が流行しやす
くなります。発熱や咳を起こすこうした感染症と新型コロナウイルス感染
症の症状は非常に似ており、また、同時に2つ以上のウイルスに感染する場
合もあります。
　発熱などの症状がある方は、まずかかりつけ医などの身近な診療所などに
ご相談ください。かかりつけ医がいない、または、かかりつけ医で受診できな
いなど、受診する医療機関がわからない場合は、「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）」にご相談ください。

マスクを正しく着用
体質などで着用が難しい場合は、
咳エチケットをお願いします。

こまめな手洗い・手指消毒

3密（密接・密集・密閉）の回避

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。
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新型コロナウイルスワクチン
３回目接種（追加接種）について
　横浜市では、2022年２月以降、65歳以上の高齢者の方の接種間隔が短縮されたことを受け、
接種間隔を前倒しして接種を行います。
　追加接種に関する最新の情報は、市ウェブページでご覧ください。

　65歳以上の高齢者の方には2月4日から次のスケジュールで順に接種券を
お送りします。発送からお手元に届くまで数日程度かかります。
　2回目接種を受けた日付は、1・2回目接種券と同じ用紙の「予防接種済証

（臨時）」や「接種記録書」で確認で
きます。
※発送スケジュールは、接種間隔の短縮

に伴う接種の前倒しにより、変更とな
る場合があります。65歳未満の方の発
送スケジュールも含め、改めてお知ら
せします。

2回目接種完了日（2021年） 接種券発送予定（2022年）
6月 7日〜6月16日

2月 4日（金）
6月17日〜6月27日
6月28日〜7月 6日 2月14日（月）
7月 7日〜7月13日 2月21日（月）
7月14日〜7月20日 2月28日（月）
7月21日〜7月27日 3月 7日（月）
7月28日〜8月13日

3月14日（月）
8月14日〜8月20日

8月21日〜 3月21日の週以降毎週月曜日
※祝・休日の場合は翌日

横浜市 新型コロナ ワクチン 検索

3回目 ワクチン接種のながれ

高齢者の方への接種券発送スケジュール

医療機関
での接種

集団接種会場

原則ファイザー社ワクチンを使用します。（一部医療機関では武田／モデルナ社ワクチンを使用するところもあります）
⃝実施医療機関数：約1,900か所 ※まずはかかりつけ医での接種をご検討ください。
⃝かかりつけ患者以外にも広く接種を行う医療機関数：約1,200か所
※医療機関の予約方法は、個別通知に同封している接種場所一覧でご確認ください。

鶴見会場（TG鶴見ビル7階） 横浜駅西口会場（横浜天理ビル14階） 関内会場（関内中央ビル10階）
日吉会場（慶應義塾日吉キャンパス協生館2階） 希望ケ丘会場（第2山庄ビル） 磯子会場（貴賓館）
センター南会場（パインクリエイトビル3階） 戸塚会場（八恍ビル2階） 並木中央会場（ビアレヨコハマ新館2階）

武田／モデルナ社ワクチンを使用します。　　
⃝13会場設置

3回目の接種券が
お手元に届く 接種の予約をする 接種を受ける 3回目接種完了1 2 3 4

２月に開設する集団接種会場

3月3日（木）（予定）に開設する集団接種会場　案内図は、市ウェブページで掲載しているほか、3月発行「広報よこはま特別号」に掲載します

会場名 みなとみらい会場
（横浜ハンマーヘッド1階「CIQホール」）

関内第2会場
（関内中央ビル9階）

保土ケ谷会場
（横浜ビジネスパーク横浜ラーニングセンター）

桜木町・馬車道会場
（横浜ワールドポーターズ6階）

住所

中区新港2-14-1 中区真砂町2-22 保土ケ谷区神戸町129-5 中区新港2-2-1

最寄り駅

馬車道駅（みなとみらい線）徒歩10分
桜木町駅（JR線/市営地下鉄）徒歩15分
馬車道駅・桜木町駅からシャトルバ
スあり

関内駅（JR線/市営地下鉄）
徒歩2分

天王町駅（相鉄本線）徒歩9分
星川駅（相鉄本線）徒歩10分
保土ケ谷駅（JR線）徒歩13分
保土ケ谷駅からシャトルバスあり

馬車道駅（みなとみらい線）徒歩5分
桜木町駅（JR線/市営地下鉄）徒歩10分

開設時期
（予定） 2月11日(金・祝)から 2月15日(火)から 2月16日(水)から 2月22日(火)から

※会場では予約を受け付けていません。市の予約システムでご予約ください。
また各会場へのお問い合わせはお控えください。

接種場所と使用ワクチンについて 1・2回目接種時とは異なるワクチンでも接種ができます。

※1月14日時点の情報に基づき作成しています。
今後、国の方針等に変更があった場合には、
内容が変更となる可能性があります。

個別通知の同封物
⃝接種券
⃝接種の案内チラシ　
⃝接種場所（区別医療機関・集団接種会場）一覧
⃝予診票　
⃝ワクチン説明書　
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3回目の接種券を
受け取るために
申請が必要な方

⃝市が予約を受け付ける医療機関・集団接種会場の
①3回目の予約 ②予約のキャンセル ③予約の変更

⃝事前予約は不要（混みあう場合があります）
【持ち物】３回目の接種券

各区役所（各区役所に配置の「ワクチン接種相談員」が対応）
▶︎3回目接種に関する予約代行のほか、1・2回目の接種のご相談

や直接予約を受け付ける医療機関への予約サポート、接種証
明など、ワクチン接種に関する幅広いご相談に対応します。

市内郵便局（郵便局員が対応）
▶︎3回目接種の予約代行のみを行い、相談などはお受けできませ

んのでご注意ください。郵便局での予約代行は3月31日(木)ま
でになります。

　パソコンやスマートフォンなどを
お持ちでないなどインターネットで
の予約が困難な方を対象に予約代行
を行います。

予約代行の
内容

受付時間

予約代行を行う窓口

1

2

９時から17時まで（土・日曜、祝・休日を除く）
※商業施設内などに設置されている郵便局では、受

付日時が異なる場合があります。

次の4か所では予約代行を行っていません。
⃝神奈川郵便局（神奈川区）　　
⃝椿ヶ丘簡易郵便局（金沢区）
⃝横浜市大附属病院内簡易郵便局（金沢区）
⃝横浜卸本町簡易郵便局（瀬谷区）

予約をする

市内携帯ショップで
予約のお手伝いをします

　スマートフォンをお持ちの方で、操作が難しいと感じる方向けに、
3回目接種のインターネット予約を携帯ショップの店員がお手伝いし
ます。携帯ショップに、電話などで事前予約の上、ご来店ください。
【持ち物】ご自身のスマートフォン、3回目の接種券

⃝ドコモショップ、d garden　⃝au Style、auショップ
⃝ソフトバンクショップ、ワイモバイルショップ
⃝楽天モバイルショップ
※一部店舗ではお手伝いを行っていません。

　3回目接種の予約のお手伝いのみを行います。
店舗により受付日時が異なります。実施店舗の情
報は、市ウェブページやワクチンニュースでご案
内します。

●2回目のワクチン接種後、横浜市に転入
した方

●海外で２回目のワクチンを接種した方
●接種券発送予定日から1週間以上経過

しているが、接種券が届かない方

【申請方法】電子申請または郵送
　詳しくはウェブページをご確認いただくか、ワクチン接種
に関する問合せ先「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 0120-045-070 050-3588-7191」へ
お問い合わせください。

お手伝いの
内容

お手伝いを
行う市内の
携帯ショップ

2月7日（月）から

市が予約を
受け付ける
接種場所

予約方法

インターネット
予約

電話予約

①予約専用サイト

直接、医療機関に予約 医療機関により予約方法が異なります

②

③

2月9日（水）から
市公式LINE

予約センター
電話

0120-045-112
（9時から19時まで 土・日曜、祝・休日も実施）
※電話のおかけ間違いにご注意ください。

550-4226〈9時から19時まで 月〜金曜（祝・休日を除く）〉
※聴覚障害の方で、インターネット予約ができない方専用です。

「横浜市LINE公式アカウント」を友だち登録
LINEから予約に関するアカウント情報の登録をすると、
予約専用サイトからの予約はできなくなります。

https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama

3回目
予約の
ポイント

2月7日（月）から
予約代行の
実施

　本市ウェブサイト上で、接種場所の空き状況が「予約希望日」「所在
区」「接種ワクチンの種類」「駐車場の有無」などの絞り込み検索により
探しやすくなります。インターネット（予約専用サイト・市公式LINE）
からの予約をお勧めします。
⃝医療機関約1,200か所(直接予約をする医療機関を含む）
⃝集団接種会場13か所

　3回目の接種の予約は2月7日（月）から受付を開始します。接種券が
お手元に届いた方から予約ができます。市が予約を受け付ける医療機
関・集団接種会場は、どちらも毎日予約枠を更新し受付を行います。

横浜市 ワクチン ３回目 検索

4週間先までの予約がとれるようになります

接種場所の空き状況が簡単に検索できます

　接種希望会場の空き状況確認後、予約方
法が示されるので、案内に従い予約を進め
てください。「空き状況検索画面」から、その
まま予約をすることはできません。

空き状況検索画面（イメージ）

▲FAX予約の
詳細はこちらから
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【問合せ】健康福祉局 老人福祉センター　 671-2406 550-3613

老人福祉センターで、
健康づくり・趣味づくり・仲間づくり
　老人福祉センターは、地域の高齢者の皆さんが健康で明るい生活を送るこ
とができるよう、健康づくりやレクリエーションの機会を提供し、社会参加
を支援するための施設です。介護予防の知識と実技を学ぶ機会として介護予
防教室や健康教育・講座をはじめとした、さまざまな活動をしていますので、
ぜひ参加してください。センターは各区に１館ずつあります。老人福祉セン
ターの活動などについては、各センターに問い合わせてください。

【問合せ】健康福祉局介護保険課　 671-4254 550-3614

１年以上の
滞納

2年以上の
滞納

サービス費用が一時的に全額自己負担になり、
後日申請により保険給付分が払い戻されます。

滞納した期間に応じて一定期間、サービス費用
の自己負担が3割または4割になり、また、高額
介護サービス費などの支給が受けられない場
合があります。

介護保険料の納め忘れはありませんか？
　保険料は介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源です。介護保険
制度を維持していくためには、保険料を納付していただくことが大切です。
　納め忘れの人には督促状などを送付しています。指定期日までに納付がない
場合、介護保険サービス利用の有無にかかわらず、法令に基づき財産差押など
の滞納処分を受ける場合があります。
　また、保険料を納付している人との公平を図るため、介護保険サービスを利
用する際、自己負担が多くなる場合があります。

65歳以上の人が対象

健康福祉局 老人福祉センター 検索

活動内容

利用
できる人

利用時間

趣味、健康維持のための講座などを開催
（料理、手芸、健康体操、ウォーキングなど）
⃝市内在住の60歳以上の人と、その付添いの人
⃝市内在住者の父母・

祖父母または子で、
60歳以上の人

9時～17時

【問合せ】健康福祉局高齢在宅支援課　 671-2405 550-3612

生活あんしんサポート事業
～横浜市生活支援サービス高齢者見守り協働事業～
　生活あんしんサポート事業は、掃除、配食、草むしり、電球交換、買い
物代行・同行など、日常の困りごとを民間事業者が手伝う事業です。
サービス提供時、利用者に異変などがあった場合は、親族へ連絡する
など見守りを行います。
　サービス内容や利用料金※などについては、「事業者一覧」と「事業者
のサービス提供区」から事業者を選び、直接問い合わせてください。
※問合せの内容や氏名、住所などの個人情報は当事業以外では利用しません。

⃝略地図に記載されている番号（例：①）は、右の表の事業者番号（例：
「①ユーコープ」）に対応しています。

⃝略地図の白丸の番号（例：②）は区内の全域で、黒丸の番号（例：❸）
は区内の一部地域でのみ、事業者がサービスを提供していること
を表しています。

⃝事業者によっては1日の利用者数が限定されていることなどから、
希望日にサービスの提供を受けられない場合があります。

■事業者一覧
※サービス・商品の代金は自己負担です（公的サービスではありません）。

事業者名 サービス 主な料金 電話番号

① ユーコープ
夕食宅配：週3回・5回※金額は税込
にぎわいコース（1食722円）
おかずコース（1食618円）
きらくコース（1食588円）

0120-351-450
※一部お届けで
きない地域もあ
ります。

事業者名 サービス 主な料金 電話番号
② 福祉クラブ 1,320円/1時間 547-1400
③ キュービック 550円/15分 472-7912

④ デリバリーケアプラス 600円/10分 949-0091

⑤ シルバー人材センター 500円/30分 847-1800
⑥ 愛コープ 2,400円/1時間 470-6441
⑦ みどり野 500円/15分 989-2325
⑧ 横浜ハウネス 1,100円/20分 433-8816
⑨ つばさケアサービス 500円/15分 372-3384
⑩ うしおだ 500円/15分 505-9574
⑪ ケアステーション大樹 1,500円/30分 260-0873
⑫ 泉の里 5,000円/2時間 625-3274
⑬ スリーA 500円/15分 374-3673
⑭ ケア・オフィス 700円/15分 843-8328
⑮ らしく並木 1,500円/1時間 791-7690
⑯ ケアステーション桜 500円/15分 334-7746
⑰ でっかいそら 天 300円/1回～ 442-4240
⑱ ワーカーズコープ 1,100円/30分 341-4192
⑲ 若葉台 200円/1回 921-5550
⑳ レインボー横浜 1,380円/30分 520-8544
㉑ たすけあいあさひ 1,936円/1時間 360-0131
㉒ さくらの季 3,025円/1時間 717-5941
㉓ あゆみ 600円/15分 935-1477
㉔ A

ア ー ム ス
RM'S 1,100円/10分 489-3586

㉕ みずたま介護ステーション 1,320円/30分 989-4501
㉖ まごの手介護サービス 1,500円/30分 252-6051
㉗ アイネットアイ横浜 3,300円/1時間 325-8571

… 生活支援（家事援助など）　 … 買い物代行・同行
… その他（配食・食材宅配など）

青葉区
①②④⑧25 都筑区

保土ケ谷区
西区

港北区

鶴見区

神奈川区

緑区

瀬谷区
旭区

中区
泉区

戸塚区

南区

磯子区

金沢区

港南区

栄区

①⑥⑰19
⑳㉑㉔25

①⑱⑳㉔

①②❺
⑬⑯㉗

①②❺⑥⑧❾㉒

①②⑬15

①②❺
⑭⑯㉗

①②③④
⑥⑧㉒

①②⑬

①⑳
㉑㉔

①②③
④⑥⑧

①⑥⑧10㉒

①②⑱㉔㉗

①⑧⑪⑫㉗

①⑥⑧㉗

①②❺⑥
⑳㉑㉔㉗

①②③④❺
⑥❼⑧㉓㉔㉕

①②❺⑥
⑪⑯㉖㉗

事業者のサービス提供区

▲南寿荘（南センター）で実施した健康体
操の様子



132022（令和4）年 2月号 ／ 横浜市版

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

ヨコハマeアンケートメンバー
2022年4月1日時点で15歳以上｡イン
ターネットで市政に関するアンケート
に協力

3月4日までに で
市民局広聴相談課（ 671-2333
212-0911）
中学校夜間学級 入級者

15歳（学齢）を超え、原則中学校を卒業
していない人。詳細は問合せを
教育委員会小中学校企画課（
671-3265 664-5499）
メインアリーナの名称

横浜文化体育館の再整備で2024年に
供用開始｡詳細は で

2月15日まで
市民局スポーツ振興課（ 671-3288 

664-0669）

福祉・高齢
ハマピック 個人競技参加者募集

全国障害者スポーツ大会の市代表選
考会。費用等詳細は で

4月3日（日）～5月8日（日）
2月28日まで
横浜ラポール（ 475-2050 475-
2053）
障害者パソコン講習会　
①iPad音声②iPad拡大
③パソコン入門④iPad入門
15歳以上（中学生除く）、各コース抽選4人｡
①②視覚障害の初心者③④知的･発達
障害の初心者。詳細は問合せか で

①3月14日（月）･15日（火）13時～16時､
全2回②3月16日（水）･18日（金）13時～
16時､全2回③3月17日（木）10時～16
時④3月19日（土）10時～16時
横浜ラポール
500円
2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）
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

3月25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）
2月25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）
かがやきクラブ横浜 シニアの祭典

シニアスポーツや文化活動の紹介ほ
か｡詳細は で

3月1日（火）10時～15時（入場は14時
まで）
横浜武道館
市老人クラブ連合会（ 433-1256 

433-1257）
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65歳以
上､先着10人。詳細は で

3月10日（木）10時～16時
2月14日から 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）

講演・講座
薬物依存症者と家族オープンセミナー

抽選150人｡オンライン配信もあり｡詳
細は で

2月27日（日）12時30分～16時30分
横浜ラポール
2月21日まで
横浜ひまわり家族会（〈木曜のみ〉
岡田 080-3488-1996 543-3880）
か健康福祉局障害自立支援課（
671- 3602）
講座｢医師も薦める魚の効用｣

先着30人｡後日オンライン配信もあり。
詳細は で

3月3日（木）14時～15時
2月14日から で会場の総合保健
医療センター（ 475-0178 475-
0002）
化学物質セミナー

身の回りの化学製品の上手な使い方｡
抽選30人

3月15日（火）14時～15時30分
港北公会堂
2月28日までに で
環境創造局環境管理課（ 671-
2487 681-2790）
マンション管理組合基礎セミナーを 
オンラインで開催

事前申込制
2月19日（土）14時～16時
2月11日までに で
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）
企業向け人権啓発オンラインセミナー

大人の発達障害。YouTube横浜市公式
アカウントで配信

2月15日（火）10時～3月11日（金）17時
市民局人権課（ 671-2379 681-
5453）
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  
①3月8・9日の9時45分～12時15分 
②3月15･16日の9時45分～12時15分   
③3月15･16日の13時30分～16時
①5,528円②③5,550円

2月16日までに で会場のシルバー
人材センター（ 847-1800 847-
1716）
中央職業訓練校 4月生募集
OA経理科（初級）､医療･介護事務OA
科、パソコン実務科、機械CAD科
離職中の求職者､各科選考｡ 3月初旬
に説明会あり｡費用等詳細は2月17日か
ら で

3月29日まで
会場の中央職業訓練校（ 664-
6825 664-2081）

横浜市中央職業訓練校 検索

中央職業訓練校
訓練生募集中

要約筆記者養成講習会
①手書き②パソコン
聴覚障害者等の意思疎通支援。18歳
以上の健聴者､各選考20人。詳細は

で
4月～2023年2月の木曜、全38回
横浜ラポール
3,600円
2月25日まで

▷選考･説明会 3月10日（木）  
①10時30分②14時､会場で開催
中途失聴･難聴者協会（ 475-2064） 
か健康福祉局障害自立支援課（
671-3602）
市民農業大学講座

援農･緑化ボランティア養成。2022年4
月1日時点で67歳以下､選考30人。詳細
は で

4月～2024年3月､全45回
37,000円
3月1日まで
環境活動支援センター（ 711-0635 

721-6356）

催 し
よこはまシティウォーク

観光名所などを巡る｡詳細は で
3月21日（月･祝）8時～17時
2,200円
2月11日から
スポーツ協会（ 640-0018 640-
0024）
製図コンクール展

横浜建築高等職業訓練校生の製図
2月16日（水）～3月1日（火）7時～23時30
分（16日は16時から､1日は13時まで）
市役所1階展示スペースB
経済局雇用労働課（ 671-4098
664-9188）
市民クルーズ
①飛鳥Ⅱ 春の鳥羽
②ぱしふぃっくびいなす なばなの里
抽選各15室｡横浜港発着｡詳細は で

①3月13日（日）～16日（水）   
②4月2日（土）～4日（月）
大人1人    
①166,500円～②105,400円～

取扱旅行会社
 ①2月15日まで ②2月28日まで
港湾局客船事業推進課（ 671-
7272 201-8983）

お知らせ
粗大ごみは早めに申込みを

☎0570-200-530または☎330-3953

LINEで受付
受付センター月～土曜(祝休日を含む)

年中無休

国民年金保険料は前納がお得
口座･クレジット払の2年･1年･半年前納
は割引あり｡詳細は問合せを

2月28日までに年金事務所
申込先か健康福祉局保険年金課

（ 671-2418 664-0403）
猫の不妊去勢手術費用の一部補助

3月1日～2023年2月28日に手術する飼
い主のいない猫､先着4,000頭｡詳細は
2月28日から で
横浜市動物愛護センター（ 471-
2111 471-2133）
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 で

①2月27日（日）10時～14時  
②3月5日（土）11時～15時
①南部学校教育事務所  
②北部学校教育事務所
教育委員会南部学校教育事務所

（ 843-6406 843-6358）
市営地下鉄回数券の①終了②変更
①普通回数券の発売終了
②平日の昼間割引回数券は9時から利
用可能
①3月31日（木） ②4月1日（金）から
市コールセンター（ 664-2525
664-2828）
環境アセスメント図書の縦覧

（仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事 
環境影響評価方法書
意見書の提出は問合先へ

2月15日（火）～3月31日（木）（予定）
中区役所企画調整係､西区役所広
報相談係､問合先で
環境創造局環境影響評価課（
671-2495 663-7831）
公共事業事前評価 市民意見募集
①都市計画道路恩田元石川線（鉄地
区）整備事業　
②学校施設の建替事業（今宿･菊名･
つつじが丘･戸塚･矢向･吉原小学校）

資料の閲覧は期間中 で
2月1日～28日
①道路局企画課    
（ 671-2777 651-6527） 

　②教育委員会教育施設課  
（ 671-3531 664-4743）

募 集

横浜市会計年度任用 検索

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。
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バイクの廃車申告／	 	 	
市･県民税の申告ほか
《①バイクの廃車申告》令和4年4月1
日時点の所有者に令和4年度分を課
税。廃棄･譲渡の場合は3月中に申告
を｡ 125cc以下は登録している区役所
軽自動車税担当､ 125cc超は神奈川運
輸支局へ
《②個人市民税・県民税の申告》令和4
年1月1日時点､区内に住所がある人は
3月15日までに区役所市民税担当に申
告を｡給与所得のみで勤務先から給与
支払報告書が提出されている人や所
得税の確定申告をする人は、上場株式
等に係る配当所得などの所得税と異
なる課税方式を選択する人を除き、原
則不要｡税務署で確定申告不要と言わ
れた人（④の人を含む）は市民税･県民
税の申告が必要な場合あり
《③確定申告と納付期限》所得税･復
興特別所得税､贈与税は3月15日まで｡
個人事業者の消費税･地方消費税は3
月31日まで
《④年金所得者の所得税申告手続不
要制度》公的年金等の収入金額が400
万円以下かつ公的年金等以外の所得

金額が20万円以下の場合､確定申告
不要｡還付を受けるための提出は可
《⑤医療費控除の申告》
医療費控除明細書の添付を｡様式･記
載方法は国税庁ウェブページで
※領収書での申告は不可
《⑥申告書はパソコンやスマホで作成》
国税庁ウェブページの｢確定申告書等作
成コーナー｣で作成後､ e-Taxで提出可
《⑦税務署の臨時日曜開庁》2月20日･ 
27日｡所得税･復興特別所得税･贈与
税･個人事業者の消費税･地方消費税
の申告書作成アドバイス､受付（電話相
談等不可）｡鶴見税務署･横浜中税務署･
保土ケ谷税務署は日石横浜ホールで
①区役所軽自動車税担当②区役所
市民税担当か､財政局税務課（①②

671-2253 641-2775）③～⑧各
税務署

※②～⑦はマイナンバー（個人番号12
桁）の記載と本人確認書類（マイナ
ンバーカードか番号確認書類と身元
確認書類）の提示か複写の添付を

※申告期限を過ぎての申告は、当初の
納税通知書･税額通知書には反映
されません

施 設

みなとみらいホール   
682-2000 682-2023

①②横浜18区コンサート
③こどもの日コンサート2022
①②広瀬悦子（ピアノ）。未就学児入場
不可③3歳以下入場不可

①4月26日（火）15時～16時  
②4月27日（水）15時～16時  
③5月5日（木･祝）14時～15時､ 16時 
　30分～17時30分
①戸塚区民文化センター  
②はまぎんホールヴィアマーレ  
③県立音楽堂
①②3,000円､ 2月22日11時から
か で ③2,500円､ 2月14日11時
から か で
横浜美術館	    

221-0300 221-0317
出前美術館「下村観山の生涯と作品」
学芸員による講義｡先着50人

3月19日（土）14時～15時30分
長浜ホール
2月18日から で

横浜能楽堂	    
263-3055 263-3031

①横浜狂言堂②三老女
①｢魚説経｣｢鐘の音｣
②狂言「萩大名」、能「檜垣 蘭拍子」

①3月13日（日）14時～15時30分  
②5月7日（土）14時～16時55分
2月12日12時から か で  
①2,200円②7,000円～9,000円
にぎわい座	 	   

231-2515 231-4545
①春のこども寄席
②入船亭小辰ひとり会
③岡大介のカンカラはやり歌

各14時～16時。①4月3日（日） ②4月
29日（金･祝） ③4月30日（土）
1,600円～2,900円（①中学生以下
1,100円）､ 3月1日から か で
男女共同参画センター横浜南	 	

714-5911 862-3101
全館休館の延長

4月20日（水）まで
歴史博物館	    

912-7777 912-7781
展示｢美術の眼	考古の眼｣
事前予約制｡詳細は で

3月6日（日）まで
800円

【問合せ】	市民局広報課　 671-2332 661-2351

　カタログポケットは、広報
紙をパソコンやスマート
フォンアプリで閲覧でき
る無料サービスです。多言
語への自動翻訳機能や、音
声読み上げ機能、文章を読みやすくする
ポップアップ機能などがあります。
　ぜひカタログポケットで「広報よこはま 
市版」と検索してください。
※「広報よこはま」は毎月1日に更

新予定です。

　横浜市LINE公式アカウントの「基本メ
ニュー」から、「広報よこはま 市版」を選択す
ると、カタログポケットに掲載されている

「広報よこはま 市版」を閲覧できます※。
　この機会にぜひ友だち
登録を行ってください。

※音声読み上げを利用する際は、カタログポ
ケットのアプリをインストールしてください。

広報紙閲覧サービス　

カタログポケット 横浜市LINE公式アカウントから
「広報よこはま 市版」が
いつでも読めます！

▲「カタログポケット」
のアプリアイコン

横浜市
LINE公式
アカウント

横浜市 カタログポケット 検索

「基本メニュー」から、
「広報よこはま 市版」をタップ

広報よこはま市版を閲覧できます

確定申告作成
会場への入場は
整理券が必要です

LINEで事前発行。一部は当日各
会場で配付｡配付状況に応じて、
早めに受付終了の場合あり。

◀︎「友だち追加」
　はこちらから

　全国のコンビニにあるマルチコ
ピー機で、住民票の写しや戸籍証明
書などを取得できます。
　案内画面のタッチパネルを見な
がらの簡単な操
作で、その場で交
付されます。
【必要なもの】
⃝マイナンバーカード
⃝利用者証明用電子証明書の暗証

番号（4桁）
　詳細はウェブページ
で確認してください。

コンビニ交付証明書のメニューを拡大しました
取得できる証明書

手数料
請求対象者 利用時間コンビニ

交付
区役所な
どの窓口

住民票の写し

1通
250円

1通
300円

市内に住所がある
本人及び同一世帯
の人のみ

6時30分～23時
（システム休止日を
除き無休）

住民票記載事項
証明書

印鑑登録証明書 市内に印鑑登録し
ている本人のみ

戸籍の附票の写し 市内に本籍がある
本人及び同一戸籍
の人のみ 月～金曜9時～17時

（祝･休日、システム
休止日を除く）戸籍(全部・個人事項)証明書 １通450円

【問合せ】	市民局窓口サービス課　 671-2176 664-5295

横浜市 コンビニ交付 検索

マイナンバー入りも
取得できます

NEW!	

市外に住所が
ある人も可能※

NEW!	

※事前に利用登録が必要です。
　利用登録には5開庁日ほどがかかります。
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建替えなど

マンション管理適正化の推進のため、計画を新たに策定します
「（仮称）横浜市マンション管理適正化推進計画 素案」についての市民意見募集
【提出期限】２月21日（月）　【計画策定・結果公表】４月予定
　計画素案や意見の提出方法については、ウェブページを
確認してください。

マンションを適正に管理しましょう

横浜港への客船入港のお知らせ

自分自身の心の中で、職業に優劣をつけていませんか？

　マンションの適正な維持管理が行われ
ていないと、建物の老朽化に伴い、居住環
境の悪化や資産価値の減少が起こる可能
性があります。そのため、日頃から管理組
合を中心に、マンションの将来を見据えな
がら、計画的な管理や適時適切な修繕につ
いて、しっかりと住民同士で話し合い、適
正な管理に取り組むことが重要です。

　市では、マンションの日常管理から将来
検討まで管理組合のさまざまな活動をサ
ポートする支援制度を実施しています。

マンションの
ライフサイクル
（例）

　横浜港には「飛鳥Ⅱ」、「にっぽん丸」、「ぱしふぃっく びいなす」の3つの国内クルーズ船が
入港しています。海風を感じながら、み
なとみらいを一望できる素晴らしい港
の景色とともに、優美で迫力ある客船の
姿をぜひ間近で見てください。

　皆さんは、ある職業を聞いて「大変だ。自分にはできないけど」「世の
中には必要だよね。でも自分以外の人がやってくれればいいよ」など、
その仕事がよくないものと考えたり、発言したりしたことはありませ
んか。
　世の中にあるすべての職業は、人が人として生きていくのに必要な
ものばかりです。そして誰かの役に立っているものです。あなたがあ
まり意識せずにした発言であっても、その職業の関係者を深く傷つけ
ていることがあります。
　特に、食肉にかかわる仕事をする人は、動物を殺すことへのマイナス
イメージから、本人や家族へこのような発言が向けられることが多く、

そのたびに深く傷つき不安にさせられています。
　人は暮らしの中において、肉を食べることはもちろん、動物の皮で
かばんや財布を製作すること、ペットを飼うことなどさまざまな形で
動物を利用しています。一方で、動物をかわいがることは良いこと、殺す
ことは悪いことという価値観からマイナスイメージを持ち、職業に
優劣をつけてしまうことがあります。
　人が生きていくために当たり前の仕事だからこそ、もう一度自分自
身の心の中を見つめなおし、自分自身の当たり前の価値観で、職業に
優劣をつけていないか、それによって人を傷つけていないかを点検し
てみてはいかがでしょうか。

3月の
大さん橋への
入港予定
（2月の

入港予定は
ありません）

7日 月 飛鳥Ⅱ
10日 木 飛鳥Ⅱ
13日 日 飛鳥Ⅱ
16日 水 飛鳥Ⅱ
19日 土 飛鳥Ⅱ
22日 火 飛鳥Ⅱ
24日 木 飛鳥Ⅱ
25日 金 にっぽん丸
27日 日 ぱしふぃっく びいなす
31日 木 にっぽん丸

　詳しい時間や最新の情報は、ウェブページを確
認してください。
※天候や運航スケジュールなどの事情に

より変更する場合があります。

【問合せ】	建築局住宅再生課 671-2954 641-2756

【問合せ】	港湾局客船事業推進課　 671-7272 201-8983

【問合せ】	経済局食肉市場運営課　 511-0445 502-5989

横浜市 マンション支援 検索

客船入港のリポート
記事はこちらから

横浜市 マンション計画 意見募集 検索

横浜市 客船・クルーズ 検索撮影：篠本秀人撮影：篠本秀人

飛鳥Ⅱ
総トン数：50,444トン

にっぽん丸
総トン数：22,472トン

ぱしふぃっく	びいなす
総トン数：26,594トン
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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

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の
申請期限は2月28日です
　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。
　期限内に申請書と必要書類を郵送してください。
【支給額】児童1人につき5万円　【申請期限】2月28日（月）必着
【支給対象者】

　申請方法など詳しくはウェブページで
確認するか、問い合わせてください。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々
が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世
帯あたり10万円を支給します。

【対象】①住民税非課税世帯
	 	 令和3年12月10日時点で横浜市に住民登録があり、世帯全員の令和３年度分

の住民税均等割が非課税の世帯
	 ②家計急変世帯
	 	 ①の対象となる世帯以外で、申請時点で横浜市に住民登録があり、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、①の世帯と
同様の事情にあると認められる世帯（令和3年12月10日時点で日
本国内に住民登録がある者に限る）

※いずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
【申請者】対象世帯の世帯主
【支給額】1世帯当たり10万円（支給は1回のみ）

給付金をかたった特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください 　自宅に不審な電話や郵便物があった場合は、警察署
や警察相談専用電話(＃9110）に連絡してください。

	令和３年12月末より支給を開始した、「子育て世帯への臨時特別給付金」（いわゆる18歳以下への10万円給付）については
ウェブページを確認するか、問い合わせてください。
【問合せ】子育て世帯への臨時特別給付金担当（３月31日まで）　 641-8411 641-8412

【問合せ】	専用ダイヤル　 0120-045-320　9時～19時（土・日曜、祝・休日含む） 0120-303-464

【問合せ】	横浜市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター（3月31日まで）
 0120-694-281（月~金曜〈祝・休日除く〉9時~17時） 641-8424

横浜市 子育て世帯生活支援特別給付金 検索

横浜市 子育て世帯への臨時特別給付 検索

ひとり親世帯の場合 ひとり親世帯以外の場合

この事業は関連する補正予算の成立が前提となります。

受給には申請が必要です【申請方法】

対象①の世帯のうち、
世帯の全ての人が令和
3年1月1日 以 前 から
横浜市に住んでいる
場合

世帯主あてに確認書(申請書)が
届きます。必要な添付書類（本人
確認書類等）とともに同封の返信
⽤封筒に⼊れて返送してください。
（2月中旬以降に順次発送予定）

対象①の世帯のうち、
世帯の中に令和3年
1月2日以降に横浜市
外から転⼊した人がい
る場合

申請書の提出が必要です。申請
書は、ウェブページまたは区役所
等で⼊手し、郵送で提出してくだ
さい。申請方法の詳細が決まり次
第、ウェブページや広報紙でお知
らせします。（2月中旬以降に掲載
予定）対象②の世帯

　児童扶養手当の受給資格者のうち、
①令和3年4月分の児童扶養手当が支給された人
②公的年金等の受給により、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けて
いない人（収⼊が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る者に限る）

③新型コロナウイルス感染症の影響で、児童扶養手当受給水準まで収⼊が減
少した人（令和3年5月分以降の児童扶養手当の受給資格者を含む）

　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
養育者のうち、
①令和3年度分の住民税が非課税の人
②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
※2月28日までに生まれた新生児は、生後14日以内に申請してください。

横浜市 住民税非課税 給付金 検索
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