
オミクロン株対応ワクチンによる追加接種が始まっています 詳しくは
2面へ
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⃝10月号は、9月12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。

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）

3,772,887人
1,781,423世帯

横浜市データ
2022年

9月1日現在

　長く厳しい夏から、ようやく涼しい風を感じられる季節となりました。

　現在、「ガーデンネックレス横浜2022 秋の里山ガーデンフェスタ」を開催しています。よこはま
動物園ズーラシアに隣接する里山ガーデンでは、市内最大級となる約1万平方メートルの大花壇に、

約100品種25万本もの花々が咲き誇ります。山下公園や港の
見える丘公園でも、秋のバラや草花が10月末頃に見頃を迎え、
街を鮮やかに彩ります。

　市内43か所にある市民の森では、コナラ・クヌギといった木の
実や、モズなどの野鳥、アキアカネをはじめとしたトンボなど、
秋ならではの自然観察や散策をすることもできます。ぜひ皆様の
身近な場所で、横浜の豊かな自然をお楽しみください。

　この秋には、多くの区で区民まつりが開催されます。長く開催
できない時期が続き、皆様心待ちにされていたことと思います。
私もできる限り会場にお伺いし、皆様と御一緒に、地域のつなが
りと賑わいを感じたいと思います。

　引き続き、基本的な感染症対策とともに、ワクチン接種も積極
的にご検討いただき、感染拡大防止への御協力をお願いします。横浜市長

検索横浜市 推計人口・世帯検索横浜市コールセンター

人　口

世帯数
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ワクチン接種に関する問合せ 0120-045-070 050-3588-7191　毎日9時~19時
横浜市の新型コロナウイルス感染症に関する問合せ 550-5530 0120-547-059 846-0500　24時間受付

新型コロナウイルスワクチン接種情報

　1・2回目接種が完了していない方は、現時点では新ワクチンによる
接種を受けることができません。従来ワクチンを接種したのち、3回目
接種として新ワクチンによる接種ができます。

オミクロン株対応ワクチンによる追加接種が始まっています

１・２回目接種をこれから受ける方へ

　国の接種前倒しの方針を踏まえ横浜市では、9月下旬からオミクロン株対応
ワクチン（以下「新ワクチン」という）による追加接種を開始しています。

1世帯あたり10万円、
申請は郵送でのみ受付

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金の申請は

10月31日必着まで

【問合せ】	横浜市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター　 0120-045-320（月～金曜〈祝・休日除く〉9時～19時） 0120-303-464

受給できるのは1回のみです。
①令和3年度住民税非課税世帯 ②令和4年度住民税
非課税世帯 ③家計急変世帯のいずれかですでに受給
した世帯は、再度受給することはできません。

お手元にある未利用の接種券で
新ワクチンの接種が受けられます。

これからお送りする接種券で
新ワクチンの接種が受けられます。

対象となる方へは、10月中旬
までに、案内ハガキも送付し
ます。

予約方法等の詳細は、接種券
に同封する「接種のご案内」
でお知らせします。

※9月12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。

3回目・4回目の接種をしていない方で、
その回の接種券がすでに届いている方

2回目・3回目・4回目の接種をした方で、
次の回の接種券がまだ届いていない方

　各医療機関、集団接種会場で接種を行います。ファイザー社（12歳以上）、モデルナ社（18歳以上）のワクチンを使用します。

使用ワクチンは医療機関により異なります。9月26日（月）から新ワクチンでの接種に順次切り替えています。医療機関

集団接種会場

1・2回目接種（12歳以上）を実施している
医療機関はこちらでご確認ください。

接種券発送
スケジュールは
こちら

詳しくは
こちら

接種券を
紛失した際の
手続きは
こちら

接種場所の
空き状況は
こちら

医療機関により
予約方法は異な
ります。

市が予約を受け付ける接種場所 直接予約を受け付ける医療機関

従来のワクチンを2回以上接種した12歳以上の全ての方で、
前回接種から5か月以上経過した方

※これまでの4回目接種対象者は、60歳以上の方や重症化
リスクが高い方等に限定されていましたが、新ワクチン接
種では、その限定がなくなります。

横浜市 ワクチン 検索

⃝市予約
　専用サイト

⃝市公式
　LINE

⃝予約代行　郵便局（10月3日〜）・各区役所（ワクチン相談員）で実施

接種開始日 会場名 住所 主なアクセス

10/7（金）
みなとみらい会場（横浜ハンマーヘッド1階 CIQホール） 中区新港2-14-1 みなとみらい線 馬車道駅　徒歩10分

※桜木町駅・馬車道駅からシャトルバスあり
センター南会場（パインクリエイトビル3階） 都筑区茅ケ崎中央55-1 市営地下鉄 センター南駅　徒歩5分
並木中央会場（ビアレヨコハマ新館2階） 金沢区並木2-13-2 シーサイドライン 並木中央駅　徒歩5分

10/11（火）
鶴見会場（TG鶴見ビル7階） 鶴見区鶴見中央4-33-5 京急本線 京急鶴見駅　徒歩5分
希望ケ丘会場（第2山庄〈やましょう〉ビル） 旭区東希望が丘101-5 相鉄本線 希望ケ丘駅　徒歩4分
戸塚会場（八恍〈はっこう〉ビル2階） 戸塚区上倉田町481-1 JR線/市営地下鉄 戸塚駅　徒歩5分

10/18（火） 横浜駅西口会場（横浜天理ビル14階） 西区北幸1-4-1 JR線等 横浜駅西口　徒歩5分
※11月に新たな会場を設置予定（2カ所程度）

夜間・早朝の接種も実施

⃝予約センター電話	
　	 0120-045-112(毎日9時~19時)
⃝FAX（耳の不自由な方専用）　 045-550-4226

ファイザー社ワクチンを使用。火・水・木・金・土曜の週5回実施します。

 使用する接種券 

 追加接種の対象になるのは 

 接種場所と使用ワクチン 

予約方法  今までと同様に事前予約が必要です。

※現在使用している新ワクチンはオミクロンBA.1に対応したもの
です。今後、国の薬事承認後に、オミクロンBA.4・BA.5に対応した
ワクチンに切り替わる可能性があります。

接種間隔は今後短縮される可能性があります

年齢に関わらず今すぐ予約ができます
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入場無料

【問合せ】	計画全体について	 環境創造局政策課	 671-4214	 550-4093	
	 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	
	 里山ガーデンについて	 NTTハローダイヤル	 050-5548-8686（毎日9時〜20時	10月24日まで）		
	 	 	 633-9171

　横浜みどりアップ計画では、森の保全や地域での緑化、市内産農畜産物の直売所の支援
など、みどりアップの輪を広げるさまざまな取組を行っています。横浜市は大都市であり
ながら、市民生活の身近な場所に、 樹林地や農地などの多くの緑があります。
澄みわたる秋空のもと、ぜひお出かけして体感してみませんか。 

　「横浜自然観察の森」の自然観察センターでは、
ウェルカムセンターとしてさまざまな生き物や
森に関するイベントの開催や情報発信
を行っています。
※ウェルカムセンターは、市民が森に関わるきっかけ

を提供するため、市内5か所で運営されています。

　「よこはまウォーキングポイント」歩数計ア
プリで参加できます。横浜自然観察の森や直
売所などへ出かけると、商品券な
どが当たる抽選に使用するポイン
トがもらえます。

⃝108haの樹林地を新た
に緑地保全制度に指定

⃝保全した樹林地を227か
所整備

⃝133件の直売所・青空市
などを支援

⃝さまざまなニーズに合わ
せ、12.5haの農園開設を
支援

⃝市民による花壇づくりを
1,000か所以上の公園で
実施

⃝131か所の保育園・幼稚
園・小中学校で芝生など
の緑を創出

【期間】10月16日（日）まで
【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）

地産地消の
イベント情報は
こちら

みどりアップ計画 検索

横浜みどりアップ
計画は、横浜みど
り税を財源の一部
として活用してい
ます。 

横浜自然観察の森 自然観察センター 
【住所】栄区上郷町1562-1　 894-7474 
【開館時間】9時～16時30分（月曜〈祝日の場合は翌日〉、

年末年始は休館） 

　このほかにも、市内43か所の市民の森や花の
イベントなど、横浜のみどりを体感できるスポッ
トが盛りだくさん！

入館無料

詳しくはこちら

　3か年の主な実績
の報告書は11月頃か
らウェブページなど
で閲覧できます。 

計画の柱
1

計画の柱
2

計画の柱
3

森を育む 農を感じる
場をつくる 緑や花をつくる

地域で取り組む
緑化活動の
取材記事は
こちらから

2021年秋の様子2021年秋の様子
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【問合せ】日本能率協会総合研究所（横浜市高齢者実態調査事務局）
	 0120-550-156（月～金曜〈祝・休日除く〉10時～12時・13時～	
	 17時）	 03-3432-1837

　今後の高齢者施策や介護サービス量・介護保険料を検討する際の参考にす
るため、高齢者の生活実態や介護保険サービスの利用状況・利用意向などを
把握する調査を行います。アンケートは、無作為に抽出した約
19,000人に郵送します。

【提出期間】10月中旬（アンケートが届く時期）～10月31日（月）
【提出方法】アンケートを、返信用封筒に入れて投函してください。

【問合せ】横浜市老人クラブ連合会　 433-1256	 	 	 	
	 （月～金曜〈祝・休日除く〉９時～17時）	 433-1257

かがやきクラブ横浜 特別講演会開催

3年に1度の高齢者実態調査（アンケート）に
ご協力ください

　かがやきクラブ横浜（横浜市老人クラブ連合会）では、
高齢者がいきいきと生活するための講演会を開催してい
ます。今回のテーマは、シニア世代がデジタルの道具と楽
しく付き合う方法についてです。

【テーマ】「老いてこそ デジタルを」
【日時】12月16日（金）13時30分～15時30分　　
【会場】関内ホール（中区住吉町4-42-1）
【講師】若宮正子さん（NPO法人ブロードバンドスクール協会理事）
【対象】60歳以上の市内在住者300人（座席指定・抽選）
【申込期間】10月15日（土）～11月15日（火）必着
【申込方法】往復はがきに参加者全員（2人まで）の郵便番号・住所・氏名（ふりが

な）、年齢、電話番号、老人クラブの加入の有無を記入の上、応募して
ください。11月30日（水）までに結果を通知します。

	 	 ※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

参加費無料

若宮　正子さん

【問合せ】健康福祉局高齢健康福祉課		 	 	
	 671-3920	 550-3613

高齢者を中心としたスポーツと文化の祭典
全国健康福祉祭（ねんりんピックかながわ2022）

　横浜市からは、約400人の代表選手が出場し
ます。また横浜市ではテニスとサッカーの2種目
の交流大会を開催します。

【日程】11月13日（日）・14日（月）
【会場】テニス：三ツ沢公園テニスコート	 	
　　　サッカー：県立保土ケ谷公園など
　詳しくはウェブページを確認してください。 大会公式

ウェブサイト

　令和3年度一般会計の決算は、
歳入決算額2兆1,554億円、歳出
決算額2兆1,343億円となりま
した。また、歳入から歳出を差し
引いた形式収支から、4年度に繰
り越すべき財源を除いた実質収
支は112億円となりました。

※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。

市税は2年連続の減収
　市税収入は8,389億円となり、
前年度に比べて50億円の減収と
なりました（令和2年度市税収入
8,439億円）。税目別でみると、税
収の主要を占める個人市民税は
給与所得の減などで23億円の減
収、法人市民税は税制改正の影
響などで28億円の減収となりま
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	230億円減の3兆1,312億円となりました。

市民１人当たりでみる決算
　市民1人当たりの歳出決算額は、566,709円となりました。分野別で見
ると「子育て・教育」、「福祉・保健・医療」の割合が大きくなっています。	

【問合せ】財政局財政課　 671-2231	 664-7185	

令和3年度 一般会計決算の概要

区分 令和3年度
決算額

歳入決算額（A） 2兆1,554億円
歳出決算額（B） 2兆1,343億円
繰越財源（C） 99億円
実質収支（A-B-C） 112億円
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子育て・教育に
16.8（29.7％）
子育て・教育に
16.8（29.7％）

福祉・保健・医療に
15.1（26.7％）
福祉・保健・医療に
15.1（26.7％）

横浜の魅力づくりや経済の発展に
7.4（13.0％）

横浜の魅力づくりや経済の発展に
7.4（13.0％）

道路・住宅・計画的な街づくりに
5.9（10.4％）

道路・住宅・計画的な街づくりに
5.9（10.4％）

市役所の運営等に 4.7（8.2％）市役所の運営等に 4.7（8.2％）
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地球温暖化対策や水・緑の保全に 2.6（4.7％）地球温暖化対策や水・緑の保全に 2.6（4.7％）

地域づくりやスポーツ活動・区の運営に 1.3（2.3％）地域づくりやスポーツ活動・区の運営に 1.3（2.3％）
ごみの処理や減量・リサイクルに 1.2（2.1％）ごみの処理や減量・リサイクルに 1.2（2.1％）

救急・消防に  1.2（2.1％）救急・消防に  1.2（2.1％）
地下鉄・バス・水道事業に
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一般会計が対応する借入金残高の推移
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固定資産税
2,783（33％）
固定資産税
2,783（33％）

都市計画税
598（7％）
都市計画税
598（7％）

その他441（5％）その他441（5％）

地球温暖化対策や水・緑の保全に 2.6（4.7％）地球温暖化対策や水・緑の保全に 2.6（4.7％）

地域づくりやスポーツ活動・区の運営に 1.3（2.3％）地域づくりやスポーツ活動・区の運営に 1.3（2.3％）
ごみの処理や減量・リサイクルに 1.2（2.1％）ごみの処理や減量・リサイクルに 1.2（2.1％）

救急・消防に  1.2（2.1％）救急・消防に  1.2（2.1％）
地下鉄・バス・水道事業に
0.4（0.8％）
地下鉄・バス・水道事業に
0.4（0.8％）

（年度）

（億円）

R3

R2

R 元

H30

H29

31,000

32,000

33,000

31,000

0

32,000

R2

R 元

H30

H29

H28

R3H29 H30 R1 R2

31,57031,570 31,64831,648

31,36231,362

31,54331,543

30,85330,853

31,31231,312

コロナ
対策債
181

コロナ
対策債
181

31,54931,549

コロナ
対策債
459

コロナ
対策債
459 個人市民税

4,113（49％）
個人市民税
4,113（49％）

子育て・教育に
16.8（29.7％）
子育て・教育に
16.8（29.7％）

福祉・保健・医療に
15.1（26.7％）
福祉・保健・医療に
15.1（26.7％）

横浜の魅力づくりや経済の発展に
7.4（13.0％）

横浜の魅力づくりや経済の発展に
7.4（13.0％）

道路・住宅・計画的な街づくりに
5.9（10.4％）

道路・住宅・計画的な街づくりに
5.9（10.4％）

市役所の運営等に 4.7（8.2％）市役所の運営等に 4.7（8.2％）

法人市民税
454（6％）
法人市民税
454（6％）

固定資産税
2,783（33％）
固定資産税
2,783（33％）

都市計画税
598（7％）
都市計画税
598（7％）

その他441（5％）その他441（5％）

地球温暖化対策や水・緑の保全に 2.6（4.7％）地球温暖化対策や水・緑の保全に 2.6（4.7％）

地域づくりやスポーツ活動・区の運営に 1.3（2.3％）地域づくりやスポーツ活動・区の運営に 1.3（2.3％）
ごみの処理や減量・リサイクルに 1.2（2.1％）ごみの処理や減量・リサイクルに 1.2（2.1％）

救急・消防に  1.2（2.1％）救急・消防に  1.2（2.1％）
地下鉄・バス・水道事業に
0.4（0.8％）
地下鉄・バス・水道事業に
0.4（0.8％）

（単位：万円）	（単位：億円）	

講演会およびイベントは、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、感染拡大状況により、中止となる場合があります。

令和３年度 市税収入の内訳

横浜市 令和3年度決算 検索

【問合せ】健康福祉局地域包括ケア推進課	 	 	
	 671-3464	 550-4096

　フレイルとは、高齢期に心身の機能（はたらき）が低下し、
将来介護が必要になる危険性が高くなっている状態をいい
ます。いつまでも元気で活動的に過ごすためには、フレイル
予防が大切です。

【日時】2023年1月12日（木）14時30分～16時30分
【会場】関内ホール（中区住吉町4-42-1）※オンライン開催あり
【講師】藤原佳典さん（東京都健康長寿医療センター研究所）
【対象】市内在住者800人（抽選）【申込期限】12月2日（金）必着
【申込方法】往復はがきに参加者全員（4人まで）の郵便番号・

住所・氏名（ふりがな）、電話番号を記入の上、応募し
てください。12月中旬頃までに結果を通知します。

	 	 ※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】㈱テイクフォー	横浜市フレイル予防講
演会	応募受付係		〒226-0019	緑区中山5-14-16

フレイル予防講演会開催 参加費無料

　新型コロナウイルス感染症の
影響に伴う市税の減少等で、市民
生活や市内経済に支障が生じな
いよう、令和2年度及び3年度にコ
ロナ対策債を発行しました。発行
額は、2年度が181億円、3年度が
279億円、合計で459億円です。
※項目ごとに四捨五入している
ため合計額は一致しません。
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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。
♦掲載中のイベント等は中止・変更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。
♦ 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

市民委員
①地域まちづくり推進委員会
②ヨコハマ市民まち普請事業部会
20歳以上､各選考2人｡ 2023年4月から
2年間｡詳細は10月3日から で

11月18日まで
都市整備局地域まちづくり課（
671-2696 663-8641）
中央職業訓練校 12月生
OA経理科（初級）､医療･介護事務OA
科
求職者､各科選考｡ 10月下旬に説明会
あり｡費用等詳細は10月3日から で

11月16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

市営住宅入居者
抽選646戸｡詳細は募集のしおり（10月
7日から区役所広報相談係で配布）で

10月21日まで
住宅供給公社（ 451-7777 451-
7769）
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
例入所の要件該当者｡各選考。①100人
②130人③100人④110人｡令和5年度
予定｡詳細は問合せか で
①《神奈川区》玉成苑 羽沢  
（ 046-874-5836）

②《都筑区》スミール荏田   
（ 532-3188）

③《青葉区》プレシャス横浜  
（彩美苑内､ 046-236-6800）

④《都筑区》わかたけ都筑   
（ 482-3811）

11月18日まで
各施設か健康福祉局高齢施設課

（ 671-3923 641-6408）
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
で

11月24日（木）～30日（水）
みなとみらいホール
10月17日まで
文化観光局文化振興課（ 671-
3714 663-5606）
国際園芸博覧会の公式ロゴマーク

旧上瀬谷通信施設で2027年に開催
11月5日までに で
博覧会協会（ 307-2027 212-
1223）

10月13日から で
市民局人権課（ 671-3117 681-
5453）
講座｢薬の正しい服用と血管の健康｣
をオンラインで配信

詳細は で
10月14日（金）10時～28日（金）12時
横浜薬科大学（ 859-1300）か健康
福祉局医療安全課（ 671-3876 
663-7327）
講演｢人生100年時代の   
メンタルヘルス｣

先着30人｡オンライン配信もあり｡詳細
は で

10月23日（日）13時30分～16時30分
10月11日から で会場の総合保健
医療センター（ 475-0001 475-
0002）
講演｢ぜんそくをめぐるアレルギー 
疾患｣をオンラインで開催

抽選90人
10月30日（日）10時～11時30分
10月19日までに で
健康福祉局保健事業課（ 671- 
3824 663-4469）
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15日（火）15時～16時
11月11日までに 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  
「横浜はコロナとどう戦ったのか」
先着120人

12月1日（木）14時～16時
市民防災センター
10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

講演「ヤングケアラー 気づき   
つなげる」

先着230人
11月24日（木）10時～11時30分
関内ホール
11月1日から で
よこはまユース（ 662-4170 662-
7645）
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

11月15日（火）14時～16時
港北公会堂
10月28日までに で
環境創造局環境管理課（ 671- 
2487 681-2790）
パソコン講習
初めてのパソコン
抽選12人

11月1日（火）·2日（水） 9時45分～12時
15分、全2回

5,550円
10月19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

英文ビジネスEメール初心者､先着
50人

11月7日（月）･9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11日から で
横浜貿易協会（ 211-0282 211-
0285）
インターンシッププログラム  
3期生募集

18歳以上（高校生除く）､選考30人｡研
修から就職までを支援｡説明会あり｡詳
細は10月3日から で

11月8日まで
会場の就職サポートセンター（
0120-915-574）か経済局雇用労働
課（ 671-2343 664-9188）
訪問看護セミナー

看護師免許保有者､選考50人
11月19日（土）13時～16時
神奈川公会堂
11月11日までに 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）

催 し
東京湾大感謝祭2022

海を知り遊び味わう｡詳細は で
10月15日（土）･16日（日）10時～17時（16
日は16時30分まで）。荒天中止
大さん橋ホールと周辺海上
事務局（みなと総研内､ 03-5408-
8298）か港湾局賑わい振興課（
671-2888 651-7996）
青少年のための音楽会 横響
交響曲第9番｢合唱付き｣（ベートーヴェ
ン）ほか

12月18日（日）14時～16時
県民ホール
2,000円、11月1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）
水と緑を学ぶ大人の社会科見学会

先着25人｡詳細は で
11月22日（火）10時～15時
西部水再生センター､俣野別邸庭園
10月21日から で西部水再生セン
ター（ 852-6471 852-7604）
保育士就職面接･相談会

保育士資格保有者か取得見込者
10月23日（日）13時～16時
新都市ホール
10月22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）

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

福祉・高齢
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
60人

各13時30分～16時｡①11月2日（水） 
②11月19日（土）③11月29日（火）
①③横浜ラポール   
②健康福祉総合センター
10月20日までに か に ･
希望日（複数可）､参加人数､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）
人工肛門·膀胱 相談･交流会

人工肛門・膀胱保有者か関係者､当日
先着50人

11月6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）
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日の木曜14時～
15時30分

②11月17日･12月15日･1月19日･2月
　16日の木曜14時30分～16時30分
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）
障害者パソコン講習会
パソコン入門
15歳以上（中学生除く）の肢体･内部･精
神･聴覚等障害者､抽選8人｡詳細は問
合せか で

11月9日（水）･10日（木）13時～16時､全2回
横浜ラポール
1,600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）
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10月3日から で

11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）
10月31日までに でひとり親サポー
トよこはま（ 227-6337 227-6338）
申込先かこども青少年局こども家
庭課（ 671-2390）

講演・講座
犯罪被害者等支援講演会

先着250人｡後日オンライン配信もあり
11月16日（水）13時30分～16時30分
磯子公会堂
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【問合せ】	総務局管理課　 671-2082  662-7650
【問合せ】	温暖化対策統括本部SDGs未来都市推進課　   
 671-4371  663-5110

10月は
骨髄バンク推進月間

文化と歴史に触れよう

横浜北仲フェス開催
歩行空間における新たな移動ツール
近距離モビリティ｢ＷＨILL（ウィル）｣を
利用してみませんか　横浜の歴史と未来、暮らしとにぎわいが交錯する北仲地区でさまざ

まなイベントを開催します。
　ケロポンズの横浜ゆかりの歌などで
彩るステージイベント､横浜の歴史に触
れる謎解きイベントなど、大人も子ども
も楽しめるコンテンツが盛りだくさん。
　また商業施設ラクシス フロントで
は､各店舗おすすめ商品の特別販売会
を実施します。

【日時】10月15日(土)･16日(日)  
10時～16時

　企業等と連携し、移動に伴う
社会課題の解決に向けたシェア
リングサービスの実証実験を
行っています。みなとみらい21
地区での買物、観光時などに利
用してみませんか。

【期間】2023年3月15日(水)まで
【料金】無料
【利用方法】利用当日直接ステーションで申込み
　ステーションの場所など､詳しくはウェブページを確認
してください。

合同就職面接会
事前予約制｡詳細は10月25日から
で

11月24日（木）13時～16時
横浜産貿ホール
10月25日から
ハローワーク横浜（ 663-8609
201-6284）か経済局雇用労働課（
671-2343）

ミナトノアート2022
ギャラリーやショップなどを巡りなが
らアートを楽しむ｡詳細は で

10月14日（金）～31日（月）
JR横浜タワーほか
実行委員会（芸術文化振興財団内､ 

221-0212 221-0216）
ハマ展

洋画･日本画･彫刻立体･写真
11月2日（水）～13日（日）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
663-5606）

市民クルーズ 
①ぱしふぃっくびいなす 満月の夜
②にっぽん丸 ワインフェス
③にっぽん丸 祖谷渓･宮島･新宮
④飛鳥Ⅱ 80年代ディスコ
横浜港発着｡各抽選15室｡詳細は10月
3日から で

①11月7日（月）～9日（水）   
②11月16日（水）～18日（金）  
③11月23日（水･祝）～27日（日）  
④12月10日（土）～12日（月）
大人1人｡①99,450円～②115,200円
③235,800円④151,200円～
取扱旅行会社｡①④10月17日まで 
②③10月20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4年度 個人市民税·県民税 
（第3期）①納付期限②納付方法
①10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）

入札参加資格審査申請の受付
令和5･6年度に市発注の入札参加希
望者｡詳細は で

10月3日～26日
電子入札ヘルプデスク（ 662-7992 

641-2758）
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｡ 2023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26日～11月8日
教育委員会学校支援･地域連携課

（ 671-3270 681-1414）
特定生産緑地に関する説明会

平成5年か平成6年指定の生産緑地所
有者､各先着｡①10人②12人③9人

①12月1日（木）14時   
②12月6日（火）14時   
③12月8日（木）18時
①都筑区役所    
②戸塚区役所    
③市役所
11月1日から で
環境創造局農政推進課（ 671-2726 

664-4425）
街頭労働相談会

賃金不払い､解雇､ハラスメントなど
11月4日（金）11時～19時

市営地下鉄あざみ野駅改札前
経済局雇用労働課（ 671-2341
664-9188）

市民意見募集
①公立大学法人横浜市立大学第4期
　中期目標(素案)
②地球温暖化対策実行計画改定(素案)
③防災計画修正
④下水道事業中期経営計画2022(素案)
⑤資産活用基本方針の改定(案)
⑥（仮称）公共施設等総合管理計画(素案)
⑦用途地域等の見直し都市計画素案(案)
⑧緑化地域の変更都市計画素案(案)
資料の閲覧は期間中 で

①10月14日まで   
②③④10月19日まで   
⑤⑥10月26日まで   
⑦10月12日～11月30日   
⑧10月17日～11月30日
①政策局大学調整課   
　（ 671-4273 664-9055）  
②温暖化対策統括本部調整課  
　（ 671-2623 663-5110）  
③総務局防災企画課   
　（ 671-4096 641-1677）  
④環境創造局下水道事業マネジメ 
　ント課（ 671-2941 664-0571） 
⑤財政局資産経営課   
　（ 671-2271 662-5369）  
⑥財政局公共施設･事業調整課  
　（ 671-2027 651-7599）  
⑦建築局都市計画課   
　（ 671-2658 550-4913）  
⑧環境創造局政策課   
　（ 671-4214 550-4093）

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

①10月22日（土）10時～14時  
②10月29日（土）11時～15時  
③11月5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

教育委員会南部学校教育事務所
（ 843-6406 843-6358） 

施 設
みなとみらいホール   

682-2000 682-2023
石田組 年末感謝祭

12月31日（土）15時～17時
5,000円～6,000円､ 10月11日11時か
ら か で

にぎわい座    
231-2515 231-4545

笑福亭鶴光 一門会
1月8日（日）14時～16時
3,200円､ 11月1日から か で

消費生活総合センター   
845-5640 845-7720

教室｢高齢者専用ホームの基礎知識」
当日先着200人

10月25日（火）13時30分～15時30分
港北公会堂

歴史博物館    
912-7777 912-7781

展示「追憶のサムライ」
10月8日（土）～11月27日（日）
800円

横浜みなと博物館   
221-0280 221-0277

展示｢世界の客船ポスター｣
10月8日（土）～12月4日（日）
500円

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）

白血病等の治療が困難な血液疾患の患者さんを救うため、
骨髄ドナー登録へのご協力をお願いします　

【問合せ】健康福祉局保健事業課　 671-2451  663-4469

横浜市役所会場

横浜市では、骨髄・末梢血幹細胞提
供者の負担軽減のため、助成金を
交付しています。

ケロポンズ

　詳しくはウェブページを
確認してください。
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【問合せ】	交通規制について	 交通規制コールセンター　 330-3051	
	 	 10月16日まで（土・日曜、祝・休日除く）9時～17時／10月17日～29日（毎日）9時～17時／10月30日4時～17時	
	 大会について	 事務局　 651-0666		 226-5037　月～金曜（祝・休日除く）・10月29日10時～16時／10月30日6時～16時	

【問合せ】	文化観光局文化振興課　 671-3714		 663-5606

横浜マラソン2022		

横浜文化賞	令和4年度受賞者決定	

　全国各地から参加するランナーが横浜の名所や首
都高速を駆け抜けます。また、「横浜マラソン ONLINE 
EXPO 2022」が10月20日（木）～31日（月）にウェブで開
催され、大会グッズの販売やインターネッ
ト番組の放送も行います。大会当日は
ABEMAにて生中継を予定しています。

　文化・芸術、社会貢献やスポーツ等を通じ、
横浜市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。 

（各賞・部門50音順、敬称略） 

横浜文化賞
文化・芸術部門

梅若 紀彰（能楽師）
蒲田 敏子（鎌倉彫師範）
特定非営利活動法人 BankART1929（アートNPO）

社会貢献・スポーツ部門 高橋 伸昌（横浜中華街発展会協同組合理事長）
藤木 久三（株式会社ありあけ代表取締役会長）

横浜文化賞	文化・芸術奨励賞 株式会社オンデザインパートナーズ（一級建築士事務所）
挾間 美帆（ジャズ作曲家）

　大会に伴い、神奈川区・西区・中区・磯子区・金沢区の
一部道路で通行止めになる時間があります。首都高速
道路等の本線・出入口も一部通行止めとなります。

　また、横浜横須賀道路の金沢支線並木出
口（横浜ベイブリッジ方向）から先も通行
止めとなります。

横浜駅横浜駅

東神奈川駅東神奈川駅

関内駅関内駅

桜木町駅桜木町駅

石川町駅石川町駅

山手駅山手駅

根岸駅根岸駅

磯子駅磯子駅

新杉田駅新杉田駅

南部市場駅南部市場駅洋光台駅洋光台駅

横浜港
シンボルタワー
横浜港
シンボルタワー

横浜ベイブリッジ横浜ベイブリッジ横浜赤レンガ倉庫横浜赤レンガ倉庫

横浜市役所横浜市役所

みなとみらいICみなとみらいIC

新山下IC新山下IC

本牧JCT本牧JCT

横浜中華街横浜中華街

鎌
倉
街
道

鎌
倉
街
道

笹
下
釜
利
谷
道
路

笹
下
釜
利
谷
道
路

三溪園三溪園

横浜南部市場横浜南部市場

至幸浦IC至幸浦IC

FINISH
パシフィコ横浜
臨港パーク

FINISH
パシフィコ横浜
臨港パークSTART

横浜ランドマーク
タワー前

START
横浜ランドマーク
タワー前

N

両側交通規制
片側交通規制
（矢印方向通行可）

首都高速道路など

凡例

横浜マラソン2022開催に伴う交通規制のお知らせ
※コース沿道や会場付近で無人航空機（ドローン）を飛行させることはできません。

10月30日（日）開催

多発する特殊詐欺に
ご注意ください！

留守番電話の設定や、迷惑電話防止機能付き
電話の設置など、事前に対策しましょう。不審
な電話がかかってきたら警察（110	番）へ。	

その電話…詐欺です！

本牧JCT

金港JCT

本牧ふ頭

南本牧ふ頭

みなとみらい
横浜公園

横浜駅東口
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石
川
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イ
ブ
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ジ

横
浜
ベ
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ブ
リ
ッ
ジ

出口【閉鎖時間】4：00ごろ～9：50ごろ
入口【閉鎖時間】6：00ごろ～9：50ごろみなとみらい

横羽線横羽線

湾
岸
線

湾
岸
線

湾
岸
線

湾
岸
線

狩場線狩場線

両方向通行止め
5：00ごろ～16：30ごろ本牧JCT～幸浦

出口（横浜ベイブリッジ方向）
【閉鎖時間】5：00ごろ～16：30ごろ
入口（横浜ベイブリッジ方向）
【閉鎖時間】8：00ごろ～16：30ごろ

新山下

高速道路の
通行止め

6:30ごろ〜15：30ごろ

4:00ごろ〜16：30ごろ

一般道規制時間

首都高速規制時間
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「市民からの提案」と明記
し、居住区の区役所へ。
市役所や区役所、公共施
設に専用封筒もあります。

ハマナビ
YOKOHAMA My Choice!
ホッと横浜
Public Service
Announcement

tvk 土 18:00〜18:30
FMヨコハマ 日 9:30〜10:00
ラジオ日本 木・金 16:30〜16:35
Inter FM897 月〜金
6:12〜6:15／12:55〜12:58

　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。

　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。

市政へのご意見・ご提案 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 広報テレビ・ラジオ番組

手紙

テレビ

ラジオ

インターネット 検索市民からの提案

【問合せ】街に広がる音プロジェクトについて	 事務局	 323-9351（月～金曜10時～18時、祝・休日除く）	
	 横浜18区コンサートなどのチケットについて	 横浜音祭りチケットセンター	 453-5080（平日10時～18時、土曜10時～15時、祝・休日除く）	
	 横浜音祭り全般について	 横浜アーツフェスティバル実行委員会	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 663-1365（月～金曜9時～17時、祝・休日除く）	 663-1928	

【問合せ】	道路局交通安全・自転車政策課　 671-3644		 663-6868

【問合せ】	都市整備局都心再生課　 671-4247		 664-3551

3年に一度の日本最大級の音楽フェスティバル	

横浜音祭り2022開催中	

「ひつじのショーン」が案内する横浜・横須賀めぐり	

サイクルスタンプラリー	vol.3

よこはま運河チャレンジ2022開催	

　観覧無料のストリートライブ「街に広がる音プロジェクト」は週末を中心に、商業施設や公園、
ショッピングストリートなどのオープンスペースで開催します。
　また、各区のホールで開催する「横浜18区コンサート」には、横浜ゆかりの実力派アー
ティストが出演します。10月は杉田劇場（磯子区）、神奈川県立音楽堂（西区）、テアトル
フォンテ（泉区）などで開催します。詳しくはウェブページを確認してください。 

【期間】10月6日（木）〜12月15日（木）
【スタンプポイント】市内5か所、横須賀市内5か所の計10か所
【参加費】無料 
【参加方法】①ウェブページにアクセスして、参加登録

②スタンプポイントの二次元コードを
読み取り、デジタルスタンプを集め、賞
に応募

　横浜の都心部を流れる大岡川・中村川・堀川はかつて運河として活用されていました。運河の歴史・
魅力を伝えることで、関内・関外地区の活性化を目指す「よこはま運河チャレンジ 2022」で、魅力的
な横浜の街を満喫しませんか。 

【イベント内容】 【料金】1,300円から
【申込方法】10月15日(土)からウェブページで受付（先着） 

スタンプを3個集めると「ひつじのショーンオリ
ジナル反射素材キーホルダー」をプレゼント。

運河パレード（乗船不可、観覧無料）	
動力船・非動力船が船団を組み、パレードを開催

クルーズ（乗船可、有料）	
内港地区と運河をつなぐ5航路を運行

スタンプの獲得数に応じて、抽選で「ひつじの
ショーンオリジナルサイクルジャージ」やホテル
宿泊券などの豪華賞品をプレゼント。

参加賞

抽選賞

11月12日（土）

11月13日（日）

スタンプラリー
の詳細や参加
登録はこちら

【参加特典】

外食時の合言葉は「適量注文で食べきり」

食べるエコ活動始めませんか？ 
【問合せ】資源循環局一般廃棄物対策課　 671-3818	 663-0125	

　小盛メニューの提供や食べきれなかった料理の
持ち帰りを勧めるなど、食品ロス削減への取組を
行う「食べきり協力店」をぜひご利用ください。 

11月6日まで

街に広がる音プロジェクト（神奈川フィルハーモニー管弦楽団） 

　横浜・横須賀市内のイギリスにゆかりのある施設を
自転車で巡って、デジタルスタンプを集めよう！

SHAUN THE SHEEP AND 
SHAUN’S IMAGE ARE 

™ AARDMAN ANIMATIONS 
LTD. 2022

　その他、ウォークラリーや防災訓練、リバークリーンなども
実施します。詳しくは10月3日（月）にウェブページで公開され
る情報を確認してください。
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