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　平成29年度は「横浜市中期4か年計画2014～2017」の総仕上げの年です。
横浜の「今」を支え、「将来」にわたり発展させるための施策を、子育て・教育、福
祉・医療、防災・減災、経済活性化からまちづくりまで、あらゆる分野にわたり
推進し、計画の目標達成に向けて、改めて全力で取り組みます。また、いじめ

問題や通学路の安全対策、子どもの貧困対策など、喫緊の課題にしっかりと対応し、計画の先を見据えた
施策も進めます。
　急速に進展する高齢化、インフラの保全・更新など、横浜を取り巻く環境は厳しさを増しています。し
かし横浜には、こうした困難を打開する「総合力」があります。それは、他都市では見出せない横浜ならで
はの街の魅力や、これまでの経験に基づく都市づくりの力であり、この横浜に暮らし、働き、事業を営む、
市民・企業の皆様お一人おひとりの力です。国際的MICEの誘致や、文化芸術・スポーツの力を活かした
魅力あふれるイベントの数々により、街のにぎわいは増しています。子育て支援や温暖化対策などの課
題解決にも、公民で連携し取り組んでいます。今後も横浜のポテンシャルを最大限に引き出し、強固な
財政基盤を作り上げ、持続的な成長を実現していきます。
　すべての答えは現場にある、困難な課題であっても「人」の力を結集すれば必ず乗り越えられる。この
信念を貫き、横浜の更なる飛躍のために、今年度もオール横浜で取り組んでまいります。

平成29年度のスタートにあたって

中期4か年計画の総仕上げ、
そしてその先を見据えて
→詳しくは2面で紹介しています

三ツ沢公園
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　29年度は、「中期4か年計画 2014～2017」の最終年度であり、「総仕上げ」の
年です。市民の皆さんの安全・安心を守り、心豊かな生活を実現するため、
計画の目標達成はもちろん、子どもの貧困対策やいじめ対策の強化など喫
緊の課題に対応し、さらに、計画の先を見据えた取組も実施します。ここで
は、29年度の市の主な取組を「中期4か年計画」、「喫緊の課題への対応」、「先
を見据えた取組」の3つのポイントに分けて紹介します。政策局政策課　　 671-4326　　 663-4613

横浜市　29年度予算 検 索このほかの主な取組については、ホームページを確認してください。　

子ども・
子育て支援
●保育所待機児童
　ゼロの取組継続
●妊娠期から産後の
　切れ目のない支援

障害者の
生活・活動支援
●障害者スポーツ・
　文化活動南部方面
　拠点の整備

災害に強い
まちづくり
●まちの不燃化、狭あい
　道路拡幅など地震防
　災対策の推進
●がけ地対策、水害対策
　の推進

成長分野の強化、
中小企業振興等
●イノベーションによる
　新産業・新事業の創出
●中小企業への融資、
　経営・技術支援
●商店街の活性化支援

観光・MICE、
文化芸術創造都市
●第50回アジア開発銀行
　（ADB）年次総会
●ヨコハマトリエンナー
　レ2017、ヨコハマ・パラ
　トリエンナーレ2017

都市機能・環境の充実
●横浜環状道路の整備
●新市庁舎整備、関内・
　関外地区の活性化推進
●郊外住宅地の
　再生に向けた取組

女性の活躍支援
●横浜市女性活躍推進
　協議会と連携した
　女性活躍の推進
●女性起業家の成長・
　発展支援

医療・福祉
●医療と介護の連携強
　化など地域包括ケア
　システムの構築
●介護予防・生活支援
　サービスの充実・
　強化

シニアの活躍支援
●いきいきシニア
　地域貢献モデル
　事業の推進

健康づくり
●よこはま
　ウオーキング
　ポイントの推進

子どもの貧困対策の推進
　寄り添い型学習支援を全区で実施する
ほか、新たに高校生の中退防止の取組を
開始します。また、「子ども食堂」などの
地域による子どもや家庭を支える多様な
活動を支援します。

2025年に向けた医療機能の確保
　高齢社会の急速な進展に伴う2025年へ
の対応として、中期的な計画である次期
「よこはま保健医療プラン」の策定や在宅
医療を担う医師の養成・支援、医療ビッグ
データの分析などを行います。

ラグビーワールドカップ2019TM・東京2020
オリンピック・パラリンピックに向けて
　ラグビーワールドカップ2019TMは、初のアジア
開催となり、横浜では、世界が最も注目する「決勝
戦」が開催されます。また、東京2020オリンピック
では、サッカー競技と野球・ソフトボール競技が横
浜で開催されます。
　両大会の開催に向けた準備に万全を期すととも
に、両大会の開催を契機に、スポーツ振興はもとよ
り、文化芸術の振興、経済、教育分野、シティプロ
モーションなど幅広い取組により、次世代を担う
子どもたちへの「贈り物」となるような有形無形の
レガシーを遺していきます。

児童・生徒支援体制の強化
　チーフスクールソーシャルワーカーを
新規に4人配置するほか、小中一貫型カウ
ンセラーを全ての中学校ブロックなどに
配置します。いじめの早期発見・解決へ
とつなげるための体制を強化します。

通学路の安全対策
　歩道の設置や「あんし
んカラーベルト」の整備
など、通学路の交通安全
確保のための取組をより
一層促進します。

市の財政情報

ハマの台所事情
財政局財政課　　 671-2231　　 664-7185
横浜市財政課 検 索

4月下旬から冊子を市役所市民
情報センター、区役所広報相談
係で配布します。内容はホー
ムページでも確認できます。

横浜市債のマスコット
「ハマサイ」

QRコード

Photo by Tokyo 2020/
Shugo TAKEMIあんしんカラーベルト　施工後

施工前

ボッチャ

輝く女性起業家プロモーションウィークス

がけ地現地調査

X線発生器の製造現場

横浜港北ジャンクション

社会参加の
機会を

ライフスタイルに
合わせて
紹介します

参加登録
30万人達成を
目指します

交通局運転課　　 326-3856　　 322-3912 横浜市交通局 検 索

ラッシュ時
間帯の増便

夜朝夕
始発時間が
平日ダイヤ
とほぼ同時
間に

快速運転の
時間帯を
20時30分ま
で拡大

　４月９日（日）から新型車両が導入されます！ 従来
より省エネルギーでバリアフリー性も充実していま
す。車両内外のデザインも一新され、カモメやヨット
など横浜ならではの絵が描かれています。
新型車両3000Ｖ形前面

横浜市への「ふるさと納税」
　横浜市への「ふるさと納税」は「横浜サポーターズ寄附金」で受け付けています。市では皆さん
の「横浜を応援したい」という気持ちにより応えていくため、既存の10の寄附メニューに加え、新
たに9の寄附メニューを新設しました。4月からは、1万円以上寄附した場合、「みなとぶらりチケッ
トワイド」が2枚もらえます。また、寄附メニューによっては事業に応じた返礼品があります。

男女共同参画の推進（横浜女性ネットワーク会議
への招待）、子どもの貧困対策、高齢者福祉・障害者
福祉の充実、地域医療・災害医療の充実、健康みち
づくりでのベンチ設置（ベンチにメッセージプ
レート設置）、消防力の向上、教育環境の充実

制度全般に関すること

　 財政局財源課　
　　 671-2241　　 664-7185

税の控除に関すること

　 居住区の区役所税務課

横浜サポーターズ寄附金 検 索

動物園の充実（動物園の年間パスポート）

みなとの賑わいづくり（横浜みなと博物館招待券）

写真提供：横浜港客船フォトコンテスト

皆さんからの意見を
市政に反映しています

　市では「市民からの提案」などの方法で皆さん
からの提案や意見を受け付け、市政運営や施策
検討などに生かしています。
　「市民からの提案」は、区役所広報相談係で配
布している専用用紙やホームページから受け付
けています。

市民局広聴相談課　　
　 671-2334　　 212-0911

横浜市　市民からの提案 検 索

市政に反映された事例

教育委員会中央図書館　　 262-7334

男女共同参画貢献表彰  受賞者が決定しました
男 女 がいきいきと活躍できる社会に

政策局男女共同参画推進課　
　 671-2017　　 663-3431

男女共同参画貢献表彰 検 索

　性別に関わらず、一人ひとりの生き方
が尊重され、個性と能力を発揮できる「男
女共同参画社会」。その実現に向けて、長
年にわたって取り組んできた個人・団体
を「功労大賞」、推進者としてさらなる活
躍が期待される個人・団体を「推進賞」と
して表彰しています。

昭和29年に日本女子体操選手として初めて国際大会に出場し、戦後日本
人初の国際大会金メダル獲得。平成14年には日本女性選手初の国際体操
殿堂入りを果たすなど、女性アスリートの第一人者としての功績を残す。

平成4年に生涯学習グループとしてボランティアガイドである「横浜シ
ティガイド協会」を創立。また、法務省の人権擁護委員を務めるなど、女
性差別の撤廃と地位向上に向けた活動にも尽力。

保土ケ谷区民会議において、平成11年より委員を務め、副代表を経て、25
年より代表に。「地域のつどい」「区民のつどい」の開催、「行政への提言・
要望」の提出など地域に密着した取組を推進。

地域の女性ボランティアを中心に食堂・カフェ事業や認知症カフェをは
じめとするサロン事業などの取組を行う。子どもから高齢者まで幅広い
世代が交流し、安心していきいきと暮らせる地域づくりを推進。

池田　敬子さん

嶋田　昌子さん

日本体育大学 名誉教授、
（一社）全日本ジュニア体操クラブ連盟 会長

NPO法人 横浜シティガイド協会 副会長

小林　由美子さん

特定非営利活動法人
さくら茶屋にししば

保土ケ谷区民会議 代表委員

功労
大賞

功労
大賞

推進賞

推進賞

（各賞・50音順）

1万円以上の
寄附でもらえる

みなとぶらりチケットワイド
横浜ベイエリアの市営バス・市営地下鉄一日
乗車券。地下鉄「新横浜駅」も乗り降り自由

他都市の図書館が近くに
あるので、横浜市民でも本
を借りられるようにして
ください。提案

　市営地下鉄ブルーラインのダイヤがより便利で利用しやすくなりました。平日の夕方
ラッシュ時間帯の増便や、土・日曜、祝休日の朝と夜のダイヤを改正しています。快速に
乗れば乗り換えなしで、新横浜と横浜間が8分、戸塚と関内間が17分で利用できます。
　ぜひ、ブルーラインに乗ってお出かけください。

土休日ダイヤ平日ダイヤ
土・日曜、祝休日月～金曜（祝休日を除く）

川崎・鎌倉・藤沢・大和の隣接４市と
相互利用の協定を結び、3月1日か
ら、横浜市民が４市の図書館から直
接本を借りることができるようにな
りました。

施策反映

横浜サポーターズ寄附金

※上記以外にも既存の10メニューがあります。新寄附メニューも含めて返礼品
がもらえる基準は寄附メニューにより異なります。詳細はホームページを確
認してください

※電子申請による申込みおよびクレジットカードによる支払いも利用できます

新寄附メニュー

※メニュー名のうしろに書かれた（  ）内は返礼品です

交通局車両課　　 326-3813　　 322-3913

写真提供：首都高速道路（株）写真提供：首都高速道路（株）
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新型車両3000Ｖ形前面

横浜市への「ふるさと納税」
　横浜市への「ふるさと納税」は「横浜サポーターズ寄附金」で受け付けています。市では皆さん
の「横浜を応援したい」という気持ちにより応えていくため、既存の10の寄附メニューに加え、新
たに9の寄附メニューを新設しました。4月からは、1万円以上寄附した場合、「みなとぶらりチケッ
トワイド」が2枚もらえます。また、寄附メニューによっては事業に応じた返礼品があります。

男女共同参画の推進（横浜女性ネットワーク会議
への招待）、子どもの貧困対策、高齢者福祉・障害者
福祉の充実、地域医療・災害医療の充実、健康みち
づくりでのベンチ設置（ベンチにメッセージプ
レート設置）、消防力の向上、教育環境の充実

制度全般に関すること

　 財政局財源課　
　　 671-2241　　 664-7185

税の控除に関すること

　 居住区の区役所税務課

横浜サポーターズ寄附金 検 索

動物園の充実（動物園の年間パスポート）

みなとの賑わいづくり（横浜みなと博物館招待券）

写真提供：横浜港客船フォトコンテスト

皆さんからの意見を
市政に反映しています

　市では「市民からの提案」などの方法で皆さん
からの提案や意見を受け付け、市政運営や施策
検討などに生かしています。
　「市民からの提案」は、区役所広報相談係で配
布している専用用紙やホームページから受け付
けています。

市民局広聴相談課　　
　 671-2334　　 212-0911

横浜市　市民からの提案 検 索

市政に反映された事例

教育委員会中央図書館　　 262-7334

男女共同参画貢献表彰  受賞者が決定しました
男 女 がいきいきと活躍できる社会に

政策局男女共同参画推進課　
　 671-2017　　 663-3431

男女共同参画貢献表彰 検 索

　性別に関わらず、一人ひとりの生き方
が尊重され、個性と能力を発揮できる「男
女共同参画社会」。その実現に向けて、長
年にわたって取り組んできた個人・団体
を「功労大賞」、推進者としてさらなる活
躍が期待される個人・団体を「推進賞」と
して表彰しています。

昭和29年に日本女子体操選手として初めて国際大会に出場し、戦後日本
人初の国際大会金メダル獲得。平成14年には日本女性選手初の国際体操
殿堂入りを果たすなど、女性アスリートの第一人者としての功績を残す。

平成4年に生涯学習グループとしてボランティアガイドである「横浜シ
ティガイド協会」を創立。また、法務省の人権擁護委員を務めるなど、女
性差別の撤廃と地位向上に向けた活動にも尽力。

保土ケ谷区民会議において、平成11年より委員を務め、副代表を経て、25
年より代表に。「地域のつどい」「区民のつどい」の開催、「行政への提言・
要望」の提出など地域に密着した取組を推進。

地域の女性ボランティアを中心に食堂・カフェ事業や認知症カフェをは
じめとするサロン事業などの取組を行う。子どもから高齢者まで幅広い
世代が交流し、安心していきいきと暮らせる地域づくりを推進。

池田　敬子さん

嶋田　昌子さん

日本体育大学 名誉教授、
（一社）全日本ジュニア体操クラブ連盟 会長

NPO法人 横浜シティガイド協会 副会長

小林　由美子さん

特定非営利活動法人
さくら茶屋にししば

保土ケ谷区民会議 代表委員

功労
大賞

功労
大賞

推進賞

推進賞

（各賞・50音順）

1万円以上の
寄附でもらえる

みなとぶらりチケットワイド
横浜ベイエリアの市営バス・市営地下鉄一日
乗車券。地下鉄「新横浜駅」も乗り降り自由

他都市の図書館が近くに
あるので、横浜市民でも本
を借りられるようにして
ください。提案

　市営地下鉄ブルーラインのダイヤがより便利で利用しやすくなりました。平日の夕方
ラッシュ時間帯の増便や、土・日曜、祝休日の朝と夜のダイヤを改正しています。快速に
乗れば乗り換えなしで、新横浜と横浜間が8分、戸塚と関内間が17分で利用できます。
　ぜひ、ブルーラインに乗ってお出かけください。

土休日ダイヤ平日ダイヤ
土・日曜、祝休日月～金曜（祝休日を除く）

川崎・鎌倉・藤沢・大和の隣接４市と
相互利用の協定を結び、3月1日か
ら、横浜市民が４市の図書館から直
接本を借りることができるようにな
りました。

施策反映

横浜サポーターズ寄附金

※上記以外にも既存の10メニューがあります。新寄附メニューも含めて返礼品
がもらえる基準は寄附メニューにより異なります。詳細はホームページを確
認してください

※電子申請による申込みおよびクレジットカードによる支払いも利用できます

新寄附メニュー

※メニュー名のうしろに書かれた（  ）内は返礼品です

交通局車両課　　 326-3813　　 322-3913

写真提供：首都高速道路（株）写真提供：首都高速道路（株）
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よこはまシニア通信
よこはま健康ファミリィ

キャラクター
家族や近所の高齢者の皆さんなどにもご案内ください

パパ ママ ワタシ ジィジ バァバ

ツイッター公式アカウント：@yokohama_kenko

ヘルスィ

よこはまシニアボランティアポイント ボランティア登録者が急増中

施設などで
ボランティア活動をする

高齢者施設などで配膳や片付けを手伝ったり、庭を手入れ
したりします。レクリエーションや車いすの介助を通じて、

利用者の話し相手として喜ばれる
こともあります。

活動してポイントを貯める

1日30分程度の活動をすると、
200ポイントがもらえます。

※ポイント上限は1日200ポイントまで

ポイントを活用する（換金・寄附）

換金して自由に使うことができます。
※ポイント活用は年間8000ポイントまで

（1ポイント＝1円）

始めてみると、続けていける
理由が見つかります

登録者数
1万5,000人
突破！

4月18日（火）　鶴見公会堂
4月25日（火）　開港記念会館
5月 9日（火）　泉公会堂
5月25日（木）　南公会堂

6月 5日（月）   中山地区センター
6月14日（水）　旭公会堂
6月20日（火）　瀬谷公会堂
7月 4日（火）   栄公会堂
7月13日（木）　開港記念会館
7月25日（火）　青葉公会堂

いずれも13時(受付開始12時30分)から
※事務局への事前申込みが必要です

事務局　　 671-0296　　 671-0295

28年中に土地・建物を売却し、長期・短期
譲渡所得にかかる特別控除がある人へ
　28年中に土地や建物を売却した人で、売却にかかる長期・短期
譲渡所得に特別控除がある場合、合計所得金額から、当該特別控
除額を控除して計算し直すことにより、介護保険料の減免が受け
られる場合があります。
　6月に送付する「介護保険料額決定通知書」で保険料を確認の
上、通知書発行の区役所保険年金課に相談してください。

健康福祉局介護保険課　　 671-4253　　 681-7789
または  通知書発行の区役所保険年金課

介護報酬改定により、
自己負担額が変わります

　4月から、介護人材の処遇改善のため、介護報酬が改定されまし
た。今までと同じサービスを利用した場合でも、介護保険サービ
スの自己負担額が変わることがあります。
　実際の自己負担額は、サービスの種類などによって異なります
ので、利用する各サービス提供事業所または担当のケアマネ
ジャーに確認してください。

健康福祉局介護保険課　　 671-4255　　 681-7789

介護保険料の減免について 介護保険サービスについて

イメージ
キャラクター
健康ほうし君

　65歳以上の市民一人ひとりの社会参加や地域への貢献、健康増進と介護予防を
通じた生きがいづくりを目的とした「よこはまシニアボランティアポイント」。
さまざまな福祉施設で、あるいは子育て支援などの場でも、ボランティア活動に
取り組む人が増えています。あなたも、始めてみませんか。

制度の仕組み、活動の注意点、活動場所の選び方などを説明します。

花を生けています

車いすを整備してい
ます

ゲームの手伝いをし
ています

お茶を入れています

「日々の生活に張りが出た」
　　「健康につながっている」
　　　「ボランティア仲間ができた」
　　　　「役に立った実感を得た」
　　　　　「地域とのつながりができた」

ボランティアをして良かったこと

換金して
今後の活動の
費用にすることも
できるね！

基金に寄附も
できるよ！

まずは登録研修会へ
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■市職員（大学卒程度等）
事務・社会福祉・技術系・消防、その
他免許や資格が必要な職。詳細は
受験案内（4月20日から区役所広報
相談係、行政サービスコーナーで配
布）か で
一次試験日＝6月25日（日）
5月11日まで
人事委員会任用課（ 671－3347
641－2757）

■市立病院勤務の正看護師（正規職員）
詳細は募集案内（区役所広報相談係
で配布）か で
試験日＝①5月21日（日）②6月11日（日）
正看護師・助産師か29年度中に
免許取得見込者
①5月9日②5月30日まで
医療局病院経営本部人事課（
0120－74－4174 664－3851）

■｢成人の日｣記念行事実行委員
前日・当日と5月下旬から月1～2回の
会議・作業。申込方法等詳細は で
9年4月2日～10年4月1日生まれ
の人、抽選約10人
4月20日まで
教育委員会生涯学習文化財課
（ 671－3283 224－5863）

■福祉のまちづくり推進会議委員
任期2年。未成年者は保護者の同意
必要
18歳以上、選考2人。在勤・在学可
4月25日 までに申込書（4月3日
から市役所市民情報センター、区
役所広報相談係で配布。 から入
手）と小論文を健康福祉局福祉保
健課（ 671－2387 664－3622）へ

■横浜開港祭ボランティア
ユニフォーム支給。条件等詳細は で
6月2日（金）・3日（土）
みなとみらい臨港パーク
18歳以上､各日選考100人
5月1日までに に を書い
て、開港祭実行委員会（〒231－
0012中区相生町1－18－2F、 212－
5511 212－5510）へ
説明会　参加必須。5月17日（水）
19時か5月20日（土）13時、開港記
念会館で
前記か文化観光局 MICE振興課
（ 671－3546）

■市営住宅入居者
680戸。所得制限ほかあり。年齢・世帯
構成による募集区分あり。詳細は4月10
日から募集のしおり（区役所広報相談
係、行政サービスコーナーで配布）で
6か月以上在住か在勤の成人、抽選
4月21日まで
市住宅供給公社（ 451－7777
451－7769）

■高齢者向け優良賃貸住宅　入居者
市認定の民間住宅。8月予定。磯子
区中原＝36戸
申込時に在住か在勤の60歳以
上、抽選
4月21日までに申込書（4月10日
から区役所広報相談係、行政サ
ービスコーナーで配布）で
住まいるイン（ 451－7766 451
－7707）

■ヨコハマ・りぶいん　空家待ち
登録者

ファミリー向け賃貸住宅。事前に抽
選で順位を決め、空家発生時に入居
を斡旋。収入制限ほかあり。収入に
応じ家賃助成あり　
※先着順受付の空家もあり
毎月受付。詳細は公社賃貸情報
（区役所広報相談係、行政サービ
スコーナーで配布）で
住まいるイン（ 451－7766 451
－7707）

■3R活動優良事業所認定候補
詳細は で
事業系廃棄物の分別排出・3R活動
等に顕著な功績のあった事業所、
選考
6月30日まで
資源循環局一般廃棄物対策課
（ 671－3818 663－0125）

■ヨコハマ市民まち普請事業 
　整備提案
市民主体で行う身近なまちの整備。
30年度に助成金を交付。詳細は応募
の手引（市役所市民情報センター、
区役所広報相談係で配布）か で
選考
6月2日まで
都市整備局地域まちづくり課
（ 671－2679 663－8641）

■障害者手当等の額改定　4月から
　①児童扶養手当
　②特別児童扶養手当（1・2級）
　③特別障害者手当、障害児福祉手

当、福祉手当（経過的福祉手当）
各区福祉保健センターか、①②
こども青少年局こども家庭課（
680－1192 641－8424）③健康福
祉局障害福祉課（ 671－3891
671－3566）

■成人用肺炎球菌ワクチン予防接種
生活保護受給・市民税非課税世帯等
は自己負担免除。その他対象者等詳
細は問合せを。対象者に6月下旬に
案内等を送付
7月1日～30年3月31日
協力医療機関
過去に接種したことがない29年
度中に65・70・75・80・85・90・95・
100歳になる人
3000円
市予防接種コールセンター（4月3
日から、 330－8561 664－7296）

■障害者スポーツ大会等への参加
助成金

30年3月31日までの大会等。条件等
詳細は で
市内に住民登録がある個人か団
体、選考
大会等の開催1か月前まで
横浜ラポール（ 475－2050 475
－2053）か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■横浜シニア大学講座①一般②特別
健康医療・生活など。詳細は4月3日か
ら受講案内（区老人クラブ連合会、区
役所高齢・障害支援課で配布）か で
①6月～10月、全13回

　②6月、全4回

①各区老人福祉センターほか
　②ウィリング横浜
概ね60歳以上、抽選

　①35～90人②100人
2000円
5月8日まで
市老人クラブ連合会（ 433－1256
433－1257）か健康福祉局高齢健

康福祉課（ 671－3920）
■身体障害者奨学生の募集
成績・所得等要件あり。支給額等詳細
は募集要項（4月3日から各区福祉保
健センターで配布。 から入手）で
身体障害者手帳を持つ高校生以
上の学生（一部除く）で、本人か
保護者が引き続き1年以上市内
に在住する人、選考
5月15日までに通学校経由で、こ
ども青少年局障害児福祉保健課
（ 671－4276 663－2304）へ

■人工肛門・膀胱　地区別相談会
各13時30分。南部＝4月15日（土）、
中・西部＝4月18日（火）、北部＝4
月23日（日）
健康福祉総合センター（中区桜
木町1－1）
人工肛門・膀胱保有者か関係者、
各日当日先着100人　
オストミー協会（ 475－2061
475－2064）か健康福祉局障害福
祉課（ 671－3602）

■理療臨床公開講座生の募集
5月11日～30年3月1日の木曜9時、
全30回
視覚障害のあるあん摩マッサー
ジ指圧師・はり師・きゅう師免許
所持者、選考12人
4月25日までに で会場の盲特
別支援学校（ 431－1629 423－
0284）へ

■障害者パソコン講習会
　①エクセル基礎1②ワード基礎2
各13時、全4回
　①5月16日～25日の火・木曜
　②5月17日～26日の水・金曜
横浜ラポール
15歳以上（中学生除く）の肢体・内
部・精神・聴覚等障害者。①文字入
力可能な人②基礎1受講者か文章
作成・編集可能な人。各抽選8人
3160円
4月20日までに に
障害名・等級、手話・筆記通訳

希望の有無を明記して、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）へ
前記か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■市大エクステンション講座「健康
診断で心臓病は発見できるか」
5月11日（木）14時
南公会堂
先着500人
4月11日から で市大地域貢献
センター（ 787－8930 701－
4338）へ。 からも可

■訪問看護入門研修
申込方法等詳細は問合せか で

5月11日（木）・25日（木）､全2回
看護師免許所持者､選考30人
4月15日まで
会場の県看護協会（ 263－2933
263－2905）か健康福祉局高齢

在宅支援課（ 671－3924）
■省エネ住宅普及啓発アカデミー
5月13日（土）10時
情文ホール
先着200人
4月11日から で市住宅供給公
社（ 451－7740 451－7789）へ

■講演｢気になりませんか日本海｣
地球温暖化による日本海の変化など。
申込方法等詳細は で
5月20日（土）14時
先着40人
4月25日から
会場の中央図書館（ 262－7336
262－0054）

■家族で学ぶ農体験講座
サツマイモ等。詳細は で
6月～10月の土曜9時30分、全5回
小学生と家族、抽選30人
1000円、小学生500円
4月28日までに に 代表者の
全員の 子の学年を書いて、

会場の環境活動支援センター
（〒240－0025保土ケ谷区狩場町
213、 711－0635 721－6356）へ

■はまふぅどコンシェルジュ講座
詳細は4月24日から申込書（区役所
広報相談係で配布、 から入手）で
6月24日（土）～8月5日（土）､全5回
選考30人
6000円
5月15日まで
環境創造局農業振興課（ 671－
2638 664－4425）

■貿易実務研修講座　基礎コース
5月10日（水）・12日（金）10時、全2回
神奈川中小企業センタービル
未経験者か新任者、先着50人
8000円
4月11日から で
横浜貿易協会（ 211－0282 211
－0285）か経済局誘致推進課（
671－2594）

■インターンシップ1期生募集
研修から就職までを支援。説明会あ
り。日程等詳細は4月6日から で
各選考。①18～39歳、14人②キ
ャリアブランクのある女性、17人
5月8日まで
会場の市就職サポートセンター
（ 0120－915－574）か経済局雇用
労働課（ 671－2304 664－9188）

■ザよこはまパレード（国際仮装行列）
5月3日（祝）10時45分～15時（荒天
翌日）
山下公園～赤レンガ倉庫～馬車
道商店街～伊勢佐木町商店街
実行委員会（ 671－7423 671－
7410）か文化観光局 MICE振興課
（ 671－3546）
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■都市緑化よこはまフェア①写真
展②ガイドツアー③シンポジウ
ム④閉会式市民招待
会場・申込方法等詳細は で
①4月14日（金）～16日（日）10時～
17時②5月9日（火）9時③5月27日
（土）14時④6月4日（日）15時30分
②抽選40人③先着300人④抽選
100人
②4000円
②4月15日まで③4月11日から④
4月28日まで
事務局（ ①681－3733②451－
0863③212－2880④663－9151）か
環境創造局全国都市緑化フェア
推進課（ 671－3789 663－0027）

■ばら制定都市会議記念講演
　「バラのある豊かな暮らし｣
5月18日（木）13時
開港記念会館
抽選200人
4月17日までに に を書い
て、環境創造局みどりアップ推
進課（ 671－3447 224－6627）へ。
からも可。当選者に連絡

■新しいこと、本といっしょに
おはなし会や展示ほか。申込方法
等詳細は会場の市内18図書館へ問
合せか で
4月18日（火）～5月14日（日）
中央図書館（ 262－7334 262－
0052）

■不動産鑑定士による無料相談会・
地価パネル展
4月20日（木）10時～16時
新都市プラザ（西区高島2－18－1
横浜新都市ビル）
県不動産鑑定士協会（ 661－
0280 661－0263）か都市整備局
企画課（ 671－3953）

■リニューアル1周年記念イベント
消防体験、飲食ブースほか
4月23日（日）10時～15時。荒天中止
会場の市民防災センター（神奈
川区沢渡4－7、 312－0119 312
－0386）

■関内ホールで
　①陽だまりコンサート
　②関内寄席　三遊亭円楽独演会
①5月26日（金）13時30分
　②5月28日（日）14時

①3歳以下と②未就学児は入場不可
①1000円②3600円、問合先で販売中
会場の関内ホール（中区住吉町4
－42－1、 662－1221 662－2050、
4月10・24日・5月8日休み）

■市民クルーズ　
　①ぱしふぃっくびいなす 東北・

三陸復興国立公園②にっぽん丸
名古屋③ダイヤモンドプリンセ
ス 阿波おどりと熊野大花火
①③横浜港発着②横浜港発名古屋
港着。詳細はチラシ（4月3日から区
役所広報相談係で配布）か で
①5月19日（金）～24日（水）
　②6月12日（月）～13日（火）
　③8月12日（土）～20日（日）
抽選。①②15室③50室
大人1人。①16万1500円～②3万
7800円～③15万1200円～
①4月19日②4月15日③4月28日
までに取扱旅行会社へ
港湾局客船事業推進課（ 671－
7272 201－8983）

■野外活動施設　夏期抽選会
　①青少年野外活動センター（くろ

がね・こども自然公園・三ツ沢公園）
②赤城林間学園

　③南伊豆臨海学園
7月21日～8月31日利用分｡詳細は で
各日30分前から受付。①5月13日
（土）10時②5月14日（日）11時③5月
14日（日）13時
①各施設②③市体育協会（中区尾
上町6－81ニッセイ横浜尾上町ビル）
20人以上の青少年団体　
市体育協会（ 640－0017 640－
0024）

■スポーツ・レクリエーション人
材養成講座

　①スポーツリーダー②健康体力
づくりインストラクター③地域
クラブアシスタントマネジャー
④アウトドアリーダー⑤レクリ
エーション

日程・費用等詳細は申込書（地区セ
ンター､ケアプラザで配布）か で
18歳以上､各選考｡①100人②③

各40人④⑤各30人
①～③5月9日④⑤5月12日まで
市体育協会（ 640－0015 640－
0024）

■ねんりんピック秋田　市代表選考会
　①ソフトボール②ソフトテニス
費用・申込方法等詳細は問合せを。
市代表は大会参加費用の一部自己
負担あり
①5月5日（祝）・14日（日）②5月11日
（木）・18日（木）
①境川遊水地グラウンドほか②
三ツ沢公園テニスコート
30年4月1日時点で在住の60歳以上
①4月16日②4月25日まで
①市ソフトボール協会（ 311－
4355）②横浜ソフトテニス協会
（平松 090－5440－1800）か、健
康福祉局高齢健康福祉課（ 671
－2406 641－6408）

■スポーツ医科学センターで
　①減量・脂肪燃焼教室4月・5月
　②ケガ予防のための少年野球クリニック
　③ボディメイク・筋力アップ教室
日程・費用等詳細は で
各コース先着。①③15歳以上（中
学生除く）､ 15人②小学生、保護
者・指導者、40人
4月12日から で会場のスポーツ
医科学センター（ 477－5050
477－5052）へ

■29年度固定資産税・都市計画税
第1期納期限

納税通知書は4月上旬発送
5月1日（月）
財政局固定資産税課（ 671－2258
641－2775）

■就学援助制度
学用品・修学旅行費等を援助
市立小・中・義務教育学校へ通学
させるのが経済的に困難な人
通学校か教育委員会学校支援・
地域連携課（ 671－3270 681－
1414）

■こどもの定期予防接種
ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・四
種混合・BCG・麻しん風しん混合・

水痘・日本脳炎ほか｡協力医療機関
で無料接種可｡対象年齢前に予診
票を送付｡転入者には各区福祉保
健センターで配付｡詳細は で

市予防接種コールセンター（4月3
日から、 330－8561 664－7296）

■下水道への接続工事は届出を
下水道条例の一部改正。詳細は で
4月1日施行
環境創造局管路保全課（ 671－
2830 641－5330）

■雨水貯留タンク設置助成金
購入価格の2分の1以内で上限2万
円。申込前の購入は対象外｡ 条件
等詳細は で
4月20日～11月30日
環境創造局管路保全課（ 671－
2830 641－5330）

■男性のための電話相談
家族・職場の人間関係等の悩みは
専用ダイヤル（ 443－7311）へ
4月～30年3月の第4土曜13時30
分～16時30分
男女共同参画推進協会（ 862－
5141 862－3101）

■個別ぜん息相談
各日14時。①15歳以上＝5月10
日・6月14日・7月12日の水曜②15
歳未満＝5月18日・6月15日・7月
20日の木曜
みなと赤十字病院
各日先着｡①2人②3人
4月11日から で健康福祉局保
健事業課（ 671－2482 663－
4469）へ

■法律等専門相談の利用を
専門家が対応｡各相談予約制（⑥を
除く）､ 12時～13時を除く｡⑥は
でも相談可
①法律＝月～金曜9時～16時、第
3・4水曜18時15分～20時45分（夜
間のみ技能文化会館で）
　②司法書士＝月～金曜13時～16時
　③宅建＝月曜10時～16時
　④人権＝水曜13時～16時
　⑤公証＝第1・3金曜13時～15時
　⑥交通事故＝月～金曜9時～16時
希望日の1週間前から か直接､
会場の市民局市民相談室（ 671
－2306 663－3433）へ

　ちょっとしたお出かけに便利なカーシェアリング「チョイモビ」
を実施しています。チョイモビは小さくてかわいい2人乗り電気
自動車。環境にやさしく、走行中の二酸化炭素の排出はありませ
ん。春はチョイモビでヨコハマめぐりに出かけてみませんか。

新しいチョイモビは、出発した場所に車を返却するカーシェアリングにな
ります。出発した場所以外での返却・乗り捨てはできません。利用中は、
チョイモビ専用の一時駐車スペースに無料で駐車できます。

チョイモビが新しくなりました

■借りられる場所（ステーション）
　関内・桜木町・横浜駅やその周辺
　観光地エリアで14か所
■営業時間
　8時～20時（一部ステーション除く）

■料金（利用1回あたり）
　基本料金200円
　15分ごとに250円加算
　最大料金3000円運営事務局　　 0120-720-023 （８時～20時）

チョイモビ 検 索

4月3日（月）から、市予防接種
コールセンターを開設します

330-8561
664-7296

受付時間
９時～17時

土・日曜、
祝休日を除く

温暖化対策統括本部プロジェクト推進課　
　 671-2719　　 663-5110

サービス内容・会員登録について

事業概要について
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市役所市民情報セン
ター、県内・都内の
主な書店ほかで発売

4月 1日
8日
15日
22日
29日
※タイトルは変更になる場合があります

ようこそ横浜1 
ようこそ横浜2
横浜の地図を楽しむ
全国都市緑化よこはまフェア
昭和の日は昭和に浸る～ノスタルジック横浜

10：47～10：52頃
5：10～5：20

9：30～10：00
16：30～16：35（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

横浜の地図を
楽しむ

4月5日発売

平成29（2017）年 4 月号

■横浜美術館〔西区みなとみらい3－4
－1、 221－0300 221－0317、木曜休み〕
ぐるっとパス参加開始
詳細は問合せを
4月1日（土）
2000円

■みなとみらいホール〔西区みなと
みらい2－3－6、 682－2000 682－
2023、4月17・24日、5月8日休み〕
①こどもの日コンサート
②金の卵見つけました　演奏会
は未就学児入場可
①5月5日（祝） 13時 15時30分
②6月18日（日）15時
①2500円、小学生以下1000円②
2000円、会場で販売中

■三溪園〔中区本牧三之谷58－1、
621－0635 621－6343〕
①さくらそう展②春草廬・聴秋閣公開
①4月13日（木）～19日（水）
　②4月29日（祝）～5月7日（日）
500円

■久良岐能舞台〔磯子区岡村8－21－
7、 761－3854 754－4050、第3月
曜休み〕
能楽体験大会
①謡・仕舞
②能楽囃子の楽器
5月7日（日）①13時②14時30分
2000円。4月11日から か で

■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－2、
263－3055 263－3031、4月10・17

日、5月8日休み〕
①横浜狂言堂
②人間国宝が案内する能の名曲
①「名取川」「骨皮」
②狂言｢寝音曲｣､能｢土蜘蛛｣
各14時。①5月14日（日）②7月2日（日）
①2000円②3000円～4000円
　①4月8日②4月22日、12時から
か で

■帆船日本丸〔西区みなとみらい2
－1－1、 221－0280 221－0277、月
曜休み〕
①総帆展帆②親子展帆参加者募集
費用等詳細は で
4月16日（日）・29日（祝）、荒天中止。
①10時30分から帆を広げ、16時
までにたたむ②13時・14時（30分
前から整理券配布）
②小中学生と保護者、各回当日
先着60人

■金沢動物園〔金沢区釜利谷東5－
15－1、 783－9100 782－9972、月
曜休み、4月3日、5月1・8日開園〕
アメリカまつり
特別ガイドほか
4月29日（祝）・30日（日）と5月の土・
日曜・祝日
500円

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－
110－1、 231－2515 231－4545、4
月19・20日休み〕
①名作落語の夕べ②花緑・菊志ん
二人会③よこはま文菊開花亭④に
ぎわい座演芸館⑤林家正蔵独演会
②柳家花緑、古今亭菊志んほか③
古今亭文菊④ケーシー高峰ほか
①5月6日（土）18時②5月8日（月）19
時③5月10日（水）19時④5月11日
（木）14時⑤5月14日（日）14時
3100円～3600円、会場で販売中

■男女共同参画センター横浜〔戸
塚区上倉田町435－1、 862－5052
862－3101、第4木曜休み〕
①夫婦関係・離婚をめぐる法律講座
基本編
②女性起業家  事業プラン完成コース
参加費等免除制度あり。詳細は問
合せを
①5月23日（火）10時②6月3・17日、
7月1・15・29日の土曜10時､全5回
女性。①先着35人②選考25人
①1200円②2万4500円
1歳6か月～未就学児（予約制・有料）
①4月11日から か直接会場へ
　②5月17日までに申込書（4月12
日から で入手）で

■開港資料館〔中区日本大通3、
201－2100 201－2102、月曜休み〕
展示｢時を超えて・ハマの史跡の物語｣
4月23日（日）まで
200円

■歴史博物館〔都筑区中川中央1－
18－1､ 912－7777 912－7781、月
曜休み〕
展示「君も今日から考古学者」
4月4日（火）～6月11日（日）
200円

■山手西洋館〔 エリスマン邸（中
区元町1－77－4、 ・ 211－1101、第
2水曜休み）、 ブラフ18番館（ ・
662－6318、第2水曜休み）〕

①絵本読み聞かせ②花と器のハーモニー
②詳細は4月3日から で
①4月20日（木）10時30分②5月27日
（土）～6月4日（日）9時30分～17時
① ②西洋館7館
①6歳以下と保護者、当日先着30
組60人

■野島青少年研修センター〔金沢
区野島町24－2､ 782－9169 701－
9599〕
①キャンプファイヤー研修会
②夏期宿泊利用抽選会
①申込方法等詳細は で
②7月15日～8月26日宿泊分
①4月30日（日）12時30分
　②5月14日（日）13時30分
①大学生以上の青少年指導者、
抽選30人②市内で活動の20人以
上の青少年団体､青少年指導者・
育成者団体､ 1団体1人
①2000円
①4月21日まで②4月10日～5月
13日に か で

■不妊・不育専門相談
医師等が対応（予約制）

でこども青少年局こども家庭
課（ 671－3874 681－0925）へ

■粗大ごみの申込みは連休前に
ゴールデンウィーク明けは受付が
集中するので早めに申込みを
月～土曜（祝日を含む）｡受付セ
ンター（ 0570－200－530〈携帯・
IP電話からは 330－3953〉）へ。
からも可

資源循環局業務課（ 671－2557
662－1225）

■上郷・森の家　区民優待月間
日～金曜。4月＝泉・栄・戸塚区、
5月＝中・西・南区、6月＝青葉・都

筑・緑区、9月＝旭・瀬谷・保土ケ
谷区、10月＝神奈川・港北・鶴見
区、11月＝磯子・金沢・港南区
1泊2食付5000円～
会場の上郷・森の家（ 895－5151
895－5005）

■｢27年度決算　財務書類等｣の閲覧
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）

■市民局広報課から
　①29年度版｢暮らしのガイド｣配布
　②季刊誌｢横濱｣56号発売
②は｢横浜の地図を楽しむ｣｡ デイ

ジー版は4月下旬から市役所市民
情報センターで販売
①4月3日（月）から②4月5日（水）
①市役所市民情報センター、区
役所広報相談係､図書館②県内・
都内の主な書店ほか
②680円
市民局広報課（ ①671－3739②
671－2332、 661－2351）

■規則制定時などに市民意見を公募
市の規則や審査基準を制定・改正・
廃止する際に｡募集中の案件は
で｡ 市役所市民情報センター、区
役所広報相談係でも閲覧可

総務局法制課（ 671－2099 664
－5484）

■環境アセスメント図書の縦覧
　中外製薬株式会社横浜研究拠点

プロジェクト計画段階配慮書
環境情報提供書の提出は問合先へ
4月25日～5月9日（予定）
戸塚区役所企画調整係､問合先で
環境創造局環境影響評価課（
671－2495 663－7831）

■都市計画マスタープラン瀬谷区
プランの公表

関係図書縦覧は問合先か都市整備
局地域まちづくり課で｡ からも可

瀬谷区企画調整係（ 367－5632
365－1170）

横浜を感じるミニコラム

 『2つの横浜』秦 基博（シンガーソングライター）

　僕にとっての横浜は、2つのイメージから成り立
っています。
　ひとつめは、いわゆる一般的な「港・よこはま」
のイメージ。山下公園、赤レンガ倉庫、みなとみ
らい。アマチュアの頃によく出演していたライブ

ハウスF.A.D yokohamaも中華街のすぐ側にあった
ので、個人的にも大変馴染み深い場所です。
　そしてもうひとつが、横浜市青葉区つつじが丘。
小学校2年生の夏、父の仕事の都合で宮崎県から引
っ越してきて住んでいた場所です。横浜といって
も海も近くにはない郊外の住宅地。でも、自分に
とっては一番多感な時期である学生時代の多くを
過ごした、いわば原風景です。
　この2つの横浜の景色は、これまで僕が作ってき
た曲の中に、無意識のものも含めて、いくつも投
影されています。やはり、シンガーソングライタ
ーである自分を形作る要素の中で、横浜は切って
も切り離せないものだからです。
　5月4日、みどりの日に横浜スタジアムでのライ
ブが決定しました。子供の頃から慣れ親しんだ「ハ
マスタ」でワンマンライブができること、横浜との
間にまたひとつ大切な記憶が刻まれることを大変

嬉しく思っています。あとは、当日、スタジアム
に来てくださった方と一緒にこれでもかと音を楽
しめるようなライブを表現できればと思います。

秦
はた

 基
もとひろ

博さん：昭和55年宮崎県生まれ、
横浜育ち。平成11年から横浜のライブ
ハウスを中心にライブ活動を開始し、
18年にデビュー。映画「STAND BY ME 
ドラえもん」主題歌「ひまわりの約束」
が大ヒット、その後も数多くの映画・
CM・TV音楽を手掛ける。昨年デビュー
満10周年を迎え、5月4日には横浜ス
タジアムで「HATA MOTOHIRO 10th An-
niversary LIVE AT YOKOHAMA STADIUM」
を開催予定。5月3日にはニューシング
ル「Girl」、6月14日には初のオールタイ
ムベストアルバムのリリースも決定し
ている。

プロフィール

5月4日、地元「ハマスタ」で
自身初のスタジアムライブを開催！

撮影：三島タカユキ
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全国のコンビニに設置されているマルチコピー機で住民票が取得できます
　マイナンバーカードを利用して、住民票の写しなど各種証明書が取得できる「コンビニ交付」を開始しています。
　利用にはマイナンバーカードが必要です。詳しくはホームページで確認してください。

市コールセンター　　 664-2525（８時～21時）　　 664-2828 横浜市　コンビニ交付 検 索 マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

環境創造局全国都市緑化フェア推進課　
　 671-3789　　 663-0027

NTTハローダイヤル　
　 050-5548-8686（6月4日まで、8時～22時）

イベントについて

　花と緑の祭典、よこはまフェアが開催中です。メイン会場の一つ、みなとガーデ
ンの各会場では、夜のライトアップも行われます。光による幻想的な空間は、昼と
はまた違った景色を見せてくれます。今春は、夜も花と緑を楽しんでください。

事 業 に つ い て

みなとガーデンを楽しもう

①グランモール公園 ②象の鼻パーク

スマートフォンを使い、テーマフラワーのサク
ラ・チューリップ・バラのデジタル花火を打ち
上げて光のアート空間に

シンボルキャラクターのガーデンベアをモ
チーフにしたフェアのシンボルガーデン。光
があたると幻想的な雰囲気に

春の風物詩である16万本のチューリップ花壇バラのアーチが光のトンネルに。草花は光の
じゅうたんに

横浜マラソン2017
ランナー募集開始！
　「横浜マラソン2017」のランナーを4月5日
（水）から募集します。市民は、市民枠と一般
枠のダブルチャンス！今回からランナーも
3,000人分拡大し、2万8000人になりました。

募集期間
4月5日（水）12時～５月18日（木）
申込み多数の場合は抽選（チャリティ枠などを除く）

開催日：10月29日（日）
ランナー受付は10月27日（金）・28日(土)に
赤レンガ倉庫イベント広場で

参加資格や申込方法など、詳しくは、大会のホーム
ページ、または区役所広報相談係で配布の募集案
内を確認してください

事務局
　 651-0666　　 226-5037
（月～金曜〈祝休日除く〉 9時30分～17時）

ローソンチケット　
　 0570-000-732（10時～20時）

大会エントリーについて

大会内容について

横浜マラソン 検 索

　ランナーを支える大会ボランティアを募
集します。笑顔のサポートがランナーの力
になります。仲間と一緒に横浜マラソンを
盛り上げてみませんか？

５月9日（火）から
大会ボランティアも募集受付開始

「横浜マラソン2017」を支えるのはあなた

★ライト
　アップ会場

市民枠あり

1万5,000円
4,000円

4,000円

3,000円

フルマラソン
7分の1フルマラソン※

7分の1フルマラソン※

（車いす）
2km（車いす）

6月4日（日）まで毎日開催！
人と木々とクリスタル花火 ガーデンベアの庭

○C ITOON/GN2017

種目 募集人数 費用

2万6950人

20人

1000人

30人

シンボル
キャラクター
「ガーデンベア」

※6.0278km

①グランモール公園 ②象の鼻パーク
③山下公園

日本大通り

④横浜公園

★ ★
★

★
★

④横浜公園③山下公園 未来のバラ園 16万本のチューリップガーデン


