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　お花のアフロヘアーがかわいい「ガーデンベア」をご存知ですか。3月
25日、いよいよ開幕する「第33回全国都市緑化よこはまフェア」のシンボ
ルキャラクターです。フェアの愛称は「ガーデンネックレス2017」。「ネッ
クレス」のように花や緑で街と人、そして時をつなげていきたい、という願

いが込められています。都心臨海部の美しい街並みに、色鮮やかな花と緑が彩る「みなとガーデン」
と、市内最大級の10,000㎡もの花畑が広がり、緑豊かな横浜を体感できる「里山ガーデン」。この
２つのメイン会場を中心に18区でさまざまなイベントを開催して、市民や企業の皆さまとご一緒
にフェアを大いに盛り上げていきます。人気ボーカルグループ「GReeeeN」による公式テーマソ
ングも、ぜひお聴きください。
　よこはまフェアは、自然を愛する心が育まれてきた横浜らしい内容が盛りだくさんです。未来
や香りをテーマとした庭、子どもたちと作った花壇、懐かしい里山の春を感じられる花畑など、
100万本の花と緑でお客さまをお迎えします。開催中はテーマフラワーのサクラ、チューリップ、
バラが、次々と横浜の街を彩ります。何回も行きたくなるよこはまフェア。皆さまと会場でお目
にかかれることを楽しみにしています。

ようこそ  花と緑あふれる横浜へ

横浜を彩る100万本の花々と美しい街並みがお出迎え

グリーン
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一般会計予算案の 概 要
　29年度の一般会計の予算額は、1兆6,459億円（前年度比8.7％増）
となりました。

各会計の予算規模

1兆6,459億円

1兆3,449億円

5,801億円

3兆5,709億円

8.7%※1

0.2%

7.2%

5.1%

会計名称 予算額 対前年度増減率

地方交付税
1.3％

市債
8.5％

行政
運営費
15.0％

施設等
整備費
11.6％

繰出金 12.0％

歳入  総額 1兆6,459億円

歳出  総額 1兆6,459億円

「施策の推進」と「財政の健全性の維持」の両立
29年度財政目標の達成
◆一般会計が対応する借入金残高は、29年度末に3兆2,000億円以下とい
　う中期4か年計画の目標を達成見込み
◆横浜市の財政運営で重視してきた横浜方式のプライマリーバランスは
　65億円の黒字
（1）一般会計が対応する借入金残高の縮減
　29年度末における「一般会計が対応する借入金残高」は、28年度末見
込みから322億円縮減し、3兆1,741億円となる見込みで、29年度末に3兆
2,000億円以下という目標を達成する見込みです。

（2）横浜方式のプライマリーバランス※の黒字化
　一般会計市債は、「一般会計が対応する借入金残高の3兆2,000億円以
下への縮減」、「横浜方式のプライマリーバランスの29年度おおむね均
衡」に基づき、28年度当初予算と比較して5.4％減となる1,399億円を活
用していきます。
　この結果、横浜方式のプライマリーバランスは65億円の黒字となっ
ており、29年度の財政目標である「おおむね均衡」を上回る水準となっ
ています。

徹底した事務事業の見直しと外郭団体改革
全体で1,100件、105億円の経費を縮減
　限られた経営資源の中で必要な施策を推進するため、市役所内部経費の
削減をはじめ、民営化・委託化の推進や事業手法の見直しなどを行い、経費
の縮減に取り組みました。また、外郭団体に対する補助金や委託料の見直
し、市からの貸付金の繰上返済などを進めました。

※2  会計間で相互にやり取りする重複部分を除いた全会計の純計は2兆8,605億円と
なっています

※各グラフ・表の数値は、項目ごとに単位未満を四捨五入しているため、
　合計数値と一致しない場合があります
※この予算案は、現在市会で審議されています
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　「中期4か年計画2014～2017」の総仕上げとなる29年度は、あらゆる人・
企業が力を発揮できる環境づくりとその基盤となる都市づくりの取組を
成果に結び付けていきます。いじめ対策や通学路の安全対策、子どもの
貧困など喫緊の課題への対応や、先を見据えた取組も進めます。
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一般会計が対応する借入金残高の推移

39,617

32,313
（決算）

32,063
（見込み） 31,741

（見込み）

中期4か年計画の目標達成
3兆2,000億円以下

中期財政ビジョン（平成15年）から、約7,900億円縮減

※横浜方式の
　プライマリーバランス
市債発行額を、その年度
の元金償還額の範囲に抑
える考え方です

借りる分が返す
分より多くならないように
して、長期的に借入金の
残高を減らしていくという

ことだね！

○子育て支援・子ども・若者
○女性・シニア
○健康づくり、医療・福祉

○成長分野・産業拠点・
　中小企業
○都市農業
○エネルギー

○都心臨海部
○郊外部
○観光・MICE、文化芸術創造都市
○スポーツ
○緑と水にあふれる都市環境
○防災・減災
○港湾・交通ネットワーク

マイス

にぎ

29年度予算　横浜市 検 索

※1  一般会計規模の増加の主な要因は、道府県から指定都市へ、市立小・中学校、義務
教育学校、特別支援学校の教職員の給与負担などの権限移譲が行われることに伴
う事業費（1,510億円）によるものです

市税実収見込額は7,193億円
（前年度比0.5％、33億円の増）

個人市民税：給与所得納税者数の増
加などにより59億円の
増

法人市民税：企業収益の減少などに
より62億円の減

固定資産税
都市計画税　
固定資産税の30億円を年度途中の補正
予算の財源として留保し、当初予算では
市税7,163億円を予算計上しています。

人件費は1,479億円の増
（前年度比70.7％増）

県から権限移譲が行われる教職員の給
与負担などによる増

扶助費（子育て、教育、健康・医療な
どの経費）は159億円の増
（前年度比3.5％増）

保育・教育の施設型給付費の増、
障害者支援施設等自立支援給付費の増
などによる増

家屋の新増築などにより
34億円の増

　地震により、自宅に被害がある
ときや、火災の危険があるときは、
避難場所まで避難しましょう。

いっとき避難場所

自宅

広域避難場所

地域防災拠点（指定避難所）

避難の必要があるときは、町内会など地域で取り決めている避難場所にひとまず
行きましょう。ただし、状況によっては、いっとき避難場所を経由せず直接、次の
避難場所に避難する場合もあります。

市内1か所でも、震度5強以上の地震を観測した場合に開設します。避難生活を送
る場所です。あらかじめ、市立の小・中学校などから、市が指定しています。避難
者が一時的に生活するための最低限の水・食料を備蓄するとともに、救助活動に必
要な資機材などを整備しています。

熱や煙から生命・身体を守
るために一時的に避難する
場所です。

地域防災拠点の主な役割
①避難所
②最低限の水と食料の備蓄場所
③安否情報・被害情報・救援物資情報の収集・伝達場所

≪情報収集≫
災害時には、避難の判断や安否の確認などで、情
報の収集がとても重要です。さまざまな手段で、
正確な情報を入手するようにしましょう。
①テレビ・ラジオ
②携帯電話・スマートフォン
③横浜市など公共機関のホームページ
④防災情報Eメール

このほか、地域防災拠点（指定避難所）にはさま
ざまな防災情報が集約されますので、必要に応
じて情報を入手しに行くことも大切です。ラジ
オや携帯電話などの予備の充電器や乾電池も忘
れずに準備しておきましょう！

周りの状
況に応じ

て、

避難ルー
トを考え

ましょう
。

火災が広がって
いる場合

倒壊や火災に
より自宅で生
活ができなく
なった場合

自宅に居住でき、避難の必要がない被災者
（在宅被災生活者）も、地域防災拠点で物資
や情報が得られます。

災害発生時に備えて、ハザードマップで避難場所などを
確認しておきましょう。 横浜市　防災の地図 検 索

被災者支援　横浜市 検 索
総務局危機管理課　　 671-4351　　 641-1677

【所要時間】       1時間　
【最大体験人数】  30人/1グループ

　迫力ある大画面の「災害シアター」
や最大震度7の揺れが体験できる「地
震シミュレーター」、日本唯一の「減災
トレーニングルーム」など、楽しみな
がら防災・減災を学べるツアーです。

体験ツアーだけでは物足りないという人は ……
追加プログラムに参加してください！

家具などに下敷きになったときの
救出法を知りたい
　̶ 救出訓練
心肺停止状態の人への処置を知りたい
　̶ 心肺蘇生法（AED取扱訓練）
実際に水を出して放水訓練がしたい
　̶ 放水訓練

4月から市民防災センターがますます利用しやすくなります！

最大12回になります
※9時30分から30分ごとに実施(12時30分と16時30分を除く)

今まで1日4回だった
体験ツアーの回数が

体験時間や追加プログラムにも柔軟に対応することが可能です。
内容・時間については気軽に相談してください。

リニューアルオープン
1周年記念イベント

【会場】横浜市民防災センターと
　　　沢渡中央公園
【内容】・消防体験ブース　 
　　　・飲食ブース  ほか

救出訓練の様子

体験ツアーの様子

住宅の耐震化を!
旧耐震（昭和56年５月以前に着工）の住宅の耐震化は、
家族、そして地域の皆さんの命を守ることにつながります。

建築局建築防災課　　 671-2943　　 663-3255

不燃化推進地域※などに建物を所有する人へ
建物の「取り壊し・建て替え・改修」に
最大300万円の補助金があります
※不燃化推進地域……神奈川区・西区・中区・南区・磯子区の一部

　地震時の火災被害は、老朽化した建物が密集する地域に集中する
ことがわかっています。市では不燃化推進地域内の古くなった建
物を取り壊し、建て替え、改修する際に補助金を交付しています。
また、木造建物の安全性に不安がある人へ専門家による無料相談を
実施しています。

横浜市　不燃化推進地域 検 索詳しくは

建物を取り壊したい人・新築したい人
　　　建築物不燃化推進事業補助

補助

補助

都市整備局防災まちづくり推進課　
　 671-3595　　 663-5225

横浜市建築士事務所協会　　 662-2711

建物の不燃化・耐震改修を行いたい人
　　　木造建築物不燃化・耐震改修事業補助

相談 建物などの安全性について相談したい人
　　　木造建築物安全相談事業

　 411-0119　　 312-0386　　 sy-kengaku@city.yokohama.jp
神奈川区沢渡4-7　　開館時間  9時15分～17時（月曜休み）

【日時】4月23日（日） 10時～15時

被災者支援
地震や台風などの災害で、被災された人々の一日も早い自力復旧と
復興を支援する制度があります。

旧耐震の木造住宅について

● 耐震改修の補助限度額を30万円増額します

● 戸別訪問を開始しています※2

※2  旧耐震と思われる木造住宅に戸別訪問し、地震対策の周知を行っています。
　　 営業を行う業者に気をつけてください

補助限度額 75万円　　105万円
（非課税世帯　115万円　　145万円）

●市と委託契約または協定を結んだ事業者が、
　訪問しています
●訪問員証明書を着用し、セールスは行いません

市が推進する地震対策
・３つの補助制度について、市民の皆さんに広く知らせます
・防災ベッドなど、簡易な工事で命を守る地震対策も推奨改修補助

増額

耐震診断
無料

防災ベッド
など補助

横浜方式のプライマリーバランス

市税等市債以外
の歳入

事業費などの
歳出

元金償還額市債発行額

歳入 歳出

利払い額

荒天中止

※1  29年４月から30年3月
　　 までに工事に着手するもの

29年度に
限り増額※1

10
防災ベッド

万円
補助 30

耐震シェルター
万円
補助

さらに、改修工事の負担の軽減を図り、
より使いやすい補助制度へと改正します

「壁量充足型」など、29年度から補助対象となる
改修方法を拡大

制度の詳細については、問い合わせてください

訪問員
証明書
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　限られた経営資源の中で必要な施策を推進するため、市役所内部経費の
削減をはじめ、民営化・委託化の推進や事業手法の見直しなどを行い、経費
の縮減に取り組みました。また、外郭団体に対する補助金や委託料の見直
し、市からの貸付金の繰上返済などを進めました。

※2  会計間で相互にやり取りする重複部分を除いた全会計の純計は2兆8,605億円と
なっています

※各グラフ・表の数値は、項目ごとに単位未満を四捨五入しているため、
　合計数値と一致しない場合があります
※この予算案は、現在市会で審議されています

一 般 会 計

特 別 会 計

公営企業会計

総　　　　計※2
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　「中期4か年計画2014～2017」の総仕上げとなる29年度は、あらゆる人・
企業が力を発揮できる環境づくりとその基盤となる都市づくりの取組を
成果に結び付けていきます。いじめ対策や通学路の安全対策、子どもの
貧困など喫緊の課題への対応や、先を見据えた取組も進めます。

40,000

35,000

30,000

0

（億円）

H15 H20 H25 H26 H27 H28 H29 （年度）

一般会計が対応する借入金残高の推移

39,617

32,313
（決算）

32,063
（見込み） 31,741

（見込み）

中期4か年計画の目標達成
3兆2,000億円以下

中期財政ビジョン（平成15年）から、約7,900億円縮減

※横浜方式の
　プライマリーバランス
市債発行額を、その年度
の元金償還額の範囲に抑
える考え方です

借りる分が返す
分より多くならないように
して、長期的に借入金の
残高を減らしていくという

ことだね！

○子育て支援・子ども・若者
○女性・シニア
○健康づくり、医療・福祉

○成長分野・産業拠点・
　中小企業
○都市農業
○エネルギー

○都心臨海部
○郊外部
○観光・MICE、文化芸術創造都市
○スポーツ
○緑と水にあふれる都市環境
○防災・減災
○港湾・交通ネットワーク

マイス

にぎ

29年度予算　横浜市 検 索

※1  一般会計規模の増加の主な要因は、道府県から指定都市へ、市立小・中学校、義務
教育学校、特別支援学校の教職員の給与負担などの権限移譲が行われることに伴
う事業費（1,510億円）によるものです

市税実収見込額は7,193億円
（前年度比0.5％、33億円の増）

個人市民税：給与所得納税者数の増
加などにより59億円の
増

法人市民税：企業収益の減少などに
より62億円の減

固定資産税
都市計画税　
固定資産税の30億円を年度途中の補正
予算の財源として留保し、当初予算では
市税7,163億円を予算計上しています。

人件費は1,479億円の増
（前年度比70.7％増）

県から権限移譲が行われる教職員の給
与負担などによる増

扶助費（子育て、教育、健康・医療な
どの経費）は159億円の増
（前年度比3.5％増）

保育・教育の施設型給付費の増、
障害者支援施設等自立支援給付費の増
などによる増

家屋の新増築などにより
34億円の増

　地震により、自宅に被害がある
ときや、火災の危険があるときは、
避難場所まで避難しましょう。

いっとき避難場所

自宅

広域避難場所

地域防災拠点（指定避難所）

避難の必要があるときは、町内会など地域で取り決めている避難場所にひとまず
行きましょう。ただし、状況によっては、いっとき避難場所を経由せず直接、次の
避難場所に避難する場合もあります。

市内1か所でも、震度5強以上の地震を観測した場合に開設します。避難生活を送
る場所です。あらかじめ、市立の小・中学校などから、市が指定しています。避難
者が一時的に生活するための最低限の水・食料を備蓄するとともに、救助活動に必
要な資機材などを整備しています。

熱や煙から生命・身体を守
るために一時的に避難する
場所です。

地域防災拠点の主な役割
①避難所
②最低限の水と食料の備蓄場所
③安否情報・被害情報・救援物資情報の収集・伝達場所

≪情報収集≫
災害時には、避難の判断や安否の確認などで、情
報の収集がとても重要です。さまざまな手段で、
正確な情報を入手するようにしましょう。
①テレビ・ラジオ
②携帯電話・スマートフォン
③横浜市など公共機関のホームページ
④防災情報Eメール

このほか、地域防災拠点（指定避難所）にはさま
ざまな防災情報が集約されますので、必要に応
じて情報を入手しに行くことも大切です。ラジ
オや携帯電話などの予備の充電器や乾電池も忘
れずに準備しておきましょう！

周りの状
況に応じ

て、

避難ルー
トを考え

ましょう
。

火災が広がって
いる場合

倒壊や火災に
より自宅で生
活ができなく
なった場合

自宅に居住でき、避難の必要がない被災者
（在宅被災生活者）も、地域防災拠点で物資
や情報が得られます。

災害発生時に備えて、ハザードマップで避難場所などを
確認しておきましょう。 横浜市　防災の地図 検 索

被災者支援　横浜市 検 索
総務局危機管理課　　 671-4351　　 641-1677

【所要時間】       1時間　
【最大体験人数】  30人/1グループ

　迫力ある大画面の「災害シアター」
や最大震度7の揺れが体験できる「地
震シミュレーター」、日本唯一の「減災
トレーニングルーム」など、楽しみな
がら防災・減災を学べるツアーです。

体験ツアーだけでは物足りないという人は ……
追加プログラムに参加してください！

家具などに下敷きになったときの
救出法を知りたい
　̶ 救出訓練
心肺停止状態の人への処置を知りたい
　̶ 心肺蘇生法（AED取扱訓練）
実際に水を出して放水訓練がしたい
　̶ 放水訓練

4月から市民防災センターがますます利用しやすくなります！

最大12回になります
※9時30分から30分ごとに実施(12時30分と16時30分を除く)

今まで1日4回だった
体験ツアーの回数が

体験時間や追加プログラムにも柔軟に対応することが可能です。
内容・時間については気軽に相談してください。

リニューアルオープン
1周年記念イベント

【会場】横浜市民防災センターと
　　　沢渡中央公園
【内容】・消防体験ブース　 
　　　・飲食ブース  ほか

救出訓練の様子

体験ツアーの様子

住宅の耐震化を!
旧耐震（昭和56年５月以前に着工）の住宅の耐震化は、
家族、そして地域の皆さんの命を守ることにつながります。

建築局建築防災課　　 671-2943　　 663-3255

不燃化推進地域※などに建物を所有する人へ
建物の「取り壊し・建て替え・改修」に
最大300万円の補助金があります
※不燃化推進地域……神奈川区・西区・中区・南区・磯子区の一部

　地震時の火災被害は、老朽化した建物が密集する地域に集中する
ことがわかっています。市では不燃化推進地域内の古くなった建
物を取り壊し、建て替え、改修する際に補助金を交付しています。
また、木造建物の安全性に不安がある人へ専門家による無料相談を
実施しています。

横浜市　不燃化推進地域 検 索詳しくは

建物を取り壊したい人・新築したい人
　　　建築物不燃化推進事業補助

補助

補助

都市整備局防災まちづくり推進課　
　 671-3595　　 663-5225

横浜市建築士事務所協会　　 662-2711

建物の不燃化・耐震改修を行いたい人
　　　木造建築物不燃化・耐震改修事業補助

相談 建物などの安全性について相談したい人
　　　木造建築物安全相談事業

　 411-0119　　 312-0386　　 sy-kengaku@city.yokohama.jp
神奈川区沢渡4-7　　開館時間  9時15分～17時（月曜休み）

【日時】4月23日（日） 10時～15時

被災者支援
地震や台風などの災害で、被災された人々の一日も早い自力復旧と
復興を支援する制度があります。

旧耐震の木造住宅について

● 耐震改修の補助限度額を30万円増額します

● 戸別訪問を開始しています※2

※2  旧耐震と思われる木造住宅に戸別訪問し、地震対策の周知を行っています。
　　 営業を行う業者に気をつけてください

補助限度額 75万円　　105万円
（非課税世帯　115万円　　145万円）

●市と委託契約または協定を結んだ事業者が、
　訪問しています
●訪問員証明書を着用し、セールスは行いません

市が推進する地震対策
・３つの補助制度について、市民の皆さんに広く知らせます
・防災ベッドなど、簡易な工事で命を守る地震対策も推奨改修補助

増額

耐震診断
無料

防災ベッド
など補助

横浜方式のプライマリーバランス

市税等市債以外
の歳入

事業費などの
歳出

元金償還額市債発行額

歳入 歳出

利払い額

荒天中止

※1  29年４月から30年3月
　　 までに工事に着手するもの

29年度に
限り増額※1

10
防災ベッド

万円
補助 30

耐震シェルター
万円
補助

さらに、改修工事の負担の軽減を図り、
より使いやすい補助制度へと改正します

「壁量充足型」など、29年度から補助対象となる
改修方法を拡大

制度の詳細については、問い合わせてください

訪問員
証明書
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道路局横浜環状道路調整課　　 671-2780　　 651-2325 横浜北線 検 索

　  横浜北線は、新横浜周辺と横浜港・羽田空港とのアクセスを向上させます。

　横浜北線は横羽線と大黒線の生麦JCT（ジャンクション）から、第三京浜道路の
横浜港北JCT（ジャンクション）までの、約8.2kmをつなぐ路線です。横浜北線は、
家屋の移転を少なくし、周辺の環境を保全するため、全体の約7割に及ぶ約5.9km
の区間がトンネル構造（横浜北トンネル）となっています。

羽田空港へのアクセスが向上します

空港連絡バスの利便性が向上します

横浜港へのアクセスが向上します

物流の効率化を図ります

新横浜 羽田空港
（空港中央）

開通後　　 30分

開通前　　 　　　40分 10分短縮

空港連絡バスの所要時間の短縮が見込まれます 臨海部と横浜市北部との連絡が便利になります

開通後　　 30分
新横浜 横浜港

（本牧ふ頭）

開通後　　 15分

開通前　　 　　　25分 10分短縮

港湾局物流企画課　　 671-7305　　 671-0141

　日本最大水深のコンテナターミナルを誇る南本牧ふ頭と首都圏の高速道路
ネットワークを形成する首都高速湾岸線や本牧ふ頭方面へ、高架道路でダイレ
クトに結ぶ「南本牧ふ頭連絡臨港道路」が開通します。
　この道路が開通することで、
首都高速湾岸線へのアクセス時
間が約10分、本牧ふ頭へも約5分
短縮され、アクセス性が格段に
向上します。
　同時期に開通する横浜北線と
相まって、広域的な交通利便性
がさらに向上し、物流の効率化
に伴う横浜港のさらなる国際競
争力強化につながります。
　なお、南本牧ふ頭から本牧ふ
頭方面までの高架道路部の名称
を募集していましたが、「南本牧
はま道路」と決定しました。
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動く歩道動く歩道

JR根岸線

新市庁舎
整備予定地 現市庁舎

■現在の市庁舎の課題
　昭和34年に建てられた現市庁舎は築50年以上が経過し、老朽化が進んでいます。また、市役所機能
は現市庁舎と周辺の民間ビル約20か所に分散しているため、来庁される皆さんにとって不便な状況と
なっています。さらに、大地震発生時などに対する危機管理機能強化の必要性も高まっています。

■新市庁舎では
　点在している市役所機能の集約化を進めるとともに、高い耐震性を持つ建物とし、災害時に迅速な
対応を行う対策本部機能を充実させます。さらに低層部には、市民の皆さんが気軽に集い、親しみ、憩
えるオープンな空間として、アトリウム（屋根付き広場）、水辺の憩い空間、商業機能、市民協働スペー
スなどを設けます。こうした場を設けることで市民活動が活発に行われ、それが街に広がり、つなが
ることで、周辺地区を含めたにぎわいを創り出していきます。

　平成28年8月に建物の基本的な図面づくり（基本設計）を終え、建物の詳細な設計を進めています。また、整備予定
地に埋設されていた建物の基礎を撤去する工事を行うなど、新市庁舎の建設工事を行うための準備を進めています。

現在の状況　　設計作業と準備工事を進めています

総務局管理課　　 633-3901　　 664-2501

アトリウムは気軽に憩えるオープンな空間です（イメージ図）

約20か所に分散している市役所機能を集約します
整備場所　北仲通南地区（中区本町6丁目）

　私たちは日ごろから「いただきます」と言って食事をしています。その
とき、どのような気持ちを込めて「いただきます」と言っていますか。食事
を作ってくれた人へ感謝する気持ちもあれば、食材となっている肉や魚な
ど生きていたものの「命をいただくこと」へ感謝する気持ちもあるでしょ
う。普段はあまり考えませんが、食べるということは他の命を食べること、
そう考えると、良心がとがめる気持ちになる人がいるかもしれません。
　しかし、毎日食べている肉や魚、野菜や果物、米や麦、すべては人が食べ
るためにさまざまな形で生産し、収穫したもので、私たちが生きていくた
めの糧として欠かせないものです。私たちが口にするまでの間にも、生産
する人、収穫する人、と畜解体する人、魚をさばく人など、多くの人が関
わっています。そうした生きものを加工して食べ物にする行為を、ひどい
とか、かわいそうと思ってしまうことは、それを仕事としている人たちを
傷つけることになります。食物連鎖という言葉がありますが、野生動物た
ちは他の生きものを捕獲して食べることによって生きています。人間も
同じように、生きものを食べて栄養を吸収しなければ生きていけません。
そのことで良心をとがめさせるのではなく、ごく自然なこととして、おい
しく食べられることに感謝してみてはどうでしょうか。

「いただきます」に込められた思い

♥♥♥♥

♥

♥

経済局食肉市場運営課　　 511-0445　　 502-5989

人権について考えよう「横浜市人権施策基本指針」を改訂しました
　市政運営の基本のなかに、次のものを掲げています。

●あらゆる施策・事業について人権尊重の視点をもって推進すること
●差別や偏見のために傷つき苦しんでいる人に寄りそい、差別をなく
　す姿勢で臨むこと

　市では、人権尊重の市政を一層推進するため、人権施策基本指針を改
訂しました。

○今回の改訂のポイント
近年、「災害に伴う人権問題」、「ハラスメント」、「生活困窮者」などにつ

いて人権問題としての認識が高まるとともに、障害者差別解消法やヘイ
トスピーチ解消法など人権に関する法整備も進んでいる状況などを反映
しました。

　「横浜市人権施策基本指針（29年1月改訂）」は、人権課のホームページ
で確認できます。また、市役所市民情報センター、各区役所広報相談係
で閲覧できます。
　「一人ひとりの市民が互いに人権を尊重しあい、共に生きる社会」を
目指し、一緒に行動していきましょう。

市民局人権課　　 671-2718　　 681-5453 横浜市人権課 検 索

横浜市 新市庁舎整備 検 索

市民協働スペース 馬車道駅接続口

②横浜北トンネル

③生麦JCT（ジャンクション）
写真・データ提供：首都高速道路株式会社

首都高速道路の路線番号
　  湾岸線　  「K」は「高速神奈川」です。　　横羽線　　　三ツ沢線　　　狩場線　
　  大黒線　　　川崎線　　　横浜北線

（　 横羽線～第三京浜道路）
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③生麦JCT

②横浜北トンネル(全長約5.9km　外径約12.3ｍ)

※馬場出入口については、2019年度の開通を目指し、引き続き工事が進められています

①大熊川トラス橋

南本牧ふ頭
連絡臨港道路
（南本牧はま道路）

首都高速湾岸線

南本牧ふ頭

N

錦町

かもめ町

豊浦町

南本牧大橋

南本牧ふ頭
連絡臨港道路

（南本牧ふ頭出入口）

横浜港北JCT（ジャンクション）は横浜
北線と第三京浜道路が接続する施設です。
横浜北線を利用する人は新横浜出入口から乗
り降りしてください。
なお、横浜環状北西線が完成すると一般道との乗り
降りができるようになります。
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道路局横浜環状道路調整課　　 671-2780　　 651-2325 横浜北線 検 索

　  横浜北線は、新横浜周辺と横浜港・羽田空港とのアクセスを向上させます。

　横浜北線は横羽線と大黒線の生麦JCT（ジャンクション）から、第三京浜道路の
横浜港北JCT（ジャンクション）までの、約8.2kmをつなぐ路線です。横浜北線は、
家屋の移転を少なくし、周辺の環境を保全するため、全体の約7割に及ぶ約5.9km
の区間がトンネル構造（横浜北トンネル）となっています。

羽田空港へのアクセスが向上します

空港連絡バスの利便性が向上します

横浜港へのアクセスが向上します

物流の効率化を図ります

新横浜 羽田空港
（空港中央）

開通後　　 30分

開通前　　 　　　40分 10分短縮

空港連絡バスの所要時間の短縮が見込まれます 臨海部と横浜市北部との連絡が便利になります

開通後　　 30分
新横浜 横浜港

（本牧ふ頭）

開通後　　 15分

開通前　　 　　　25分 10分短縮

港湾局物流企画課　　 671-7305　　 671-0141

　日本最大水深のコンテナターミナルを誇る南本牧ふ頭と首都圏の高速道路
ネットワークを形成する首都高速湾岸線や本牧ふ頭方面へ、高架道路でダイレ
クトに結ぶ「南本牧ふ頭連絡臨港道路」が開通します。
　この道路が開通することで、
首都高速湾岸線へのアクセス時
間が約10分、本牧ふ頭へも約5分
短縮され、アクセス性が格段に
向上します。
　同時期に開通する横浜北線と
相まって、広域的な交通利便性
がさらに向上し、物流の効率化
に伴う横浜港のさらなる国際競
争力強化につながります。
　なお、南本牧ふ頭から本牧ふ
頭方面までの高架道路部の名称
を募集していましたが、「南本牧
はま道路」と決定しました。
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日本大
通駅

桜木町駅

関内駅
桜木町駅

市営地下鉄

関内駅

N

汽車道汽車道

日本丸日本丸

動く歩道動く歩道

JR根岸線

新市庁舎
整備予定地 現市庁舎

■現在の市庁舎の課題
　昭和34年に建てられた現市庁舎は築50年以上が経過し、老朽化が進んでいます。また、市役所機能
は現市庁舎と周辺の民間ビル約20か所に分散しているため、来庁される皆さんにとって不便な状況と
なっています。さらに、大地震発生時などに対する危機管理機能強化の必要性も高まっています。

■新市庁舎では
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えるオープンな空間として、アトリウム（屋根付き広場）、水辺の憩い空間、商業機能、市民協働スペー
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地に埋設されていた建物の基礎を撤去する工事を行うなど、新市庁舎の建設工事を行うための準備を進めています。

現在の状況　　設計作業と準備工事を進めています

総務局管理課　　 633-3901　　 664-2501

アトリウムは気軽に憩えるオープンな空間です（イメージ図）

約20か所に分散している市役所機能を集約します
整備場所　北仲通南地区（中区本町6丁目）

　私たちは日ごろから「いただきます」と言って食事をしています。その
とき、どのような気持ちを込めて「いただきます」と言っていますか。食事
を作ってくれた人へ感謝する気持ちもあれば、食材となっている肉や魚な
ど生きていたものの「命をいただくこと」へ感謝する気持ちもあるでしょ
う。普段はあまり考えませんが、食べるということは他の命を食べること、
そう考えると、良心がとがめる気持ちになる人がいるかもしれません。
　しかし、毎日食べている肉や魚、野菜や果物、米や麦、すべては人が食べ
るためにさまざまな形で生産し、収穫したもので、私たちが生きていくた
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とか、かわいそうと思ってしまうことは、それを仕事としている人たちを
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しく食べられることに感謝してみてはどうでしょうか。

「いただきます」に込められた思い

♥♥♥♥
♥

♥

経済局食肉市場運営課　　 511-0445　　 502-5989

人権について考えよう「横浜市人権施策基本指針」を改訂しました
　市政運営の基本のなかに、次のものを掲げています。

●あらゆる施策・事業について人権尊重の視点をもって推進すること
●差別や偏見のために傷つき苦しんでいる人に寄りそい、差別をなく
　す姿勢で臨むこと

　市では、人権尊重の市政を一層推進するため、人権施策基本指針を改
訂しました。

○今回の改訂のポイント
近年、「災害に伴う人権問題」、「ハラスメント」、「生活困窮者」などにつ

いて人権問題としての認識が高まるとともに、障害者差別解消法やヘイ
トスピーチ解消法など人権に関する法整備も進んでいる状況などを反映
しました。

　「横浜市人権施策基本指針（29年1月改訂）」は、人権課のホームページ
で確認できます。また、市役所市民情報センター、各区役所広報相談係
で閲覧できます。
　「一人ひとりの市民が互いに人権を尊重しあい、共に生きる社会」を
目指し、一緒に行動していきましょう。

市民局人権課　　 671-2718　　 681-5453 横浜市人権課 検 索

横浜市 新市庁舎整備 検 索

市民協働スペース 馬車道駅接続口

②横浜北トンネル

③生麦JCT（ジャンクション）
写真・データ提供：首都高速道路株式会社
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　  湾岸線　  「K」は「高速神奈川」です。　　横羽線　　　三ツ沢線　　　狩場線　
　  大黒線　　　川崎線　　　横浜北線

（　 横羽線～第三京浜道路）
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横浜港北JCT（ジャンクション）は横浜
北線と第三京浜道路が接続する施設です。
横浜北線を利用する人は新横浜出入口から乗
り降りしてください。
なお、横浜環状北西線が完成すると一般道との乗り
降りができるようになります。
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地域ケアプラザ 検 索

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

ヘルスィ

ツイッター公式アカウント：@yokohama_kenko

　支援や介護が必要になっても、近所や友人などとつながり、ともに活動
したり助け合いながら生活できる地域であれば、安心して暮らし続ける
ことができます。

相談してみましょう
地域の人とともに助け合う仕組みづくりを手伝う
「生活支援コーディネーター」
　28年度から、高齢者の身近な生活の困りごとに対応する地域の活動な
どをサポートする「生活支援コーディネータ―」を、地域ケアプラザ・特別
養護老人ホーム併設型地域包括支援センター・区社会福祉協議会に配置
しています。
　高齢者の困りごとの把握や活動の立ち上げ、担い手発掘・育成、ネット
ワークづくりなどの支援を行っています。
　　　　　　

住民主体の活動に対する補助
　29年度より、地域にとって必要とされ、一定の基準を満たす要支援者な
どの日常生活を支える住民主体の活動に対する補助事業を開始します。

健康福祉局高齢在宅支援課　　 671-3464　　 681-7789

65歳以上の人※

①納め忘れがあると

　「督促状」、「催告書」を送付しています。指定期日までに納付
してください。（電話による納付案内も実施しています）

②特別な理由もなく、保険料を滞納していると

　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。

　また、介護保険サービス利用の有無にかかわらず、法令に基
づき財産差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。

サービス費用がいったん全額自己負担
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の期間サー
ビス費用の自己負担が3割になる場合が
あります。また、高額介護サービス費な
どの支給が受けられません。

1年以上滞納
していると

2年以上滞納
していると

※40歳から64歳の人は、加入している医療保険の保険料(介護分)として納付します

健康福祉局介護保険課　　 671-4254　　 681-7789

かがやきクラブ横浜

第3回シニアスポーツの祭典
かがやきクラブ横浜

第3回シニアスポーツの祭典
より気軽に！より身近に！より楽しく！より気軽に！より身近に！より楽しく！

3月14日（火）  10時～15時日時

期間

パシフィコ横浜会場

参加費無料・申込不要

横浜市老人クラブ連合会　　 433-1256　　 433-1257

健康福祉局高齢健康福祉課　　 671-2406　　 641-6408

市代表選考会

9月9日（土）～12日（火）
　健康マージャン、ウオークラリー、ソフトバレーボール、テニス
の選考会が行われます。料金、申込方法など詳細は問合せを。市
の代表は、大会参加費用の一部自己負担があります。

健康マージャン

ウオークラリー

ソフト
バレーボール

テニス

3月29日（水）

4月9日（日）

4月22日（土）

5月10日（水）・
24日（水）

麻雀サロン
「シルバー」（西区）

みなとみらい地区
ほか（西区）

平沼記念体育館
（神奈川区）

山手公園
テニスコート（中区）

3月25日（土）

4月5日（水）

3月15日（水）

4月17日（月）

県麻雀業組合連合会
　 620-3558  　620-2615

市レクリエーション連合
　 　 832-4338

横浜ソフトバレーボール連盟
　　  580-1492

市テニス協会
　 663-0557　  663-0558

種目 選考会 会場 受付〆切 問合せ

ねんりんピック 検 索

ターゲット・バードゴルフ、ナインゴール、
シャフルボード、ペタンクなど（西区みなとみらい1-1-1）

誰でも楽しめる
スポーツの体験会
誰でも楽しめる
スポーツの体験会

誰でも参加できます！

日中、
一人でテレビを見て過ごし、
誰とも話さないことが
多くなりました。
このままでは老化が
進んでしまうかも・・・

身近で自分にも何かできることは
ないだろうか…と考えました

地域の「集いの場」に参加してみました

近所に支援を必要として
いる人がいることがわかり、
ごみ出しを手伝うように
なりました

ごみ置き場

12種目体験できます

近所の顔見知りも増えました
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　アジア開発銀行（ADB）は、67か国・地域が加盟し、アジア・太平洋地域における経済成長や貧困
の撲滅を目的に支援を行っている国際機関です。インフラ整備をはじめ、人材育成や女性の活躍推
進などさまざまな活動を行っています。ADB設立から50年目を迎えた今年、横浜で年次総会が開
催され、約4,000人が参加してアジアの経済発展や課題について話し合います。

文化観光局MICE振興課  　
　 671-4249　　 663-0105

ADB　2017 検 索

さらに強まる横浜とアジアのつながり
次世代の育成と市民交流横浜の技術を世界へ 女性の地位向上

市内企業とともに、
海外との都市間協力を進めます
　都市づくり・防災・医療・衛生などさまざまな分
野で、海外からの研修員受入や専門家の現地派遣
などを行ってきました。
　近年では、アジアをはじめとする新興国の都市
課題解決と市内企業の海外展開支援を目的とし
て、公民連携による国際技術協力（Y-PORT事業）
に取り組んでいます。
　年次総会の横浜開催を機に、持続可能な都市づ
くりについての覚書を結んでいるADBとの連携
が強まるとともに、横浜の高い技術力が、アジア
で活用され、都市間協力と市内企業のビジネス
チャンスが広がります。

さまざまなイベントを通じて、
アジアがさらに身近に
　市内の小・中学校でアジアを考える国際理解講
座などを開催しています。また年次総会では、大
学生がアジアの「貧困削減」や「経済成長」につい
て英語で討論し、ADBに提言を行う公式セミ
ナーを開催するなど、アジアの未来を担うグロー
バル人材の育成を図ります。
　さらに、18区すべてにおいて、アジアの食や音
楽、アートに楽しくふれるイベントを開催し、広
くADBの活動やアジアの暮らし・文化を身近に
感じてもらう取組を展開しています。

女性の活躍でともにひらく
アジアの未来
　アジアでは女性の地位向上が共通する課題
で、女性活躍推進の加速化に向けて一層の取組
が求められています。市でも、企業における登
用推進や起業家支援など、女性のキャリア形成
を推し進めてきました。
　年次総会では、林市長を含めた国内外のリー
ダー4人によるパネルディスカッションを開催
します。市の取組を発信するとともに、これま
で活躍の場を切り開いてきたリーダーたちの
経験を結集し、女性活躍のさらなる一歩につな
げます。

ADBによる川井浄水場の視察 国際理解講座（泉区西が岡小学校） 女性起業家出展ブース（支援の一例）

（日）（祝）



●　　　　　　　　平成29（2017）年 3 月号16

アジアの魅力にふれてみよう
5月のアジア開発銀行年次総会開催に向けて、
アジアの食・文化・音楽を体験できるイベント
や、アジアについてもっと知ることのできる
イベントを開催中です。参加してみませんか。

アジア開発銀行 中尾総裁による特別講演会

国際女性デー パネル展示

プラザまつり ～やさしさと感動を
アジアやADBに楽しくふれる一日

ADB×JICA横浜  ～国際協力のミライ
見て、さわって、体験してみよう、国際協力！

ヨコハマトリエンナーレ2017
「島と星座とガラパゴス」講演会

【日時】 3月12日（日）  10時～15時
【会場】 つづきMYプラザ

（都筑区中川中央1-25-1ノースポート・モール）

【日　時】 3月25日（土）  14時～16時15分（13時30分開場）
【会　場】 横浜美術館レクチャーホール（西区みなとみらい3-4-1）
【出　演】 リクリット・ティラヴァーニャ（現代美術家、コロンビア大学芸術学部教授）

今福龍太（文化人類学者・批評家、東京外国語大学大学院教授）
スプツニ子！（現代美術家、マサチューセッツ工科大学メディアラボ助教）

【申　込】 3月24日までにホームページから
（先着順）

【日時】 ３月13日（月）～17日（金）男女共同参画センター横浜南
（南区南太田1-7-20）

３月20日（祝）～24日（金）男女共同参画センター横浜北
（青葉区あざみ野南1-17-3）

３月27日（月）～31日（金）男女共同参画センター横浜
（戸塚区上倉田町435-1）

【企画展示】 3月10日（金）～6月18日（日）　
【ステージイベント】 3月18日（土） 11時～16時
【会場】 JICA横浜国際センター（中区新港2-3-1）

　ADB年次総会のプレイベントとして、最近
のアジアの政治・経済動向、ADBの役割や今後
の取組について中尾武彦総裁が講演します。
また、第二部では、国際協力銀行が海外事業展
開に関する調査について説明します。

　毎年3月8日は、女性の権利と世界平
和を目指す「国際女性デー」として、国
連を中心に世界各国で女性の地位向
上に向けた催しが行われます。ADB
でもジェンダーの平等、女性活躍支援
などについて取り組んでいることか
ら、この国際女性デーにあわせて男女
共同参画センター3館でアジアを中心
とした女性を取り巻く現状などを紹
介するパネル展を開催します。

　ADB加盟国・地域の紹介パネルを用い
た参加型イベントです。つづきMYプラ
ザを利用する高校生世代を含めたボラン
ティアチームを作り、企画制作に取り組
みます。当
日 は こ の
チームが企
画制作に取
り組んだパ
ネルを展示
します。

第50回ADB年次総会

横浜開催 記念パネル展
【日時】 4月18日（火）～5月14日（日）
【会場】 中央図書館1階展示コーナー

（西区老松町１）

　世界各地で撮影された写真を豊富に
使った、ADB50周年記念パネル展。ADB
の設立からこれまでの歩みや、アジアで
の支援の足跡を展示します。
　また、中央
図書館の蔵書
から、ADBや
国際協力・国
際援助に関す
る資料を紹介
します。

【日時】 4月22日（土）  12時30分～18時
【会場】 パシフィコ横浜会議センター

（西区みなとみらい1-1-1）

　新たな公民連携の取組として、欧米を
中心に広がりを見せている「社会的イン
パクト投資」。市でも、民間資金を活用し、
子どもの居場所づくりをテーマとしたモ
デル事業が始まっています。国内外の第
一線で活躍する
専門家を招いて、
社会課題解決に
向けた意見交換
を行います。

　アジアにおいて活躍の場を拡げて
いる日本の鉄道など、JICAや市の国
際協力事業やADBについてわかりや
すく学べる企画展示を行います。ま
た市内の小中学校で行われた「国際理
解講座」や区で行われた国際理解イベ
ントなどの成果を紹介します。
　3月18日にはアジアの音楽に触れるミニコンサートと、ゲーム
やクイズを楽しむステージイベントを開催します。また併設の
レストランでは、ベトナムのフォーなど、アジアンメニューを用
意しています。JICA横浜でアジアを感じてください。

浜銀総合研究所  海外ビジネス支援部  
　 225-2391　　 225-2196

政策局男女共同参画推進課　　 671-4479　　 663-3431

つづきMYプラザ
　 914-7171　　 914-7172

神奈川県警察本部　　 211-1212

中央図書館
　 262-7336　　 262-0054

政策局共創推進課
　 671-4397　　 664-3501

横浜トリエンナーレ組織委員会　
　 663-7232　　 681-7606

浜銀総合研究所 検 索

ヨコトリ 検 索

【企画展示】 　  JICAプラザよこはま　　 222-7161　　 222-7162
【ステージイベント】 　   文化観光局MICE振興課

　   671-3409　　 663-0105

ソーシャルインパクト・
フォーラム  ヨコハマ

ADB中尾武彦総裁

イメージ

過去のフォーラムの様子
昨年の様子

ゴールデンウィーク中の警備・交通規制にご協力を!! 開催に伴い、5月4日（祝）～7日（日）までの間、みなとみらい21地区で警戒警備や一時的な交通規制が行われます。当該地区への自動車の乗り入れを
控え、交通渋滞緩和にご協力をお願いします。

会場イメージ

　タイを代表する現代アーティストが文化を語ります。

【日時】 3月22日（水）  14時～16時25分
【会場】 はまぎんホール（西区みなとみらい3-1-1）
【申込】 3月21日までにホームページで申込用紙をダウンロードし、
　　　 必要事項を記入の上FAXで（先着順）

入場無料



17平成29（2017）年 3 月号

■市職員（技術先行枠）
受験資格等､詳細は受験案内（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＝4月16日（日）
3月17日～27日
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＝4月23日（日）
正看護師･助産師か29年度中に
免許取得見込者
4月11日まで
医療局病院経営本部人事課（ 0120
－74－4174 664－3851）

■市高等学校奨学生
月5000円支給（返還不要）
保護者が市内在住で、品行方正・
学業成績優秀・学費支払いが困
難な生徒、選考480人
4月28日までに申込書（3月13日
から県内の高校、区役所広報相
談係で配布。 から入手）を在学
校経由で、教育委員会高校教育
課（ 671－3272 640－1866）へ

■都市美対策審議会　市民委員
任期29年8月から2年。詳細は募集要
項（3月3日から区役所広報相談係で
配布）か で
20歳（在勤・在学可）、選考2人
3月10日～4月14日
都市整備局都市デザイン室（
671－2023 664－4539）

■市民病院ガイドボランティア
患者の案内やリハビリ患者の送迎･
車いす補助等｡詳細は問合せを
選考
市民病院医事課（ 331－1961
334－5645）

■ザよこはまパレード（国際仮装
行列）審査員

交通費自己負担
5月3日（祝）。荒天時4日
審査対象者と無関係な29年4月1
日時点で18歳以上、抽選5人
3月31日 までに に を
書いて、実行委員会（〒231－8799
郵便事業（株）横浜港支店留、
671－7423 671－0131）へ。当選者
に4月上旬通知
説明会　参加必須。4月14日（金）16時
前記か文化観光局MICE振興課
（ 671－3546）

■横浜マイスター
技能普及を行う手作業主体の卓
越した在住の技能職者、選考
4月21日までに申込書（4月3日か
ら問合先で配布）で
説明会　4月6日（木）18時。関内中
央ビルで。申込みは4月5日まで
に で問合先へ
 経済局雇用労働課（ 671－4098
664－9188）

「ものづくり」や「手仕事」の大切さや素晴らしさを伝える

横浜マイスター
横浜マイスター 検 索

■障害者パソコン講習会
　①パソコン入門②ワード基礎1
各火～金曜13時､ 全4回。①4月
18日～21日②4月25日～28日
横浜ラポール
15歳以上（中学生除く）、肢体・内部・
精神・聴覚等障害者、各抽選8人。
①初心者②文字入力可能な人
①2080円②3160円
3月18日までに に
障害名・等級、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）へ
前記か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■講座｢メタボリック症候群と食事･運動」
各14時。3月23日（木）･25日（土）
各日先着100人
500円
3月13日から か に 希望日
を書いて、会場の総合保健医療セ
ンター（ 475－0178 475－0002）へ

■シンポジウム｢人生の終末期を考えよう｣
3月28日（火）14時
健康福祉総合センター（中区桜
木町1－1）
当日先着280人
横浜市医師会（ 201－7366 201
－8768）か医療局がん・疾病対策
課（ 671－2444）

■教室｢関節リウマチの薬物療法｣
4月25日（火）15時
先着50人
3月13日から か に を書
いて、会場のみなと赤十字病院
（ 628－6381 628－6101）へ

■市大エクステンション講座
　「成長障害とくに低身長について」
4月28日（金）14時
市民総合医療センター
先着100人
3月13日から で市大地域貢献セ
ンター（ 787－8930 701－4338）
へ。 からも可

■世界自閉症啓発デー in 横浜
発達障害への理解促進フォーラム。
詳細は で
3月25日（土）13時
関内ホール（中区住吉町4－42－1）
当日先着850人
健康福祉局障害企画課（ 671－
3604 671－3566）

■講演｢楽しい人生は色気と食い
気とおせっかい｣

頑張らない介護と今から考える老い
じたく。申込方法等詳細は問合せを
3月31日（金）14時
開港記念会館
健康福祉局高齢在宅支援課（
671－3924 681－7789）

■地域緑のまちづくり提案募集
　支援講座
時間等詳細は3月15日からチラシ

（市役所市民情報センター、区役所
広報相談係で配布）か で
4月11日（火）･22日（土）、5月13日（土）、
全3回
技能文化会館（中区万代町2－4－7）
環境創造局みどりアップ推進課
（ 671－3447 224－6627）

■都市緑化よこはまフェア
　①フォト講座②シンポジウム
申込方法等詳細は で
①4月15日（土）10時・13時30分、16
日（日）10時②4月18日（火）15時
①産貿ホール②ランドマークホール
各先着

　①29年4月1日時点で小学4・5年生と
保護者、20組40人②200人
3月13日から
事務局（ ①681－3733②681－2834）
か環境創造局全国都市緑化フェ
ア推進課（ 671－3789 663－0027）

■シルバーIT講習  入門
申込方法等詳細は問合せを
各コース火・水曜、全2回

　午前＝9時30分、午後=13時30分
　《初めてのパソコン》4月4･5日午
前、5月9･10日午前
　《初めてのワード》4月11･12日午
前、5月16･17日午前
　《初めてのエクセル》4月11･12日
午後、5月16･17日午後
各コース50歳以上、抽選18人
3700円
4月開催分は3月27日、5月開催分
は4月25日まで
会場のシルバー人材センター（
847－1800 847－1716）

■開港記念式典・コンサート
申込方法等詳細は で
6月2日（金）14時
みなとみらいホール
抽選1000人
6か月～未就学児
4月10日まで
窓口（ 650－7851 661－0604）か
文化観光局企画課（ 671－4123）

■マリンタワーを階段で制覇
のぼりきった人にプレゼントあり。
小学生以下は保護者同伴
3月11・12日、4月8・9日､ 5月13・14
日、6月10・11日の土・日曜10時～
15時。雨天・強風中止
750円（市民割引あり）
会場のマリンタワー（中区山下町
15、 664－1100）か文化観光局観光
振興課（ 671－3652 663－6540）

■展示｢海図の世界｣
3月22日（水）～4月16日（日）
会場の中央図書館（西区老松町1､
262－7336 262－0054）

■全日本製造業コマ大戦  全国大会
中小製造業がけんかゴマで技術力を競う
4月1日（土）11時～18時
クイーンズサークル（西区みな
とみらい2－3）
経済局ものづくり支援課（ 671
－2597 664－4867）

■北部下水道センター  バス見学会
JFEエンジニアリング重工センターも
3月27日（月）10時、鶴見駅集合

先着30人
3月13日から で会場の北部下
水道センター（ 503－0201 503
－0132）へ

■風力発電所親子バス見学会
3月28日（火）12時30分、関内駅集合
ハマウィングとごみ焼却工場
小学生以上の親子、抽選55人
1人700円
3月16日までに に 4人までの

代表者の を書いて、地
球温暖化対策推進協議会（〒231
－0016中区真砂町4－43、 681－
9910 681－3934）へ
前記か温暖化対策統括本部調整
課（ 671－4372）

■高校生の留学報告会
世界を目指す若者応援基金で留学
した高校生。詳細は で
3月23日（木）15時
パシフィコ横浜（西区みなとみらい1－1－1）
当日先着100人
国際局政策総務課（ 671－3826
664－7145）

■よこはま子どもアントレ博
はまっこ未来カンパニープロジェク
トの成果報告会
3月29日（水）13時
アニヴェルセルみなとみらい横浜
先着100人
3月13日から で
教育委員会指導企画課（ 671－
3265 664－5499）

■ゴスペルワークショップ 参加者募集
5月31日～8月23日の水曜18時45
分、全13回
8月6日（日）の横浜国際ゴスペルフェ
スティバルか8月27日（日）の修了公演
に参加可能な中学生以上、抽選100人
3万2400円
5月17日までに申込書（区役所広
報相談係で配布）で
会場の関内ホール（ 662－1221
662－2050）

■市民クルーズ
　①にっぽん丸　鳥羽･館山
　②飛鳥Ⅱ　仙台
横浜港発着。詳細はチラシ（区役所
広報相談係で配布）か で
①4月24日（月）～27日（木）

　②5月19日（金）～21日（日）
各抽選15室
大人1人

　①13万3200円～②8万8400円～
①3月15日②3月22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）

■横浜港カッターレース 参加者募集
5月21日（日）8時
山下公園
抽選計204組､1組8人（15歳以上）。
シニアは年齢合計360歳以上
1組1万8000円
3月31日までに申込書（ で入
手）を横浜港振興協会（ 671－
7241 671－7350）へ
前記か港湾局賑わい振興課（
671－2888）
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■ドラゴンボートレース  参加者募集
5月27日（土）･28日（日）､ 6月3日（土）
･4日（日）
山下公園
選考200組､ 1組15～20人
1組10万円
4月22日までに で
ドラゴンボート協会（ 261－
1163 261－6766）か文化観光局
MICE振興課（ 671－3546）

■スポーツ医科学センターで
　①講座｢スポーツ中に起こる突

発的な事故」②春の健康教室
費用・申込方法等詳細は で
①3月25日（土）10時
　②4月～6月の月～金曜
①スポーツ指導者、先着80人
　②16歳以上の初心者、各コース
抽選30～80人
①3月11日から②3月22日まで
会場のスポーツ医科学センター
（ 477－5050 477－5052）

■横浜銀行アイスアリーナ健康教室
姿勢改善体操ほか。その他教室・費
用・申込方法等詳細は で

4月8日（土）～6月24日（土）、全10回
初心者、抽選
3月21日まで
会場の横浜銀行アイスアリーナ
（ 411－8008 411－8010）

■20歳になったら国民年金
国民年金に加入し、保険料納付を
厚生年金加入者等を除く日本在
住の20～59歳（外国籍の人も）
居住区の区役所国民年金係か
健康福祉局保険年金課（ 671－
2418 664－0403）

■がん患者ウィッグ購入費助成の
申請は購入後1年以内に
治療に伴う脱毛で28年4月1日以
降に購入した人
専用ダイヤル（ 212－0307 664
－3851）

■市動物愛護センターから
　費用の一部助成
　①猫の不妊去勢手術

　②犬猫のマイクロチップ装着
申請条件あり。申込方法等詳細は3
月27日から で
市動物愛護センター（ 471－2111
471－2133）

■専門家による空家無料相談会
申込方法等詳細は で
3月30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）
3月24日まで
建築局企画課（ 671－3655 664
－7707）

■新杉田行政サービスコーナーの閉所
3月31日（金）
市コールセンター（ 664－2525
664－2828）

■上郷･森の家　春の宿泊プラン
3月20日～4月28日の日～金曜
1泊2食付5900円～
会場の上郷 ･森の家（ 895－
5151 895－5005）

■農業振興地域整備計画素案公表
3月13日（月）～17日（金）9時～16時
30分（12時～13時除く）

松村ビル別館（中区住吉町1－13）
環境創造局農政推進課（ 671－
2630 664－4425）か各農政事務所

■固定資産税　土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧

運転免許証など官公署発行の顔写
真付き本人確認書類を持参
4月3日（月）～5月1日（月）
固定資産税納税者か代理人（委
任状必要）
会場の資産所在地の区役所税務
課か財政局固定資産税課（ 671
－2259 641－2775）

■市民意見募集
　①市立小･中学校施設の建替え

に関する基本方針素案
　②気候変動適応方針（素案）
資料の閲覧・配布は期間中、市役所
市民情報センター、区役所広報相
談係、問合先で。 からも可
①3月17日②3月31日まで
①教育委員会教育施設課（ 671
－3256 664－4743）
　②温暖化対策統括本部調整課
（ 671－2623 663－5110）

■みなとみらいホール〔西区みなと
みらい2－3－6、 682－2000 682－
2023、3月6・21日休み〕
①気軽にオペラ｢ラ･ボエーム｣
②オルガン1ドルコンサート（上半期）
①4月7日（金）・8日（土）14時
　②4月21日（金）・5月31日（水）・6月14
日（水）・8月11日（祝）の12時10分（4
月21日は19時も）
①未就学児入場不可
　②3歳未満はロビー席で。詳細は
問合せを
①5000円、会場で販売中②各回
100円か1ドル、当日会場で

■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）〕
絵本読み聞かせ
3月16日（木）10時30分
6歳以下と保護者、当日先着30組
60人

■横浜美術館〔西区みなとみらい3
－4－1、 221－0300 221－0317、木
曜休み〕
コレクション展第1期
3月25日（土）～6月25日（日）
500円

■開港資料館〔中区日本大通3、
201－2100 201－2102、月曜（祝日の
場合翌日）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

■金沢動物園〔金沢区釜利谷東5－
15－1、 783－9100 782－9972、月
曜（祝日の場合翌日）休み、3月27日
･4月3日開園〕
春まつり
ミニ新幹線「つばめ」乗車体験ほか
3月18日（土）～20日（祝）。乗車体験
は雨天中止
500円。乗車体験は別途費用あり

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－
110－1、 231－2515 231－4545、3
月22･23日休み〕
①名作落語の夕べ
②春のこども寄席
③立川晴の輔・三遊亭兼好　二人会
④爆笑演芸会
⑤若手漫才大行進
①桂文治ほか④ナイツほか
①4月1日（土）18時
　②4月 2日（日）14時
　③4月13日（木）19時
　④4月14日（金）14時
　⑤4月29日（祝）14時
1500円～3100円（②中学生以下1000
円）、会場で販売中（②は3月1日から）

■帆船日本丸〔西区みなとみらい2
－1－1、 221－0280 221－0277､月
曜（祝日の場合翌日）休み〕
親子展帆参加者募集
3月20日（祝）13時・14時（30分前か
ら整理券配布）。雨天中止
小中学生と保護者、各回当日先着60人
400円（小中学生200円）

■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－2、
263－3055 263－3031、3月6日･4
月10日休み〕
①横浜狂言堂②特別公演③横浜能
①｢鏡男｣「薩摩守」②狂言｢舟渡聟｣､
能｢江口｣③能｢養老｣､替間｢薬水｣
各14時｡ ①4月9日（日）②5月20日
（土）③6月17日（土） 
①2000円②5000円～7000円③
3000円～4000円｡ 3月11日12時
から か で（②は販売中）

■男女共同参画センター横浜南
〔南区南太田1－7－20、 714－5911
714－5912、第3月曜休み〕
ガールズ編　しごと準備講座
5月8日（月）～6月5日（月）10時15分、
全11回
15～39歳のシングル女性、抽選20人
300円
4月21日までに申込書（説明会で
配布。 から入手）で
説明会　4月7日（金）13時30分。申
込みは3月11日から か で

ふくしまの旅 検 索 ふくしま復興ステーション 検 索

九都県市は、福島の復興・創生を応援しています
　東日本大震災の発生から6年。九都県市※は、福島
の復興・創生に向け、連携した取組を行っています。
　昨年5月には、九都県市首脳会議（知事・市長によ
る会議）を福島県で行い、座長（当時）である林横浜
市長から内堀福島県知事に「福島の復興・創生に向
けた九都県市共同宣言」を渡すとともに、福島の復
興・創生について、国への要請活動を行いました。
　10月には、福島県の高校生などを横浜市に招き、
市内の高校生、九都県市の知事・市長とともに意見
交換会を開催しました。

　また、区民まつりをはじ
めとしたイベントで、福島
県の物産品などを販売す
るブースの出店なども
行っています。

※九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、
　神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、
　さいたま市、相模原市

福島県および横浜市の高校生と、九都県市の知事・市長による意見交換会

林横浜市長と内堀福島県知事

政策局大都市制度推進課　　 671-4082　　 663-6561

福島県には、雄大な自然、おいしい食べ物、
名所・旧跡、温泉など、たくさんの魅力があります。
ぜひ、横浜市の皆さんも福島県に遊びに来てください。

400を超える騎馬武者が勇壮な戦国
絵巻を繰り広げる「相馬野馬追（そ
うまのまおい」（南相馬市、相馬市）

サクラ、ハナモモなどの花が一斉に咲き誇る
桃源郷「花見山」（福島市）

約1,000本の桜が花をつける会津随一の桜の
名所「鶴ヶ城」（会津若松市）

福島の観光 復興の状況

福島県復興
シンボル
キャラクター
「キビタン」福島県からのメッセージ
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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

3月 4日
11日
18日
25日
※タイトルは変更になる場合があります

青葉区特集 
東日本大震災から6年
横浜の別邸
ハマのトンネル 10：47～10：52頃

5：10～5：20

8：30～9：00
16：30～16：35

ハマ自慢！横浜を知る
100のキーワード

（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

平成29（2017）年 3 月号

横浜を感じるミニコラム

 『いつか横浜で会ったなら』中村 雅俊（俳優・歌手）

　大学生の頃、2年間横浜に住んでいました。住ん
でいたのは保土ケ谷区神

ご う ど

戸町。地元のような温か
みがあって、住んでいるのが本当に楽しかったで
す。下宿の近くには「松原商店街」があり、家庭教
師や出前のアルバイトをしていました。ビックリし
たのが、大家さんのナウいこと！60歳を過ぎた人
が「○○じゃん！」と言うのが驚きで、横浜の方言

だと分かるまで「若者言葉使ってる！」と思ってい
ました。最近も行ったのですが、みんなが「お帰
りなさい」と迎えてくれて嬉しかったです。
　横浜は海が近く、きれいな映像が撮れていい街
です。なので、仕事をするようになってからもた
くさんの思い出があります。一番最初に撮影で横
浜に来たのは「俺たちの勲章」という刑事ドラマ。
共演の松田優作さんとポスター撮影したのも赤レ
ンガ倉庫でした。
　「恋人も濡れる街角」も横浜が舞台の歌で、大切
に歌っています。この歌には「馬車道あたりで…」
という歌詞が出てきますが、昔やっていたアルバ
イトの本社が馬車道にあり、お給料をもらいに行
ったりしていたので、ロマンチックとはちょっと
違う思い出が…（笑）。本当に、横浜は住んでもよ
し、訪ねてもよしの街です。
　最近は、自分の得意な分野、「スペック」が分かる

ようになってきました。それが分かってきたからこ
そ、今後はさらに攻めの姿勢で新しい世界に挑戦し
ていきたいと考えています。そして、お帰りなさい
と迎えてくれる横浜の皆さんが応援してくださって
いるのを励みにさらにがんばりたいと思います。

中村雅俊さん：昭和26年宮城県生ま
れ。慶應義塾大学卒業。昭和49年に
ドラマ「われら青春！」の主役でデ
ビュー。同ドラマの挿入歌「ふれあい」
で歌手としてもデビューした。その後、
多くの映画・ドラマなどに出演。また毎
年行ってきた全国コンサートも42年続
き、公演数も1400回を超えている。俳
優と歌手の両分野で積極的に活躍する
傍ら、東日本大震災で被災した地元、
宮城県女川町への支援を中心に、支援
ソングやチャリティライブのほか、積
極的な復興支援活動を行っている。

プロフィール

中村雅俊コンサートツアー2016「L-O-V-E」での
熱いパフォーマンスの様子
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家庭の不用品回収業者に注意！

　引っ越しシーズンになると、違法な民
間事業者からの不用品回収のチラシや
電話による家庭への営業活動が増えて
きます。「無料だと思って頼んだら、高
額な料金を請求された」「回収されたも
のが不法投棄されていた」といったトラ
ブルも発生しています。

■家庭から出るごみは、市が収集運搬します。

■一時に多量に出る引っ越しごみなど、市が収集運搬できないごみの
処分については、市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業
者に依頼してください。詳しくは上記問合せ先へ。

資源循環局一般廃棄物対策課　　 671-3814　　 663-0125

詳しくは資源循環局のホームページを確認してください
横浜　違法　回収 検 索

不用品回収の契約などで被害・トラブルにあった場合は…

市消費生活総合センター　　 845-6666（祝休日除く）に相談を
　　　　　　　　　　　　　 845-7720 アースアワー 2017 検 索

　「アースアワー」は、世界中
の人々が同じ日、同じ時間に
電気を消す行動を通じて「地
球環境を守りたい」という思
いを示すキャンペーンです。
　テーマは「青い地球を、未来
へつなぐ60分」。横浜をはじ
め、日本各地でモニュメント
などの消灯が実施されます。
家庭や会社でも、ぜひアース
アワーへ参加してください。

　当日は、桜木町駅前で環境をテーマにしたワークショップなども実
施します。詳しくはホームページで確認してください。

3月25日（土）  14時～ 21時30分（消灯は20時30分から）
会場：桜木町駅前広場

WWFジャパン　　 03-3769-1714　　 
　　　　　　　　　earth-hour@wwf.or.jp
温暖化対策統括本部調整課　
　 671-2622　　 663-5110

Ⓒ WWF Japan

横浜市臨時福祉給付金 検 索

臨時福祉給付金（経済対策分）申請受付開始！
消費税率引上げに伴う所得の少ない人への影響を緩和します。

申請期間：3月6日～9月6日（消印有効）
28年1月1日時点で市内に住民票があり、28年度分の市民
税が課税されていない人（課税者に扶養されている人、生活
保護・中国残留邦人などに対する支援給付などを受給して
いる人を除く）　
※28年度臨時福祉給付金の受給者も申請が必要です

1人につき1万5,000円（4月以降1回かぎり、原則口座振込）

対 象 者

支 給 額

専用ダイヤル　毎日9時～18時（土・日曜、祝休日も含む）　　0120-391-370　　664-2271　 　 

給付金キャラクター
カクニンジャ

受給には申請が必要です。対象となる可
能性がある人に、「お知らせ」（申請書など
を同封）を3月6日発送します。
※対象と思われるのに届かない人は専用ダイヤルまで
　連絡してください

申請書に記入のうえ、郵送してください。
期限後の申請は受付できませんので早め
に申請してください。

申請方法

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
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よこはまフェア 検 索

よこはまフェア
シンボルキャラクター

「ガーデンベア」
○C ITOON/GN2017

開幕 !
いよいよ3月25日（土）から花と緑の祭典
「第33回全国都市緑化よこはまフェア」が始まります。
春の花と緑で彩られる各会場の見どころを紹介します。 環境創造局全国都市緑化フェア推進課　

　 671-3789　　 663-0027

みなとガーデン 歴史と未来の横浜

里山ガーデン 緑豊かな横浜

山下公園／グランモール公園／港の見える丘公園／横浜公園／
日本大通り／象の鼻パーク／新港中央広場／運河パーク

横浜動物の森公園 植物公園予定地（よこはま動物園ズーラシア隣接）

未来のバラ園
（山下公園）
市の花であるバラと草花の華麗な競演による色彩が
楽しめ、夜はライトアップで幻想的に演出します。

横浜の花で彩る大花壇
市内最大級、1万㎡に及ぶ市内産のパンジー、ビオラなどの春の花々で彩られ
た圧巻の花畑。デッキから大キャンバスを眺めたり、花畑の中を散歩したり。

フォレスト
アドベンチャーよこはま
森の樹木を生かし、木々の間を滑
空するアスレチックコース。子ど
もから大人まで楽しめます。
（有料、予約制※）

グランピングサイト
森の中で楽しむカフェ空間や、自
然の中で都会的な快適さを楽し
むキャンプ「グランピング」を体
験できます。（一部有料、予約制※）

日本大通りフラワーフェスタ
（日本大通り）
チューリップとバラを中心に、歩道を
彩る花々が、大通りの両側全長400ｍ
にわたって彩りを添えます。

人と木々とクリスタル花火
（グランモール公園）
日没後、光のアート空間に変わります。

※予約など詳細は、ホームページを確認してください

その他にも見どころ満載！
詳しくはガイドブックを
ガイドブック配布場所
みなとガーデン、里山ガーデン、市役所市民情報センター、
区役所区政推進課、市内観光案内所（横浜駅、桜木町駅、新横浜駅）  など

今月号の記事で29年度予算の執行を伴う事業などは、市会での議決後に確定します。

NTTハローダイヤル　
　 050-5548-8686

イベントについて

事 業 に つ い て

※会場の写真やイラストは、すべてイメージ図です


