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　柔らかな陽射しを受けて、木々の緑が日ごとに鮮やかになってきまし
た。サクラやチューリップ、ハナミズキなど、春の花々が次々と街を彩る

この季節、花の美しさを愛でながら、街を散策するのが楽しみになってきます。
　昨年開催した全国都市緑化よこはまフェアには、おかげさまで市内外から約600万人ものお客
様にお越しいただきました。会場でお会いした皆様の楽しげな笑顔が、強く心に残っています。
　花や緑には、人々の心を癒し、潤し、豊かにする力があります。今後、よこはまフェアの成果をい
かして、花と緑で彩られる、魅力あふれる街「ガーデンシティ横浜」の取り組みを進めていきます。
　多くの皆様のお力に支えられ、今年も、花と緑で、街と人、時をつなぐ「ガーデンネックレス横浜
2018」を開催中です。美しい港の景観や開港以来の街並み、自然豊かな里山の田園風景を彩る春
の花々が皆様をお迎えします。どうぞお出かけください。

花と緑あふれる都市・横浜をめざして

ガーデンネックレス横浜2018  開催中
里山ガーデン（よこはま動物園ズーラシア隣接：旭区上白根町1425-4） ～5月6日（日）まで
みなとエリア（山下公園、港の見える丘公園、日本大通り、横浜公園、新港中央広場） ～6月3日（日）まで  ほか市内各所

ガーデンネックレス横浜2018 検 索

人　口
世帯数

3,729,729人
1,673,511世帯

※紙面中、特に記載がない場合、市
外局番は横浜「045」です
※いただいた個人情報やご意見は
「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

（2018年3月1日現在）

ホームページから広報よこはま市版・各区版も閲覧できます。 広報よこはま 検 索

【この記事に関する問合せは】NTTハローダイヤル　　 050-5548-8686（8時～22時、6月4日まで）　　環境創造局みどりアップ推進課　　 224-6627

昨年の様子
（里山ガーデン・
ドローンで撮影）

市政へのご提案は、「市民からの提案」と明記し、住所・氏名・年齢・電話番号を書いて区役所へ。
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助け合い、支え合う自治会町内会 　市内には約2,900の自治会町内会があり、
それぞれの地域で住民の皆さんが安全・安心な毎日を過ごせるように、幅広い活動に取り組んでいます。
　まずは、できることから自治会町内会の活動に参加してみませんか。

高齢者の見守り高齢者の見守り高齢者の見守り
　一人暮らしの高齢者を、見守りや
食事会を通じて、日頃から気にかけ
るようにしています。

防災防災防災
　防災用品の備蓄や、防災訓練の実
施など、いざという時に備えた活動
に力を入れています。

　年一回、自助共助の意識を高めると
同時に、行政の防災力を知るため17
の自治会町内会が集まって防災訓練
を実施しています。訓練では、災害時
などに特に支援が必要な人の確認も
行っています。地域防災拠点訓練で

は、ペットを連れて
の避難訓練を取り入
れました。このほか、
集合住宅では階段
避難車の訓練を行
うなど、日ごろか
ら地区の実情に
合わせていざと
いう時のため備
えています。

　中学生2人と民生委員1人の3人1組
で一人暮らしの高齢者宅を訪ね安否
を確認する訓練を始めて8年になりま
す。3年前から高齢者を地域防災拠点
まで誘導することにも取り組むよう
になりました。高齢者からは、若い人

たちの見守りがうれし
いと言った声が聞かれ
ます。また訓練に参加
した中学生からも、意
識がかわった、また参
加したいなど頼りに
なる感想を聞きまし
た。高齢者も安心
して暮らせるよう
に、地域の皆で見守
りを行っています。

防犯防犯防犯
　防犯パトロールや登下校時の子ど
もの見守りなどを行い、安全・安心な
まちを目指し活動しています。

子育て子育て子育て
　子育てサロン、健康サロンを開催
し、地域ぐるみで子育て支援や健康
づくりをしています。

祭り・世代間交流祭り・世代間交流祭り・世代間交流
　家族で楽しめる祭りや運動会など
のイベントを開催し、顔の見える関
係づくりをしています。

　武者行列とパレードが人気の「小机
城址まつり」は地区の人たちが長年支
えている祭りです。その伝統を守り、
引き継いでいくために若い人たちを
仲間に迎えて、新鮮なアイディアを加
えてほしいと思っています。祭りは

多くの自治会町内会で
行っているので、祭
りの手伝いをしてみ
たい、という気軽
な思いで町内会
活動に加わって
みてはどうで
しょうか。地域
での人付き合
いが広がりま
すよ。

　住民の持ち回りによる防犯パト
ロールがほぼ毎日、行われています。
看板やのぼり旗は地域に住んでいる
人の協力を得て設置しています。私
は「青パトロール車（青色回転灯を装
備した自動車）」に目立つ制服を着て
乗り込み、地区を巡回しています。そ
の結果、以前は多かった空き巣の件数
が激減しました。地域の安全を維持
するため継続して活動しています。

　子どものサロンや赤ちゃん会、小中
学校の障害児が集まる「しろさと地区
放課後プラザ」などを開いています。
利用者からはもっとたくさん開催し
てほしいという声も。運営は町内の
人たちで、臨時に手伝ってくださる人

の協力も得ながら活
動しています。子
育てが一段落した
人はもちろん、子
育て中の人、仕事
のある人でも「で
きることはあるか
も」という気持ち
で活動に参加し
てみませんか。

三上勇夫さん 遠藤洋子さん 防後優子さん三上喜美子さん 中山千加子さん
ぼうご よしかずようこいさお

自治会町内会に加入し地域の絆を深めよう
　自治会町内会に加入したいけれど、自宅が
どの自治会町内会に属しているのか分から
ない、誰に相談すればよいか分からない…そ
んなときは居住区の地域振興課に連絡して
ください。自治会町内会への加入の取次ぎ
を行っています。

横浜で暮らし始める人に
　市では、転入手続きをした人に自治会町内
会加入の案内を「暮らしのガイド」などの行
政情報と一緒に渡しています。
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☎各区地域振興課
加入についての相談は、居住区の区役所地域振興課へ問い合わせてください。

活動を通じて街灯のこと、ごみ
収集のことなど身近な暮らし
の仕組みも分かっていき、地域
との絆ができていきます。知
り合いとの交流が楽しくて、活
動を続けています。

子どもの登下校の見守りなど
自治会町内会の存在が心強い
ことがたくさんあります。ま
た、困った時に自治会町内会の
人からいろいろアドバイスを
もらっています。

平日は仕事をしていますが、休みに
できる範囲で行事に参加していま
す。近所に知り合いも増え、声をか
けてもらえることも増えました。
自治会町内会の活動で日常の安全
が保たれていると実感しました。

運動会や祭りの裏方を
経験して楽しかったと
言う人がたくさんいま
す。行事を通じた交流
は自治会町内会活動の
魅力のひとつです。

【この記事に関する問合せは】市民局地域活動推進課へ　　 671-2317　　 664-0734

まちの美化まちの美化まちの美化
　地域の清掃活動やごみ集積所の管
理を行い、きれいで住みよいまちづ
くりに取り組んでいます。

　月に5回、小学生の登下校や高齢者
の見守りのために地区内をパトロー
ルしながらまちの美化に取り組んで
います。参加者の健康増進も兼ねて
いるので、犬を連れて散歩がてらに、
あるいは子どもと一緒に、皆さん気軽

に参加していま
す。タバコや空
き缶のポイ捨て
が減ったのはパ
トロールの効果
でしょうか。歩
きながらまちを
知ることで災害
時の避難にも役
立ちますよ。

牧　義一さん

撮影協力：磯子区洋光台連合自治町内会 撮影協力：港北区城郷地区連合町内会
しろさと
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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 ワタシ ジィジ バァバ

ヘルスィ

ママパパ

　65歳以上の人の介護保険料は、介護サービ
スの給付額の見込みに応じて、3年ごとに改
定となります。平成30年度から平成32年度
までの保険料額は表のとおりです。

○この保険料は、条例で定められることにより確定します

※1 世帯とは、原則として4月1日現在での住民票上の世帯
をいいます。ただし、4月2日以降に市外から転入した
場合や年度途中で65歳（第1号被保険者）になった場
合、その年度はそれぞれ、転入日、誕生日の前日の世帯
を基準とします

※2 合計所得金額とは、税法上の合計所得金額（前年の収入
金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額
で、税法上の各種所得控除や上場株式等の譲渡損失に
係る繰越控除などは行う前の金額）から、土地や建物
の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し
引いた金額をいいます。なお、合計所得金額がマイナ
スの場合は、0円として計算します

※3 公的年金等収入額とは、税法上課税対象の収入となる
公的年金等（国民年金、厚生年金など）の収入額をい
い、非課税となる年金（障害年金・遺族年金など）は含
まれません

※4 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年
金等に係る雑所得（公的年金等収入額から公的年金等
控除額を差し引いた金額）を差し引いた額をいいます

保険料段階

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階
〈基準額〉

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

第14段階

第15段階

第16段階

対象となる人 基準額×割合＝年間保険料額
・生活保護または中国残留邦人等支援給付受給者
・市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者

同じ世帯に
いる人全員が
市民税非課税

同じ世帯に
市民税課税者が
いる人

本人の
合計所得金額が

本人の「公的年金等収入額（※3）」と「その他の合計
所得金額（※4）」の合計が年間80万円以下の人

本人の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得
金額」の合計が年間80万円以下の人

本人の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得
金額」の合計が年間120万円以下の人で、
かつ第2段階に属さない人

上記以外の人

上記以外の人

120万円未満の人

120万円以上160万円未満の人

160万円以上250万円未満の人

250万円以上350万円未満の人

350万円以上500万円未満の人

500万円以上700万円未満の人

700万円以上1,000万円未満の人

基準額×0.40＝  29,760円

基準額×0.40＝  29,760円

基準額×0.60＝  44,640円

基準額×0.65＝  48,360円

基準額×0.90＝  66,960円

基準額×1.07＝  79,600円

基準額×1.10＝  81,840円

基準額×1.27＝  94,480円

基準額×1.55＝115,320円

基準額×1.69＝125,730円

基準額×1.96＝145,820円

基準額×2.28＝169,630円

1,000万円以上1,500万円未満の人 基準額×2.60＝193,440円

1,500万円以上2,000万円未満の人 基準額×2.80＝208,320円

2,000万円以上の人 基準額×3.00＝223,200円

74,400円
〈基準額〉

本
人
が
市
民
税
非
課
税

本
人
が
市
民
税
課
税

【この記事に関する問合せは】
市コールセンターへ　
　 664-2525　　 664-2828　
または居住区の区役所保険年金課へ

4月から

4月から

なお、保険料額は、6月下旬に送付する
「介護保険料額決定通知書」でお知らせします

　介護報酬の改定により、今までと同じ介護保険サービスを利用した場合でも、利用者負担額が変わることがあります。
　実際の利用者負担額は、サービスの種類などによって異なります。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。 【この記事に関する問合せは】健康福祉局介護保険課へ　　 671-4255　　 681-7789

8月から
　65歳以上の人の介護保険サービス利用時の利用者負担
の割合は、所得に応じて1割または2割と定められていまし
たが、平成30年8月1日利用分からは、特に所得の高い人※1

については「3割」になります。ただし、利用者負担には
1か月あたりの上限額（高額介護サービス費）があります。

　要介護(支援)認定等を受けている人を対象に、介護保
険サービス利用時の利用者負担の割合を証する書類と
して「介護保険負担割合証」を交付しています。
　この証は毎年7月31日に有効期限が切れることから、
8月1日以降有効な新しい証を、7月中に区役所から送付
しますので、更新にかかる手続きは不要です。

介護保険負担割合証のイメージ

【この記事に関する問合せは】       市コールセンターへ　　 664-2525　　 664-2828  
【利用者負担に関する問合せは】    居住区の区役所保険年金課へ
【サービス利用に関する問合せは】居住区の区役所高齢・障害支援課へ

　介護保険料は、本人及び住民票上の世帯（※1）の課税状況、本人の前年中の合計所得金額（※2）などに基づいた段階別の保険料です。

※1  利用者負担の割合が2割となる基準を満たす人のうち、本人の合計所得金額※2が220
万円以上で、かつ以下の①または②の条件を満たす場合
①世帯に65歳以上の人が本人しかいない場合で、「公的年金等収入額＋その他の合
　計所得金額※3」の合計が340万円以上
②世帯に65歳以上の人が複数いる場合で、第1号被保険者全員の「公的年金等収入額
　＋その他の合計所得金額※3」の合計が463万円以上

※2  税法上の合計所得金額から土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除
額を差し引いた金額

※3  合計所得金額から公的年金等に係る雑所得（公的年金等収入額から公的年金等控除
額を差し引いた金額）を差し引いた金額

○利用者負担割合の基準は、政省令などで定められることにより確定します

　高齢者に関する保健福祉事業や介護保険制度の円滑な実施に
関する総合的な計画として、3年ごとに策定しています。
　団塊の世代が75歳前後を迎える2025年を見据え、具体的な施
策を盛り込んだアクションプランとして策定しました。

ポジティブ・エイジング

【この記事に関する問合せは】
健康福祉局高齢健康福祉課へ　　 671-3412　　 681-7789

※ホームページからダウンロードできます。冊子は6月上旬から市役所
　1階「刊行物サービスコーナー」で販売予定です

7期計画 検 索

～第7期  横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画～（計画期間：2018〈平成30〉年度～2020〈平成32〉年度）

基本目標

基準額×1.00＝

～誰もが、いつまでも、どんなときも、自分らしくいられる
「横浜型地域包括ケアシステム」を社会全体で紡ぐ～
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■市職員（大学卒程度等）
詳細は受験案内（4月20日から区役所
広報相談係で配布）か で

一次試験日＝6月24日（日）
5月10日まで
人事委員会任用課（ 671－3347
641－2757）

■市立病院勤務の看護師・助産師
　（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20日（日）②6月17日（日）
①5月2日まで②6月1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2回の会
議・作業。1998年4月2日〜1999年4月
1日生まれの人、抽選｡ 詳細は で

4月19日まで
教育委員会生涯学習文化財課（
671－3283 224－5863）

■横浜開港祭ボランティア
18歳以上､各日選考100人｡ 詳細は で

6月1日（金）・2日（土）
臨港パーク・その他周辺
4月30日まで
説明会　参加必須。5月10日（木）19
時か5月20日（日）10時、開港記念会
館で 
実行委員会（ 212－5511 212－
5510）か文化観光局MICE振興課（
671－4234）

■市営住宅入居者
650戸。6か月以上在住か在勤の成人、
抽選｡ 詳細は4月9日から募集のしお
り（区役所広報相談係で配布）で

4月20日まで
住宅供給公社（ 451－7777 451－
7769）

■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。詳細は公
社賃貸情報（区役所広報相談係で配
布）で

毎月受付。先着順受付の空家もあり
住宅供給公社（ 451－7766 451－
7707）

■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。鶴見区
豊岡町、23戸。申込時に在住か在勤
の60歳以上、抽選

4月20日までに申込書（4月9日から
区役所広報相談係で配布）で
住宅供給公社（ 451－7766 451－
7707）

■3R活動優良事業所認定候補
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｡
詳細は で

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 
　まちづくりの提案
市民主体で行う身近なまちの整備に
助成金を交付。詳細は応募の手引（区
役所広報相談係で配布）か で

6月8日まで
都市整備局地域まちづくり課（
671－2679 663－8641）

■ダンス補助金交付対象事業
Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 
2018の主旨に合う事業､ 選考｡ 詳細
は募集要項（区役所広報相談係で配
布）か で

5月25日まで
説明会　5月13日（日）10時､ かなが
わ県民センターで
横浜アーツフェスティバル実行委
員会（ 663－1365 663－1928）

■横浜の環境 いま・むかし 写真展作品
詳細はチラシ（区役所広報相談係で
配布）か で

5月31日まで
環境創造局環境管理課（ 671－
2487 681－2790）

■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）

■障害者スポーツ大会等への参加助成金
2019年3月31日までの大会で､ 市内
に住民登録がある個人か団体、選考。
詳細は で

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）

■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4月2日から で

5月18日（金）9時45分〜11時45分
技能文化会館
1歳6か月〜未就学児（予約制）
4月27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（ 681－0915）

■シニアボランティアポイント
　登録研修会
65歳以上､ 先着｡ 詳細は4月2日から
チラシ（区役所高齢・障害支援課で配
布）か で

各13時〜16時
　4月20日（金）＝旭公会堂､4月25日（水）

＝青葉公会堂、5月8日（火）＝泉公会
堂､ 5月15日（火）＝鶴見公会堂､ 5月
23日（水）＝開港記念会館
4月11日から で事務局 （ 671－
0296）
申込先か健康福祉局介護保険課

（ 671－4252 681－7789）
■横浜シニア大学講座
　①一般②③特別
①医療・生活など②健康③歴史文学。
各抽選。2,000円。詳細は4月2日から

受講案内（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3回③7月､ 全3回

①各区老人福祉センターほか
　②③ウィリング横浜

①②5月11日まで③6月15日まで
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
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。詳細は4月2日から募集要項（各
区福祉保健センターで配布。 から
入手）で

5月14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）

■人工肛門・膀胱　地区別相談会
人工肛門・膀胱保有者か関係者、各
当日先着100人

各13時30分〜16時30分
　4月14日（土）＝中・西部､ 4月17日（火） 

＝北部、4月22日（日）＝南部
健康福祉総合センター
オストミー協会（ 475－2061 475
－2064）か健康福祉局障害福祉課

（ 671－3602）
■理療臨床公開講座生の募集
あん摩マッサージ指圧師・はり師・
きゅう師免許を所持する視覚障害
者、選考12人

5月10日〜2019年2月21日の木曜9
時、全30回
4月25日までに で会場の盲特別
支援学校（ 431－1629 423－0284）

■障害者パソコン講習会
　①エクセル基礎1
　②ワード基礎2
15歳以上（中学生除く）の肢体・内
部・精神・聴覚等障害者などで、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。
3,160円

各13時〜16時、全4回
　①5月9日〜18日の水・金曜
　②5月22日〜31日の火・木曜

横浜ラポール
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福祉課

（ 671－3602）

■教室「関節リウマチの薬物療法」
先着50人

5月15日（火）15時〜16時
4月11日から か に を書い
て、会場のみなと赤十字病院（
628－6381 628－6101）

■訪問看護入門研修
看護師免許所持者､ 選考30人｡ 詳細
は問合せか で

5月24日（木）・25日（金）､ 全2回
4月19日まで
会場の看護協会（ 263－2933 263

－2905）か健康福祉局高齢在宅支援
課（ 671－4129）

■はまふぅどコンシェルジュ講座
地産地消を実践・普及する人､ 選考
30人｡ 6,000円。詳細は4月19日から
申込書（区役所広報相談係で配布、

から入手）で
6月〜8月､ 全5回
5月14日まで
環境創造局農業振興課（ 671－
2639 664－4425）

■家族で学ぶ農体験講座
サツマイモ等の植え付けから収穫ま
で。小学生と家族、抽選30人。大人
1,000円、小学生500円。詳細は で

6月〜10月の土曜9時30分〜12時、
全5回
4月28日まで
会場の環境活動支援センター（
711－0635 721－6356）

■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－
0131）か文化観光局MICE振興課（
671－4234）

■花と緑のスプリングフェア
①ステージ､ ブース出展②花壇展③
日本花通り。詳細はチラシ（区役所広
報相談係で配布）か で

①4月13日（金）〜15日（日）10時〜17
時､ 荒天中止

　②③4月13日（金）〜5月6日（日）
①山下公園､ 横浜公園

　②象の鼻パーク③日本大通り
緑の協会（ 228－9430 641－0821） 

■クルーズスタイル 2018 横浜
国内最大級の船旅の祭典。詳細は で

4月14日（土）10時〜20時、4月15日（日）
10時〜17時
大さん橋ホール
横浜港振興協会（ 671－7241 671
－7350）か港湾局客船事業推進課

（ 671－7272）
■不動産鑑定士による無料相談会・

地価パネル展
4月24日（火）10時〜16時
新都市プラザ
不動産鑑定士協会（ 661－0280
661－0263）か都市整備局企画課（
671－3953）

■新しいこと、本といっしょに
おはなし会や展示ほか。詳細は会場
の市内18図書館へ問合せか4月2日
から で

4月20日（金）〜5月20日（日）
中央図書館（ 262－7334 262－
0052）

■遊んで発見！
　竹の世界をのぞいてみよう
3〜6歳（未就学児）と保護者､ 先着15
組30人。詳細は4月13日から で

5月19日（土）10時〜12時
児童遊園地
4月16日から
環境活動支援センター（ 711－
0635 721－6356）

　これまでマークで記載していた
内容を、一部文章化することで、
よりわかりやすく読めるように変
更しました。

はま情報の記載方法を
一部変更しました！
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■趣味の園芸フェア in 横浜 2018
　ローズコレクション
　①展示②ステージ
②抽選50組100人｡ 詳細はチラシ（区
役所広報相談係で配布）か で

①5月8日（火）〜10日（木）11時〜19時
②5月8日（火）13時〜15時
①クイーンズサークル

　②NHK横浜放送局
②4月16日まで
NHKエデュケーショナル（ 03－
3462－8152）か環境創造局みどり
アップ推進課（ 671－2688 224－
6627）

■講演｢横浜のバラの魅力と歴史」
抽選200人。詳細はチラシ（4月2日か
ら区役所広報相談係で配布）か で

5月9日（水）10時〜11時30分
情文ホール
4月25日までに か に 参加
人数（ 2人まで）を書いて､ 事務局

（ 212－0039 227－6061）
申込先か環境創造局みどりアップ
推進課（ 671－2688）

■タグボート乗船体験
在住・在勤・在学、抽選各10人。詳細
は4月2日から で

5月16日（水）・23日（水）10時〜12時・
12時45分〜14時45分
4月20日までに に 希望
日時を書いて、横浜港振興協会（〒
231－0002中区海岸通1－1､ 671－
7241 671－7350）
申込先か港湾局賑わい振興課（
671－2888）

■市民クルーズ　
　①ぱしふぃっくびいなす　東北三陸
　② MSCスプレンディダ 熊野大花

火・沖縄・南西諸島・台湾
各抽選。①16室②60室
大人1人①119,000円〜②196,200円〜
横浜港発着。詳細はチラシ（4月2日か
ら区役所広報相談係で配布）か で

①5月20日（日）〜23日（水）
　②8月10日（金）〜18日（土）

取扱旅行会社。①4月16日まで②5
月10日まで
港湾局客船事業推進課（ 671－
7272 201－8983）

■ダンスフィットネスヨコハマ2018
　観覧者募集
アマチュアダンスの発表。1,000円

5月5日（祝）9時30分〜18時30分
パシフィコ横浜
体育協会（ 640－0018 640－0024）

■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
20人以上の青少年団体の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12日（土）10時②5月13日（日）

11時③5月13日（日）13時
①各施設②③問合先
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レクリエーションインストラクター
18歳以上、各選考。詳細は4月2日か
ら申込書（区役所広報相談係で配布）
か で

5月11日まで

体育協会（ 640－0014 640－0024）
■ねんりんピック富山　
　市代表選考会
　①弓道②ソフトボール③テニス
2019年4月1日時点で在住の60歳以
上。詳細は問合せを

①4月22日（日）・5月26日（土）・6月10
日（日）

　②5月5日（祝）・6日（日）・13日（日）
　③5月16日（水）・予備日23日（水）

①4月22日まで②4月16日まで③4
月27日まで
①常盤公園弓道場（ ・ 333－
3735）②ソフトボール協会（ ・
311－4355）③テニス協会（ 663－
0557 663－0558）か、健康福祉局
高齢健康福祉課（ 671－2406）

■ボディメイク・筋力アップ教室
15歳以上（中学生除く）､ 各先着15
人。18,000円

5月〜7月の水曜コース・金曜コー
ス、各19時〜20時40分､ 全12回
4月11日から で会場のスポーツ
医科学センター（ 477－5050
477－5052）

■平成30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（火） 
財政局固定資産税課（ 671－2258 

641－2775）
■国民健康保険上の世帯主設定開始
4月1日から、住民基本台帳上の世帯主
以外の人も可能に。詳細は問合せを

居住区の区役所保険年金課か健康
福祉局保険年金課（ 671－2423
664－0403）

■平成30年度からの国民健康保険
制度

県と市の共同運営に。届出等は居住区
の区役所保険年金課へ。詳細は で

前記か健康福祉局保険年金課（
671－2421 664－0403）

■就学援助制度
市立小・中・義務教育学校へ通学させ
るのに経済的に困難な人へ学用品・
修学旅行費等を援助

通学校か教育委員会学校支援・
地域連携課（ 671－3270 681－
1414）

■｢自転車駐車場の附置等に関する
条例｣施行

4月1日から、集客施設・共同住宅の
新築・増築時は駐輪場の設置が必要。
詳細は問合せか で

道路局交通安全・自転車政策課（
671－3844 663－6868）

■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20,000
円。申込前の購入は対象外｡ 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）

■成人用肺炎球菌ワクチン予防接種
3,000円（生活保護受給・市民税非課
税世帯等は自己負担免除）。対象年
齢の人へ6月下旬に案内等を送付｡
詳細は問合せを

7月1日〜2019年3月31日
協力医療機関
予防接種コールセンター（ 330－
8561 664－7296）

■動物愛護センターから
　費用の一部補助
　①猫の不妊去勢手術
　②犬猫のマイクロチップ装着
各先着。詳細はチラシ（区役所生活

衛生課で配布）か で
動物愛護センター（ 471－2111
471－2133）

■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）

4月〜2019年3月の第3金曜18時〜
20時
男女共同参画センター横浜（ 862
－5050 862－3101）

■個別ぜん息相談
各先着。①15歳以上（中学生除く）、2人 
②15歳未満､ 3人

①5月9日・6月13日・7月11日の水
曜14時〜15時30分

　②5月17日・6月21日・7月19日の木
曜14時〜16時
みなと赤十字病院
4月11日から で健康福祉局保健
事業課（ 671－2482 663－4469）

■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）

■粗大ごみの申込みは連休前に
ゴールデンウイーク明けは受付が集
中するので早めに申込みを

月〜土曜（祝休日を含む）
　受付センター（ 0570－200－530〈携

帯・IP電話からは 330－3953〉）。
からも可
資源循環局街の美化推進課（ 671
－2557 662－1225）

■市民局広報課から
　①平成30年度版｢暮らしのガイ

ド」配布中
　②季刊誌｢横濱｣60号発売
②｢横浜のおいしいランチ｣､ 610円｡
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､ 600円

②4月4日
①区役所広報相談係ほか

　②県内・都内の主な書店ほか
市民局広報課（ ①671－2332②
671－2331、 661－2351）

■横須賀市立図書館と相互貸し出し
開始

詳細は問合せか で
4月3日
中央図書館（ 262－7334 262－
0050）

■都市計画マスタープランの縦覧
　①磯子区プラン公表
　②戸塚区プラン公表
　③金沢区プラン公表及び地区プラ

ンの廃止
関係図書の縦覧は問合先で。 から
も可

区役所企画調整係
　①磯子区（ 750－2332 750－2533）
　②戸塚区（ 866－8326 862－3054）
　③金沢区（ 788－7729 786－4887）
■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。
区役所広報相談係、市役所市民情報
センターでも閲覧可

総務局法制課（ 671－2092 664－
5484）

■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9・23日・5月7日休み〕
①金の卵見つけました　演奏会
②ヤクブ・フルシャ指揮 バンベルク
交響楽団
①2,000円②6,000円〜 12,000円､ 会
場で販売中

①6月17日（日）15時〜16時45分

　②6月28日（木）14時〜16時
■横浜美術館〔西区みなとみらい3－
4－1、 221－0300 221－0317、木曜・
5月7日休み、5月3日開館〕
コレクション展
500円

6月24日（日）まで
■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－2、
263－3055 263－3031、4月9・16日・5
月7日休み〕
横浜狂言堂
｢雷」「宗論」。2,000円､ 4月7日12時か
ら か で販売開始

5月13日（日）14時〜15時25分
■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－110
－1、 231－2515 231－4545、4月18・
19日休み〕
①柳亭市馬独演会
②新風落語会
③林家正蔵独演会
④七代目笑福亭松喬 襲名記念落語会
⑤よこはま文菊開花亭
3,100円、会場で販売中

①5月 8 日（火）19時〜21時
　②5月10日（木）19時〜21時
　③5月12日（土）14時〜16時
　④5月13日（日）14時〜16時
　⑤5月15日（火）19時〜21時
■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）､ 横浜（戸
塚区上倉田町435－1、 862－5052
862－3101、第4木曜休み）〕
①映画｢笑う101歳×2 笹本恒子　
むのたけじ｣
②夫婦関係・離婚をめぐる法律講座
調停・裁判編
各先着｡ ①50人②女性､ 35人。①800
円②1,200円

①5月18日（金）10時〜11時45分・13
時30分〜15時15分

　②5月22日（火）14時〜16時
① 、②
1歳6か月〜未就学児（予約制・有料）
4月11日から か で

■歴史博物館〔都筑区中川中央1－18－
1､ 912－7777 912－7781、月曜（祝
休日の場合翌日）休み〕
展示「君も今日から考古学者」
300円

4月7日（土）〜7月1日（日）
■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2・30日・5月7日開園、入園
料500円〕
ゴールデンウイーク特別ガイド

4月28日（土）〜5月6日（日）
■野島青少年研修センター〔金沢区野
島町24－2､ 782－9169 701－9599〕
夏期宿泊利用抽選会
7月20日〜8月31日宿泊分｡ 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

5月13日（日）13時30分開始（30分前
から受付）
4月13日〜5月12日に か で
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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 7日
14日

21日
28日

※タイトルは変更になる場合があります

ようこそ横浜へ 
横浜のおいしいランチ
～季刊誌「横濱」春号連動企画～
横浜でマナブ！
横浜で楽しむGW

10：47～10：52頃
6：35～6：45

9：30～10：00
16：30～16：35（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

横浜のおいしい
ランチ

4月4日発売

横浜を感じるミニコラム

 『横浜育ち、横浜びいき。優しくてやわらかな横浜が好き』 大森 美香（脚本家）

　今娘が６歳なのですが、ちょうど私が６歳の時に
福岡から横浜に引っ越してきました。最初は梅林の
ある大倉山です。中学に入って菊名に、そして高校
の時金沢八景に引っ越し、二十歳までずっと横浜で
暮らしていました。
  「横浜の思い出は」とたずねられたら…自分では

「横浜育ち」という気持ちでいるので、もう思い出だ
らけできりがありません。まず、遠足は野毛山動物
園。こどもの国にもよく行きましたし、母や妹と山
下公園のバラ園に出かけてスケッチしたり。船も好
きだったので船を描いたりマリンタワーに階段での
ぼったり。高校生の頃は友達と横浜博覧会に行き、
元町のチャーミングセールや今はもうなくなってし
まったけれど、山下公園の花火大会にもよく行って
いました。もちろん横浜市歌もフルで歌えます。
　今、明治の女性が主人公の小説を書いているので
すが、そこにも横浜はたくさん出てきます。女学校
など社会貢献できる女性を創りだそうという姿勢が
当時からあったことが感じられて、わくわくしてし
まいます。横浜を出た今、外から見て思うのですが、
横浜には開港からの歴史と、開港以来のしなやかさ、
外国の文化を受け入れ昇華して成長していく柔軟さ
が海の香りと共に生き続けている気がします。横浜

で暮らす人、働く人、学んでいる人、みなさんが暮
らしやすく、暮らしていることがプライドになるよ
うな、そんな街になっていくと嬉しいなと思ってい
ます。横浜びいきなもので。
　横浜に来るたびにいつも「また住みたいなあ」と思
うんです。いつか横浜が舞台となる作品もぜひ書き
たいですね。

　2030年頃には、グローバル化が一層
進むとともに、進化した人工知能が人間
の仕事を代替するなど、社会や生活が大
きく変わると言われています。
　大きく変化する時代を見据え、市は、
今後10年を展望した教育の理念や方向

性を示す「横浜教育ビジョン2030」を策
定し、市全体で取組を進めます。
　学校だけでなく、家庭や地域、企業、
さまざまな団体や機関が、このビジョン
を共有し、社会全体で未来を創る子ども
たちを育んでいきましょう。

期  間 4月1日（日）～2019年3月31日（日）
対  象 横浜市国民健康保険に加入している40歳～74歳の人
持  物 保険証・受診券※・問診票※

※�受診券・問診票は5月下旬に居住区の区役所から発送します。
発送前に受診を希望する場合は、居住区の区役所保険年金課
で受診券・問診票の交付申請をしてください。

１ 横浜の教育が目指す人づくり
  「自ら学び　社会とつながり ともに未来を創る人」
 の育成を目指します
２ 横浜の教育の育む力
  「知：生きてはたらく知」「徳：豊かな心」「体：健やかな体」
 「公：公共心と社会参画」「開：未来を開く志」
 の5つの視点で育んでいきます
３ 横浜の教育の方向性
 多様性を尊重し、つながりを大切にした教育を推進します

横浜教育ビジョン2030策定
～「自ら学び 社会とつながり ともに未来を創る人」の育成に向けて～

横浜市国民健康保険に加入の人は
特定健康診査の自己負担額が無料になります！

特定健康診査を受けましょう

特定健康診査実施機関
一覧表はコチラ➡

ラグビーの発祥 ～ウィリアム・ウェブ・エリス少年～

　ラグビーワールドカップの優勝ト
ロフィー「ウェブ・エリス・カップ」。
実はラグビーの発祥と深いかかわり
があります。
　1823年、英国のウィリアム・ウェ
ブ・エリス少年が、当時の原始的フッ
トボール（サッカーが生まれる以前
の競技）の試合中、ルールを無視して
ボールを持って走り出しました。この少年が通っていた
学校がラグビーという名であったことから、「ラグビー」
というスポーツが誕生し、ラグビーワールドカップの優
勝トロフィーは少年の名を冠したものとなりました。
　2019年の横浜では、その優勝トロフィーをかけた決
勝・準決勝を含む全世界注目のラグビーワールドカップ
2019TMの７試合が開催されます。

【この記事に関する問合せは】
市民局ラグビーワールドカップ2019推進課へ

671-4577　 664-0669

【ボランティアに関する問合せは】
ラグビーワールドカップ2019組織委員会へ　
03-4405-6225

TM©Rugby World 
Cup Limited 1986. 
All rights reserved.

トロフィーは高さ47.2㎝、重さ4.5㎏。歴代の優勝チー
ム名が刻まれています

大会ボランティア募集開始

5月8日（火）は、ラグビーワールドカップ2019™開幕500日
前！2019年に向けて、決勝の地、横浜からラグビーを盛り
上げていきましょう。

2019年9月20日（金）〜11月2
日（土）に開催されるラグビー
ワールドカップ2019TM。決勝
の地となる横浜で、来場者を
出迎える大会ボランティアを
募集します。

募集期間
4月23日（月）〜7月18日（水）

【この記事に関する問合せは】
教育委員会事務局教育政策推進課へ
671−3243　 663−3118

【この記事に関する問合せは】
横浜市けんしん専用ダイヤルへ	 664-2606　 664-2828
健康福祉局保険年金課へ	 671-4067　 664-0403

「自分の技能や経験を生かして学校でボランティア活動がしたい人」を市立小・
中・義務教育学校の要請に応じて派遣する事業です。
登録方法はホームページを確認してください。 横浜教育支援隊

横浜教育ビジョン2030

横浜市　特定健康診査	

横浜教育
支援隊
募集中

横浜
教育ビジョン

2030

前回大会のボランティアの様子

応募方法など詳しくは、大会公式ホームペー
ジで確認してください。 大会公式ホームページ➡

大森 美香さん：1972年、福岡県生まれ。
1998年、脚本・監督デビュー。ドラマ「カバ
チタレ!」「マイ☆ボスマイ☆ヒーロー」、映画

「ひみつのアッコちゃん」などのヒット作を
手がける。2005年「不機嫌なジーン」脚本
で第23回向田邦子賞を史上最年少で受
賞。2016年NHK連続テレビ小説「あさが来
た」脚本で第24回橋田賞受賞。2017年「眩
〜北斎の娘〜」が文化庁芸術祭大賞を受
賞。2018年1月開催の横浜女性ネットワー
ク会議シンポジウムで講演。

プロフィールこ
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【発行】 市民局広報課      671-2332      661-2351 横浜市役所  〒231-0017  中区港町1-1  　671-2121（代表）

2018年10月から二俣川駅周辺を喫煙禁止地区に指定します

条例により、市内全域で歩きたばこと吸い殻などのポイ捨てが禁止されています
【この記事に関する問合せは】資源循環局 街の美化推進課へ　　 671-2556　　 663-8199

　美化推進重点地区内で、たばこの吸い殻の
散乱やたばこの火による火傷など、被害を及
ぼす恐れのある屋外の公共の場所で喫煙を禁
止する必要がある地区を喫煙禁止地区に指定
しています。これまで、横浜駅など7地区を指
定してきましたが、新たに二俣川駅周辺を喫
煙禁止地区に指定します。

●屋外の公共の場所での喫煙行為は禁止となります。
　（火のついたたばこを持つことも含まれます）
●喫煙禁止地区内には、喫煙所を設置しますので、利用
してください。
●喫煙禁止地区内では、「喫煙禁止地区等指導員」が巡回
します。
●違反者には罰則（過料2,000円）が科せられます。

喫煙禁止地区になると…
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災害シアターに新ムービーが登場

横浜市民防災センター
横浜マラソン2018　
市民枠・一般枠エントリー開始

　楽しみながら防災・減災を学べる市民防
災センターの体験ツアー。迫力ある大画
面の「災害シアター」に、家族で防災につい
て学べるショートムービー「ぐらがくる」
が新しく登場しました。このほかに、自分
で考え行動することを学ぶ「減災トレーニ
ングルーム」や、最大震度7の揺れが体験で
きる「地震シミュレーター」もあります。

　いよいよ「横浜マラソン2018」のエントリーが始まります。エント
リーは、市民枠と一般枠の2回チャンスがあります。この秋、横浜の
街を駆け抜けてみませんか。

【開館時間】9時15分～17時
【休 館 日】毎週月曜（祝休日の場合は翌日）
【所要時間】1時間（体験ツアー）
【予約方法】電話、FAXで申込み

　はしご車搭乗体験や放水体験など、
楽しく自助・共助について学べます。
【日時】4月15日（日）10時～15時
【会場】横浜市民防災センターと

沢渡中央公園
小さな子でもできる放水体験

　ランナー受付や給水、コース観察誘導など、横浜マラ
ソンを一緒に盛り上げるボランティアを5月22日（火）
から募集します。詳しくは大会公式ホームページで。 EXPO会場でランナー受付

【この記事に関する問合せは】
横浜市民防災センターへ　
　 411-0119　　 312-0386横浜市民防災センター 検 索

【開 催 日】10月28日（日）　
【種目ほか】

【申 込 み】大会公式ホームページまたは募集案内
（市役所市民情報センターほかで配布）で

【エントリーに関する問合せは】
ローソンチケットへ　 　0570-000-732（毎日10時～20時）

【この記事に関する問合せは】
組織委員会へ　
　 651-0666　　 226-5037横浜マラソン 検 索

募集期間　4月18日（水）～5月16日（水）
※申込み多数の場合は抽選（チャリティ枠などを除く）

ヨドバシ
カメラ

横浜
高島屋 西口

横浜駅

鶴屋町
三丁目

横浜市民防災センター

南12出口

沢渡中央
公園

至桜木町 至東京

首都高速

事前
申込不要

…指定区域

至鶴
ケ峰

15,000円
15,000円
4,000円
4,000円
3,000円

6,510人
410人
440人
30人
20人

※本募集の7,000人と先行で受付の優先枠をあわせた28,000人のランナーが走ります

フルマラソン
　　　　　うち市民枠
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）

種目 募集人数 参加料


