
４月号

５月号

６月号

７月号 夏のおでかけ情報　金沢動物園など

８月号 横浜音祭り2016

９月号 備えは、一人ひとりが、日頃から（防災）

１０月号 ぶらり横濱　めぐり旅（ぶらり観光SAN路線）

１１月号 ハマに息づく本物の技　横浜マイスター20周年

１２月号 冬のおでかけ情報　タワーズミライトなど

１月号 第33回全国都市緑化よこはまフェア、つながる・つづく　姉妹都市

２月号

３月号 第33回全国都市緑化よこはまフェア

ウェブ http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/koyoko/

動画

４月号

５月号

６月号

７月号

29年度
上半期
実績

中期4か年計画の総仕上げ

広報紙 広報よこはま【市版】（昭和24年事業開始）

説明

横浜市の施策、事業等の市民への周知を図る最も基礎的な広報媒体です。
（メールマガジンも配信）
市版と区版一体で印刷、配布
毎月１日発行　　約155万部／月

記事面は次の言語でも提供しています。（ウェブ）
英語、中国語（簡体字・繁体字）、ハングル、スペイン語、ポルトガル語、やさしい日
本語

28年度
実績

28年度の市政運営の方針、横浜市民防災センターリニューアルオープン

2016世界トライアスロンシリーズ横浜大会

かけがえのない　環境を　未来へ（６月は環境月間）

ラグビーワールドカップ2019TM、東京2020オリンピック・パラリンピックの感動を
横浜で

【動画】　　※詳細は「市政広報動画作成事業」の項目に掲載
　・「広報よこはま拾い読み」　（5分）
　・「横浜トピックス」　　　　（30秒）

自治会町内会、入っていて良かった！

進めよう、環境にやさしい取組

夏のおでかけ情報　海洋都市横浜　うみ博



４月号

５月号

６月号

７月号

８月号

９月号

１０月
号

１１月
号

１２月
号

１月号

２月号

３月号 里山ガーデン特集（旭区）、みんなで広げよう 見守りの輪（保土ケ谷区）

ウェブ 各区役所ウェブサイトに掲載

４月号

５月号

６月号

７月号

商店街が元気に開催！「港南区まちゼミ」（港南区）、より良い食育は家庭から（港北区

広報紙 広報よこはま【区版】（平成９年から市版と分離、平成17年に再度一体化）

説明
各区の施策、事業等の区民への周知を図る最も基礎的な広報媒体です。
市版と区版と一体で印刷をしています。

28年度
実績

主要事業・予算（６区）、地域福祉保健計画（７区）

民政委員・児童委員（神奈川区）、「区役所のサービス、地域の施設」 （都筑区）

区政運営方針（８区）、食育月間、食中毒予防、夏の注意事項（ハチの巣・蚊）（鶴見
区）

この夏は動物園で楽しく学ぼう（西区）、身近な自然、帷子川に遊びに行こう（旭区）

青少年指導員ってなあに？（瀬谷区）、がん検診に行こう！（磯子区）

地震から命を守る！（港南区）、港北区の子育て支援（港北区）

伝統文化保存会の活動（泉区）、みんなで楽しむ読書の世界（戸塚区）

栄区のまちづくり（栄区）、子どもが笑顔で暮らせる地域を目指して（南区）

地域のミカタ 地域ケアプラザ（保土ケ谷区）、災害時障害のある人も地域で安心して暮らす（金沢区）

区制90周年 未来を担う若者達（鶴見区）、「なるほどあおば」＆オープンデータ（青葉
区）

29年度
上半期
実績

自治会・町内会って何をしているの？（泉区）、ケアプラザ活用術（港南区）

今年で100周年！民生委員（保土ケ谷区）、地域包括ケアシステムと認知症対策 （南
区）

区政運営方針・主要事業（10区）、歴史再発見（小机城・篠原城）（港北区）

食中毒を防ごう（瀬谷区）、青葉区版エンディングノート（青葉区）



４月
（52号）

７月
（53号）

10月
（54号）

１月
（55号）

４月
（56号）

７月
（57号）

広報誌

説明

■特集「ハマ線の今昔(いまむかし)」
絹の道に代わる「絹の鉄道」として開業した横浜線の秘めたる歴史とともに、沿線各駅
の見どころや自然豊かな「四季の森公園」「新治市民の森」など、訪ねてみたいすてき
な場所も紹介。

■特集「60’s  70’s 横浜グラフィティ」
1960～70年代は高度成長期。1964年を中心に、その頃の横浜はどんな街だったの
か、そして横浜が目指したものとは何かを問い直す。また「世相」「自動車」「港」
「ファッション」など、16のテーマに分けて当時の横浜を振り返る。

■特集「20世紀の画家が描く横浜」
開港以来、いち早く洋風文化に彩られた横浜の街は、多くの絵師や画家によって描かれ
続けてきた。横浜を描く画家たちは何を思い、「一枚の絵」を描いたのか。20世紀の
画家が描いた作品を手掛かりに、横浜の街を見つめ直す。

■特集「ハマ自慢！横浜を知る100のキーワード」
名所・自然・農業・まち・鉄道など、さまざまな分野のキーワードを手掛かりに、
ちょっと自慢したくなる横浜のトピックスをお届け。秘められた”横浜の顔”にスポッ
トを当て、新たな魅力を引き出す。

28年度
実績

■特集「横浜の地図を楽しむ」

地図は、地理的な情報だけでなく、多くの歴史を語っている。今号では、三次元的に表

現する『鳥瞰図』を採用することで、より臨場感あふれる横浜の街をお届けする。

■特集「大岡川をめぐる物語」

氷取沢市民の森を源流として、桜木町駅付近の河口まで約14キロ流れる大岡川を河口

から源流まで順にたどっていき、周辺の歴史や見どころを紹介。

29年度
上半期
実績

民間企業との協働編集事業です。横浜の文化・歴史・自然などを紹介し、郷土意識を醸
成するとともに、横浜の古今の姿を記録・保存していく広報誌です。

年４回発行
9,000部以上／回

＜横浜市の買取りページ＞

①市長対談、②横浜市に関する情報、③横浜の企業特集、④交通局のPR

季刊誌『横濱』（平成15年度事業開始）



市webサイト
トップページ

PRエリア
バナー

広報課
Twitter

アカウント

ウェブ 市ウェブサイト・ソーシャルメディア

説明

市の内外へ向けて、市政やイベントに関する情報をタイムリーに発信します。

■市ウェブサイトトップページの管理・運営
　トップページ　平成28年度総アクセス数　2,891,984

■広報課Twitterアカウント
　フォロワー数：128,604

■ソーシャルメディア利用環境整備
　Twitter　 （平成23年度開始）：全市で33アカウント
　Facebook（平成26年度開始）：全市で20アカウント
　YouTube （平成24年度開始）：全市で１アカウント（1,070の動画を公開）
　cookpad  （平成27年度開始）：全市で１アカウント「横浜市のキッチン」
                                              （約300のレシピを公開）

28年度
実績

■掲載内容 （）内は掲載期間

　マイナンバー制度　（通年）

　よこはまウォーキングポイント　（通年）

　横浜トライアスロン　（４月11日～５月15日）

　金沢動物園オセアニア区オープン　（４月19日～５月8日）

　市有地公募売却　（５月13日～６月10日／10月5日～11月７日）

　大都市制度フォーラム

   （in中区　５月16日～５月29日／in栄区　10月17日～10月30日）

　参議院議員通常選挙　（６月22日～７月10日）

　海洋都市横浜うみ博　（７月13日～７月23日）

　ヨコハマeアンケートメンバー募集　（７月15日～９月１日）

　横浜市救急相談センター　救急電話相談　（8月１日～８月31日）

　ラグビー　2019キックオフイベント　（9月７日～9月10日）

　横浜音祭り（９月８日～11月27日）

　横浜女性ネットワーク会議、横浜ウーマンビジネスフェスタ

  （10月12日～11月５日）

　スマートイルミネーション横浜2016（10月31日～11月６日）

　横浜10大ニュース　（11月11日～12月12日）

　フォトヨコハマ2017　（１月４日～３月31日）

　全国都市緑化よこはまフェア　（２月１日～29年度へ継続）

　ヨコハマトリエンナーレ2017　（2月27日～29年度へ継続）

■主な発信内容（反響が大きかったもの）

（）内の数字はツイートが閲覧された回数

4月：「世界一難しい恋」デートスポットマップ　（86,863回）

5月：三渓園「蛍の夕べ」　（24,969回）

6月：「開港記念日」無料開放施設の案内　（38,217回）

7月：ピカチュウ大量発生チュウ　（53,260回）

8月：第31回神奈川新聞花火大会　（77,065回）

9月：市営地下鉄関内駅の永遠番長（三浦選手）展示　（213,647回）

10月：季刊誌「横濱」54号発売案内　（21,321回）

11月：「逃げるは恥だが役に立つ」タイアップ企画　（18,627回）

12月：「逃げるは恥だが役に立つ」ロケ地マップ　（78,782回）

1月：「ヨコハマストロベリーフェスティバル2017」　（37,532回）

2月：「さらば あぶない刑事」ロケ地マップ　（31,397回）

3月：劇団四季×崎陽軒コラボ　（200,363回）



市webサイト
トップページ

PRエリア
バナー

広報課
Twitter

アカウント

29年度
上半期
実績

■掲載内容 （）内は掲載期間

　マイナンバー制度　（通年）

　よこはまウォーキングポイント　（通年）

　ふるさと納税　（通年）

　全国都市緑化よこはまフェア　（28年度から継続～6月４日）

　ヨコハマトリエンナーレ2017　（28年度から継続～11月5日予定）

　アジア開発銀行年次総会（4月17日～5月8日）

　市有地公募売却　（５月13日～６月10日）

　ヨコハマeアンケートメンバー募集　（6月23日～7月13日、8月11日～8月

31日予定）

　ガチチョコ（6月28日～7月31日）

　横浜市長選挙　（7月16日～７月30日）

　海洋都市横浜うみ博　（７月24日～8月6日予定）

　水道130周年（7月31日～8月21日予定）

　よこはま夜の動物園（７月31日～8月27日予定）

■主な発信内容（反響が大きかったもの）

（）内の数字はツイートが閲覧された回数

4月：「ゆず」ギャラリー電車　（40,912回）

5月：「ラストコップ THE MOVIE」ロケ地マップ　（70,481回）

6月：ラグビー日本代表戦　（36,373回）

7月：ヒアリに関するお知らせ　（108,432回）



４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

その他
【ウェブ】http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/tvradio/
　　　　（特集コーナーのインターネット動画配信を実施）

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

29年度
上半期
実績

横浜へようこそPart１／横浜へようこそPart２／ 季刊誌「横濱」／全国都市緑化よこは
まフェア／ 昭和の日

乗りもので横浜観光／ハマの文化財第2弾！／緑区特集／横浜開港

横浜フランス月間2017／横浜の父／ハマの肉まつり／金沢動物園35周年

中区特集／季刊誌「横濱」／横浜の城／親子で楽しむ横浜の夏休み／横浜の山

横浜のパン／ バレンタイン／ 横浜サイン／ フォトヨコハマ

テレビ テレビ神奈川（昭和47年度事業開始）

説明
「ハマナビ」毎週土曜日　午後6時～６時30分
「横浜をマナビ、横浜をナビゲート！」をコンセプトに、横浜の観光・イベント情報や
市の重要施策を、分かりやすく市内外に発信します。

28年度
実績

春のおすすめスポット、便利な生活情報／ 横浜線／ G.W.の過ごし方／ 横浜の川

 横浜・人・まち・デザイン賞／ 横浜でオーダーメード／ 開港と西洋文化

神奈川区特集／ ガチ！スペシャル2016／ ６月は環境月間／ 横浜ディープスポット

ハマの星めぐり／ 横浜グラフィティ／ハマの海スポット／ 旭区特集／ 横浜でオリン
ピック！

水でつながる道志村／ 夏の自由研究スポット／ 横浜の涼で夏バテ知らず／再生！
REBORN横濱

横浜の防災2016／ 横浜の古民家／ハマの海賊たち／横浜の港

横浜音祭り2016／ 美術で横浜発見！／ 横浜で健康な“からだづくり”／瀬谷区特集／
ぶらり観光ＳＡＮ路線

ハマの畜産力／ 誰もが働きやすい街 横浜／ハマの技術／ 横浜のいい風呂コレクション

障害者週間／ 横浜の贈り物／ JR鶴見線沿線／ ハマナビ2016振返り

新春特番／ 横浜を知る１００のキーワード／横浜の冬を楽しむ／ 横浜を走る



４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

その他
【ウェブ】http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/tvradio/
　　　　　（番組のインターネット音声配信を実施）

ヨコハマ　モビリティショーケース／緑化フェア／横浜自慢の味／木下大サーカス／市
電保存館リニューアル

29年度
上半期
実績

季刊誌「横濱」／【市長出演】横浜のスポーツは熱い／横浜美術館　企画展／横浜観光
親善大使

世界トライアスロン／【市長出演】ヨコハマトリエンナーレ／横浜能楽堂の魅力／都市
発展記念館企画展／

大佛次郎記念館企画展／横浜市の商店街振興／牛乳月間／横浜フランス月間写真展／帆
船日本丸　重要文化財へ

ハマの健康づくり／夏のイベント紹介／旭ジャズまつり／YOKOHAMAビーチスポーツ
フェスタ2017

横浜にぎわい座／フォトヨコハマ／一粒の麦／ニュースパーク「報道写真展」

ラジオ ラジオ日本（昭和33年度事業開始）

説明

「ホッと横浜」　毎週木・金曜日　午後４時30分から４時35分
横浜市内に本社を置くＡＭ波 放送局です。
現場レポートを中心に生活情報や観光・イベント情報を紹介します。
（帯番組の中のコーナーとして放送）

28年度
実績

全国都市緑化よこはまフェア／横浜のスポーツ／根岸競馬場150周年・馬の博物館／
ゴールデンウィーク特集

世界トライアスロンシリーズ横浜大会／横浜の緑／金沢動物園／Y157・横浜開港祭

横浜開港資料館企画展／横浜の元気な商店街「ガチあげ！」／都市発展記念館企画展／
横浜フランス月間／横浜DeNAベイスターズ

メアリー・カサット展／横浜の水源／富岡八幡宮「祇園舟」／世界鉄道博2016

横浜旭ジャズまつり／横浜音祭り2016／横浜の花火師／横浜みなと博物館企画展

横浜防災フェア2016／よこはま健康スタンプラリーの魅力／道志の森カフェ／Ｂリー
グ開幕！横浜ビー・コルセアーズ／横浜音祭り

新観光路線でぶらり横濱めぐり旅／誰もが働きやすい環境づくり／横浜市歴史博物館企
画展／街に広がる音プロジェクト

レコードの日／美食節／横浜の匠／よこはま・ゆめ・ファーマーの活躍

ニュースパーク 日本新聞博物館／アートな街・横浜クリスマス・クルーズ／横浜のクリ
スマス／年末年始・横浜イベント

横浜消防出初式／2017年の横浜／Ａｒｔ　Rink　in　横浜赤レンガ倉庫／ハマスタ駅
伝　2017



４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

その他
【ウェブ】http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/tvradio/
　　　　　（番組のインターネット音声配信を実施）

横浜元町／春の動物園／桜の見どころ／都市緑化よこはまフェア／春の港散歩

29年度
上半期
実績

季刊誌「横濱」／大道芸／横浜美術館　企画展／観光に便利な乗りもの

こどもの日／横浜トライアスロン／横浜の蛍／花と緑を生活に

横浜開港／ショートフィルムの魅力／環境にやさしい活動／フランスの文化を横浜で／
梅雨のおでかけ特集

こどもの日宇宙体験／横浜港の夏／季刊誌横濱／うみ博

季刊誌100のキーワード／フォト・ヨコハマⅡ／ショートフィルム「一粒の麦」／ひな
まつり

ラジオ ニッポン放送（平成24年度事業開始）

説明

「ようこそ横浜」　毎週金曜日　午前10時47分～10時52分
首都圏ＡＭ波 放送局です。関東広域の中でも 東京の南部から静岡・千葉県方面 が主要
放送域です。
市長が毎回出演し、横浜の今、横浜の魅力・先進的な取組を紹介します。
（帯番組の中のコーナーとして放送）

28年度
実績

新社会人へのエール／横浜観光／よこはま花と緑のスプリングフェア2016／ 季刊誌
「横濱」／ＧＷ特集

トライアスロンシリーズ／市の花・バラ／山下公園／開港イベント

 山手西洋館／ガチあげ！／フランス月間／環境行動フェスタ

ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン／60‘s70‘s横浜／夏のお出かけ情報
／横浜「うみ博」／ ビーチスポーツフェスタ2016

ピカチュウ大量発生チュウ／横浜美術館／夏を乗り越える健康法／防災フェア

横浜音祭り／ドキュメント 救急の日／「ガチ！あげ」／スポーツと健康／ぶらり観光Ｓ
ＡＮ路線

よこはま朝食キャンペーン／季刊誌『横濱』／新横浜／スマートイルミネーション

横浜女性ネットワーク会議／クラシックヨコハマ／中華街　美食節／紅葉スポット

スケート 冬の楽しみ／ハマの大衆芸能／横浜のクリスマス／あうたびに発見／横浜ツ
アー／２０16年を振り返って

横浜の姉妹都市／横浜マイスター展／フォトヨコハマ／篠山紀信展 写真力



４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

その他
【ウェブ】http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/tvradio/
　　　　　（番組のインターネット音声配信を実施）

横浜スタジアム40周年／横浜北線開通／東海道／横浜の桜

29年度
上半期
実績

横浜18区めぐり　鶴見区／季刊誌「横濱」／野毛の魅力／歴史散歩　都市交通／緑化
フェア①

緑化フェア②／美術館ファッションとアート／横浜18区めぐり　神奈川区／横浜の元気
な商店街

歴史散歩　港／横浜と映画／フランスの香り／宇宙を夢見るこどもたち

港を彩る船／季刊誌横濱の魅力／夏休み特集／歴史散歩　近代水道／海洋都市横浜「う
み博」

春の足音／フォトヨコハマ２０１７／港南区／サインの日

ラジオ 文化放送（平成26年度事業開始）

説明

「横浜流儀～ハマスタイル～」　毎週土曜日　午前5時10分～５時20分
首都圏ＡＭ波 放送局です。関東広域の中でも 東京北部・埼玉県方面 が主要放送域と
なっています。
市長が毎回出演して、横浜の魅力を紹介します。

28年度
実績

南区特集／花と緑のスプリングフェア2016／文化人が愛したホテル／ゴールデン
ウィーク特集

トライアスロン／横浜の文化財／都筑区特集／開港記念特集

山手の魅力／横浜の水と緑／雨のおでかけ／女性の活躍支援

ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン／昭和レトロな横濱／海の日／早起きは
三文の徳／夏の夜の過ごし方

横浜の水はどこから／世界鉄道博2016～／横浜スカーフ／栄区特集

創造都市横浜／ハマの商店街／横浜音祭り／横浜のプロスポーツチーム

秋のおでかけ特集／横浜の絵になる風景／泉区特集／秋の横浜　ぶらり旅

ハマのおいしいもの／大人の体験ミュージアム／戸塚区特集／横浜の匠

冬のおでかけ／横浜のクリスマス／西区／横浜とパン／ 2016年を振り返って

未来にはばたけ横浜の若人／季刊誌特集　横浜を知る１００のキーワード／フォトヨコ
ハマ／乗り物で楽しむ横浜観光巡り



４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

その他
【ウェブ】http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/tvradio/
　　　　　（番組のインターネット音声配信を実施）

ユーラシア文化館／東日本大震災から６年／開港資料館企画展／緑化フェア

29年度
上半期
実績

ようこそ横浜へ／横浜ＤｅＮＡベイスターズ／横浜人形の家「シルバニアファミリー
展」／緑化フェア『里山ガーデン』／ＧＷの横浜　お出かけ情報

世界トライアスロン／金沢動物園35周年／横浜都市発展記念館企画展／横浜開港　花と
ともに

ガチ！チョコ開幕／バンカート／横浜フランス月間／交通と環境

ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン2017／季刊誌「横濱」夏号　大岡川を
めぐる物語／旭ジャズまつり／ヨコハマ恐竜展／海洋都市横浜　うみ博

中華街春節／ヨコハマ映画祭／フォトヨコハマ／29年度の横浜 ～予算概要～

ラジオ ＦＭヨコハマ（昭和60年度事業開始）

説明

「ヨコハマ　マイチョイス！」
毎週日曜日　午前9時30分～10時（平成29年度 時間帯を変更：8時30分～⇒９時30分～）
市内に本社を置くＦＭ波 放送局です。
毎週ゲストを迎えて、横浜の観光・イベント情報などを音楽にのせて紹介します。

28年度
実績

Welcome to 横浜／フラワーガーデン／市民防災センター／音楽の街横浜

ＧＷ／トライアスロン／山下公園／Y157／開港記念日

「ガチあげ！」／フランス月間／環境活動賞／女性の活躍推進

ミュージック･マスターズ･コース･ジャパン ヨコハマ／季刊誌「横濱」／旭ジャズまつ
り／メアリー・カサット展／家族で楽しむ横浜の夏

世界の鉄道博2016／山手西洋館のサマーコンサート／金沢動物園／横浜音祭り2016

横浜市の防災／横浜みなと博物館企画展／横浜ビー･コルセアーズ／新たな横浜観光

横濱ジャズプロムナード2016／季刊誌「横濱」／黄金町バザール／横浜山手の魅力／
横浜市中央卸売市場

横浜中華街 美食節／クラシック・ヨコハマ2016／よこはま朝食キャンペーン／横浜の
ミュージアム

クリスマスイルミネーション／横浜人形の家／横浜の動物園でクリスマス／2016年の
横浜・年末の観光情報

横浜の出初式／横浜美術館「篠山紀信展　写真力」／横浜冬のお出かけ／帆船日本丸未
公開ゾーンへ潜入／フォト・ヨコハマ2017「写真の楽しみ方」



４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

その他 ウェブ視聴はなし

印鑑登録／大地震が起きたとき／臨時福祉給付金／緑化フェア

29年度
上半期
実績

YOKE情報相談コーナー／ごみの収集／ハマ弁／GWイベント情報

外国語による広報／トライアスロン／金沢動物園35周年／YOKE情報相談コーナー／フ
ランス月間

花しょうぶ展／通訳ボランティア制度／ミュージック・マスターズ・コース・ジャパ
ン・ヨコハマ2017／ごみの収集

ガチチョコ！／「臨時給付金」／旭ジャズ／熱中症対策／よこはま夜の動物園2017

ノロウイルス注意／スケートリンク／フォト・ヨコハマ2017／YOKE情報相談コー
ナー

ラジオ インターＦＭ（平成８年度事業開始）

説明

「パブリック･サービス･アナウンスメント（外国語）」
毎週月～金曜日　午前6時12分～６時15分
市政情報や生活情報を５か国語で紹介します。
（月 中国語／火 韓国語・朝鮮語／水 英語／木 スペイン語／金 ポルトガル語）

28年度
実績

ＹＯＫＥ／ごみの処理／金沢動物園／ＧＷ

広報／トライアスロン／臨時福祉給付金／ＹＯＫＥ

熊本地震募金関連／通訳ボランティア／ＭＭＣＪ／ごみ収集

ガチあげ／臨時福祉給付金／横浜旭ジャズ／熱中症対策

よこはま夜の動物園／夏の節電対策／熱中症対策／健康スタンプラリー

大地震が起きたとき／ごみの収集／ベイサイドライン／横浜音祭り2016／ＹＯＫＥ

横濱ジャズプロムナード／黄金町バザール／臨時福祉給付金／スマートイルミネーショ
ン横浜2016

横浜の図書館／YOKE／三溪園／インフルエンザ対策

山手西洋館／ぶらり横浜めぐり旅／年末年始のごみ収集／医療機関情報

消防出初式／大地震が起きたとき／フォト・ヨコハマ2017／中華街春節



４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

＜５分＞横浜環状北線開通　全国都市緑化フェア
＜30秒＞-

29年度
上半期
実績

＜５分＞横浜市の広報　横浜マラソン　ランナー募集
＜30秒＞-

＜５分＞自治会・町内会　全国都市緑化フェア
＜30秒＞自治会・町内会

＜５分＞水害に備えよう　横浜市長選
＜30秒＞水害に備えよう

＜５分＞夏のお出かけ情報　横浜市長選
＜30秒＞夏のお出かけ情報

＜５分＞横浜のスポーツ　フォトヨコハマ　コアイベント紹介
＜30秒＞-

サイネージ動画 広報よこはま拾い読み・横浜トピックス（平成25・26年度事業開始）

説明

「広報よこはま」の内容から重要なお知らせをピックアップし、動画を制作していま
す。

【拾い読み（５分動画）】
　・市内ケーブルテレビ （５社７局）で放映
　・区役所の待合スペース等で放映
   ※横浜市ウェブサイトで視聴できます。

【横浜トピックス（30秒動画）】
　・市内ケーブルテレビ （５社７局）で放映
　・交通系デジタルサイネージ（市営地下鉄グリーンライン、市営バス、神奈中バス）で放映
　・区役所、横浜信用金庫、横浜銀行の待合スペースで放映

28年度
実績

＜５分＞28年度の市政運営の方針、市民防災センター
＜30秒＞ー

＜５分＞トライアスロン、自治会・町内会、横浜農業の彩典
＜30秒＞トライアスロン

＜５分＞環境月間、よこはまの水、緊急情報の音声配信サービス
＜30秒＞-

＜５分＞夏のお出かけ情報　金沢動物園
＜30秒＞-

＜５分＞横浜音祭り2016
＜30秒＞横浜音祭り2016

＜５分＞ 横浜の防災　市民防災センター
＜30秒＞横浜の防災

＜５分＞ぶらり横濱めぐり旅
＜30秒＞ぶらり横濱めぐり旅

＜５分＞横浜マイスター
＜30秒＞横浜マイスター

＜５分＞冬のお出かけ情報　山手西洋館など
＜30秒＞冬のお出かけ

＜５分＞フォト・ヨコハマ2017　コンビニで住民票交付
＜30秒＞-



東急
（①まど上、②中吊り、③駅ばり）

京急
（①まど上、②～④中吊り、⑤駅ばり）

4月
①臨時給付金、②季刊誌「横濱」、③ハマ
ふれんど

5月
①自転車保険加入推奨、②ハマナビ、③大
都市フォーラムin中

6月
①横浜の商店街あげものＮｏ．１決定戦
『ガチあげ！』、②一日メディカルパーク
2016、③メアリー・カサット展

7月
①クリーンタウン横浜事業（喫煙禁止地区
のＰＲ）、②アロハヨコハマ2016、③横
浜市職員採用試験

①道志水源林取得100周年記念事業、②季刊
誌「横濱」、③サマーコンファレンス2016
、④スパークリングトワイライト、⑤横浜市立
大学オープンキャンパス

8月
①ヨコハマ・グッズ「横濱001」育成支援
事業、②よこはま夜の動物園、③横浜音祭
り2016

①横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅事
業、②メアリー・カサット展、③金沢動物園夏
まつり、④救急相談センター（#7119）、⑤
横浜音祭り2016

9月
①観光バス事業の再編強化、②のげやま秋のイ
ベント、③横浜災害支援ナース募集キャンペー
ンと救急相談センター（#7119）市民啓発

①保育士就職説明会等のPR、②飲料水備蓄促
進キャンペーンＰＲ、③プロスポーツ連携事
業、④職員（技能）採用選考の実施、⑤横浜ト
ライアスロン大会

10月

①みどりアップ月間、②スマートイルミ
ネーション横浜、③「トツキトウカＹＯＫ
ＯＨＡＭＡ」赤ちゃんに贈る愛の詩募集ポ
スター

①よこはまウォーキングポイント、②季刊誌
「横濱」、③高速横浜環状北線開通広報、④が
ん検診受診率50%達成に向けた集中キャン
ペーン月間、⑤横浜ウーマンビジネスフェスタ

11月
①横浜サポーターズ寄付金～ふるさと納
税、②ハマナビ、③地球温暖化防止月間啓
発事業

①家具転倒防止対策助成事業、②犯罪被害者週
間について、③第19回横浜マイスターまつ
り、④篠山紀信展 写真力、⑤Art Rink

12月
①フォト・ヨコハマ2017、②金沢動物園
冬のイベント、③子育て支援フォーラム

掲出枠なし

4月
①臨時福祉給付金、②季刊誌『横濱』、③
横浜市職員採用試験

5月
①横浜美術館企画展、②ハマナビ、③セン
トラルタウンフェスティバルY158

6月
①横浜の商店街チョコスイーツ決定戦「ガ
チチョコ！」、②プロスポーツ連携事業、
③ミュージックマスターズコースジャパン

7月
①保育士就職面接会、②チョイモビ　ヨコ
ハマ、③横浜市長選挙

①喫煙禁止地区のPR、②季刊誌『横濱』、③
金沢動物園企画展、④スパークリングトワイラ
イト、⑤うみ博2017

29年度
上半期
実績

交通広告（東急線：平成20年度、京急線：平成21年度事業開始）

説明

電車内及び駅にポスター広告を掲示することにより、横浜の魅力や重要施策、イベン
ト情報などについて、市内外へ発信します。

28年度
実績

掲出枠なし

掲出枠なし

まど上 （東横線） 1か月間 （京急線全線） 1か月間

中吊り
（世田谷線を除く
東急線全線）

２日間 （京急線全線）
２～３日
×３枠

駅ばり （横浜駅） 1週間 （品川駅） 1か月間

＜東急線＞４～12月 ＜京急線＞７～11月



６月～
３月

４月

６～７
月

29年度
上半期
実績

・在住外国人を支援する団体・ボランティア及び他自治体向けに、
　市ホームページに「やさしい日本語」基準第４版を公開しました。
・「やさしい日本語書換え支援システム」の庁内における利用を開始しました。

財政局発行の「ハマの台所事情」（市の予算や財政状況をわかりやすく説明するリーフ
レット）について、「やさしい日本語」版の作成を支援しました。

その他 やさしい日本語

説明

　平成22年度に策定した「横浜市多言語広報指針」に基づき、本市では外国人向けに外

国語６言語（英語、中国語（繁体字・簡体字）、ハングル、スペイン語、ポルトガル

語）に加え、やさしい日本語で情報提供を行っています。

　「やさしい日本語」には全国的に明確な基準がないため、平成25年度に外部有識者を

含む検討委員会を立ち上げ、横浜市独自の「やさしい日本語」の基本的な考え方と文法

をまとめた基準を作成しました。平成26年度から28年度にかけて、外国人の生活に関

わる分野で行政がよく使う語彙562語を「やさしい日本語」で解説した語彙リストを加

え、基準を改訂しました。

　庁内における「やさしい日本語」を使った情報発信が進むよう、平成27年度から職員

向け研修を実施し、平成29年度からは行政文書の書き換えを支援する「やさしい日本語

書き換え支援システム」の使用を開始し、庁内のわかりやすい情報発信の支援を進めて

います。

28年度
実績

「やさしい日本語」基準第４版作成
外部有識者、外国人ボランティア、事務所管課で構成する検討会で、福祉、税金、保険
年金、防災、ごみ等に関する語彙約200語に「やさしい日本語」での解説を行いまし
た。



デジタル放送 データ放送（テレビ神奈川）

説明

その他

説明

【職員向け研修】
職員の広報スキルをアップさせる目的で、広報課職員または外部講師による研修を開催
　「広報・報道マインド研修」「広報基礎研修」「広報実務研修」「出張講座」など
【庁内報】
職員間のコミュニケーションを活発にし、職場の一体感を醸成する。また、市長の考え
や市政の最新の話題、重要施策の解説など職員間で共有すべき情報なども掲載。
　毎月15日発行
　紙　　版：A3判４ページ　約49,500部／回
　ウェブ版：庁内イントラで紙版と同内容を公開

地上波デジタル放送機能の一つである データ放送を活用して、
市政情報やイベント情報を文字情報で紹介

研修・庁内報

リビングガイド

外国人市民向けの生活情報を、英語、中国語（簡体字・繁体字）、ハングル、スペイン
語、ポルトガル語、やさしい日本語で提供する冊子。ウェブ上でのみ公開。

　http://www.city.yokohama.lg.jp/lang/list.html

ウェブ

説明

広報誌 暮らしのガイド（昭和37年度事業開始）

説明

主に転入者へ配布する、市の窓口、制度や事業・施設の情報等をまとめた生活情報誌で
す。
毎年度４月１日に改訂版を発行しています。（26万部）
民間企業と協働編集しています。



個別広聴 市民の声事業（平成17年４月事業開始）

説明

【目的】
　横浜市にさまざまな手段で寄せられる市民の意見、要望、提案、苦情等を受け付け、
迅速な回答（対応）を行うとともに、市民ニーズを把握し、市政に生かしていきます。
【実施内容】
・市民の声事業は、5つの事業に分けられますが、広聴相談課では以下の事業を行ってい
ます（区長陳情、地域区民要望は各区役所で対応。）。
　ア　「市民からの提案」・・専用投稿フォームや専用封筒等でいただいたご意見等
　　　を、市民の皆様に身近な区役所が居住区ごとに受け付け（市外の方などのもの
　　　は広聴相談課で受け付け）、各区局の所管課長名で回答するなどしています。
　イ　「市長陳情」・・団体からの要望等を受け付け、市長名で回答しています。
　ウ　「市政ダイレクト広聴」・・所管課に直接寄せられたご意見・ご提案等を受け
　　　付け、各区局の所管課長名で回答するなどしています。
・いただいたご意見等に原則として14日以内に事業を所管する部署が回答をします。
・文書や電子メールで回答した「市民からの提案」及び「市長陳情」は、ご意見・
　ご提案等の要旨と本市の回答を横浜市ホームページで公表しています。

28年度
実績

１位 教育内容 2,128 バス 1,768 バス 1,156

２位 バス 2,049 鉄道 1,066 道路 1,091

３位 鉄道 1,178 道路 1,051 鉄道 816

４位 道路 1,157 教育内容 852 市民応対 538

５位 市民応対 614 市民応対 531 教育内容 501

６位 市・区庁舎 465 市・区庁舎 379 市・区庁舎 357

７位 障害者福祉 335 公園 296 公園 331

８位 公園 307 障害者福祉 282 障害者福祉 304

９位 スポーツ 262 土地利用 232 産業振興 285

10位 保育園 250 図書館 229 防災・消防 229

27年度 26年度28年度

○内容分類別　要望トップ１０の推移「件数」（26～28年度）

通数 件数 通数 件数 通数 件数
7,297 7,713 5,054 5,291 4,422 4,658

142 1,121 129 1,147 142 1,164

40 424 34 218 41 546

119 210 72 235 78 320

2,778 2,904 2,420 2,599 2,217 2,441

2,372 2,398 2,277 2,327 1,666 1,699

12,748 14,770 9,986 11,817 8,566 10,828

28年度 26年度

※「通数」とは、お寄せいただいたお手紙等の数であり、「件数」とは、そのお手
紙等の要望事項の数となります。
（例）１通のお手紙等の中で、「市営バスの路線新設要望」と「保育園の新設要
望」の２つのご要望が記載されている場合は、「通数１」「件数２」となります。

区長陳情

その他区局独自広聴

地域区民要望
市政ダイレクト広聴

合計

○事業別　受付「通数」「件数」（26～28年度）

27年度

市民からの提案
市長陳情



29年度
上半期
実績

１位 バス 548

２位 鉄道 344

３位 道路 227

４位 教育内容 180

５位 市民応対 166

６位 市・区庁舎 116

７位 公園 85

８位 防災・消防 65

９位 図書館 64

10位 その他 61

４～６月

○内容分類別　要望トップ１０の推移
　「件数」（29年度第一四半期のみ）

通数 件数
1,494 1,595

37 52

11 45

24 32

783 801

606 613

2,955 3,138

４～６月

市民からの提案

市長陳情

区長陳情
地域区民要望

市政ダイレクト広聴

その他区局独自広聴

合計

○事業別　受付「通数」「件数」
　（29年度第一四半期のみ）



参考
過去の開催状況（28年度末までに　62回開催）

29年度
上半期
実績

集会広聴 ティー・ミーティング（平成22年10月事業開始）

説明

　市長と市民の皆さまが、市政に関するテーマについてお茶を飲みながら気軽に意見交換すること
により、市民の皆さまに市政に身近に感じてもらうとともに、市民の皆さまの意見等を直接お聞き
することで、市政に反映することを目的として開催。
　なお、懇談時に、（一社）YOKOHAMA GOODS横濱001のご協力により「YOKOHAMA
GOODS ００１」に認定された茶菓をお出ししています。
・参加資格　　　　　15歳以上（中学生を除く）の方5～10名のグループ
・実施場所　　　　　市長室
・募集・決定　　　　半期ごとに公募・抽選（抽選は市政記者会の記者による）
・懇談内容の公表　　横浜市ホームページ

28年度
実績

開催回数 出席者数
H27 ９回 73人
H26 ８回 60人
H25 ６回 50人

「高齢福祉」

認知症カフェを通して、改めて実感した事について

「地域活動」

日本語学習ボランティアの活動について

「都市整備/まちづくり」

防災機能の高いまちづくりに向けて

「教育」

市民協働の取組と読書環境の充実

「文化」

音楽やアートの魅力が溢れるまちを目指して

「観光/シティセールス」

横浜の素晴らしさを伝えるハマ歩き

「ごみ/リサイクル」

瀬谷区の街構想、環境と安全を語る

「子育て」

『学び合い子育てしやすい環境作り』について

「環境保全/緑」

『都筑の魅力、水と緑の保全、活用』について

平成28年度　（９回開催）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席者合計　74人

認知症＆予防カフェ「コツコツ」

旭・日本語ボランティア

西中町まちづくり有志

つづき図書館ファン倶楽部

横浜文化芸術振興委員会

瀬谷区のまちづくり区民の会

横浜なないろ親の会

都筑魅力アップ協議会

1

2

3

4

6

7

8

9

６人

10人

６人

グループ名 テーマ 出席者数

10人

６人

10人

８人

８人

10人

ＮＰＯ法人 横浜シティガイド協会

5

「男女共同参画」

次世代の女性リーダーが幸せに働くために必要なこと

平成29年度　（１回開催）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席者合計　10人

10人

グループ名 テーマ 出席者数

1
よこはまウーマンリーダーズネット
ワーク



参考
過去の開催状況（28年度末までに72回開催）

29年度
上半期
実績

集会広聴 ぬくもりトーク（平成21年10月事業開始）

説明

　市長が地域で活躍している団体の活動場所等を市長が直接訪問、又は本市関係施設等にお招き
し、活動内容等について意見交換を行うことにより、お聴きした意見等を市政に反映することを目
的に実施しています。
・対象事業　　　各区局の推薦する地域活動団体
・内容の公表　　横浜市ホームページ

28年度
実績

開催回数 出席者数
H27 ４回 49人
H26 ８回 94
H25 ９回 106

「国際交流」

ドイツとの市民交流について

「青少年」

子どもの学習支援に関わって思うこと

「環境」

水のふるさと「道志水源林」への思いについて

「環境」

川の会の活動を通じて感じたこと

「地域福祉」

誰もが見守りあえ、助けあえる地域

4

5

横浜日独協会

ＮＰＯ法人　リロード

阿久和北部見守りあいネットワーク実
行委員会

ＮＰＯ法人 道志水源林ボランティア
の会

3

水辺愛護会 帷子川はふるさとの川の
会

2

平成28年度　（５回開催）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席者合計　57人

グループ名 テーマ

1

出席者数

15人

９人

15人

12人

６人

「地域活動」

地域住民の支え合いと、地域の居場所づくり
17人

平成29年度　（１回開催）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席者合計　17人

グループ名 テーマ 出席者数

1 ＮＰＯ法人さくら茶屋にししば



基礎
データ

実施
内容

メンバー
募集

基礎
データ

実施
内容

メンバー
募集

29年度
上半期
実績

■登録メンバー：3,1８７人（平成29年7月31日現在）　　■回数：６回
■メールマガジン：19通

第1回：第50回アジア開発銀行年次総会横浜開催に関するアンケート
第2回：マイボトルに関するアンケート
第3回：自転車保険に関するアンケート
第4回：マイナンバーカード及びマイナポータルに関するアンケート
第5回：駐輪場の利用に関するアンケート
第6回：市営交通に関するアンケート

■当該年度の追加メンバー募集（実施中）
　募集期間：平成29年６月23 日～８月31日
■広報
　平成28年度の広報に加え、横浜市内の県立高校への広報

調査広聴 ヨコハマ e アンケート（平成16年度事業開始）

説明

＜目的＞
　アンケート結果を事業の企画、効果測定、改善等に活用
＜実施内容＞
・市民公募により、登録いただいたメンバー（※）を対象に、インターネットで市政に
　関するアンケートを実施します。
　※応募条件：横浜市在住、15歳以上（当該年度の4月1日現在）
・各局が用意した15問程度のアンケートに、インターネットを活用したフォームを使用
　してご回答いただきます。（回答者に、抽選で市の広報物品を進呈）
・アンケートの結果は、ホームページで公開します。

28年度
実績

■登録メンバー：2,987人　　■回数：15回
■メールマガジン：44通（市政情報などを提供）

第1回：第50回アジア開発銀行年次総会横浜開催に関するアンケート
第2回：浄水器の利用に関するアンケート
第3回：よこはまウォーキングポイント事業に関するアンケート
第4回：マイナンバーカード及びマイナポータルに関するアンケート
第5回：横浜市の広報に関するアンケート
第6回：食の安全に関するアンケート
第7回：横浜市コールセンターに関するアンケート
第8回：ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、通称：ゼッチ)に関するアンケート
第9回：市営住宅の運営に関するアンケート
第10回：児童虐待に関するアンケート
第11回：老人クラブに関するアンケート
第12回：「はまっ子どうし The Water」を通じた水道事業に関するアンケート
第13回：横浜市救急相談センター（＃７１１９）に関するアンケート
第14回：災害時の飲料水の確保及び水道事業の認知度に関するアンケート
第15回：横浜マリンタワーの今後のあり方に関するアンケート

■年２回実施
　・当該年度の追加メンバー募集
　　募集期間：平成28年７月15 日～９月１日
　　申込人数：298人
   ・新年度のメンバー募集
　　募集期間：平成29年１月25日～３月５日実施
　　申込人数：215人
■広報
　・横浜市ホームページ
　・各区局で実施しているメルマガ・ツイッター
　・公共施設（市・区役所、図書館、地区センター）でのチラシ配架
　・広報よこはま
　・神奈川新聞「市民の広場」
　・横浜市内に所在する大学への広報
　・横浜市立高校への広報（追加メンバー募集時）



（参考）
平成24年度以降
投票者数の推移

調査広聴 横浜１０大ニュース（昭和56年度事業開始）

説明

＜目的＞
・市民の皆様に１年間を振り返っていただき、横浜市や市政への関心を深めていただく
　機会とする。

＜実施内容＞
・市民の皆様に、その年横浜市内で起こった出来事や市政ニュース（あらかじめ
　市で選んだ概ね35項目）から１０項目以内を選び、投票していただきます（自由に
　記載することもできます）。
　投票方法：インターネット、はがき及びメール

・投票結果については、年末の市長定例記者会見で発表します。

・投票いただいた方の中から、企業等から提供いただいたプレゼントを抽選でお送り
　します。

28年度
実績

１　投票対象：横浜市在住の方

２　投票者数：4,125人
　
３　投票期間：平成28年11月11日～12月12日

４　広報
　・広報よこはま11・12月号
　・公共施設（市・区役所、図書館、地区センター）でのチラシ配架
　・横浜市ホームページ
　・各区局で実施しているメルマガ・ツイッター
　・神奈川新聞「市民の広場」

５　プレゼント当選者数：555人分

＜参考＞投票結果（5位まで）
第１位 横浜DeNAベイスターズがＣＳファイナルステージ初進出（10月） <2,426票>
第２位 大口病院で患者中毒死事件発生、市が臨時立入検査を実施（９月）  <2,395票>
第３位 「ハマの番長」横浜DeNAベイスターズ 三浦大輔投手が現役引退（９月）
                                                                                                      <2,313票>
第４位 参議院選挙で、横浜市の10代投票率が全政令市で１位（７月）       <1,584票>
第５位 氷川丸が国の重要文化財に指定（８月）                                      <1,551票>

年  度 投票者数

平成24年度 1,307人

平成25年度 1,930人

平成26年度 2,049人

平成27年度 2,630人

平成28年度 4,125人



説明

【職員向け研修】
職員の広聴マインドの醸成と広聴スキルの向上のため、広聴相談課職員又は、外部講師
による研修を実施しています。
（広聴主管課研修、広聴スキル研修、広聴マインド研修、広聴回答作成研修）

29年度上半期
実績

なし

（参考）
27年度実績

１　第７次横浜市産業廃棄物処理指導計画（素案）の策定について
　・意見の提出者数：５人　　　・意見の件数 ：２０件　 　・案修正の有無：有

２　第４次横浜市男女共同参画行動計画（素案）について
　・意見の提出者数：84人　  　・意見の件数 ：158件　　・案修正の有無：有

３　横浜水道長期ビジョン・中期経営計画（平成28年度～31年度）の策定について
　・意見の提出者数：137人　　・意見の件数 ：393件　　・案修正の有無：有

４　横浜市自転車総合計画（素案）について
　・意見の提出者数：53人　 　・意見の件数 ：162件　    ・案修正の有無：有
 
５　横浜市水と緑の基本計画の改定素案について
　・意見の提出者数：56人　 　・意見の件数 ：111件       ・案修正の有無：有

その他 研修

その他 パブリックコメント（平成15年度事業開始、16年度事務移管）

説明

・横浜市では、市の計画等の策定及び広く市民の皆様に義務を課し、権利を制限する条
例等の制定などの過程において、案の段階で広く公表し、市民の皆様からのご意見又は
ご提案を求め、提出されたご意見等に対する実施機関の考え方を明らかにするととも
に、有益なご意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行う手続を「パブリックコ
メント」として実施しています。
（根拠規定：横浜市パブリックコメント実施要綱）

・周知方法としては、広報よこはま、横浜市ホームページ、記者発表ほかにより、市民
の皆様にお知らせしています。

・市民局広聴相談課では、パブリックコメントを実施する各区局との調整や実施の支援
を行います。

28年度
実績

１　いわゆる「ごみ屋敷」対策を進めるための条例案の骨子について
　・意見の提出者数：76人　　 ・意見の件数 ：179件      ・案修正の有無：無
 
２　横浜市人権施策基本指針改訂素案について
　・意見の提出者数：41人    　・意見の件数 ：121件      ・案修正の有無： 有



【参考】相談件数内訳の推移（22～28年度）

市民相談事業（Ｓ38年度事業開始）

説明

　市政一般相談をはじめ、専門相談員による法律相談等の各種相談を実施し、複雑多
様化した市民の相談要望に応えています。また、市庁舎案内所で来庁者に対し、適切
な案内を行い利便を図っているほか、法テラスなど他の機関と連携した事業を行って
います。
　【他の機関との連携】
（１）市民法律講座：弁護士会と連携し、市民等を対象に計７回実施。
（２）民事法律扶助研修：法テラスの業務内容の研修を職員向けで実施。
（３）合同行政相談：行政評価事務所等と連携して、春秋２回実施。
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【参考】案内所件数、相談件数の推移（22～28年度）
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【参考】 問合せ件数、回答件数の推移（22～28年度）

29年度
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実績
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横浜市コールセンター事業　（平成17年度本格実施、18年度事務移管）

説明

　市役所や区役所の各種手続、イベント、施設等の市政情報や生活情報などの様々なお
問合せについて、約2,800項目のＱ＆Ａ集をベースに案内を行っています（８時～21
時、年中無休）。また、区役所代表電話の交換業務を行っています。
　その他、外国語対応（英語、中国語、スペイン語)を（公財）横浜市国際交流協会（Ｙ
ＯＫＥ）に転送することで実施しています。
　コールセンター業務時間外には、災害に関する避難勧告などの情報が出されている場
合に自動音声でお知らせしています。

28年度
実績

３　カテゴリ別内訳

順位 カテゴリ 問合せ件数 構成比

1 住民票・戸籍・実印 114,340 27.6%

2 住宅・生活環境 56,551 13.6%

3 公共交通 42,481 10.2%

4 税金 39,605 9.5%

5 健康保険・年金 30,911 7.5%

6 公園・公共施設 23,822 5.7%

7 ごみ・リサイクル 22,529 5.4%

8 福祉 22,465 5.4%

9 臨時福祉給付金 12,170 2.9%

10 健康・医療・衛生 11,624 2.8%
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１　問合せ方法別件数

953,479

電話 950,466
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Ｅメール 2,934
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