
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

（１）開催日程等 
 日時 場所 エリア（該当区） 

第１回 5/29（日）14:00～17:30 市庁舎18階 東部エリア 
（鶴見、神奈川、西、中、南） 

第２回 6/12（日）14:00～17:30 泉公会堂 西部エリア 
（保土ケ谷、旭、泉、瀬谷） 

第３回 6/18（土）14:00～17:30 港北公会堂 北部エリア 
（港北、緑、青葉、都筑） 

第４回 6/26（日）13:00～16:30 金沢地区センター 南部エリア 
（港南、磯子、金沢、戸塚、栄） 

（２）対象 
市内在住・在勤・在学の方 

（３）募集人数 
50 名/回 
参加無料（交通費等は自己負担）で、事前申込み制です。参加を希望する回について、第４

希望まで御記入いただきます。申込み多数の場合は、該当区に在住（在勤、在学）の方を優先
して抽選します。抽選については、幅広い年齢層の方々から御意見をいただきたいことから、
年齢構成のバランスに配慮いたします。参加の可否は、お申込みの方全員にお知らせします。 

（４）内容 
ア 説明（約30分） 
イ グループワーク（約150分）以下について検討・取りまとめ 

①内港地区の将来像のイメージについて 
②将来の山下ふ頭のまちづくりのテーマについて 
③導入施設のイメージについて 

ウ 発表（約 30 分） 
（５）留意事項 

・新型コロナウイルスの感染状況に応じ、開催の延期、中止等の可能性があります。 
・会場では、３密の回避や換気を行うなど感染防止対策を実施します。参加者の皆様におかれ 
ましても、マスクの着用等基本的な感染防止対策をお願いします。グループワークが中心と 
なるため、御協力いただけない場合は、参加をお断りする場合があります。 

・ワークショップ当日の様子は、横浜市ＨＰ等で掲載を予定しています。 
・カジノを含むＩＲ（※）に頼らない新たな事業計画案の策定に向けた検討を進めるために開
催するものです。 

（※）特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律によるもの       

１ 実施概要 

               

令 和 ４ 年 ５ 月 ９ 日 
港 湾 局 政 策 調 整 課 
港湾局山下ふ頭再開発調整課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

「内港地区の将来像」と「山下ふ頭の再開発」について 
市民等の皆様との意見交換会をワークショップ形式で開催します 

横浜市では山下ふ頭再開発の新たな事業計画案の策定に向け、市民等の皆様からの意見
募集を実施しています。 
このたび、その一環として、地域に出向き、市民等の皆様との意見交換会をワークショ

ップ形式で開催します。 
ワークショップの成果は、市民意見として受けとめ、今後設置する地元団体の代表者や

有識者等で構成される委員会での検討に活用していきます。 

 裏面あり 



 

 

（１）期間 
令和４年５月９日（月）から５月 23 日（月）まで 

（２）応募方法 

ア インターネット入力フォーム（二次元コード等からアクセス） 
URL: https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/ 

procedures/apply/ee9fc120-be57-4f3a-a93d-a7fdee6f8c3b/ 
start 

イ FAX（FAX 番号：045-550-4961） 
必要事項 ：①氏名（フリガナ）②年齢③居住区（又は在勤区・在学区） 

④第１希望から第４希望までの参加希望回 
⑤抽選結果等の通知用連絡先（FAX、電話番号の両方 
(FAX の受信ができない人は郵便番号、住所、電話番号))  

（３）その他 
・応募は、お一人様１通とさせていただきます。 
（グループ分けは、年齢層のバランス等を考慮して、事務局で設定します。） 

・当日、報道機関による撮影が行われる可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。 
・手話通訳が必要な方は、５月 23 日（月）までに次の問い合わせ先に御連絡ください。 
・収集した個人情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」に従い適正に管理し、当事業 
に係る事務のみに利用します。 

【応募に関する問い合わせ先】 
横浜市港湾局山下ふ頭再開発調整課  電話番号：045-671-7314 （月～金 8:45～17:15） 
                  F A X：045-550-4961 
                                E - ma i l：kw-yamashita@city.yokohama.jp 

 
 

取材を希望される場合は、各開催日の３日前までに別添の取材申込書の提出をお願いします。 
ワークショップの進行を妨げる恐れがあるため、取材については、冒頭からグループワーク

開始５分までとさせていただきます。また、参加者への直接の取材は御遠慮ください。撮影す
る際は、参加者のプライバシーへの御配慮をお願いします。 

  
  
 
 
 
 
 

 

２ 応募方法等 

３ 取材について 

お問合せ先 

（内港地区の将来像に関すること）港湾局政策調整課長      洞澤 実  Tel 045-671-2877 

（山下ふ頭再開発に関すること） 港湾局山下ふ頭再開発調整課長 成田 公誠 Tel 045-671-7312 



 

申込書送付先  横浜市港湾局山下ふ頭再開発調整課 

E-mail ：kw-yamashita@city.yokohama.jp 

FAX   ：045-550-4961 

 

提出期限 各開催日の３日前まで 【厳守】 

 

「内港地区の将来像」と「山下ふ頭の再開発」についての意見交換会 

取材申込書 

 

開催回 第   回  

氏名（全員の氏名をご記入ください） 

 

電話番号 
 

ＦＡＸ 
 

Ｅ－Ｍａｉｌ 
 

所属記者クラブ 
 

報道機関名 
 

 

取材方法 □ 写真撮影  □その他（         ） 

媒体 □ テレビ □ ラジオ □ 新聞 □ 雑誌 □ その他（        ） 

 

 

 

 

【取材について】 

・本件取材は報道機関に限らせていただきます。 

・取材当日は来訪者全員の本人確認のできる身分証（顔写真付き社員証や運転免許証など）をお持ちください。 

・ワークショップの進行を妨げる恐れがあるため、取材については、冒頭からグループワーク開始５分までと

させていただきます。また、参加者への直接の取材は御遠慮ください。 

・撮影する際は、参加者のプライバシーへの御配慮をお願いします。 

 

【個人情報のご記入にあたって】 

・御記入いただきました個人情報は、今回の取材に関する管理、御連絡のみに利用します。 

mailto:kw-yamashita@city.yokohama.jp


－募集期間－
令和４年５月９日（月）～５月23日（月）まで
【開催日程等】

応募方法等は裏面へ

日時 場所 エリア（該当区）

第１回 5/29（日）14:00～17:30 市庁舎18階 東部エリア
（鶴見、神奈川、西、中、南）

第２回 6/12（日）14:00～17:30 泉公会堂 西部エリア
（保土ケ谷、旭、泉、瀬谷）

第３回 6/18（土）14:00～17:30 港北公会堂 北部エリア
（港北、緑、青葉、都筑）

第４回 6/26（日）13:00～16:30 金沢地区センター 南部エリア
（港南、磯子、金沢、戸塚、栄）

●対 象：市内在住・在勤・在学の方
●募集人数：50名/回

参加無料（交通費等は自己負担）で、事前申込み制です。参加を希望する回につ
いて、第４希望まで御記入いただきます。申込み多数の場合は、該当区に在住(在
勤、在学）の方を優先して抽選します。抽選については、幅広い年齢層の方々か
ら御意見をいただきたいことから、年齢構成のバランスに配慮いたします。
参加の可否は、お申込みの方全員にお知らせします。

●内 容：ア 説明（約30分）
イ グループワーク（約150分）以下について検討・取りまとめ

①内港地区の将来像のイメージについて
②将来の山下ふ頭のまちづくりのテーマについて
③導入施設のイメージについて

ウ 発表（約30分）

横浜市では山下ふ頭再開発の新たな事業計画案の策定に向け、市民等の皆様からの意見
募集を実施しています。
このたび、その一環として、地域に出向き、市民等の皆様との意見交換会をワーク

ショップ形式で開催します。
ワークショップの成果は、市民意見として受けとめ、今後設置する地元団体の代表者や

有識者等で構成される委員会での検討に活用していきます。



【応募方法】
●応募方法：ア インターネット入力フォーム（二次元コード等からアクセス）

URL: https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/
residents/procedures/apply/ee9fc120-be57-4f3a-a93d-
a7fdee6f8c3b/start

イ FAX（FAX番号：045-550-4961）
必要事項 ：①氏名（フリガナ）②年齢③居住区（又は在勤区・在学区）④第
１希望から第４希望までの参加希望回 ⑤抽選結果等の通知用連絡先（FAX、
電話番号の両方（FAXの受信ができない人は郵便番号、住所、電話番号））
※ FAXでお申し込みの方は、下記FAX申込書に必要事項をご記入し、お申込

みください。

●そ の 他：応募は、お一人様１通とさせていただきます。（グループ分けは、年齢層のバラ
ンス等を考慮して、事務局で設定します。）
当日、報道機関による撮影が行われる可能性がありますので、あらかじめ御了承
ください。
手話通訳が必要な方は、５月23日（月）までに次の問い合わせ先に御連絡ください。
収集した個人情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」の条例に従い適正
に管理し、当事業に係る事務のみに利用します。

問い合わせ先：横浜市港湾局山下ふ頭再開発調整課
（TEL） 045-671-7314 （FAX）045-550-4961 （E-mail） kw-yamashita@city.yokohama.jp

●留意事項
・新型コロナウイルスの感染状況に応じ、開催の延期、中止等の可能性があります。
・会場では、３密の回避や換気を行うなど感染防止対策を実施します。参加者の皆様におかれま

しても、マスクの着用等基本的な感染防止対策をお願いします。グループワークが中心となる
ため、御協力いただけない場合は、参加をお断りする場合があります。

・ワークショップ当日の様子は、横浜市ＨＰ等で掲載を予定しています。
・カジノを含むＩＲ(※)に頼らない新たな事業計画案の策定に向けた検討を進めるために開催す

るものです。
(※)特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律によるもの

ＦＡＸ申込書

フリガナ 年齢

氏名

居住区
(又は在勤区・在学区)

居住区 在勤区・在学区

□横浜市 ( 区)
□横浜市外

□横浜市 (  区)
□横浜市外 □該当なし

参加希望回
第１希望 第２希望 第３希望 第４希望

第( )回 第(  )回 第(  )回 第( )回

参加可否の
通知用連絡先

FAX： TEL：

(FAXの受信ができない方は郵便番号、住所)
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