
 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜１０大ニュース投票受付開始 
 

今年、横浜市内で起こった出来事や市政ニュースの中から、市民の皆さまの投票により、 

横浜１０大ニュースを決定します。また、投票いただいた方の中から、抽選でプレゼントが 

当たります。 

 

１ 投票 
 

（１）投票資格 

市内在住の方（投票はお一人１回に限ります。） 

 

（２）投票方法 

ア 横浜市ホームページから投票 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/kocho/10_news/201910news.html  

 

イ 専用ハガキで送付（チラシに付いているハガキを切り取って投票できます。） 

市役所市民情報センター、区役所広報相談係、行政サービスコーナー、地区センター、 

地域ケアプラザ、図書館等で配布しています。 

 

（３）投票期間 

令和元年 11月 21日（木）～12月 11日（水） 

 

２ プレゼント 

投票いただいた方の中から、抽選で 合計 500名様 にプレゼントが当たります。（裏面参照） 

市内の企業・施設等の皆さまにご協賛いただき、横浜ゆかりのプレゼントをコース別にご

用意しました。 

 
３ 結果発表 
 

年末の市長定例記者会見で発表する予定です。 

 

 

 

お問合せ先 

市民局広聴相談課長 近藤 武  Tel 045-671-2301 

 
  

令和元年 11 月 21 日 
市 民 局 広 聴 相 談 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

裏面あり 



 
 
４ プレゼントのコース 
 

★「横浜の宝」ツアーコース（計 20名様） 
・二月興行「横浜にぎわい寄席」（ペア）（5 組 10 名） 2020 年 2 月 1～7 日のいずれか１回（横浜にぎわい座） 
・日産スタジアム見学ツアー（ペア）（5 組 10 名） 2020 年 2～3 月の候補日から選択（日産スタジアム） 
・2020 年 3 月 6 日（金） 定期演奏会みなとみらいシリーズ第 357 回（ペア）（5 組 10 名）（（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団） 
・2020 年 3 月 13 日（金） みなとみらいクラシック・マチネ≪東京六人組≫（ペア）（5 組 10 名）（横浜みなとみらいホール） 

 

★スポーツ応援コース（計 113名様） 
・横浜ＦＣ ビッグフラッグタオルマフラー（3 名）（横浜ＦＣ） 
・横浜スタジアム 2020 年横浜 DeNA ベイスターズ公式カレンダー（20 名）（株式会社横浜スタジアム） 
・横浜マラソン 2019 オリジナルミニタオル（30 名） 
・ラグビーワールドカップ 2019ＴＭ ①オリジナルキーホルダー（30 名）②オリジナルピンバッジ（30 名） 

 

★文化・アミューズメントコース（計 130名様） 
・大佛次郎記念館 2020 年 1 月 4 日～4 月 19 日「誕生！鞍馬天狗～みんなの HERO ができるまで～」招待券(ペア）（10 組 20 名）（大佛次郎記念館） 
・三溪園 入場招待券（ペア）（15 組 30 名）（（公財）三溪園保勝会） 
・宮川香山 眞葛ミュージアム招待券（ペア）（40 組 80 名）（(一社)ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＧＯＯＤＳ ００１） 
・日本郵船氷川丸・歴史博物館の両施設セット入場券（ペア）(10 組 20 名) （(一社)ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＧＯＯＤＳ ００１） 
・横浜市新市庁舎完成記念３館連携展示 ３館共通券（ペア）（10 組 20 名）（（公財）横浜市ふるさと歴史財団） 
・よこはま動物園・金沢動物園 年間パスポート引換券（20 名）（（公財）横浜市緑の協会） 
・横浜人形の家 2020 年 1 月 25 日～3 月 8 日「ひな人形展」招待券（ペア）（5 組 10 名）（横浜人形の家） 
・横浜能楽堂 ①オリジナルティッシュケース（10 名）②オリジナルがまぐち（5 名）（横浜能楽堂） 
・横浜美術館 2020 年 2 月 15 日～5 月 24 日「澄川喜一 そりとむくり」展 招待券（ペア）（5 組 10 名）（横浜美術館） 

 

★グルメ・グッズコース（計 237名様） 
・ヨコハマ３R 夢 オリジナルマイバッグ（レッド、ベージュ、ダークブルーのいずれか）（各色 5 名）（15 名）（株式会社キタムラ） 
・「キリン一番搾り生ビール 350ml 6 缶セット」（8 名）（キリンビール株式会社 横浜支社） 
・秋冬横浜限定セット（「YOKOHAMA XPA」＆「アップルシナモンエール」（地ビール）6 本セット）（3 名）（サンクトガーレン有限会社） 
・新横浜ラーメン博物館 こだわり逸品セット（ラーメン 6 点）と入場券（ペア）（5 名）（株式会社新横浜ラーメン博物館） 
・相鉄・JR 直通線用「12000 系」ほかクリアファイルセット(50 名)（相鉄ホールディングス株式会社） 
・「横浜の語りべたち」グッズのセット（クリアファイル、メモ帳ほか から 2 点）(46 名）（TUBAN 画廊 横浜倶楽部） 
・横浜のあられ詰合せ（「横濱ビア柿」、「横浜ナポリタン」ほか）(10 名)（株式会社美濃屋あられ製造本舗） 
・洋光台ハンバーガーPassTime オリジナル防災ランタン（10 名）（洋光台ハンバーガーPassTime） 
・ウィッシュボン 「横濱レンガ通り」12 個入り（10 名）（(一社)ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＧＯＯＤＳ ００１） 
・横浜港振興協会オリジナル消せる 3 色ボールペン（「フリクションボールペン 3 スリム」）（10 名）（（一社）横浜港振興協会） 
・横濱 JAZZ PROMENADE オリジナルスタッフパーカー（10 名）（横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会） 
・「横浜ビール」（地ビール）3 本セット（「ピルスナー」、「ヴァイツェン」、「横浜ラガー」）（3 名）（株式会社横浜ビール） 
・横浜市営交通カレンダー2020（10 名）（横浜市交通局） 
・折りたたみエコバッグ（赤、カーキ）（10 名） 
・季刊誌「横濱」最新号（17 名） 
・横浜音祭り２０１９ オリジナルグッズ（クリアファイル、付箋、ボールペンセット）（20 名） 
 

＜参考＞ 平成 30年 横浜１０大ニュース 

順位 項        目 

１ 成人式の晴れ着トラブルで市民や団体等から支援の申出多数、横浜市は特設ホームページや相談窓口を設置（１月） 

２ 南区出身で「横浜にぎわい座」２代目館長、落語家の桂歌丸さんが死去(81 歳）(７月) 

３ 相鉄線 星川駅～天王町駅間が全線高架化 事業開始から 16 年の歳月を経て、高架区間内の全ての踏切がなくなる（11 月） 

４ 
暑い夏 平年に比べ梅雨明けが 22 日早く、市の調査では熱帯夜が 51 日と最多日数を観測  熱中症による救急搬送人員が過去最

多の 1,711 人に（５月～９月） 

５ 横浜 DeNA ベイスターズ、３年連続のＣＳ出場は果たせずも、シーズン観客動員数が球団史上最多となる 200 万人に到達（10 月） 

６ 横浜のまちを花と緑で彩る「ガーデンネックレス横浜 2018」を開催（３月～12 月） 

７ 
市内で東京 2020 オリンピック各種競技（野球・ソフトボール、サッカー）の決勝戦が開催決定 大会本番に向けて横浜市・都市ボランティ

アも募集開始（10 月） 

８ 京急創立 120 周年、ＪＲ横浜線開業 110 周年、さまざまな記念イベントを実施（２月・９月） 

９ 横浜マラソンが２年７か月ぶりに開催 快晴の秋空の下、２万８千人のランナーが横浜のまちを駆け抜ける（10 月） 

10 市営地下鉄グリーンラインが開業 10 周年、市営バスは開業 90 周年（３月・11 月） 

  



提供：横浜美術館
「澄川喜一　そりとむくり」展招待券 (ペア) (5組10名）
横浜美術館　2月15日～5月24日　
提供：横浜能楽堂
　　　　　　②オリジナルがまぐち  (５名)
横浜能楽堂　①オリジナルティッシュケース  (10 名)
提供：横浜人形の家
招待券 (ペア)(５組10名)
横浜人形の家　１月25日～３月８日「ひな人形展」
提供：(公財)横浜市緑の協会

よこはま動物園・金沢動物園　年間パスポート引換券 （20名）
提供：(公財) 横浜市ふるさと歴史財団
(ペア)(10 組 20 名 )
横浜市新市庁舎完成記念3館連携展示　3 館共通券
提供：( 一社 ) YOKOHAMA GOODS 001

券場入トッセ設施両の館物博史歴・丸川氷船郵本日
(ペア)(10 組 20 名 )

提供：( 一社 ) YOKOHAMA GOODS 001

宮川香山　眞葛ミュージアム招待券（ペア）(40組 80名)
提供：(公財)三溪園保勝会

三溪園　入園招待券 (ペア)(15組 30名)　
提供：大佛次郎記念館
～みんなのHEROができるまで～」 招待券 (ペア)(10組20名）
大佛次郎記念館　１月４日～４月19日「誕生！鞍馬天狗大佛次郎 念館 「誕生 鞍 狗

文化・アミューズメントコース文化・アミューズメントコース

付箋、ボールペンセット)  (20名)
横浜音祭り２０１９　オリジナルグッズ(クリアファイル、

季刊誌「横濱」最新号 (17名)

折りたたみエコバッグ(赤、カーキ)  (10名)
提供：株式会社横浜ビール

）名３（）」ーガラ浜横「、」ンェツ
イァヴ「、」ーナスルピ「（トッセ本３）ルービ地（」ルービ浜横「

提供：横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会
(10名）
横濱 JAZZ PROMENADE　オリジナルスタッフパーカー
提供：横浜市交通局

横浜市営交通カレンダー2020 (10名)
提供：(一社) 横浜港振興協会
(「フリクションボール３スリム」)  （10名）
横浜港振興協会オリジナル 消せる３色ボールペン 

提供：( 一社) YOKOHAMA GOODS 001

ウイッシュボン　「横濱レンガ通り」12個入り（10名）
提供：洋光台ハンバーガーPassTime
(10名)
洋光台ハンバーガーPassTime オリジナル防災ランタン
提供：株式会社美濃屋あられ製造本舗
ほか）（10名）

」ンタリポナ浜横「、」柿アビ濱横「（せ合詰れらあの浜横

提供：TUBAN 画廊　横浜倶楽部
ほか から２点)  (46名)
「横浜の語りべたち」グッズのセット（クリアファイル、メモ帳

クリアファイルセット  (50名)
相鉄・JR直通線用車両「12000系」ほか

提供：相鉄ホールディングス株式会社

提供：株式会社新横浜ラーメン博物館
（ラーメン６点）と入場券 （ペア） （５名）
新横浜ラーメン博物館　こだわり逸品セット

秋冬横浜限定セット（「YOKOHAMA XPA」＆「アップルシナ
モンエール」(地ビール) ６本セット） (３名)
提供：サンクトガーレン有限会社

提供：キリンビール株式会社　横浜支社

  キリン一番搾り生ビール350ml　６缶セット (８名)
提供：株式会社キタムラ
ダークブルーのいずれか)（各色5名)  (15名)
ヨコハマ３R夢　オリジナルマイバッグ（レッド、ベージュ、夢 ジ バ グ（ ド ジ

グルメ・グッズコースグルメ・グッズコース

②オリジナルピンバッジ (30名）
①オリジナルキーホルダー (30名）　

ＴＭラグビーワールドカップ 2019

オリジナルミニタオル (30名)
横浜マラソン2019
提供：株式会社横浜スタジアム
公式カレンダー (20名)
横浜スタジアム　2020年横浜DeNAベイスターズ
提供：横浜FC

横浜FC　ビッグフラッグタオルマフラー (３名)

©YOKOHAMA FC

スポーツ応援コーススポーツ応援コース
提供：横浜みなとみらいホール
《東京六人組》(ペア)(５組10名）
2020年３月13日（金）　みなとみらいクラシック・マチネ

(C)武藤章

D
提供：(公財) 神奈川フィルハーモニー管弦楽団
第357回 (ペア)(５組10名)
2020年３月６日(金）定期演奏会みなとみらいシリーズC

提供：日産スタジアム
2020年２～３月の候補日から選択
日産スタジアム見学ツアー (ペア)(５組10名）　B

提供：横浜にぎわい座
2020年2月１～７日のいずれか１回
二月興行 横浜にぎわい寄席 (ペア)(５組10名)A 月興行横浜 ぎわ 寄席 ペ 組 名

「横浜の宝」ツアーコース「横浜の宝」ツアーコース

横浜市市民局広聴相談課 
横浜１０大ニュース担当

☎045-671-2335
e-mail: sh-10news@city.yokohama.jp 

投票締切

投票方法

お問合せ先

令和元年 12月 11 日（水）まで 

投票できる方
）でま回1人一お（ 方の住在市浜横

横浜市ホームページ または
右の専用ハガキで投票いただけます。
氏名、住所等の個人情報につきましては適正に管理し、プレゼ
ントを送付するほか、個人が特定できないよう統計的な処理を

市個人情報の保護に関する条例（平成17年横浜市条例第６号）」
したうえで、集計に使用します。その他個人情報については、「横浜

に従って適切に取り扱います。

横浜10大ニュース

郵便はがき

横浜市中区港町１丁目１番地 
横浜市市民局広聴相談課 
横浜１０大ニュース担当 行 

63円切手
をお貼り
ください

※以下はプレゼントをご希望の方のみご記入ください。

お住いの区 性別

区 歳代男・女

年齢

郵便番号・ 町名・番地・マンション名・ 部屋番号等 

〒

氏 名 

電話番号 

2 3 1 0 0 1 7

点

※ プレゼントの当選発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

選べる４つのプレゼントコース

2019年 市民が選ぶ

投票いただいた方の中から、抽選で合計 500名様に
横浜ゆかりの賞品をプレゼント

投 票
受付中



2019年

グルメ・グッズコース
文化・アミューズメントコース
スポーツ応援コース

■候補ニュースの中から10項目以内を選び、番号をお書きください。
　※候補ニュースは11月10日時点で作成しています。

■候補にないニュースにも投票できます。その場合は、こちらに
　内容をお書きください。（上記と合わせて10項目以内）

「横浜の宝」ツアーコース

□D　みなとみらいクラシック・マチネ
□C　神奈川フィルハーモニー管弦楽団　定期演奏会
□B　日産スタジアム見学ツアー
□A　横浜にぎわい寄席

□区役所　□市役所　□行政サービスコーナー　□公会堂
□地区センター　□地域ケアプラザ　□スポーツセンター
□図書館　□駅　□学校　□その他（　　　　　　　　　　）　　　

■希望するプレセントコース１つにチェック （プレゼントページ参照）

点

一般社団法人
横浜港振興協会
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