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市政へのご提案は、「市民からの提案」と明記し、
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人口：3,748,386人
世帯数：1,713,760世帯

(2020年3月１日現在 )☎664-2525 FAX:664-2828

callcenter@city.yokohama.jp

⃝紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、市外局番は「045」です。⃝収集した個人情報や意見は「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。
⃝開館時間や休みなどは各問合先に確認してください。

横浜市コールセンター
各種手続・窓口案内・市営交通の案内など 〈毎日 8 時～ 21 時〉

区役所の開庁時間

横浜市データ

広報よこはま 検索

◦平日８時45分〜17時（祝日・休日・12月29日から1月3日を除く）。※昼の時間帯はお待たせする時間が長くなる場合があります。
◦毎月第２・４土曜日9時〜12時（戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務）。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、横浜市では、市民の皆様の健康・安全を最優先に
対策に取り組んでいます。児童生徒の健康や安全を第一に考え、市立学校全510校で休校を実施して
まいりました。また、皆様にご利用いただいている本市施設については、福祉施設など一部を除き休館とし
たほか、本市主催のイベント等についても中止・延期を行いました。市民や関係者の皆様には、ご理解と
ご協力をいただき、心から感謝いたします。
　市内経済への影響を最小限にとどめるため、特別経営相談窓口を設置するとともに、横浜市独自に

制度融資の支援メニューを創設するなど、中小企業の皆様への資金繰り支援
の強化にも取り組んでいます。今後も中小企業の皆様にしっかりと寄り添い、
ご支援につなげてまいります。
　市民の皆様には引き続き、感染症の拡大を防止するため、「こまめな手洗い」
「咳エチケット」「休養・睡眠・バランスの良い食事」などに努めていただくよう
お願いいたします。また、国や県、横浜市が発信する正確な情報に基づいて
冷静に行動してください。
　今後とも、市民の皆様の暮らしを守り、社会経済活動をお支えしていくために、
全力を尽くしてまいります。市民、事業者の皆様におかれましては、引き続きご協
力をお願い申し上げます。

市内
中小企業の
皆さまへ

感染を防ぐために心がけること

新型コロナウイルス
感染症に関する
相談窓口（毎日9時〜21時）

横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター
感染症の特徴、予防方法、有症時の対応など、全般的な相談

新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者相談センター
「新型コロナウイルス感染症が疑われる方」の相談

550-5530
664-7761

「こまめな手洗い※」
「手指のアルコール消毒」「咳エチケット」

バランスの良い食事や十分な睡眠

換気が悪く、人が密に集まって過ごすような
空間に集団で集まることを避ける

※手洗いの方法について、詳しくは最終ページを確認
してください。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について

　市内中小企業を対象に、「特別経営相談窓口」を設置しています。また、新型コロナウイルス感染症の
影響で売上が一定以上減少した場合などの資金繰り支援として、制度融資において「新型コロナウイルス
感染症対策特別資金（売上20％以上減少型）」などを創設しました。事業者の皆さまに向けた情報をまと
めていますので、詳しくはホームページを確認してください。 横浜市　新型コロナ　事業者 検索

　掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡
大防止の取組に伴い、中止・延期になる場合がありますので、事前に
確認してください。

　新型コロナウイルス感染症に関連する最新
情報は、ホームページを確認してください。

　新型コロナウイルスに関して、SNSなどをはじめとしたネット上
でさまざまな真偽不明の情報が拡散されています。真偽不明な情
報の拡散は、多くの人の不安をあおり、混乱を生みます。
　情報は、厚生労働省や本市のホームページなどにて確認するよ
うお願いします。

横浜市　新型コロナ 検索

正しい情報に基づいた適切な対応のお願い
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　みなとみらい21地区および隣接する北仲通地区は、ここ数年、目覚ましい勢いで開発が進み、現在も
建設ラッシュが続いています。2019年４月には株式会社資生堂の研究開発拠点「資生堂グローバルイ
ノベーションセンター（S/PARK）」が、９月には京浜急行電鉄株式会社の「京急グループ本社」がオープ
ンしました。また、2021年度には「神奈川大学みなとみらいキャンパス」が開設予定、2022年5月頃に
は「横濱ゲートタワー」にいすゞ自動車株式会社の本社が移転する予定です。
　さらに、この春からパシフィコ横浜ノースや複数の音楽ホールなどの集客施設も次々と開業し、ます
ます多くの人でにぎわう地区になります。地区内を安全で快適に巡れるように、歩行者ネットワークの
さらなる充実も進めています。

　パシフィコ横浜ノースは、パシフィコ横浜に隣接する、新しい
MICE 施設です。約6,300㎡の大規模な多目的ホールは、海外の先
進的なMICE 施設のバンケットルーム（宴会場）にならった、カー
ペット仕様のホールです。用途に応じて分割することができ、会議
や式典、パーティーなど、幅広い用途に対応できます。
　さまざまな催事を開催することで、国内外から多くの人が訪れ、
横浜にさらなるにぎわいが生まれます。

※会議や展示会など集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称

　みなとみらい21地区および周辺地区に「ぴあアリーナMM」、「K
ケーティー

T Z
ゼ ッ プ

epp Yokohama」、「B
ビ ル ボ ー ド

illboard L
ラ イ ブ

ive YOKOHAMA」がオープンします。
そのほか、約20,000人を収容する音楽アリーナなどから成る「Kアリーナプロジェクト」が2023年秋の竣工を目指して進んでおり、大規模
な音楽ホールが横浜に続々とオープンします。

　地下1階・地上4階建ての縦に長いハコ型構造
で、ステージと客席の距離が近いため、一体感
のあるアリーナです。座席にはカップホルダー
を設置し、飲食施設も充実。売店に加え、ホスピ
タリティラウンジやカフェを併設します。

　「コーエーテクモゲームス」のビルの中に
入った「Zepp」のライブホールです。
　隣接している複合施設には、「横浜東急REI
ホテル」があります。

　アメリカで100年以上の歴史を誇る音楽ブラ
ンド「ビルボード」と提携した施設です。テーブ
ル席とソファ席がある階と、カジュアル席の階
の２階層になっています。どの席からもステー
ジを一望できる設計になっているため、アーティ
ストを身近に感じることができます。

みなとみらい21地区と周辺地区

多目的ホール

1

横浜駅横浜駅

新高島駅新高島駅

みなとみらい駅みなとみらい駅

みなとみらい線みなとみらい線

JR線JR線

馬車道駅馬車道駅

桜木町駅桜木町駅

日本大通り駅日本大通り駅
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外観

【問合せ】	パシフィコ横浜ノースに関して　	 文化観光局MICE振興課	 671-4205	 663-6540
	 みなとみらい21地区の開発に関して　都市整備局みなとみらい21推進課	 671-2038	 651-3164
	 北仲通地区の開発に関して　	 都市整備局都心再生課	 671-2673	 664-3551
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新 市民病院は5月1日（金）に開院します
～安心とつながりの拠点へ～

市民病院および市庁舎の移転に伴い

バス停留所の名称が
一部変わります

新市庁舎の
案内・受付方法について

　新病院は、三ツ沢公園との一体性を重
視した「パークホスピタル」をコンセプト
にしています。高度急性期を中心とした
医療機能をさらに強化し、市民の皆さん
に先進的な医療サービスを提供します。

　移転に伴い、4月30日(木)、5月1日(金)
の外来診療は休診です。新病院の外来
診療は5月7日(木)から開始します。

現名称 変更後
１ 市民病院前 三ツ沢公園桜山
２ 市民病院下 岡沢下
３ 市民病院入口 三ツ沢公園自由広場
４ 市民病院  （新設）

現名称 変更後
１ 市庁前 港町
２ 尾上町 地下鉄関内駅
３ 馬車道駅前 横浜市庁前
４ 横浜第二合同庁舎 馬車道駅前

　新市庁舎は、桜木町・馬車道・みなとみらい方面それぞれに入口
があり、低層部は商業施設を設けた複合施設となっています。
　１階に建物全体の案内などを行うインフォメーション、３階に
行政・議会の受付を配置しています。
　行政・議会へ来庁する場合、３階受付にて係員が目的階を案内
し、ゲストカードを渡します。ゲストカードを受取り後、ゲートを
通過してエレベーターで目的階に向かってください。

【問合せ】市民病院総務課　 331-1438	 332-5599

【問合せ】交通局自動車本部営業課　 326-3864	 322-3912
【問合せ】総務局管理課新市庁舎整備担当

633-3901	 664-2501

⃝放射線治療装置や画像診断装置など最新の医療機器を導入
⃝救急医療や小児医療、周産期医療を充実・強化
⃝外部からのライフラインが途絶えても、７日間は災害拠点病院として

の機能を発揮
⃝個室を増やし、多床室も6床室から4床室に変更するなど、療養環境を

向上
⃝300人収容可能な大講堂を有効活用するなど、地域の医療人材を育成
⃝市内初の救急ワークステーション(救急救命士の研修施設)を併設(消

防局所管)

【所在地】神奈川区三ツ沢西町１-１ 　【代表電話】316-4580
【交通アクセス】	
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新病院

保土ケ谷区
西区

新
横
浜
通
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横
  浜
  駅

保土ケ谷I.C

三ツ沢

横浜駅西口

市民病院

宮ヶ谷

陸上競技場裏

三ツ沢総合グランド入口

新
病
院
の
特
徴

　８か所のバス停留所の名称を変更します。

バス (バス停「市民病院」下車)

自動車…地下駐車場約200台（現病院の2倍）

⃝横浜駅からのアクセス（既存路線乗入れ）
34系統（横浜駅西口～市民病院～沢渡～横浜駅西口）※月～
金曜（祝・休日除く）／87系統（横浜駅西口～市民病院～三ツ
沢上町駅前～横浜駅西口）

⃝東神奈川駅からのアクセス（路線新設）
88系統（東神奈川駅西口～東横反町駅前～三ツ沢上町駅前～
市民病院）

⃝保土ケ谷区内や相鉄線沿線からのアクセス（路線新設）
208系統（横浜駅西口～和田町～市民病院～横浜駅西口）

エレベーターで
目的階へ

案内・受付
（ゲストカードをもらう） ゲート

2020年７月から

喫煙禁止地区「みなとみらい21地区」の指定区域を拡大します
　喫煙禁止地区「みなとみらい21地区」は、これまでも桜木町駅前を中心とした区域を指定し
ていましたが、７月から指定区域をさらに新市庁舎周辺まで拡大します。
喫煙禁止地区とは

　美化推進重点地区内において、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です。
　市内では現在、横浜駅をはじめとした８地区を喫煙禁止地区に指定しています。
喫煙禁止地区になると

⃝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む）。
⃝喫煙禁止地区内には、喫煙所を設けていますので、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。

【問合せ】資源循環局街の美化推進課　 671-2556	 663-8199

拡大区域

条例により、市内全域でポイ捨てが禁止されています。
また、歩きたばこはしないよう規定されています。 たばこ　ヨコハマ 検索このマークの路面標示が目印です

❶

❷

市民病院移転
（4か所）　
５月２日から変更

市庁舎移転
（4か所）　　
６月１日から変更
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【問合せ】(公社)かながわ福祉サービス振興会	福祉教育課　 210-0788	 671-0295

2020年度も継続実施
ホームヘルパー資格取得のための研修受講料を助成します
　本市では、前年度に引き続き、ホームヘルパーを目指す市民を対象に、介護職員初任者研修または生活援助従事者研修の受講料を助成し
ます（助成を受けるには、一定の条件があります）。この機会に、資格を取得してホームヘルパーとして働きませんか。

●介護職員初任者研修　上限	70,000円※

【研修時間】合計130時間
【研修修了後にできる仕事内容】	身体介護(入浴、排せつ、食事の介助など)
 生活援助(洗濯、掃除、買い物など)

●生活援助従事者研修　上限	30,000円※

【研修時間】合計59時間
【研修修了後にできる仕事内容】	
生活援助(洗濯、掃除、買い物など)
※受講料がそれぞれの研修の助成金額未満の場合は、

受講料分が助成金額となります。

助成内容

助成を受ける
までの流れ ①	 ②	 ③	登録養成機関で

研修受講（1～3か月）
市内事業所で就業
（10日以上かつ1か月以上）

助成金申請
（2021年3月1日まで）

⃝申請時の住所地が市内にある人
⃝登録養成機関（ホームページ参照）における介護職

員初任者研修または生活援助従事者研修の受講開
始日が2019年4月1日以降であること

⃝資格取得後から、訪問介護員として市内の訪問介護事業所等で
就業を開始（登録ヘルパーなどにあっては実働を開始）し、就業
から1か月以上経過しており、かつ助成金申請受付期限までに
10日以上従事している人

⃝他に国、都道府県など公的機関から本申請に係る研修費用に対
する助成（本事業の助成を含む）を受けていない人

助成対象者

横浜市 訪問介護等資格取得支援事業 検索登録養成機関、助成金の申請についてはこちら

聴覚・言語機能に障害のある人へ

「Net119緊急通報システム」の運用を開始しました

【問合せ】消防局司令課　 334-6725	 334-6720　メール：sy-shirei@city.yokohama.jp

【Net119（ねっといちいちきゅう）とは】　
　スマートフォンなどの携帯端末から、文字情報で119番通報を行うこ
とができるシステムです。
　聴覚・言語機能障害のある人が、いつでも、全国どこからでも音声によ
らない緊急通報を行えます。

【システム利用イメージ（スマートフォン）】

①「通報する」ボタンを
押下

②「救急」「火事」の別を
選択

③要請場所を選択後、
チャットで詳細な状
況を確認

119番通報のかけ方　横浜市 検索

利用
できる人

利用
方法

市内に在住・在勤・在学で、音声による119番通報が困難
な人（障害者手帳の有無は問いません）。

利用には事前登録が必要です。
登録は、ホームページから申請してください。
システム利用料金は無料です。

（パケット代金など、通信に必要な費用はかかります）

東京2020ライブサイトin横浜

ユースボランティア体験 参加者募集

【問合せ】市民局オリンピック・パラリンピック推進課　 671-3697	 664-1588

　東京2020オリンピック・パラリンピック期間中、大型スクリーン
で競技を観戦できる「東京2020ライブサイトin横浜」会場で、中高
生世代を対象にしたボランティア体験（ボランティアについての研
修や、会場運営の手伝いなど）を実施します。
【募集人数】抽選492人（予定）
【対象】次の3つすべてにあてはまる人 ①市内在住・在勤・在学の人

（応募時点） ②2002年4月2日~2008年4月1日生まれの人 ③日本
語によるコミュニケーションができる人

【活動場所】東京2020ライブサイトin横浜（以下のいずれかの会場。会
場の指定はできません）①横浜市役所アトリウム(新市庁舎)(中区
本町6-50-10)　②横浜文化体育館（中区不老町2-7）

【活動日】以下の日程の希望する1日     
①オリンピック期間（市役所アトリウムまたは横浜文化体育館）： 
　2020年7月22日（水）~8月9日（日）
②パラリンピック期間（市役所アトリウムのみ）：2020年8月25

日（火）・26日（水）・29日（土）・30日（日）、9月5日（土）・6日（日）
【活動時間】午前または午後のいずれかの回（回の指定はできません）

①午前回：9時~12時20分 ②午後回：13時40分~17時

横浜市　ユースボランティア体験 検索

　応募方法など詳しくは本市の東京2020大会ホームページを確認し
てください。
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市職員(大学卒程度等)
試験日＝6月28日（日）
5月13日までに で
人事委員会任用課 ( 671︲3347
641︲2757)
｢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。2000年4月2日～2001年4月
1日生まれの人、抽選

4月17日までに で
教育委員会生涯学習文化財課 (
671︲3282 224︲5863）
横浜開港祭ボランティア

18歳以上､ 選考計600人｡ 詳細は で
5月30日(土)･31日(日) ·6月2日(火)
臨港パークほか
4月30日まで

▷説明会 参加必須。5月11日(月)19時
か5月16日(土)10時、産業貿易セン
ターで開催
実行委員会( 212︲5511 212︲5510) 
か文化観光局MICE振興課 ( 671︲
3546)
市営住宅入居者

抽選683戸。詳細は4月13日から募
集のしおり（区役所広報相談係で配
布）で

4月24日まで
住宅供給公社 ( 451︲7777 451︲
7769)

F-SUSよこはま会員
女性起業家向けシェアオフィス。選考
38人。詳細は で

6月15日まで
横浜企業経営支援財団( 225︲3714 

225︲3738)
図書館に最新号の雑誌等を  
寄贈するスポンサー

寄贈した企業･団体の広告を館内な
どに掲載。詳細は で

2021年3月31日まで
12月28日まで
中央図書館( 262︲7336 262︲0054)
ヨコハマ市民まち普請事業  
まちづくりの提案

詳細はチラシ(区役所広報相談係で
配布)か で

6月3日まで
都市整備局地域まちづくり課 (
671︲2679 663︲8641)

4月から障害者手当等の額を改定
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

害自立支援課 ( 671︲3891 671︲
3566）
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)、選考。詳細は募集
要項(各区福祉保健センターで配布。

から入手)で
5月11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 (
671︲4278 663︲2304)
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
う師免許を持つ視覚障害者、選考12人

5月～2021年2月の木曜9時～16時、
全30回
4月20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ファイル管理②パワーポイント基礎
③写真の取込と加工
15歳以上(中学生除く)の肢体·内部·
精神·聴覚等障害者、各抽選8人  
①ワード基礎かエクセル基礎受講者 
②③文字入力可能な人

各13時～16時｡ ①5月11日(月)②5
月19日(火)～22日(金)､ 全4回③5月
25日(月)･26日(火)､ 全2回
横浜ラポール
①250円②3,200円③500円
4月20日までに に
障害名·等級、手話·筆記通訳希望
の有無、介助･車いす利用の有無
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自立支援
課 ( 671︲3602)
個別ぜんそく相談

各日先着｡ ①15歳以上､ 2人②15歳
未満､ 3人

①5月13日·6月10日·7月8日の水曜
14時～15時30分

　②5月21日·6月18日·7月16日の木
曜14時～16時

みなと赤十字病院
4月13日から で健康福祉局保健
事業課 ( 671︲3824 663︲4469)
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 で

5月29日(金)9時45分～11時45分
青少年育成センター
1歳6か月～未就学児(予約制)
4月30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）
家具転倒防止器具の取付代行

要事前申込み。器具代は自己負担。
年齢等要件あり。詳細はチラシ(区役
所総務課で配布)か で

7月31日まで
総務局地域防災課 ( 671︲3456
641︲1677）

ねんりんピック岐阜 市代表選考会 
健康マージャン

2021年4月1日時点で60歳以上。費用
等詳細は問合せを。市代表は大会参
加費用の一部補助あり

5月13日(水)
麻雀サロンシルバー
4月15日から
県麻雀段位審査会(齋藤 620︲3558) 
か健康福祉局高齢健康福祉課 (
671︲2406 550︲3613)
横浜シニア大学講座

抽選。健康づくり、法律知識など。詳
細は申込書(区役所高齢·障害支援課
で配布)か で

6月～9月、全12回
各区老人福祉センターほか
2,000円
5月8日まで
市老人クラブ連合会 ( 433︲1256 

433︲1257)か健康福祉局高齢健
康福祉課 ( 671︲2406)

市大エクステンション講座
①頭から足先までの放射線治療
②肝臓 胆道 膵臓疾患 最新の話題
③運動器治療の最前線
各先着｡ ①②250人③300人｡ 詳細は

で
①5月22日(金)14時～16時  
②6月3日(水)14時～16時20分  
③6月5日(金)14時～16時
①②関内ホール③南公会堂
4月13日から で市大地域貢献セ
ンター ( 787︲8930 701︲4338)
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｡ 詳細は4月20日から申込書(区役
所広報相談係で配布、 から入手)で

6月～7月､ 全5回
6,000円
5月11日まで
環境創造局農業振興課( 671︲2639 

664︲4425）
貿易実務研修講座 基礎コース

未経験者か新任者、先着50人
5月19日(火)･22日(金)10時 ～16時､
全2回
神奈川中小企業センタービル
8,000円
4月13日から で
横浜貿易協会 ( 211︲0282 211︲
0285)か経済局国際ビジネス課 (
671︲3837)

こころの健康相談センターから
①依存症家族教室
②③依存症回復プログラム
①各当日先着15人(5･11月は60人)。
②③要事前申込。詳細は で

①2021年3月まで月１回。各14時
～16時(5･11月は19時～20時)

　 ②6･7月の月曜14時～16時、全8回

　③6月～2021年2月(1月除く)の第1
水曜14時～16時､ 全8回

問合先ほか
こころの健康相談センター( 671︲
4408 662︲3525)
子どもの電話相談    
受け手ボランティア養成講座

先着50人。費用等詳細は で
各土曜、10時～12時30分

　前期＝7月～8月、全5回
　後期＝9月～12月、全8回

青少年育成センター
4月13日から
よこはまチャイルドライン( 342︲
0255〈月･水･木 曜11時 ～19時 〉
342︲0288)かこども青少年局こども
家庭課 ( 671︲4288)
インターンシッププログラム  
1期生募集

各選考13人。①18～39歳で就職を希
望する人②18歳以上で再就職を希望
する女性。研修から就職までを支援。
説明会あり。詳細は で

5月1日までに で会場の就職サ
ポートセンター ( 0120︲915︲574)
申込先か経済局雇用労働課 (
671︲2343 664︲9188）

ザよこはまパレード   
(国際仮装行列)
5月3日(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︲
3546)
花と緑のスプリングフェア

①ステージイベント､ 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10日(金)～12日(日)の10時～
17時(12日は16時まで)。荒天中止

　 ②③4月10日(金)～5月6日(水･休)
①山下公園･横浜公園②山下公園
③日本大通り
緑の協会 ( 228︲9430 641︲0821)
春のぽかぽかたんぽぽコンサート

消防音楽隊の幼児向け演奏と防災
広報

4月25日(土)11時～12時
会場の市民防災センター ( 311︲
0100 312︲0386)
青少年のための音楽会 横響

交響曲第4番(ベートーヴェン)ほか
6月17日(水)19時～21時
県立音楽堂
1,000円。4月30日からチケットポー
ト横浜店で販売
事務局 ( 080︲3308︲1321)か文化
観光局文化振興課 ( 671︲3714
663︲5606)

今月11日以降の、市や外郭団体などが
主催･共催の事業を掲載しています

♦市の施設では、定期点検などのため、休業日を設けています。また、入館料･入園料などは変更になる可能性があります。
♦特に記載のないものは、無料･自由参加･締切日必着･はがき1枚に1人です。
♦ とある場合は、行事名･郵便番号･住所･氏名（ふりがな）･電話番号･往復はがきの場合は返信面を明記してください。
♦各イベント等の終了時間は予定です。

日時･期間　 会場　 費用　 保育　 申込み　 問合せ　 行事名　 コース　 郵便番号･住所
氏名（ふりがな）　 電話　 ファクス　 年齢　 往復はがき　 はがき　 ホームページ

マークの説明

掲載中のイベント等は中止･延期となる場合がありますので、事前に問合先へご確認ください。
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市民クルーズ
ぱしふぃっくびいなす 九州･瀬戸内･
紀州
抽選15室。横浜港発着。詳細はチラ
シ(区役所広報相談係で配布)か で

6月20日(土)～25日(木)
大人1人206,550円～
取扱旅行会社。4月30日まで
港湾局客船事業推進課( 671︲7272 

201︲8983)

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
7月21日～8月31日利用分｡ 市内で活動
する20人以上の青少年団体、1団体1人

各日30分前から受付   
①5月9日(土)10時   
②5月10日(日)11時   
③5月10日(日)13時
①各施設②③問合先
スポーツ協会 ( 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アウトドアリーダー
④レクリエーション
18歳以上､各抽選｡費用等詳細は申込書
(各区スポーツセンターで配布)か で

スポーツ医科学センターほか
4月30日まで
スポーツ協会 ( 640︲0014 640︲
0024）

粗大ごみは早めに申込みを

☎0570-200-530または☎330-3953

インターネット受付
受付センター月～土曜 (祝休日を含む)

年中無休

令和2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
4月30日(木)
財政局固定資産税課 ( 671︲2258 

641︲2775)
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)
雨水貯留タンク設置助成金

購入価格の2分の1で上限20,000円。
申込前の購入は対象外｡ 先着300件。
詳細は申込書(区役所広報相談係で
配布)か で

4月20日から
環境創造局管路保全課( 671︲2830 

641︲5330)
犬･猫のマイクロチップ  
装着費用の一部補助

先着800頭。詳細は問合せか で
5月7日から
横浜市動物愛護センター ( 471︲
2111 471︲2133)
中小企業設備投資等助成金  
事前相談会

各回先着1社
5月20日～6月12日の月～金曜。9時·
10時30分·13時·14時30分·16時
新市役所
4月27日から で
経済局ものづくり支援課( 671︲3490 

664︲4867)
市役所市民相談室の会場変更
①5月15日(金)まで②5月18日(月)から
①旧市役所(夜間相談は技能文化
会館)②新市役所(中区本町6︲50︲10)
市民局市民相談室 ( 671︲2306
663︲3433)
法律等各種専門相談

専門家が対応｡ 予約制(⑦を除く)
12時～13時を除く
①夜間法律＝4月15日(水)･22日(水) 

18時15分～20時45分。5月20日
(水)･ 27日(水)18時～20時30分。
6月以降は第2·4水曜18時～20
時30分

②法律＝月～金曜の9時～16時
③司法書士＝月～木曜の13時～16時
④宅地建物＝月曜10時～16時
⑤人権＝水曜13時～16時
⑥公証＝第1·3金曜13時～15時
⑦交通事故＝月～金曜の9時～16時
①希望月の初開庁日から②～⑥希
望日の1週間前から か直接､ 会場
の市民局市民相談室 ( 671︲2306 

663︲3433)
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)
LGBT相談

臨床心理士が対応｡各先着2人。詳細はチ
ラシ(区役所広報相談係で配布)か で

2021年3月まで月1回   
①月曜の夜間②木曜の午後
①西区福祉保健活動拠点  
②青少年相談センター

でSHIP( 594︲6160、水·金·土
曜の16時～20時·日曜14時～18時)
申込先か市民局人権課( 671︲2718 

681︲5453)
性的少数者向け交流スペース

詳細はチラシ(区役所広報相談係で
配布)か で

2021年3月まで｡ 13時～14時は10
代のみ。①第1土曜13時～17時。

1月は1月9日(土)に開催②第3日曜
13時～16時30分
①男女共同参画センター横浜  
②男女共同参画センター横浜北
男女共同参画センター横浜 (
862︲5052 865︲4671)
市民局広報課から

①2020年度版｢暮らしのガイド｣配布中
②季刊誌｢横濱｣68号発売
②「横浜に路面電車があった頃」。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

②4月3日(金)
①区役所広報相談係ほか  
②県内·都内の主な書店ほか
②630円。デイジー版は600円
市民局広報課( ①671︲2332②671︲ 
2331、 661︲2351)
都市計画マスタープラン公表

①中区プラン②栄区プラン
関係図書の閲覧は問合先で。 からも可

①中区役所企画調整係 ( 224︲
8128 224︲8214)②栄区役所企画
調整係 ( 894︲8161 894︲9127)

みなとみらいホール   
682︲2000 682︲2023

①デーモン閣下の邦楽維新
②urban strings unit 石田組

①9月4日(金)19時～21時30分  
②10月3日(土)15時～17時

か で    
①5,000円･6,000円、4月18日から 
②4,000円･5,000円、4月17日から
横浜能楽堂    

263︲3055 263︲3031
①横浜狂言堂②③家×家 交流狂言
①「梟山伏」「隠狸」
②｢朝比奈」「月見座頭」
③「八尾」｢武悪｣

①5月10日(日)14時～15時25分  
②6月27日(土)14時～15時25分  
③7月5日(日)14時～15時40分
2,200円。①4月11日12時から か

で②③4月18日10時から で
にぎわい座    

231︲2515 231︲4545
①名作落語の夕べ
②桂南光·桂南天ふたり会
③日本演芸家連合まつり

①7月4日(土)18時～20時30分  
②7月12日(日)14時～16時  
③7月15日(水)14時～16時30分
3,200円、5月1日から か で
消費生活総合センター   

845︲5640 845︲7720
教室｢もったいない 食品ロス｣
当日先着80人

5月11日(月)13時30分～15時30分
都筑区役所

男女共同参画センター   
Ⓐ横浜 862︲5052 865︲4671  
Ⓑ横浜南 714︲5911 714︲5912 
Ⓒ横浜北 910︲5700 910︲5755

①公募型男女共同参画事業募集
②たまご塾前期 ビジネスプラン完成

コース
詳細は で。①3人以上のグループに
よる企画②女性､ 選考15人

②6月～8月の土曜､ 全5回
①ⒶⒷⒸ、②Ⓐ
②28,500円
②2か月～未就学児(予約制·有料)
①5月15日まで②5月22日まで
歴史博物館    

912︲7777 912︲7781
展示「明治･大正ハマの街」

4月1日(水)～7月5日(日)
500円
帆船日本丸･横浜みなと博物館  

221︲0280 221︲0277
①展示｢横浜港今昔｣②総帆展帆
③親子展帆
③小･中学生と保護者、各当日先着60人

①6月28日まで②4月19日(日)･29日
(水･祝)。10時30分から帆を広げ､ 16
時までにたたむ。荒天中止  
③4月19日 (日)･29日 ( 水･祝 )13時30
分～14時。荒天中止
①400円    
③400円、小･中学生は200円
山手西洋館 外交官の家  

･ 662︲8819
花と器のハーモニー2020
和の花と世界の洋食器による装飾

5月30日(土)～6月7日(日)
西洋館7館
人形の家    

671︲9361 671︲9022
展示｢大好き！ブライス｣

5月17日(日)まで
900円
環境活動支援センター   

711︲0635 721︲6356
①家族でのんびり春の森さんぽ
②家族で学ぶ農体験講座
①3～6歳の未就学児と保護者、抽選
30組60人②サツマイモ等野菜の植え
付けから収穫まで。小学生と家族、抽選
30人。費用等詳細は4月10日から で

①5月16日(土)10時～14時30分 
　②6月～11月の土曜9時30分～12

時、全6回
①5月1日まで②4月27日まで
野島青少年研修センター  

782︲9169 701︲9599
夏期宿泊利用抽選会
7月22日～8月31日宿泊分｡ 市内で活
動する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10日(日)13時30分
4月13日～5月9日に か で

掲載中のイベント等は中止･延期となる場合がありますので、事前に問合先へご確認ください。

オリンピック開催時の
交通規制等について

東京2020　横浜市 検索

　7月上旬以降、オリンピック競技会場となる横浜スタジアム・横浜国際総合競技場周辺
は、交通規制および競技会場周辺の公園、一部施設の利用規制を行う予定です。また、競
技開催に伴い、市営バスは迂回ルート運行を行います。詳しい情報は、市ホームページ
でお知らせします。

【問合せ】市民局オリンピック・パラリンピック推進課　 671-4589 664-1588
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市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

4月  4日
4月11日
4月18日
4月25日
※放送内容・タイトルは変更になる場合があります。

横浜へようこそ
季刊誌「横濱」春号連動企画
ハマの昭和ノスタルジー
GW特集 10：47～10：52頃

6：50～7：00

9：30～10：00
16：30～16：35

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

ワイドFM92.4MHz
AM1422kHz

横浜に路面電車が
あった頃

4月3日発売！

火曜

630円

横浜を感じるミニコラム

トルオン・ティ・トゥイ・チャンさん

トルオン・ティ・トゥイ・チャン	
(Truong	Thi	Thuy	Trang)さん
ベトナム出身。10代
の時に、家族と来日。
日本の専門学校を
卒業後、教育機関、
行政機関の外国人
相談窓口などでの
相談・通訳など、外
国人住民のための支援や、平和、人権、
ベトナム文化の紹介など、幅広く活動し
ている。毎週金曜日に泉区役所でベト
ナム語での生活相談を実施中。横浜市
広報企画審議会の委員も務める。

プロフィール

　私は、難民として日本に来ました。来日した
当初、今でも思い出すのが辛い難民体験の
記憶や、言葉や生活習慣、制度などの違い
に、戸惑い、不安な毎日でした。でも、それを
忘れさせてくれるくらいたくさんの素敵な出会
いがありました。
　和食の作り方を教えてくれた人、私が落ち
こんでいる時、家に呼んで手料理で励まして
くれた人、私の間違った日本語を愛情を持っ
て注意してくれた人、「チャンはありのままで
いいよ」と背中を押してくれた人、どんな時も
親身に対応してくださった人たち。日本での
生活に自信を失いかけていた私は、多くの

人の優しさに支えられ、何とか生活ができる
ようになりました。そして今も私の周りに応援
してくれる人がたくさんいます。
　今、私は外国人向け相談窓口の相談員
や通訳の仕事をしています。多くの人が私を
支えてくれたように、今度は私が困っている
人を支えたいと思います。

　「花はみんな違う。色も香りも葉の形もそれ
ぞれ。でも必ずきれいに咲く」。これは父がい
つも私に言っていた言葉ですが、それは人も
同じだと思います。初めて横浜に来た時、山
下公園できれいに咲く花を見て、横浜に住も
うと家族みんなで決めました。それ以来、横
浜は私にとって第２の祖国です。
　私はこれからも日本、そして横浜に来た全
ての外国人が、自分らしく、きれいに咲くこと
ができるよう、皆が習慣や文化の多様性を
理解し受け入れ合う社会をつくるお手伝い
ができればと思っています。皆さんも応援い
ただければ嬉しいです。

▲ベトナムフェスタ in 神奈川での講演の様子

外国人相談員・通訳

【問合せ】予防接種コールセンター　 330-8561 664-7296〈受付日時〉月～金曜 9時～17時（祝休日を除く）

空家の総合案内窓口
【場所】横浜新都市ビル9階 住まいるイン
【受付日時】毎日10時～17時（年末年始、そごう横浜店の

休業日は休み）
【受付方法】電話、窓口で受け付けます（相談費用は無料です）
　　 　　 451-7762

【主な対象】市内在住の人、市内に空家を所有している人、
その家族など

※近隣の空家で困っている場合は、各区役所に相談してください。

41〜58歳（昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれ）の男性の人へ
風しん抗体検査の緊急のお知らせ

【問合せ】住まいるイン（運営：横浜市住宅供給公社）　 451-7762　または　建築局住宅政策課　 671-2922 641-2756

【問合せ】建築局建築防災課　 671-2943 663-3255

補助限度額※1

一般課税世帯 20万円
非課税世帯※2 40万円

▶住宅除却補助事業に
ついてはこちらから

旧耐震基準の木造住宅を解体する工事への
補助制度を拡充します
　４月から旧耐震基準の木造住宅の解体工事費用に係る補助
制度を、一般課税世帯でも利用できるようになりました。解体
を検討している人は、問い合わせてください。

　風しんは感染力が高く、人が多く集まる場所では、知らず知らずのう
ちにうつす（うつされる）ことがある病気です。妊娠中の女性が風しんに
感染すると、障害のある赤ちゃんが生まれる可能性があります。
　対象となる人には、本市からクーポン券を送付してい
ます。お手元にない場合は、予防接種コールセンターま
で問い合わせてください。
　感染拡大を防ぐために、まず抗体検査を受けて、風
しんの抵抗力がない場合は必ず予防接種を受けてくだ
さい。

※3 空家・貸家などは有料（1万円）

耐
震
診
断（
無
料
）

訪
問
相
談（
無
料
）

検
討

解
体

※3

対
象
要
件

•2階建て以下の在来軸組構法の木造住宅
•1981年5月以前着工
•耐震診断の結果、倒壊の危険性があると診断された住宅

※1 その他面積限度額、事業費限度額あり
※2 過去２年間建物の所有者全員およびそれらの世

帯員全員の住民税が非課税の世帯

　「空家の相続や、税金について相談したい」「思い出がある家なので手放したくないが、空家に
なったらどうすればいいの？」など、さまざまな空家に関する悩み相談に応えるとともに、悩み
に応じた適切な専門家団体を紹介します。

拡充 ！

【受け方】
本市からクーポン券が届く

抗体検査（血液検査）

医療機関で予防接種

抗体価なし
風しんの抵抗力がありません。

抗体価あり
風しんの抵抗力があります。

Step1

Step3

Step4

Step2
➡受けられない場合は、医療機関に

行く日時を決める（例：4月13日15時）
➡医療機関に電話予約

職場健診で抗体検査を
受けられるか確認する

横浜市 空家 相談窓口 検索詳細は

※その他条件あり。詳細は、問い合わせてください。
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【発行】市民局広報課　 671-2332 661-2351　
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  【問合せ】	エントリーについて	 ローソンチケット総合お問い合わせダイヤル	 0570-000-777（毎日10時～18時〈土・日曜・祝休日を含む〉）
	 	 この記事に関して　	横浜マラソン組織委員会事務局	 651-0666	 226-5037

 【問合せ】東京都都市整備局　 03-5388-3390	 03-5388-1354

 

 

横浜マラソン2020ランナー募集

東京2020大会期間中の
首都高速道路の料金施策について

【開催日】11月1日（日）　【募集期間】4月1日（水）～４月30日（木）
※申込多数の場合は抽選（チャリティ枠など除く）

種目 募集人数 参加料(税込)
フルマラソン
女性ランナー優先枠※1 10,000人 16,200円
地元優先枠※1 横浜市民枠 2,000人 16,200円

神奈川県民枠 1,000人 16,200円
一般枠 11,870人 16,200円
ふるさと納税枠※2 100人 100,000円（寄附額）(別途参加料16,200円)
チャリティ枠※3 500人 35,000円（寄附額）(別途参加料16,200円)
外国人枠 900人 16,200円
チャレンジ枠※4 500人 16,200円
1/7フルマラソン
一般枠 1,000人 4,300円
外国人枠 100人 4,300円
1/7フルマラソン(車いす) 30人 4,300円

合計 28,000人
2km(車いす) 100人 3,200円

総合計 28,100人

　「女性ランナー優先枠」または「地元
優先枠」から申し込む人は、落選して
も一般枠で再度抽選の機会があります

（自動的に再抽選の対象となります）。

【申込み・詳細】大会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

横浜マラソン 2020 検索

※1 「女性ランナー優先枠」・「地元優先枠」の落選者は、自動
的に一般枠の抽選に移行

※2 市外に在住の人が対象
※3 【寄附先】⃝社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業

団が運営する「横浜ラポール」⃝神奈川県立こども医療セ
ンターの「かながわ県立病院小児医療基金」

※4 ランニングなどのスポーツの習慣化を目的に、横浜マラ
ソンへの参加機会を提供する枠

新型コロナウイルスの
感染拡大を防ぐために

【問合せ】横浜市	新型コロナウイルス感染症コールセンター　受付時間：毎日9時～21時（土・日曜・祝休日を含む）　 550-5530

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐには「こまめな手洗い」「咳エチケット」
などの基本的な予防策が有効です。また免疫力を低下させないため、バランスの
良い食事や十分な睡眠など、生活のリズムを整えて過ごすことも大切です。

石けんを泡立て手のひら、手の甲、指の間、指先を
こすり洗いします。

指をねじるように洗います。手首も洗います。
きれいに洗い流し、拭き取ります。

　東京2020大会期間中、首都高速道路では夜間の料金割引および日中時
間帯の料金上乗せが実施されます。

時間帯 料金 対象
夜間割引（首都高全線） ０時～４時 ５割引き ETC搭載車
料金上乗せ（都内区間） ６時～22時 1,000円上乗せ マイカー等※

横浜市 新型コロナ 検索

2020　首都高 検索

【期間】７月20日（月）～８月10日（月・祝）、８月25日（火）～９月６日（日）
※障害者手帳所持者が運転・同乗する車両および福祉関係車両はETC

搭載車に限り料金上乗せの対象外となります。対象外とするには
５月22日までに東京都への申請が必要です（当日消印有効。申請書
は各区役所高齢・障害支援課で配布、ホームページから入手）。ただ
し「有料道路における障がい者割引制度」の適用を受けている車両
は、申請不要で料金上乗せの対象外となります。

【
手
洗
い
方
法
】

　詳しくは首都高速道路ホームページで確認してください。




