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⃝8月号は、7月13日時点の情報に基づき作成しています。⃝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。⃝開館時間や休みなどは各問合先に確認してください。
⃝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。

⃝新型コロナウイルスワクチン接種に関する問合
せは、ワクチン接種コールセンター（ 0120-
045-070）へ。
⃝市政へのご提案は、「市民からの提案」と明記し、
居住区の区役所へ。

横浜市コールセンター（毎日8時～21時）

664-2525 664-2828

各種手続・窓口案内・市営交通の案内など 区役所の開庁時間
⃝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）。検索横浜市コールセンター

人口：3,779,391人　世帯数：1,768,627世帯
横浜市データ(2021年7月1日現在)

※令和2年に実施した国勢調査の人口速報集計結果を基に推計した数値
です（区の人口と世帯数も同様）。 検索横浜市 推計人口・世帯

　市政に関するお知らせを受け取れる
ほか、粗大ごみの申込みや道路の損傷
通報などのサービスを利用できます。

友だち登録はこちらから▲ カタログポケットについてはこちらから▲

　広報よこはま市版は無料アプリ「カタ
ログポケット」で閲覧できます。音声読み
上げや多言語に対応しています。

横浜市LINE公式アカウント 広報よこはまをアプリやウェブで閲覧できます

期日前投票 8月9日（月・休）から8月21日（土）まで　詳しくは、区版を確認してください。

【問合せ】選挙管理委員会　 671-3336 681-6479 横浜市長選挙 検索

横浜市の新型コロナの
お問い合わせ窓口

横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター(帰国者・接触者相談センター）

550-5530 846-0500
24時間
受付

ワクチン接種に関するお問合せ 0120-045-070（9時~19時 土・日曜、祝・休日含む）

050-3588-7191※耳の不自由な方のお問合せ用FAX番号です。

「広報よこはま」に掲載しているイベントは、新型コロナウイルス感染症対策を行った上で開催しています。
参加時は主催者の指示の下、感染症対策にご協力をお願いします。

新型コロナ
関連情報は
2面へ

ワクチン接種も進んでいますが、地域の感染拡大を抑え込むには、まだまだ市民一人ひとりが基本的な感染対策を
徹底していくことが必要です。社会生活と感染対策の両立のため、ご協力をお願いします。

日頃から
備えておきましょう

　職場、学校、集団生活の場などでも感染を防ぐための
注意が必要です。いざという時に慌てないためにも、
日頃からこまめな手洗い、マスクの着用、適切な距離を
保つなどに加えて、次の点に気をつけてください。

マスクの着用をせずに
近距離で会話をしない

食器やコップの共用はしない
(回し食べにも注意)

複数の人が集まる屋内では
適切に換気をする

飲食時にマスクを外す場合は
会話を避ける

職場や集団生活の場合、ドアノブや
スイッチ、電話、机など、多くの人が
触れる箇所はこまめに消毒をする

集団生活の場合、人が集まる場所へ
外出する機会が多い人とは
できるだけ生活動線を分ける
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あなたが、身近な友人が、職場の同僚が、

ある日、新型コロナウイルス感染症に感染したら…？
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新型コロナウイルス
ワクチン接種について

　横浜市では、市民の皆様の新型コロナウイルスワクチン接種に向けて、
国の示す接種順位等に沿って、市内各所でワクチンが接種できるよう
進めています。
　ワクチン接種に関する最新の情報は、横浜市ウェブページ
をご覧ください。

7月13日時点の情報に基づき作成しています。 横浜市 新型コロナワクチン 検索

　新型コロナウイルスワクチンに限らず、ワクチン接種では、一時
的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの副反応が起きることがあ
ります。体調に注意して、安静にしましょう。

⃝皮膚のかゆみ、じんましん　⃝息苦しさなどの呼吸症状
⃝腹痛、吐き気　⃝意識レベルの低下 など
　ワクチン接種後に上記の症状が現れた場合、アナフィラキシー
（ワクチンへのアレルギー反応）の疑いがあります。接種会場では
すぐに対応できるよう医薬品の準備をしています。

⃝接種部位の痛みや腫れ　⃝疲労や頭痛　⃝筋肉や関節の痛み
⃝下痢、吐き気、嘔吐　⃝発熱　⃝リンパ節の腫れ　
⃝発赤、紅斑 など
　これらの症状は、通常、数日以内に回復します。2日以上発熱が
続く場合や症状が重い場合は、以下に相談してください。

神奈川県新型コロナワクチン
副反応等相談コールセンター

ワクチン接種を受けた
医療機関・かかりつけ医等

285-0719	（24時間受付、土・日曜、祝休日含む。日本語以外での相談も受け付けています。）
900-0356  耳の不自由な方はFAXにより相談してください。

※ワクチン接種後に生じた副反応等に係る専門的な相談に対応します。
　医療機関等の紹介は行っていません。

　「神奈川県新型コロナワクチン副反応等相談コールセンター」にて受診
するよう勧められた場合は、接種を受けた医療機関またはかかりつけ医
等に受診あるいは相談してください。

新型コロナウイルスワクチンを受けた後の注意点

ワクチン接種後に体に異常がある時の相談先

すぐに起こるかもしれない症状

接種後、数日以内に起こるかもしれない症状

接種部位は清潔に保ちましょう。
接種当日の入浴は問題ありませんが、
注射した部分は強くこすらないように
してください

ワクチンを受けた日は、
激しい運動を
控えてください

ワクチンを受けた後は、
15分以上は接種会場で座って
様子を見てください

ワクチン接種の同意について
　ワクチン接種については、国において、
国内外の数万人のデータから、発症予防
効果などのメリットが副反応などのデメ
リットよりも大きいことを確認し、お勧め
していますが、接種を望まない方に強制す
ることはありません。
　感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自
らの意志で接種を受けていただくものです。
　企業や大学単位での職域接種も行われていますが、職場や周りの人に
接種を受けることを強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱い
をすることのないようお願いします。

職場におけるいじめ・嫌がらせ
などに関する相談窓口

（厚生労働省）
総合労働相談コーナー 検索

人権相談
に関する窓口

（法務省）
人権相談 検索

公的機関などが発信する
正確な情報の確認を
　ワクチン接種が進むに伴い、
SNSやメディアでは、ワクチン
に関するさまざまな情報が取
り上げられています。
　特に、SNSでは、発信者が不明、または科学的根拠や信頼
のおける情報に基づいていない不正確な情報があり、注意が
必要です。
　ワクチン接種に不安を感じたときは、複数の専門家の
チェックを受け、科学的根拠に基づいた情報を発信している
公的機関や団体などからの情報を確認いただくようお願い
します。

厚生労働省 新型コロナワクチンについて 検索
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Noism Company Niigata
× 小林十市

会 期 

会  場

8月28日(土)～10月17日(日)

横浜市内全域
〈横浜の“街”そのものが舞台〉

【問合せ】横浜アーツフェスティバル実行委員会（文化観光局内）　 663-1365 663-1928　 

【問合せ】政策局制度企画課　 671-2952 663-6561
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8月28日（土）いよいよ開幕！

「特別自治市」の実現に向けて

　3年に一度、横浜で開催
される、日本最大級のダン
スフェスティバル。横浜港
を背景に繰り広げられる
幻想的な野外ステージや、
国内外で活躍するトップ
アーティストによる公演、
子どもたちがプロのダン
サーに直接技術を学ぶワークショップや、週末ごと
に街なかでさまざまなダンスが楽しめる参加型ス
テージなど、この夏、横浜にオールジャンルのダンス
が集結します。

　横浜市では、横浜を市民の皆さんにとって、暮らしやすく活力
のある都市にするため、横浜にふさわしい大都市制度「特別自治
市」の実現を目指しています。
特別自治市とは
　現在の「政令指定都市（以下、指定都市）」制度を見直し、原則と
して国が担うべき事務を除く、すべての地方事務を横浜市が担
い、その仕事量に見合った税財源を確保しようとする制度です。
特別自治市を目指す理由
　横浜市は市民サービスの向上を目指し、神奈川県からの事務・
権限の移譲に取り組んできました。しかし、市民生活に直結す
る、子育て支援やまちづくりなどの分野において、移譲されてい
ない事務・権限が存在します。
　特別自治市が実現すれば、市民の皆さんに最も身近な地方自
治体である横浜市が原則としてすべての地方事務を担うため、
市と県に分かれていた行政サービスの窓口が一本化され、市民
生活はより便利になります。また、横浜市が自立した行政運営を
行うことで、今後の人口減少や超高齢化の進行、公共施設の老朽
化といった課題に対応した、持続可能なまちづくりが加速しま
す。さらに、県や近接市町村との連携をより一層進めることで、
圏域全体を元気にします。

市民の皆さんへの出前説明会を行っています
　自治会・町内会や各種サークル、少人数のグ
ループでも構いません。気軽に問い合わせてく
ださい。

　特別自治市は、国においても意義が認められています。しかし、特別自治市に
移行するための法律は存在しないため、特別自治市の実現には法律の制定が必
要です。横浜市は、全国の指定都市とも連携しながら、特別自治市の立法化に向
けて、国に働きかけを行っています。

International Choreography × Japanese 
Dancers～舞踊の情熱～

横浜ベイサイドバレエ

【日程】8月28日（土）・29日（日）18時30分開演
【会場】象の鼻パーク 特設ステージ（野外）
　横浜港の夜景と海風の中で、東京バレエ団による

「ボレロ」など圧巻のバレエを堪能！

【日程】10月16日(土)17時開演・17日(日)16時開演
【会場】KAAT神奈川芸術劇場 ホール
　伝説の振付家モーリス・ベジャールの記憶を基軸に、小林十

じゅう

市
いち

と金森穣
じょう

が対話を重ね、
創作。横浜で世界初演を迎える。

【日程】9月18日（土）15時開演　
【会場】神奈川県民ホール 大ホール
　世界的振付家たちの傑作に、中村祥子ら国内外で活躍する
日本のトップダンサーたちが挑む、1日限りのスペシャルス
テージ。

DDD横浜 検索

横浜特別自治市 検索

指定都市（現在の横浜市）

特別自治市

「特別自治市」を法律で定めてもらうため、国に提案をしています

法律の制定が必要

税財源

税財源

仕事量

仕事量

県税

市税
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市町村
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市
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仕事量に見合っ
た税配分になっ
ていない

すべての地方事務を
横浜市が担い、その
仕事量に見合った税
財源を確保

市民生活に直結する、子育て支援やまちづくりなどの
分野において、移譲されていない事務・権限が存在

主要公演チケットの購入は
DDDチケットセンター（神奈川芸術協会内）へ

453-5080 （平日10時～18時、
土曜10時～15時 日曜・祝休日を
除く）

中村祥子

金森穣 小林十市
Photo：Kishin Shinoyama
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よこはまシニア通信

10月1日から利用できる

敬老特別乗車証（敬老パス）の
申請を8月から開始します

令和3年度

介護職員初任者研修 受講生募集

認知症を正しく理解しよう
9月21日は世界アルツハイマーデー

申請方法について
①既に敬老パスを所持している場合
　令和2年度の敬老パスを所持し、10
月1日から利用できる敬老パスを申請
済みの人には、9月中旬頃までに納付
書または引換券を郵送しますので、改
めて申請する必要はありません。
　申請していない人には、8月中旬ま
でに申請書を郵送します。
※納付書または引換券、申請書が届かない場
合は問合せ先に連絡してください。
※9月30日までは、令和2年度の敬老パスを
利用してください。

②新たに申請を希望する場合
　問合せ先に連絡してください。申請書を郵送します。

　毎年9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定し、この日を中心
に認知症の啓発を実施しています。
　横浜市では各区で認知症に関する講演会やポスター展示などの普
及啓発を行っています。

　軽度認知障害（MCI）とは、もの忘れは多いが日常生活への影響
はほとんどなく、自立生活が可能な段階のことです。軽度認知障害
（MCI）の人のうち年間10～15％が認知症に移行するといわれてい
ます。国では65歳以上の高齢者のおよそ4人に1人が認知症および軽
度認知障害（MCI）になると推計しています。軽度認知障害（MCI）の
段階で対処すれば、認知症への移行を遅らせたり、状態を維持できる
可能性があるため、早めに気付き、認知機能低下予防の生活習慣を実
践することが大切です。

【対象】認知症の診断を受けていない65歳以上の市内在住の人
【実施期間】令和4年3月31日まで
【費用】無料※ただし、認知症の疑いがあり、専門医療機関の受診が必要な場合

の紹介料は有料です。
【実施医療機関】市内医療機関168か所
※実施医療機関は年度途中で追加・削除され
ることがあります。
　詳しくは横浜市ウェブページや区役所・地域包括支援センター（地
域ケアプラザ）などで配布しているチラシを確認してください。

　横浜市では認知症の人が屋外で道に迷ってしまっ
た際、持ち物や衣類に貼ってある見守りシール（二次
元コード）をもとに、速やかに介護者へお知らせでき
るシステムを運用しています（24時間対応・無料）。

※事前に「認知症高齢者等SOSネットワーク」への登録などが必要です。詳しく
は居住区の区役所高齢・障害支援課か地域包括支援センター（地域ケアプラ
ザ）へ問い合わせてください。

　研修修了後、市内の介護サービス事業所などへの就労支援をします。
【応募条件】介護分野に関心があり、介護サービス事業所などへの就労

を希望する人
【定員】選考各40人。令和3年度中の介護職員初任者研修は以下2回

開講します。

申込期間 研修期間

介護職員
初任者研修

9月受講生 8月2日（月）～
31日（火）必着

9月21日（火）～
11月26日（金）

11月受講生 10月1日（金）～
11月10日（水）必着

11月29日（月）～
2022年2月8日（火）

【研修場所】ウィリング横浜（港南区上大岡西1-6-1）
【費用】無料（交通費は自己負担）
【申込方法】ウェブページまたは電話で問合せ先へ

【問合せ】	敬老パス問合せダイヤル（10月15日まで）　	
	 0120-656-336（毎日8時～21時）

【問合せ】	健康福祉局高齢在宅支援課　 671-4129	 550-3612

よく食べよう！ よく歩こう！ よく外に出よう！

【問合せ】	研修について　公益社団法人横浜市福祉事業経営者会	
	 846-4649	 840-5816
	 この記事について　健康福祉局高齢健康福祉課	
	 671-3920	 550-3613

敬老特別乗車証
（敬老パス）とは？
　市内の路線バス（市
営・民営）、市営地下
鉄、金沢シーサイドラ
インで利用できる乗
車証です。市内に住む
70歳以上の希望者に
交付しています（交付
には所得等に応じた
負担金が必要です）。

横浜市福祉事業経営者会 検索

軽度認知障害（MCI）を知っていますか

令和3年度もの忘れ検診が始まりました

認知症の人を介護している人へ
突然行方不明になってしまってもこれで安心！見守りシール

認知症予防を実践しよう！

脳が活発に
働けるよう1日
10品目をきちんと

食べよう

脳の活動に効果的な
ウォーキングの
コツ「広い歩幅」で
姿勢よく歩こう

社会参加や地域活動で
役割をもとう　

行動範囲をひろげよう

横浜市 令和３年度もの忘れ検診 検索

今年度は実施医療機関が
約2倍に増えました

　発見者がシールの二次元コードを
スマートフォンなどの端末で読み取
り、表示された電話番号（コールセン
ター）へ電話すると、コールセンター
を通じて介護者へ連絡がはいります。

相談窓口

各区役所高齢・障害支援課

地域包括支援センター
（地域ケアプラザ）

　居住地ごとに担当が分かれているため、不明な場合は、
居住区の区役所高齢・障害支援課へ問い合わせてください。

鶴見区 510-1775 中区 224-8167 保土ケ谷区 334-6328 金沢区 788-7777 青葉区 978-2449 栄区 894-8415
神奈川区 411-7110 南区 341-1139 旭区 954-6125 港北区 540-2327 都筑区 948-2306 泉区 800-2434
西区 320-8410 港南区 847-8418 磯子区 750-2418 緑区 930-2311 戸塚区 866-8439 瀬谷区 367-5713

横浜市 地域包括支援センター一覧 検索
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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。
♦各イベント等の終了時間は予定です。
♦ 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。

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

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、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、事前に問合先へ確認してください。

食の安全･安心推進横浜会議	 		
市民委員

選考若干名｡12月から2年間。詳細は で
8月31日まで
健康福祉局食品衛生課（ 671-2460 

550-3587）
動物適正飼育推進員

選考若干名。詳細は8月2日から募集案
内（ から入手）で

8月31日まで
横浜市動物愛護センター（ 471-
2111 471-2133）
下水道排水設備工事責任技術者	　
①更新講習会②試験
①10月27日（水）･28日（木）の希望日  
②11月3日（水･祝）
6,400円
9月10日までに申込書（①対象者へ8
月中旬発送②8月16日～31日に環
境創造局管路保全課で配布）で
県下水道協会（ 044-200-2874）か
環境創造局管路保全課（ 671-
2829 641-5330）
障害者週間のポスター･作文

詳細は で
8月31日まで
健康福祉局障害施策推進課（
671-4133 671-3566） 
県女流展	作品募集

1人2点まで､選考｡詳細は問合せを
搬入＝11月20日（土）   
展示＝12月1日（水）～5日（日）
市民ギャラリー
8,000円
協会事務所（萩野谷 090-3433-
2785）か文化観光局文化振興課（
671-3714 663-5606）

福祉・高齢
①福祉特別乗車券（障害）	 	
②福祉タクシー利用券（重度障害）		
③障害者自動車燃料券（重度障害）

9月30日期限の①②を所持し10月以降
も同じ券の利用を希望する人と、他の
券への切り替え及び新規利用を希望
して申請済の人へ､ 9月中旬までに①
の納付書を普通郵便で送付②③の利
用券を簡易書留で送付
専用コールセンター（ 550-5160 

844-3363〈8月27日～9月30日>）か
健康福祉局障害自立支援課（
671-2401 671-3566）

※新規申請は居住区の福祉保健セン
ターへ
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50人

各13時30分～16時30分。北･中部＝
9月4日（土）､南·西部＝9月5日（日）
健康福祉総合センター
オストミー協会（ 475-2061 475-
2064）か健康福祉局障害自立支援
課（ 671-3602）
障害者パソコン講習会
①パソコン入門②ワード基礎
③エクセル基礎
15歳以上（中学生除く）の肢体･内部·精
神･聴覚等障害者､各コース抽選4人。
①初心者②③タイピングが可能な人｡
詳細は問合せか で

各13時～16時    
①9月7日（火）･8日（水）､全2回  
②9月13日（月）･15日（水）～17日（金）､全4回

 ③9月27日（月）～30日（木）､全4回
横浜ラポール
①1,600円②③3,200円
8月20日まで
障害者社会参加推進センター（
475-2060 475-2064）か健康福祉
局障害自立支援課（ 671-3602）
あんしんノート書き方講座

16歳以上の障害のある人と家族、各選
考20人｡詳細は8月2日から で

各10時30分～13時､全2回｡ 9月28日
（火）･29日（水）､ 11月30日（火）･12月1日（水）
横浜ラポール
9月3日まで
障害者支援センター（ 681-1277 

680-1550）
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8月2日から で

9月28日（火）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）
8月31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（ 671-2390）
中央職業訓練校	10月生募集
①パソコン実務科②機械CAD科
離職中の求職者（ひとり親家庭の親、生
活保護受給者の優先枠あり）､各科選
考20人｡費用等詳細は8月2日から で

①10月～12月②10月～2022年3月
9月17日まで

▷説明会 8月20日（金）10時･14時､問合
先で開催
会場の中央職業訓練校（ 664-
6825 664-2081）

講演・講座
関節リウマチ教室をオンラインで開催

先着80人
9月14日（火）15時～16時
8月11日から で
みなと赤十字病院（ 628-6381
628-6101）
市大エクステンション講座
①無理をしない認知症との付き合い方
②災害時のメンタルヘルス

各先着｡①130人②150人
各14時～16時    
①9月16日（木）②9月29日（水）
①関内ホール②開港記念会館
8月16日から で
市大地域貢献センター（ 787-
8930 701-4338）

語学･教養･医療講座など
オンライン講座も開催

横浜市立大学 エクステンション講座

YCU講座 検索

防災ライセンス資機材取扱講習会
各抽選20人。詳細は で

各9時～16時    
①9月18日（土）②10月17日（日）  
③12月4日（土）④2022年2月5日（土）
①根岸中学校②十日市場中学校 
③南中学校④中和田小学校
①8月20日まで②9月17日まで  
③11月5日まで④2022年1月7日まで
総務局地域防災課（ 671-2011
641-1677）
マンション管理組合基礎セミナーを	
オンラインで開催

事前申込制
8月28日（土）14時～16時
8月20日までに で
マンション管理組合サポートセン
ター（ ･ 663-5459）か建築局住
宅再生課（ 671-2954）
市民法律講座

抽選120人｡相続･離婚問題など｡詳細
は8月16日から で

10月7日（木）～11月19日（金）の18時30
分～20時30分､全7回
関内ホール
1,000円
9月6日まで
市民局市民相談室（ 671-2306
663-3433）
パソコン講習	
①初めてのパソコン②初めてのワード
③初めてのエクセル
各抽選12人

各コース火·水曜､全2回  
①9月7日･8日9時45分～12時15分   
②9月14日･15日9時45分～12時15分 
③9月14日･15日13時30分～16時 
①5,528円②③5,550円
8月18日までに で会 場 のシル
バー人材センター（ 847-1800
847-1716）
訪問看護入門研修

看護師免許所持者､選考30人
11月10日（水）･11日（木）､全2回
9月17日までに 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（ 671-2405）
わらべうたと絵本の会		 	 	
ボランティア講座

抽選10人
9月16日（木）･22日（水）･30日（木）10時～
12時､全3回

鶴見図書館
8月17日までに で
中央図書館企画運営課（ 262-
7334 262-0052）
障害者パソコン	ボランティア養成講座

抽選4人。Windowsで障害者を支援
10月6日（水）·7日（木）10時～16時､全2回
横浜ラポール
1,000円
9月3日までに で
障害者社会参加推進センター（
475-2060 475-2064）か健康福祉
局障害自立支援課 （ 671-3602）

催 し
よこはま地域福祉フォーラムを	 	
オンラインで配信

事前申込制｡詳細は で
9月24日（金）9時～12月24日（金）17時
社会福祉協議会（ 201-2090
201-8385）
薬物依存症者と家族フォーラム

抽選150人。講演・体験談ほか。オンライ
ン視聴も可。詳細は で

8月21日（土）12時～16時15分
横浜市社会福祉センター
8月15日まで
健康福祉局障害自立支援課（
671-3602 671-3566）
めぐみちゃんと家族のメッセージ
①横田滋写真展
②ヴァイオリンミニコンサート

①8月13日（金）～19日（木）11時～18時
②8月13日（金）･15日（日）の12時30分･14

時･16時
戸塚区民文化センター
市民局人権課（ 671-2718 681-
5453）
展示｢戦後横浜	それぞれの出発｣

9月23日（木･祝）まで
中央図書館
市史資料室 （ 251-3260 251-7321）
グリーンキッズ2021･夏

小･中学生、各当日先着15人｡東京湾の
生物を飼育員と観察。詳細は で

8月18日（水）･19日（木）13時～13時30分
（受付12時30分から）。荒天中止

八景島シーパラダイス
温暖化対策統括本部プロジェクト
推進課（ 671-4109 663-5110）
市民クルーズ
にっぽん丸	初秋の十勝･八戸･大船渡
抽選15室｡横浜港発着｡詳細は8月2日
から で

9月29日（水）～10月4日（月）
大人1人｡ 412,200円～
取扱旅行会社｡ 8月20日まで
港湾局客船事業推進課（ 671-
7272 201-8983）

募 集

横浜市会計年度任用 検索
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お知らせ
令和3年度	個人市民税・県民税（第2期）	
①納付期限②納付方法

①8月31日（火）まで②スマートフォン決
済､クレジット納税､ぺイジー納付､口座
振替
居住区の区役所税務課か､財政局
①税務課（ 671-2253 641-2775）
②徴収対策課（ 671-2255 641-
2775）
小学校就学時健康診断

令和4年度入学者。詳細は9月13日から で
10月下旬～12月上旬
教育委員会健康教育･食育課（
671-3275 681-1456）
私立学校等就学奨励費　	
（小中学校・中等教育学校前期課程）
国立･市外公立学校か市内の私立学
校への通学または外国籍の子を市内
外国人学校へ通学させるのが経済的
に困難な人

9月1日～14日に通学校へ
申込先か教育委員会学校支援・地
域連携課（ 671-3270 681-1414）

マンホールトイレ設置助成金
設置費用の10分の9で上限30万円｡
防災活動を行っている組織､先着｡申
込前の購入は対象外｡詳細は で

8月16日から
環境創造局管路保全課（ 671-
2829 641-5330）
よこはまウォーキングポイント		
キャンペーン
①アプリの新規登録
②チーム対抗戦
抽選でプレゼントあり。詳細は で

①8月1日（日）～11月30日（火）  
②9月1日（水）～26日（日）
健康福祉局保健事業課（ 671-
3892 663-4469）
市立学校臨時的任用職員等	登録会

教諭･養護教諭､栄養･事務職員｡要事
前申込｡詳細は で

①8月21日（土）10時～14時  
②9月11日（土）11時～15時
①南部学校教育事務所  
②北部学校教育事務所
教育委員会南部学校教育事務所

（ 843-6406 843-6358）
子どもの人権110番	特設電話相談

8月27日（金）～9月2日（木）の8時30分
～19時（土･日曜は10時～17時）。専
用ダイヤル（ 0120-007-110）
横浜地方法務局（ 641-7926
641-7482）
女性弁護士による	離婚・DV法律相談会

各先着6人
各13時～16時。8月24日（火）･26日（木）
希望日の1週間前から で会場の
市役所市民相談室（ 671-2306
663-3433）

都市計画審議会
8月27日（金）13時～16時
市役所市会議事堂
建築局都市計画課（ 671-2657
550-4913）

施 設
横浜みなとみらいホール  

682-2000 682-2023
パイプオルガンと横浜の街
各先着。費用等詳細は8月16日から で。
①オープニング･レクチャー。西川オ

ルガンのデモ演奏も
②パイプオルガン巡りと聴き比べ

①10月1日（金）14時～15時30分  
②10月9日（土）～31日（日）
①開港記念会館②市内の教会ほか
9月1日11時から か で

カトリック山手教会のパイプオルガンカトリック山手教会のパイプオルガン

にぎわい座	    
231-2515 231-4545

①笑福亭福笑独演会
②立川生志落語会
③入船亭小辰ひとり会

①10月9日（土）14時～16時  
②10月12日（火）19時～21時  
③10月23日（土）14時～16時
1,600円～3,200円､ 9月1日から か

で
消費生活総合センター	   

845-5640 845-7720
教室｢インターネット･スマホの落とし
穴」
当日先着40人

9月28日（火）14時～16時
瀬谷区役所

歴史博物館	    
912-7777 912-7781

展示解説ボランティア募集
18歳以上､選考若干名

9月30日までに で
開港資料館    

201-2100 201-2102
展示	七つの海を越えて
｢開国前後の日本とイギリス」
事前予約制｡詳細は問合せか で

11月7日（日）まで
300円
はまぎん	こども宇宙科学館  

832-1166 832-1161
改修工事に伴う臨時休館

11月1日（月）～2022年1月31日（月）
自然観察の森	 	   

894-7474 894-8892
オンライン講演会「横浜の水生昆虫」
中学生以上､抽選30人｡事前申込制｡
詳細は8月11日から で

9月4日（土）10時～11時30分
8月25日まで

リスアカネリスアカネ

　社会福祉協議会が実施する生活福祉資金(特例貸付)の再貸付を終了した
世帯や、再貸付が不承認になった世帯が､要件(収入･資産･求職等)を満たし
ている場合､世帯構成人数に応じて最大月額10万円を3か月間支給｡申請は
8月31日(火)まで。
横浜市生活困窮者自立支援金専用ダイヤル（ 0120-044-500 664-0403）

　各店一押しの
中華料理、食材･
衣料品などの小
売 店、根 底にあ
ふれる中国文化
など中華街の神
髄に迫ります。
　県内の書店ほかで販売中です。
富士山マガジンサービス(オンラ
イン書店)では､バックナンバーも
取り扱っています｡
市民局広報課（ 671-2331
661-2351）

｢食と文化を極める 横浜中華街」
季刊誌「横濱」夏号

　コンビニでの証明書
の取得などさまざまな
行政サービスに利用で
きます。まだ持っていない人は
ぜひ申請を。
市民局窓口サー
ビス課（ 671-2176 

664-5295）

マイナンバーカードを
つくろう！

新型コロナウイルス感染症による
生活困窮者へ 自立支援金を支給します

1周年記念キャ
ンペーン

１周年記念メニュー

記念パック限定販売  ※売り切れ次第終了です。

スタンプラリー

【問合せ】キャンペーンについて	 京浜急行電鉄ラクシスフロント担当　 225-9560		 225-9575
	 記事全体について	 総務局管理課	 671-2082		 662-7650

横浜市役所内の商業施設

「L
ラ ク シ ス

UXS F
フ ロ ン ト

RONT」が１周年を迎えます
　市役所1～3階は商業施設「LUXS FRONT」や
アトリウム、市民ラウンジなどがあり、横浜の魅
力を感じられる新たな賑わいスポットです。
　8月5日(木)～８月31日(火)には、日頃の感謝の気
持ちを込めて、「LUXS FRONT」1周年記念キャン
ペーンが実施されます。
　また、アトリウムでは、コンサートをはじめさま
ざまなイベントも楽しめます。

　飲食店では各店舗が1周年記念メニューを提供します！ご自
宅で楽しめるテイクアウトメニューも充実しています。
【期間】8月15日（日）まで

　対象店舗では、LUXS FRONTオリジナルのエコ
バッグに各店舗のおすすめ商品を詰めた１周年記念
パックを限定販売します！

　対象店舗で1会計800円（税込）以上利用すると、スタンプ1つを
獲得できます。スタンプを3つためると、対象店舗で次回利用時に
300円相当のクーポンとして利用できます。
スタンプカードは対象店舗にて配付しています。
【利用期限】8月31日（火）まで

ラクシス フロント 検索

横浜 アトリウム イベント 検索

※1周年記念キャンペーンや各店舗の営業時
間は公式ウェブページを確認してください。

※キャンペーンの内容は予告なく
変更・中止となる場合があります。
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バーチャルうみ博2021
　毎年大盛況で6年目を迎えた「うみ博」。昨年からさら
に魅力アップした「バーチャルうみ博」を開催します。
　海で活躍する船や生き物、環境など、楽しく学べる盛
りだくさんのコンテンツを用意しています。記念品が
当たるコンテンツもありますので、ぜひ参加してくだ
さい。
【公開期間】7月22日（木・祝）～9月30日（木）
【費用】無料

▼バーチャルうみ博で海を学ぼう

【問合せ】	神奈川県福祉子どもみらい局
 共生推進本部室
 210-4961 210-8854

「かながわ憲章」については
ウェブページをご覧ください

うみ博 2021 検索

かながわ憲章 検索

【問合せ】空家活用のマッチング制度・総合的な空家対策について	 建築局住宅政策課　 671-4121 641-2756
	 条例について	 建築局建築指導課　 671-4539 681-2434

【問合せ】うみ博運営事務局　 663-9151 227-0765

空家の地域活用と適切な管理について

　横浜市内の空家・空地の所有者と、地域活動の拠点を
探している活動団体や事業者との橋渡しをする「空家活
用のマッチング制度」を活用して、地域の活動団体や事
業者に空家・空地を貸し出してみませんか？空家・空地
を活用してほしい人は、「空家の総合案内窓口」に相談し
てください。
【対象】横浜市内にある一戸建て住宅の空家又はその跡

地など
【相談料】無料

　その他にも、空家・空地に関する専門相談員の派遣や
補助金などの支援制度があります。詳しくはウェブページ
を確認してください。

「特定空家等」に認定され、「空家等対策の推進に関する特別措置法」
に基づく勧告を受けた場合は、空家のある土地について固定資産税
などの住宅用地特例の対象外となります。

空家には附属する工作物、その敷地や樹木など
も含まれます。建物と併せて適切に管理してく
ださい。

建物の所有者に、改善に
向けた働きかけをお願
いします。

所有者に関する情報の横浜市への提供や、所有者
への連絡などについての協力をお願いします。

うみ博の
紹介記事は
こちらから

「空家活用のマッチング制度」を始めました 空家の適切な管理が義務となります

横浜市住宅供給公社	住まいるイン
（西区高島2-18-1 そごう横浜店9階）
【営業時間】10時～17時
【定休日】そごう横浜店休業日、年末年始

	空家の総合案内窓口　 451-7762

※「住まいるイン」は9月末に、ヨコハマポートサイ
ドビル（神奈川区栄町8-1）に移転する予定です。
電話番号の変更はありません。営業時間が変更
となる場合があります。

横浜市 空家の総合案内窓口 検索

空家を所有している人
（管理者や相続人も、
所有者に含まれます）

土地を所有している人
（貸している土地の上に

空家がある場合）

空家のある地域に
住んでいる人

横浜市 空家対策 検索 横浜市 空家相談窓口 検索 横浜市 住宅政策に関する計画 検索

近隣の空家についての相談は、空家の
ある区の担当部署に相談してください。

条例の詳細についてはウェブペー
ジを確認してください。

注意

　8月1日から、「横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例」が施行され
ます。条例では適切な管理を義務化するなど、空家の所有者の責務を明確にし、「特
定空家等」※に対する標識設置や所有者がいない場合などにおける応急的危険回避
措置などを規定しています。
※「特定空家等」とは、管理不全が原因で周囲に著しい悪影響を及ぼす恐れのある空家のことです。
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YOKOHAMA My Choice! FMヨコハマ 日 9:30〜10:00

横浜流儀（ハマスタイル） 文化放送 土 6:50〜7:00

ようこそ横浜 ニッポン放送 火 10:43〜10:48頃

ホッと横浜 ラジオ日本 木・金 16:30〜16:35
市役所市民情報センター、
県内の書店ほかで販売

tvk 
土 18:00〜

ケーブル
テレビ各局

広報テレビ番組 広報ラジオ番組 季刊誌

ワクチン接種をはじめ、
新型コロナウイルス感染
症に関する情報などが
入手できます。

粗大ごみの申込みやごみ
の分別方法の検索などが
できる専用チャットボット
へアクセスできます。

写真や位置情報を添えて、
道路の損傷を通報するこ
とができます。

毎日の感染者数などの
新型コロナ関連情報、防
犯、観光・イベントなど、
横浜市から受け取りたい
情報が選択できます。

▲
Twitter

市の最新情報を
発信

▲
YouTube

2,000本以上の
動画を掲載

▲
Facebook
各区局の事業を

発信

Instagram
横浜の魅力的な
写真が満載

スマートニュース「横浜市チャンネル」

【問合せ】	情報配信、横浜市公式アカウントについて	 市民局広報課	 671-2349	 661-2351
	 粗大ごみ申込について	 資源循環局業務課	 671-3815	 662-1225
	 道路の損傷通報について	 道路局管理課	 671-2770	 651-5443

横浜市の公式アカウントから
市の情報をお届け！

　横浜市では、LINEやTwitter、YouTubeなどを活用し、市政情報を発信しています。
アカウントをフォローして、ぜひ横浜市のさまざまな情報に触れてみてください。

　横浜市公式アカウントの情報や、「動画ポータ
ルサイト」については、ウェブページを確認してく
ださい。

　ニュースアプリから
市の公式情報、市内の
ニュースが見られます。

横浜市LINE公式アカウント

横浜市 スマートニュース 検索

横浜市 ソーシャルメディア 検索

LINE	ID：@cityofyokohama

まだまだあります、
横浜市公式アカウント！

友だち登録者数
30万人突破！

【問合せ】	市民局広報課　 671-2332	 661-2351

　広報紙をパソコンやス
マートフォンアプリで閲
覧できる無料サービスで
す。多言語への自動翻訳
機能や、音声読み上げ機
能、文章を読みやすくするポップアップ
機能などがあります。
　ぜひカタログポケットで「広報よこ
はま」と検索してください。
※「広報よこはま」は毎月1日に

更新予定です。

広報紙閲覧サービス　

カタログポケット

横浜市 カタログポケット 検索

▲「カタログポケット」
のアプリアイコン

アプリを起動してメニュー
の「検索」をタップし、キー
ワードに「広報よこはま」と
入力して検索します。

閲覧したい号の広報よこ
はまをタップすると閲覧
できます。 テキストをタップすると、読みやすく拡

大されます。

英語・ハングル・中国語
（繁体字・簡体字）・タイ
語・ポルトガル語・スペイ
ン語・インドネシア語・ベ
トナム語にも対応してい
ます。

❶ ❷
❸

YouTubeの動画を
ピックアップした
「動画ポータル
サイト」を公開中！

▲


	広報よこはま21.8-p1
	広報よこはま21.8-p2
	広報よこはま21.8-p3
	広報よこはま21.8-p4
	広報よこはま21.8-はま情報p13-16

