
日時・期間　 会場　 対象・定員　 費用　 持ち物　 保育　 申込み　 問合せ　 電話　 ファクス　 ホームページ　 Eメール
（区役所の宛先）〒221-0824　神奈川区広台太田町3-8 神奈川区役所◯◯課　※費用の記載のないものは無料です。 ※掲載内容は変更になる場合があります。

〈全ページ共通〉
マークの説明

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）。

区の人口  246,246人
世 帯 数  127,629世帯

2020年
7月1日現在

神奈川区役所  〒221-0824　神奈川区広台太田町3-8    411-7171（代表）　編集・発行／区政推進課広報相談係    411-7021　 314-8890

神奈川区
シンボルマーク

神奈川区役所 検索

ここから
神奈川区版

もくじ　特集… ・ ページ ／ 区役所からのお知らせ… ページ

ツイッターで情報発信中！
@yokohama_KNGW

月号

神奈川区マスコット
キャラクター　かめ太郎

5〜8ページ 2020（令和2）年
No.274

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、掲載内容が変更になっています。
また、掲載されているイベントなどは中止・延期になる場合等がありますので、事前に確認してください。

●WBGTと注意すべき生活活動の目安             　   （環境省 熱中症予防サイトより引用）

温度基準
（WBGT）

注意すべき
生活活動の目安 注意事項

危険
（31℃以上） すべての生活活動で

起こる危険性

高齢者は安静状態でも熱中症になる危険性が
大きい。外出はなるべく避け、涼しい屋内に移
動する。

厳重警戒
（28〜31℃）

外出時は炎天下を避け、屋内では室温の上昇に
注意する。

警戒
（25〜28℃）

中等度以上の生活活
動で起こる危険性

運動などをする際は定期的に十分な休息を取
り入れる。

注意
（25℃未満）

強い生活活動で起こ
る危険性

一般に危険性は少ないが、激しい運動や重労働
の際は熱中症になる危険性がある。

9月24日～30日は「結核予防週間」

結核健診を受けよう
　年齢とともに呼吸機能が低下し、かかりやすくなってしまう肺の病
気のなかでも、結核は国内で1日に50人弱の新しい患者、6人の死亡者
が発生している怖い感染症です。さらに、新たな結核患者16,789人の
うち、65歳以上が7割近くを占めています。
　結核は、決して他人事でも過去の病気でもありません。結核を発病し
ていないかは、胸部エックス線検査で分かるので、1年に1回は健診を
受けましょう。
　もし結核と診断されても、大丈夫！標準で6〜9か月間、毎日きちん
と薬を飲めば治ります。結核の治療費用は公費負担制度もありますの
で、ご安心ください。詳しくはお問い合わせください。

内  容 問診・胸部エックス線検査
日  時 9月25日（金）9時30分〜10時30分

　  　  　 28日（月）13時30分〜14時30分
会  場 区役所別館2階  健診・検査室

対象・定員 65歳以上で、胸部エックス線検査
を受ける機会がなく、3か月以内に
受けていない区内在住の人、各回先
着20人

申込み 電話か直接、福祉保健課へ

プラスチックごみ問題の
解決につながる行動例

 正しい分別の方法を知っている
 ごみはごみ箱に捨てている
 ごみ拾いに参加したことがある
 マイバッグを持ち歩いている
 マイボトル、マイ箸を利用している
 シャンプーは詰め替え容器を

　 利用している

あなたはいくつチェックできましたか？
チェックがつかなかった行動は、
今日から始めてみませんか。

特集は ・ ページへ➡

問合せ 福祉保健課　 411-7138  316-7877 問合せ 神奈川消防署　 316-0119（代）

　WBGT（暑さ指数：Wet Bulb Globe Temperatureの略）とは、①気温、②湿度、③
日射などの周辺の熱環境の3つを取り入れた指標で、熱中症予防のため注意すべき
目安です。単位は気温と同じ摂氏（℃）で示されますが、その値は気温とは異なりま
す。WBGTが28℃を超えるときは熱中症に注意し、屋内にいるとき
でもエアコンの適切な利用やこまめな水分補給をしましょう。
　WBGTは環境省や気象庁のホームページで確認できるほか、メール
でお知らせするサービスもあります。

WBGT（暑さ指数）を活用して

屋内でも熱中症に注意を

WBGT（暑さ指数） 検索

【絶対に教えない！渡さない！】
◆マイナンバー  ◆口座番号  ◆暗証番号　
◆通帳  ◆キャッシュカード

事例➡ 「新型コロナウイルスの助成金があります。」と言われ、口座番号や家族構成
などの個人情報を聞き出そうとする不審な電話があった。 問合せ 地域振興課　 411-7095  323-2502

注意 新型コロナウイルス感染症に関連した不審な電話にだまされない！

特別定額給付金に関する詐欺が増えています
不審に思ったら家族や警察へ

すぐに相談してください
神奈川警察署　 441-0110（代）

特 集

環境にもお財布にも優しい
マイバッグを持ち歩きましょう

無料
要予約



新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのごみ出しの注意点

プラスチック問題に関連した市のSNSを紹介します

　皆さんが気を付けることが、家庭
内感染及びごみ収集員の収集時の
感染を防ぐことにつながります。
　協力願います。

詳細は➡

32kgは
ペットボトルキャップ
約12,800個分！
私たちは

世界のごみ問題に
他人事ではいられません

Q

A A

Q

漂着したシロナガスクジラの胃から、プラス
チックごみであるナイロン片などが発見さ
れました（神奈川県鎌倉市）

　レジ袋やストローなど、生活に身近なプラスチック製品はたくさんあります。しか
し、一方ではプラスチックごみによる深刻な海洋汚染などが今、世界的な問題になっ
ています。
　プラスチックごみの現状を知り、私たちの海と未来を守るために、プラスチックご
みをできるだけ出さない、出しても正しく処分する生活を始めましょう。

問合せ 地域振興課資源化推進担当   411-7091  323-2502

年間の海洋プラスチックごみの海洋流出量は
何万トンでしょうか？

世界全体で年間約800万トンになるといわれています。 なんと、日本は世界で2位！

日本の1人あたりのプラスチック容器包装の
廃棄量は世界何位でしょうか？

　これは、ジャンボジェット機約5万機分の重さ（環境省ホームページ）ともいわれています。
不法投棄やポイ捨て、屋外にあるプラスチック製品の劣化などが原因と考えられています。
プラスチックごみは自然界で分解されにくいこともあり、このままだと2050年までに魚の
重量を上回る量のプラスチックごみが海洋を占めると予測されています。

●1人あたりの
　プラスチック容器包装の廃棄量

出典：Single-use plastics:A road
　　 map-for sustainability
　　 （国連環境計画、2018年）より

アメリカ（年間45kg）

　海洋流出したプラスチックは、マイクロプラスチック（5mm以下の微細なプラスチックご
み）となります。このマイクロプラスチックに含まれる化学物質が、食物連鎖に取り込まれ、クジ
ラなどの海洋生物をはじめとした生態系に及ぼす影響が懸念されています。
出典：環境省資料（プラスチックを取り巻く国内外の状況〈第3回資料集〉）より

　家庭系ごみでは、同じプラスチック製のものでも「プラスチッ
ク製容器包装」と「燃やすごみ」に分かれます。プラスチック製容
器包装の分別率は、まだ60％台。正しい分別を心掛けましょう！

　まちのごみをきれいにすることが、環境保全にもつながり
ます。海岸漂着ごみについて、2016年度に全国10地点で実
施した環境省の調査結果によると、容積及び個数ではプラス
チック類が、最も高い割合を占めていることが分かりました。
出典：環境省「令和元年度  環境・循環型社会・生物多様性白書」より

　レジ袋やプラスチック製ストローやスプーン
などの使い捨てプラスチックを受け取らない・
使わないことが、ごみを減らす第一歩です。

　ごみのポイ捨てを減らせば、海洋に流
出するごみを減らすことができます。

分別の徹底を！

ポイ捨て禁止！
ごみは決められた曜日と
時間に正しく排出を！

地域清掃に参加しよう！ 使い捨てプラスチックはNO！

①プラマーク が付いているもの
②商品を包んでいたプラスチック製の
　容器・包装

〈例〉
歯ブラシ・ボールペン・おもちゃ・
プラスチックの食品保存容器など

プラスチックごみの現状を知ろう

今日から始めよう！私たちができること

なぜ困るの？

地域清掃で活躍する区内の皆さんを紹介します

ごみの分別が分からないとき

燃やすごみ

1位

日本（年間32kg）2位

プラスチック製
容器包装

正しく出そう ポイ捨て禁止！まちをきれいにしよう 減らそう

●イーオのごみ分別案内

マスク等の
ごみを直接触らない

ごみ袋は
しっかり縛る

ごみ出し後は
手を洗う

横浜市  ごみ・リサイクル 検索

横浜市  ミクショナリー 検索

横浜市ごみの出し方  コロナ 検索

イーオのアイコンをクリック➡

出したいごみの名前を入力すると、イーオが会話
形式でごみの出し方を案内します。

「ヨコハマ3
スリム

R夢！」
マスコット
イーオ

へら星人  ミーオ

片倉町大丸町内会
令和2年度地域環境美化功績者表彰受賞（環境大臣表彰）

　毎月第2・3・4土曜日に町内会の班ごとの当番制で、片倉公園を
中心に地域清掃を継続的に行っています。自由参加も歓迎です。
安心快適に公園が利用できるよう、定期的に遊具の点検を行い、
砂場の清掃も実施しています。
　地域一丸となって地域をきれいにすることで、ごみをポイ捨
てしづらくなり、治安も良くなると思います。

片倉公園の清掃の様子

大口1番街
令和元年度神奈川県美化運動推進功労者表彰受賞（県知事表彰）

　月3回程度、約10人で商店街の地域清掃をしています。清掃前
にはチラシを配ったり、アナウンスで地域清掃の実施を周囲に呼
び掛けていて、自由参加大歓迎です。
　商店街をきれいにしたい、きれいになると気持ちがよく、清掃
は自分たちのためでもあると考えて日々取り組んでいます。ご
みの不法投棄がなくなることを願っています！

清掃中の様子

7月1日レジ袋有料化！
マイバッグを

持ち歩きましょう

　横浜市では、地域での清掃活動を支援するために、道具の貸出し
やごみの回収等を行っています。詳しくはご相談ください。

特 集

地域振興課資源化推進担当　
沓
くつざわ

澤職員

●ミーオとイーオの分別辞典（ ）

日頃から、お気に入
りのマイバッグを
かばんに入れて持
ち歩いています。

　プラスチックごみを減らすた
めにできること、知っておいて
ほしいことなどを発信している
Twitterのアカウン
トです。

　プラスチック問題の解決につなが
る企業の製品や取組事例（素材転換製
品、海岸清掃等）に関する情報を掲載
しているFacebookのアカ
ウントです。

よこはまプラ対策 検索 ヨコハマ 省プラスタイル 検索

フォローしてね♪

ヨコハマ  省プラスタイル
資源循環局政策調整課

よこはまプラ対策
資源循環局3R推進課

以下広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。



注意！夏は細菌性の食中毒が多く発生します
カンピロバクター 黄

おうしょく

色ブドウ球菌O
オー

157
問合せ 生活衛生課　

411-7141  411-7039

相談はこちらまで●つけない・・・・ 手洗いは必ず行いましょう。
●ふやさない・・ 冷蔵庫を活用しましょう。すぐに食べましょう。
●やっつける・・ 火をしっかり通しましょう（75℃1分以上）。

食中毒
予防の
3原則

　大規模災害時には医療の需要と供給バランスが崩れるため、重症患者が優先的に
診察されます。より多くの命を救うために、緊急度・重症度に応じた医療機関に行く
ようにしましょう。災害時にけがをしてしまったら、まずは皆さんによる救命処置
や応急手当を行ってください。
　発災中、診療可能な医療機関は「診療中」、薬を出すことのできる薬局は「開局中」
の旗でお知らせします。

問合せ  税務課家屋担当　 411-7054　 323-1383

大規模災害時の
医療機関等の受診について

重 症
生命の危険があるとき

 意識がない（寝ている
ような様子がある）
 脈がない、脈が遅く
なっている　など

災害拠点病院
〈市内13病院、区内1病院〉

横浜市立市民病院（三ツ沢西町1-1）
済生会横浜市東部病院

（鶴見区下
しもすえよし

末吉3-6-1）　など
赤色ののぼり旗

が目印です。

中等症
生命の危険はないが、入
院を要する程度のとき

歩けない（重症以外）
 意識がはっきりして
いる
会話ができる　など

災害時救急病院
〈区内7病院〉

大口東総合病院（入江2-19-1）
紫

し

雲
うん

会横浜病院（神大寺3-1-12）
済生会神奈川県病院（富家町6-6）
古川病院（子安通2-286）
仁
じ ん け い

恵病院（新子安1-22-12）
脳神経外科東横浜病院（羽沢町888）
新横浜リハビリテーション病院

（菅田町2628-4） 黄色ののぼり旗
が目印です。

軽 症
生命の危険がなく、入院
を要しないとき

すり傷
切り傷
打ち身　など

診療所（クリニック）

薬局

災害に備えて、必要な知識と技術を身に付けよう

防災研修会開催のお知らせ

対象・定員 区内在住者、各回先着40人
※本研修は家庭防災員の研修会も兼ねています。 
※ Ａ・Ｂ・Ｃ各日程の研修内容は同じです。また、Ａ・Ｂ・Ｃのうち一部の参加も可

能です。

A 救急研修 ◯救命処置要領（AEDを含めた心肺蘇生法）
◯応急手当の要領（止血法や骨折時の処置など）

B 地震防火
研修

◯家庭で行う地震対策　
◯初期消火要領
◯ 横浜市民防災センターにおける地震・火災・風水害など
　の防災体験

C 災害図上
訓練

◯ 自分たちの住む地域の地図に、さまざまな情報を書き
　込み、災害対策を検討する参加者主導の訓練

実施日 実施場所
研修内容及び研修時間

10時〜12時 14時〜16時

 8月 8日（土）

横浜市民防災センター
（沢渡4-7） Ｂ ─

区役所本館地下１階
機能訓練室・研究室 ─ Ｃ

 8月19日（水） 横浜市民防災センター Ａ Ｂ

 9月23日（水） 区役所本館地下１階
機能訓練室・研究室 Ｃ Ａ

10月 2日（金） 横浜市民防災センター Ａ Ｂ

●研修内容

●日程

申込み・問合せ  神奈川消防署総務・予防課　 316-0119（代）

●善意銀行（3〜5月寄付分）●

○ JWE横浜三ツ沢チャリティー
　プロレス大会実行委員会
○神奈川大学
○神奈川ロータリークラブ
○（株）AB3
ありがとうございました。（敬称略）

区社会福祉協議会
311-2014  313-2420

◆移動図書館のお知らせ
〈宮向団地管理事務所周辺〉巡回予定日

8月13・27日、9月10日（各回木曜）
13時50分～14時30分

〈神大寺中央公園〉巡回予定日
8月14・28日（各回金曜）

9時50分～10時40分

中央図書館サービス課  
262-0050 231-8299

移動図書館はまかぜ号

問合せ  福祉保健課　 411-7136　 316-7877

　令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築・増築された
家屋は、令和3年度から固定資産税・都市計画税が課税されます

（都市計画税の課税は、市街化区域内の家屋に限ります）。税額
の基礎となる評価額を算出するために、地方税法に基づき、区
役所税務課家屋担当の職員が訪問して家屋の屋根や外壁、各部
屋の内装及び建築設備などの状況を調査します。また、建物図
面などの借用をお願いする場合がありますので、ご理解・ご協
力をお願いします。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、調査の際は以下
に留意して実施します。①職員はマスクを着用します。②調査
時期は相談可能です。③事前にご連絡させていただきますの
で、ご不明点等ありましたら、お申し出ください。

※ 調査をする職員は調査の際「徴
ちょうぜいりいんしょう

税吏員証」、「固定資産評価補助
員証」、「職員証」を携帯しています。

家屋を新築・増築した場合は
税務課の職員が調査に伺います

以下広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。


