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動画配信

㎡山

各団体の発表、パネルディスカッション、講師の総評

発表後のインタビューまで全てお見せします！

YouTube横浜市公式チャンネルにて公開中♪

https：／／wwwyoutubeoom／user／CityOfYokohama

二次元バーコードからもアクセスできます！
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バネ叱麟示
当日の様子をパネルで展示します。時間限定で動画も公開！

また、会場にてアンケートに回答してくださった方

各日、先着20名様に区役所1階力フェrにこにこみなみ」

で使えるドリンク引換券をプレゼント！

日時：3月22日（月）～3月26日（金》10時～15時

場所：南区役所1階ギャラリー
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六つ皿小農園活動

フロジェクト

ときとう　かずこ

時任和子氏

議蝸毛瞼

（特定NPO法人　夢・コミュニティ・ネットワーク　事務局長）

誰もがいきいきと暮らせる社会を目指し、地域でこともに学び合いながら、

社会教育・まちづくり・子育て支援に取り組んでいる。

南区では、「寺子屋みなみ」や「まるごとみなみ」のコーディネーターとして

活躍され、仲間づくりや地域のつながりづくりに携わっている。
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地区社会福祉協議会（地区社協）は、地域の様々な団体により構成されたネットワーク組織です。

「一人ひとりの困りごとを解決できる地域づくり」を目的とし、「自分たちの地域は自分たちで良くし

ていこう1」という気持ちで組織された団体です。地区の状況に応じて、様々な福祉活動を行っています。

★

南区㈱雌灘会
キャラクター　トモニー

　　　　　　　　　　　　杵土ケ谷地区社会福祉協議会

◆コロナ禍でも取り組んだ活動く住民同士のつながりを絶やさない取組〉

・ 高齢者食事会から、お弁当や衛生用品の配達へ切り替え、自宅へ訪問

・一人暮らし高齢者へ電話連絡の実施

・ 高齢者サロンメンバーによる、オリジナル広報誌の発行および郵送

◆PR

　「井土ヶ谷が大好き！」子ども達の声力泓たちの原動力です。

　みんなが主みやすい、人と人とがつながり合える、

「あいさつとふれあいのまち井土ヶ谷」を目指しています。

　　　　　　　　　　　　六Ψ皿大池地区社会福祉協議会

◆コロナ禍でも取り組んだ活動

・支え合い活動すみれ：屋外の活動を中心に活動中。利用者のみまもりも担っています。

月一回の役員会では、安全対策や健康管理に努めています。

・いらっしゃい：昨年1月から子どもの居場所として発足。

現在は、子どもたちを対象に食料支援を行っています。

◆PR

　困りごとや頼み事など何かしようとすると、自然にまわりが助けて

くれる「支え合っている町」です。顔の見える関係づくりを大切にしています。



発表団体紹介　《南区元気参地域づくq補助制度交荷団体》

ギターアンサン7ル四季

◆主な活動内容

・ 定期演奏会（年に一度、吉野町市民プラザで実施。）

・ 地域の音楽活動に積極的に参加し、創意あるプログラムと

参加型のワークショップを組み合わせた音楽会の開催

・ 地域のイベントやお祭りに参加し、ギター演奏の活動を実施

◆PR

会員約20名で構成され、月2回の練習で、ギター技術と音楽性の向上を目指して努力して

います。この活動が市民活動の一環として地域の文化音楽活動に貢献できれば幸いです。

　今後、持続可能なかたちで運営できるように全員で頑張りたいと思っています。

★

地域の力応援部長
　キラリン

ザ
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六つ川小農戯甜つロジェウト

◆主な活動内容

・給食用作物の栽培や、給食残の肥料化、養護老人施設等への栽培

・ 学校の畑地で作物を栽培し、子どもたちに農作業指導を行う

・高齢化しているメンバーの相互見守り

◆PR

　六つ川小学校区在住の地域の方々が協力して、子どもたちへの

農作業指導を行っています。

コロナ禍でも週1回活動ができており、農作業を通じた多世代交流が生まれています。
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募集終了

コース名
▲1自治会町内会

　　　コース

；　福祉保健　　　コース
” 　　　文化賑わい

　　　　」コース

補助金名 みなみ・ちからアップ補助金
南区地域福祉保健計画
チャレンジ支援事業補助金

南区文化賑わい支援補助金

目　　的
地域課題解決のための継続的な

取組を支援します

南区地域福祉保健計画を具体的

に進める取組を支援します

地域文化振興・地域の賑わいつ

くりを支援します

対象事業

．

：自治会・町内会（連合含む）と、

　ひとつ以上の団体が連携して行
　う活動で、

　地域の課題解決や魅力づくり

　に取リ組むもの

南区地域福祉保健計画の区全体

計画又は地区別計画の推進に該

当する自主的な活動

（例）サロン・健康つくリ

区民を中心に構成古れた団体等

が行う活動で

①区民が文化に親しむ機会を提

供する事業

または

②地域の賑わいを創出する事業

補助金額
（上限）

300，000円（1年目）

200，000円（2年目）

150，000円（3年目）

100，000円（1年目）

70，000円（2年目）

50，000円（3年目）
150，000円

補助対象経費
割合（上限）

9割 7割 5割

補助期間 最大3年 最大3年 最大3年

対象経費
・ 事業の立ち上げ、拡大費用
・ 事業の実施費用

・ 事業の立ち上げ費用
・ 事業の拡大費用

・事業の実施費用

・ 事業の拡大費用

相談期間
令和3年1月20日（水）

　　　～4月9日（金）
令和3年1月20日（水）
　　　～4月9日（金）

提出期間

令和3年1月20日（水）
　　　～2月26日（金）

令和3年4月1日（木）
　　　～4月23日（金）

令和3年4月1日（木）
　　　～4月23日（金）

詳　　細
それぞれ募集案内をご用意しておりますので、申請にあたってはそちらをご覧ください。

※ご相談内容によっては、他の補助金をご案内することがあります。

提出・

問合せ先

南区役所

地域振興課

地域力推進担当

南区浦舟町2－33
（6階63番窓口）

TEL：341－1239
FAX：341－1240

南区役所

福祉保健課

事業企画担当

南区浦舟町2－33
（4階42番窓口）

TEL：341－1183
FAX：341－1189

南区役所

地域振興課

区民活動推進係

南区浦舟町2－33
（6階61番窓口）

TEL：341－1238
FAX：341－1240

※この補助金は、令和3年度予算案が横浜市会において議決されることを条件としています。



地区連合自治会町内会長

自治会町内会長　　　　　各位

南地振第1349号

、令和3年3月18日

南区地域振興課長

　　　姫浦　尊

令和3年度タブレット端末の無料体験について（お知らせ）

　春分の季節、皆様におかれましては益々御清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて南区では、昨年、自治会町内会など地域で活動される方にICTを無料体験してい

ただくため、ICT機器（タブレット端末）をご用意しました。

　この無料体験を通じて、ICTを活用したコミュニケーションを身近に感じていただき、

新しい生活様式を取り入れた地域のつながりや地域活動を応援しています。

　つきましては、令和3年度も引き続き、次のとおり事業を実施してまいりますので、ぜ

ひご活用頂きますよう、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

1　無料体験の方法

（1）体験・講習会への参加

　　タブレット端末を使用し、オンライン会議や複数の相手との会話を体験し、ICT

　　を活用したコミュニケーションがどのようなものか体験していただきます。

（2）タブレット端末の貸出

　　体験・講習会に参加した団体を対象に、タブレット端末を無料で貸し出します。

　　実際にICTを活用したコミュニケーションをより多くの皆様に体験していただき

　ます。

2　無料体験の対象者

　　南区内で活動する自治会町内会、及び各種委嘱委員（青少年指導員、スポーツ推進員、

　環境事業推進員等）の団体

3　体験・講習会の参加申し込み方法

　　「体験・講習会参加申込書」に記載の上、Eメールにて南区役所地域振興課にお申し込

みください。申込書の様式はホームページ上に掲載しています。

　FAXや郵送、直接持参しての提出による申し込みも可能です。

　（1団体あたり最大5名まで参加可能ですが、申し込み状況により制限させていただく

場合もあります。）



4　体験講習会の開催日程と会場

　　開催予定は下記の通りです。令和3年7月以降の開催日程は、南区役所ホームペー

ジでお知らせします。　（毎月1回、第二土曜日に開催予定）

開催日程 、会場

4月10日（土曜日） 南区役所6階会議室

5月8目（土曜日） 南区役所1階多目的ホール

6月12日（土曜日） 南区役所1階多目的ホール

5　タブレット端末の貸出申し込み方法

　　タブレット貸出は、体験・講習会を受講した団体を対象に行います。

　　貸出は、最大10台まで、最長3週間程度まで貸出ができます。

　貸出の申し込み手続き等は、体験・講習会の中でご案内しますので、まずは体験・

講習会にお申し込みください。

6　その他

　　事業の詳細については、南区役所ホームページをご覧ください。

　　（検索、もしくは右下のQRコードから読み取れます。）

横浜市南区　タブレット貸出で園

※ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。

南区役所地域振興課地域力推進担当

　　電話：341－1239
　　FAX：341－1240
　Eメール：㎜一chishin＠city．　yokohama．　jp



区連会3月定例会資料
令和3年3月18日
市民局地域活動推進課

令和2年度自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査結果く速報）について

　自治会町内会・地区連合町内会アンケートへの回答にご協力いただきありがとうござ

いました。単純集計の結果がまとまりましたのでお知らせいたします。

調査の概要

調査期間　令和2年9月～10月
調査対象　　横浜市内の自治会町内会　2，853団体、地区連合町内会　253団体
回答数（率）　　単位自治会町内会　2，583団体（90．596）

　　　　　　　　地区連合町内会　　　243団体（96．0％）

1　主な調査結果

　（D自治会町内会長について

　　・年齢…　　70歳代が47．5％（1，228人）、60歳代が22．3％（575人）

　　　　　　　50歳代以下は18．2％（469人）

　　・性別…　　男性が85．8％（2，216人）、女性が13．8％（356人）

　　・在職年数…　　5年以下が65．8％（1，699人）、11年以上は15．5％（400人）

　（2）自治会町内会館について

　　・会館がある自治会町内会が59．3％（1，533団体）

　　・会館がある自治会町内会のうち、築40年以上の会館（※）を所有する自治会町内

　　会が26．4％（404団体）

　　　（※築年数からみて旧耐震基準である建物と思われるもの）

　（3）加入に向けての取り組み

　　・積極的、どちらかというと積極的に加入を呼びかけていた自治会町内会が67．1％

　　　（1，733団体）

　（4）コロナ禍における自治会町内会活動について

　　・通常、多くの自治会町内会が実施している「お祭り・イベントの開催」について

　　　は、約8割の自治会町内会が「今年度は実施できていない」と回答しました。一

　　　方、　「防火・防災活動」や「福祉事業」にっいては、約3割の自治会町内会がコ

　　　ロナ禍においても工夫して実施されていました。

2　今後の対応

　　調査結果報告書については、3月下旬に記者発表し、横浜市ホームページに報告書

　を掲載予定です。4月区連会後に、各自治会町内会長に配付いたします。

　　また、調査結果は関係区局で共有し、引き続き自治会町内会への支援を行っていき

ます。

市民局地域活動推進課
　　担当：中野、江口

TEI．：045－671－2317

F腿：045－664・0734



自治会町内会長　　各位

南地振第1159号
令和3年3月18日

方’

南区地域振興課長

令和3年度「自治会町内会現況届」の御提出について（依頼）

春暖の候　ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。

日ごろから、市政及び区政の推進に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

自治会町内会関連業務を円滑に進めるため、令和3年度の貴会における下記書類の御

提出をお願いします。

1　提出書類

　現況届
　　　※　現況届は前年度から変更がない場合でも必ず御提出ください。

　　　※　同封しています「異動届」は、現況届を御提出いただいた後に会長等の変更

があった場合に区役所に提出していただく書類です。

2　提出期限

　役員選出後（総会終了後など）、速やかに提出をお願いします。

3　加入（会員）世帯数について

　　・令和3年4月1日現在、自治会町内会に加入している世帯数
・ 加入世帯数には会費を減免している世帯や法人会員（商店、病院）なども含みます。

・「未加入のため会費は徴収していないが広報を配布している」世帯は、加入世帯

数に含みません。

・ 地区連合に加入している自治会町内会は、現況届に記入された加入世帯数を、必

ず加入する地区連合にお知らせください。（地域活動推進費補助金の交付申請の

際に使用する世帯数になります）

4　広報よこはま南区版の配送先について

　　会長交代に伴い広報よこはま南区版の配送先を変更する場合は、区政推進課広報相

談係（電話341－1112）に御連絡をお願いいたします。

5　個人情報の取扱い

（1）個人情報の利用目的

　　　記載された情報は、自治会町内会の関連業務を円滑に進めるために利用します。

（2）個人情報の提供

　　　利用目的の範囲内で行政機関、公共的機関（区外団体、区社協、警察、ケアプ

　　ラザ等）、国会・県会・市会の議員へ提供する場合がありますので御承知おきくだ

　　さい。また、工事や自治会町内会加入促進等のため工事業者や不動産業者から自

　　治会町内会長御連絡先の照会があった場合にっいては、現況届に御連絡の要否に

　　ついて御記入いただき、その回答に基づき対応させていただきます。



6　自治会町内会費について

　　区役所に会費のお問合せがあった場合、現況届に記載された金額を回答いたします。

変更があった場合は地域振興課にお知らせください。

7　認可地縁団体における代表者変更における手続きにっいて

　認可地縁団体となっている自治会・町内会で代表者の変更があった場合、地域振興

課に届出を行う必要があります。その際に、代表者が変更された旨が記載されている

総会議事録及び総会資料を提出していただき、その後区において告示いたします。

　詳しくは地域振興課担当までお問い合わせください。

8　その他

　　現況届及び異動届の様式は南区役所ホームページ及び南区連合町内会長連絡協議

会のホームページにも掲載しております。データで作成する場合はご活用ください。

※現況届が提出されるまでは、前年度提出の現況届（異動届）情報の内容に基づいて

　各種対応をいたします。区連会配送便の変更は、現況届を受理した日付によって当

月分に間に合わない可能性がありますので御了承ください。

南区地域振興課地域活動係

担当：中盛、中島

電話：34H235
FAX　：341－1240



南地振第1405号
令和3年3月18日

地区連合自治会町内会長　各位

自治会町内会長　各位

南区地域振興課

　　　　令和2年度地域活動推進費補助金の活動実績報告及び

令和3年度地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金の申請について

標記について、書類の提出をお願いいたします。

区連会配送袋の中の封筒には以下の資料及び書類があります。

　1　令和3年度　地域活動推進費　事務の手引

　2　令和3年度　地域防犯灯維持管理費補助金　申請の手引

　3　令和2年度　活動実績報告書一式（提出用書類）

　4　令和3年度　補助金申請書一式（提出用書類）

【お願い】

○　各自治会町内会で作成している「総会資料」の中には、会員世帯数（4月1
　日現在）を必ず記載してください。

○　様式の変更がありますので、申請にあたっては新しい様式を必ず使用してください。

○　提出書類について、補助金の支出を速やかに行うため、請求書（第5号様式）と「口座

　振替依頼書」は申請書とともに御提出くださいますようお願いいたします。その際、請求
書には会長のお名前と認印を記入・押印ください．（交付決定後の記入になりますので囹

額及び日付は空欄のままでお願いいたします。）

○　使用される印鑑は全て同一のものにしてください。また、朱肉を使用する認め印をお使

　いください。（スタンプ印不可）

書類提出期限：令和3年8月31日（火）

※申請書等の様式については、南区役所のホームページからダウンロードできるように準

　備中です。

南区地域振興課地域活動係

電話341－1235



ごみと資源物の出し方をわかりやすい動画にしました！

ハングル・タガログ語版をYouTubeで視聴できます1

　南区役所では、外国人住民の方々に、ごみと資源物の出し方をよりわかりやすく伝えるた

め、コンパクトな動画をハン　ル　　　ログ　で作成しました。

　この　　一スー・カーこ掲　る　Rコー’（2次元バーニード）を読み込むことで、

スマー　フ　ンで　YouTubeか、　　することができます。

ヌ

Pぼ

映像イメージ

■横浜市から「ごみの出し方のお願い」ダイジェスト版　（約2分）

　　…横浜市でのごみの出し方についての基本ルール

■横浜市から「ごみの出し方のお願い」詳細版　（約2分50秒）

　　…横浜市でのごみと資源の分類と分け方のポイント

・動画URL（ダイジェスト版）

ハングル版　　https：／／youtu．　be／7Jd101gv5kc

タガログ語版　https：／／youtu．　be／ek7nFIVGu－4

・ ごみ集積場所でのお知らせ

外国人住民が多く利用するごみ集積場所にハングル、

タガログ語版ステッカーを掲出します。QRコード

をスマートフォンで読み取り、YouTubeから動画を

視聴できます。

・協賛・協力企業について

今回の事業は、横浜南央ロータリークラブの協賛と

Jリーグ横浜FCの協力を受けて実現しました。

　選手によるメッセージ動画で

食品ロス削減やポイ捨て防止等を

呼びかけます。

横浜FC：クレーペ選手 横浜FC：松尾選手

お問合せ：資源化推進担当　電話341・1236
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ボランティアも募集しています！
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南社協発第1560号

令和3年3月18日

自治会町内会長　　各位

社会福祉法人

横浜市南区社会福祉協議会

会長　大津幸雄

令和3年度各種募金の実施について（お願い）

　各種募金の募集活動につきましては、例年、多大なご協力をいただきまして、

心よりお礼申し上げます。

　今年度お寄せいただきました各世帯からの寄付金・賛助会費は、別紙①のとおり、

さまざまな活動や事業に活用させていただきましたことをご報告申し上げます。

　令和3年度も、例年と同様に別紙②のとおり、各種募金運動等を実施いたします
ので引き続きご協力をいただきたくお願い申し上げます。

　ご協力いただきました寄付金につきましては、各団体がそれぞれの目的に沿って

活用させていただきます。

●募金実施団体

　　　日本赤十字社活動資金（会費）：日本赤十字社神奈川県支部横浜市地区本部南区地区委員会

　　　更生保護活動寄付金：南保護司会

　　　世帯賛助会費：社会福祉法人横浜市南区社会福祉協議会

　　　赤い羽根共同募金・年末たすけあい募金：神奈川県共同募金会南区支会

●事務局

　　　　社会福祉法人横浜市南区社会福祉協議会

　　　〒232－0024　横浜市南区浦舟町3－46　浦舟複合福祉施設8階

　　　電話045－260－2510　　　　　　　　　FAX　O45－251－3264



別紙①

令和3年度募金実績とその使いみちについて（報告）

募金の種類と募金実績
（令和3年3月1日現在）

使いみち 金額（千円）

○世界各国の貧困、飢餓で苦しんでいる人々、戦争犠
牲者、自然災害の被災者への援助活動、国内の災害救
護活動、献血事業などに　　　　　　　　　　　　　一一一　一一一一＿

10，368日赤活動資金（会費）

　　　12，381，749円

○南区内の地域防災事業等（防災訓練、防災設備）への

助成金や災害意識啓発事業、見守り活動に

一

400

　　　　　　　　　　　　　　　一　
○各自治会町内会への募金還元金、事務費に

一一一一

1，518

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿v
O南区内の火災被災者への見舞金に 95

○「社会を明るくする運動」事業等に

＿一　＿＿一一　一　一一’一一一

916更生保護活動寄付金

　　　　1，496，170円

　　　　　　　　　一一一r　
○南区内の更生保護活動及び犯罪予防活動を行う団体
（保護司会、更生保護女性会等）への助成金に＿，一一一一一一一一一一一一’一一→＿一一＿ 　　　　260

一

○地域の「社会を明るくする運動」啓発協力費に

一一一一＿＿＿

　320

○南区地域福祉保健計画地区計画推進のための地区
社協への助成金に　一一一一一一＿＿一＿＿一＿＿＿一一一一一一＿区社協賛助会費

　　　　3，711，000円

○民生委員分科会、施設分科会等、移動情報センター
等の運営に　一r＿　一一　一一一＿r一一

　　　　2，400

　　一　一一一＿

　　　　　496

○区社協広報紙「社協みなみ」の発行経費等に

一　－

815

共同募金
　（赤い羽根募金）

　　　13，654，524円

年末たすけあい募金

　　　　4，961，015円

○南区内の福祉活動やボランティア活動に

　・地区社協活動費　　・高齢者食事サービス事業
　・ボランティア団体　　・障がい者団体

　・子育てグループ他

　　9，403

＿一一一一

○南区内の社会福祉施設や福祉団体の活動費に 2，270

○県内の民間社会福祉施設や福祉団体の活動費に

　　　　　一

6，942



別紙②

令和3年度各種募金・南区社協賛助会費の目安額等にっいて

募金の名称 目安額 納入期限 募金団体 依頼時期

日赤活動資金（会費） 一世帯 200円

　　一

日本赤十字社神奈川県支部
横浜市地区本部南区地区委員会一一＝一＿，，

更生保護活動寄付金　＿　一一

区社協賛助会費

一
世帯A－　＿一

一世帯

一’

2
0
円
一
一
一
一
5
0
円

8，月31日

　　一一一＿

1月10日

　　　　　　　一一一
南保護司会　　　一’　　一一一一一一一一一一一

社会福祉法人
横浜市南区社会福祉協議会

4月区連会

共同募金
一．（赤巳羽根墓金L＿＿

年末たすけあい募金

265円一＿一～～＿w一

一A’ 　一一一一一一　1一

一
世帯＿一一一

一世帯 75円
神奈川県共同募金会南区支会 9月区連会

＊単価は、すべて目安額です。

令和3年度募金総額と使いみち（予定）

日赤活動資金（会費）

　　　　15，126，400円

更生保護活動寄付金

　　　　1，510，000円

区社協賛助会費

3，790，000円

共同募金
　　　（赤い羽根募金）

　　　　18，290，000円

年末たすけあい募金

　　　　5，670，000円

○世界各国の貧困、飢餓で苦しんでいる人々、戦争犠牲者、自然災害の被災者へ
の援助活動、国内の災害救護活動、献血事業など（約1，275万円）

○南区内の地域防災事業等（防災訓練、防災設備）への助成金や災害意識啓発事
業
（約40万円）

○南区内の火災や風水害の被災者への見舞金（約25万円）
○自治会町内会募金還元金、事務費（約171万円）

○「社会を明るくする運動」事業等に（約93万円）

○保護司会や更生保護女性会等への助成金（約26万円）

○地域の対話集会等啓発費に（約32万円）

○南区地域福祉保健計画地区計画推進のための助成金（約240万円）

○民生委員分科会、施設分科会、移動情報センター等の運営に（約51万円）

○区社協広報紙「社協みなみ」の発行経費等（約88万円）

○南区社会福祉協議会の事業費（各種講座・広報啓発等）（約554万円）

○南区内の福祉活動やボランティア活動への配分金（約577万円）

○県内の民間社会福祉施設や福祉団体の活動費（約826万円）

○南区内の社会福祉施設や福祉団体の活動費（約70万円）

○区内16地区社会福祉協議会の事業費（約368万円）



南区社協で受叶付けτいる各種募金・賛助会費

募金の名称 目標額 募集団体 依頼時期

日本赤十字社活動資金（会費）
　　　1一世帯1　200円

一一一一

日本赤十字社神奈川県支部
横浜市地区本部南区地区委員会 4月頃

更生保護活動寄付金 　　　‘
一世帯1　　20円 南保護司会　　　　　一　　　　一　一 4月頃

区社協賛助会費一一 　　　’
一

世帯1　　50円．＿＿　．＿＿＿L－＿一＿＿＿＿ 横浜市南区社会福祉協議会一一一一一一←一一一一一一　一一一 4月頃一　一一

　　　　　　　　　　　　＿一　一　一　共同募金（赤い羽根募金） 一世帯1　265円
神奈川県共同募金会南区支会 9月頃

年末たすけあい募金 一世帯’　　75円

＊募金は任意ですので、目標額はあくまでも「目安」として捉え、それぞれの趣旨をご理解のうえ

　ご協力をお願いします。

令和3年度　寄付金の使いみち（予定）

区内の火災

や風水害の

被災者への

見舞金

　1％

ば生委員分科会・施設分科区社協賛助会費
1会、移動情報センタ

1運営等　14％

区社協広

　報紙
「社協みな

　み」

発行経費

　23％
，

ρ

　　更生保護活動寄付金
保護司会

区内の社会福祉

施設や福祉団体＼
の

麗鍵区

：南区社協事

　（各種講座・

23％

共同募金

△勧施
5％

活動や
動へ

赤い羽根
共同募金

10月旧レ12月3旧≡

＊表示金額は、南区世帯数75632世帯（令和3年2月末現在）を基に算出しています。

お冑せくださった寄付金は、各団体がそれぞれの目的に沿って有効に活用
させていただきます。今年も皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。



R3年3月作成

ボランティア活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの補償制度です。

　　令和3年4月1日午後4時～翌年4月1日午後4時に発生した事故が対象です。

　　補償内容等が年度によって変わる場合がありますので、必ずご確認ください。

特徴

■⌒要です。
■　1の登　・加入手　きは不　です。

■　故発生〃に手　きをしていただきます。

ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように、横浜市が保険料を負担し、保険会社と契約をしています。

活動者には事故発生後に、日頃の具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます。それに基づき

横浜市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保険金が支払われます。

※魎続き方法巴必裏書類については、　　のページを⊇確認ください。

対象

もっぱら市内で、次の4つの要件を全て　たすボランティア活動を行う方。

①自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である自治会町内会が行っている活動

②無報酬の活動（交通費などの実費の支給を除く）

③継続的・計画的に行っている活動

④公益性のある（他人や社会に貢献する）活動

※対象となるボランティア活動には次の行為も含まれます。

　集合地又は出発地及び解散地と自宅との通常考えられる経路の往復途上（国内に限る）

・ 活動に必要な会議・会場設営の準備活動、後片付け

【傷害事故：令和2年4月～令和2年12月】

段差（階段、床の凹凸、縁石等）での転倒

　　　　　　　　　　虫刺され

　道具（明定バサミ、包丁等）の操作ミスー4
　　　　　　　　　自転車使用■■■■■■12

　　　　　　　　　　　その他

12

13

9

　骨折
虫刺され

　創傷

　打撲一3その他■■■1

12

14

10



対象となるボランティア活動の例　硫

1 　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
社会福祉施設等への援護活動　　　　　・行事の手伝い、習い事の指導、慰問等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　，

2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
高齢者、障がい児・者等への援護活動　　配食サービス、生活介助、手話通訳点訳朗読奉仕等　　　　　　　　　　　　　　　　　＄

3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　公園・河川・公道等の不特定多数の方が利用する場所の清掃活動　　　　　　　　　　　　　　　　　1清掃・美化活動等

4 資源回収・リサイクル活動　　　　　　、

5 公共的団体が行う募金活動　　　　　　共同募金、交通遺児募金等　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域防災拠点の運営、地域の防災訓練の運営・指導、地域防災・防犯活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　避難所での配食活動、防犯パトロール等

7 　　　　　　　　　　　　　　　　　「交通安全活動　　　　　　　　　　　1通学路での児童の見守り、自転車放置防止等

8 保健衛生活動　　　　　　　　　　　食生活改善指導、健康に関する啓発等

9 スポーツ活動の指導・運営　　　洛種スポーツの撚轍会の緬運営・馴等

10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　絵画・音楽・パソコン・各種学習の指導、文化活動の指導・運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　講座の企画・運営等

11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治会町内会や老人クラブ、子ども会の運営、自治会町内地域住民組織の運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　会役員会への参加、広報物の配付・掲示等

12 市（区）主催・共催事業の企画・運営　　　講演会、展示会等の企画・運営等

ζ△次の活動は対象になりま輪主酬　　　　、
　（1）勤務中や職業に従事しているときの活動、委託契約に基づく活動（報酬の有無にかかわらず、対象外）　　　　≡

　（2）民生委員・児童委員、スポーツ推進委員などの非常勤特別職の地方公務員としての活動

　　　（公務災害等の補償があります）

　（3＞学校管理下での活動（例：市立学校の授業で川の清掃を行う生徒と、それを指導する地域の方）

　（4）単位取得や学習のために行う活動（例：学校の宿題として課された活動）

　（5）金額にかかわらず、謝金・手当など、労働の対価が支給される活動（交通費・食費などの実費の支給は可）

　（6）一時的、突発的な善意の行為（例：一時的な手伝い、突然倒れた人を助ける行為）

　（7）親睦が目的の活動、サークル活動（例：団体の親睦会、活動後の慰労会、趣味の活動）

　（8）互助的な活動（例：集合住宅の敷地内の清掃、共有財産の管理、ごみ集積場所の清掃）

1（9）権の臥や縮の耐の利鋤めの活動

1：漂蕊麗㌶誉㌶瀦鎚癒鍛：維持櫟）
1㊧力麟瓢㌶鷲、講座蛭は⌒り馳ん（スポ綱の運営者であっても競技参

’べ鷲頸撚竺≡㌘歴と≡竺撚鷲〔竺竺煕三：瀕吐亘竺鯉担撚三L己



補償内容●
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ボランティア活動中にボランティア活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してし

まったりなどした結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠　　任を負った　合に保険金が支払

われます（道義上の責任のみでは支払対象となりません）。

※免　金額（自己　担額）5，000円を超える部分について支払われます。

　　　⇒
区分

身体賠償

財物賠償

保管物賠償

保険金額（限度額）

1名　1億円
1事故5億円

1事故500万円

自己鮒旦額

5，000円

内　容

他人の身体に損害を与えた場合

他人の財物に損害を与えた場合

他人からの預かり品や管理している物を

滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合

した場合に保険金が支払われます。

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故（※）によって、ボランティア活動者が死亡・負傷

区分 保険金額 内　容

死亡 1名500万円 傷害事故が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合傷
書
．
事
故

後遺障害
　程度により

1名20～500万円

傷害事故が原因で事故の日から180日以内に後遺障害が生

じた場合

入院 1日3，500円（180日限度）

通院 1日2，500円（90日限度）

傷害事故が原因で事故の日から180日以内に入院または通

院した場合

※実際にかかった費用ではなく、入院・通院の日数で計算します。

※医師のいる医療機関で診断・治療を受けてください。

入院　　金が　払われる　Aで、事故の日から180日以内
手術

入院の手術35，000円

外来の手術17，500円 に傷害の治療のために手術を受けた場合（1回の手術に限る）

※急激かつ偶然な外来事故とは

　　・　國…原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態

　　・　魎…原因または結果の発生が対象者にとって予知できない状態

　　・　囲…原因の発生が対象者の身体に内在するもの一こと

△支払いの対 とならない主な‖

■賠償責任事故・傷害事故共適

・ 地震、　火、または㊧による　故・活動者の故意による事故・活動者の心神喪失による事故等

■賠債責任事故

・　車両の所有、使用、または管理に起因する

　事故
・　故意又は1大な過失により法令に違反して

　製造、販売又は提供した物による事故

・　自身（団体）の財物の滅失、き損または汚損

・　活動者の親族に対する事故等
●

●

熱中症

対象者の脳疾患や疾病によるもの

細菌性食中毒

むち打ち症や腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足り

る医学的他覚所見がないもの

自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転による事故

童大な過失による事故

長時間立って作業をしたことでひざを痛めた等



轍が起こった際の手続訪法1

董（一）すぐ病院へ行く
事故によるケガの状態を把握し、適切な治療を受けるために医師のいる病院へ行きます。／

2区役所へ連絡する（原則30日以内）

事故が発生した場合は、お近くの区役所総務課まで電話等でご連絡ください。手続き方法をご説明いたします。

3区役所に必要1類を提出する（事故報告書の様式を受け取った日から原則14日以内）

■区役所から「事故報告書（様式）」をお渡しします。必要事項を記入し、書類（下表参照）と一緒にご提出ください。

「　　　　　保険の対象要件（確露事項） 　　　　づ∨提出書類の例

1 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である

2 無報酬の活動である 規約、会則、チラシ、ボランティア募集パンフレット等

3 公益性のある活動である

4 継続的・計画的に実施されている活動である 事業計画書、案内文、チラシ等

5 申請者（活動者）が事故日に活動していた 当日の活動者名轍当番表、ボランティア登録票等

6 【往復経路での事故の場合のみ】事故は、適切な経路上で発生している 「自宅～活動場所」の経路と事故発生場所が示された地図

■　「

■　が、対
には、　や　を　でるご　髭 三　の　　・ を　　していただきます。

となる活動であると認める　合に、保険会社から保険金の晴求に必要な1類をお送りします。

4保険会社に保険金の請求書を提出する

■壁置責任豊一、被害者との間で示談が成立した時、または調停、裁判上の和解、判決等、書面による合意

　が成立した後にご提出ください。

■一、日常生活に支障がない程度まで回復された時、または事故発生日から180日を経過した時にご
　提出ください。

■請求内容について　険会社が　認・踊査した結果、対　事故であると認める　合に、保険金が支払われます。

横浜市ホームページに掲載しています。　トップページ　市民活動保険　［塾

　QC市民活動保険が利用できるのなら、自分で契約していた保険は解約しても大丈夫ですか？

　　→市民活動保険は万が一の事故のための最低限の補償を行う制度のため、活動内容を踏まえ、どの範囲の補償が必要か十分

　　　に検討してください。なお、任意で契約した民間の保険と併用できる場合もあります。

　Φ：申講書類に名簿等の提出が必要とありますが、個人情報の取扱はどのようになりますか？　　　　　　　　　　　　　；

　　　→全員の名簿は必要ありません。申請する方や関係する方の記載部分のみご提出ください。また、ご提出の際は団体代表者

　　　や該当者の了解を得る等、ご調整ください。

〉＜薫」三竺二＿＿こ∴．．一＿＿＿．＿二＿＿．．＿＿、＿～＿＿．．．＿．．：蔦二＿＿＿：ニニニ．：．．二二＿；二、＿＿＿＿＿＿二＿＿．＿．二：．ニニ：二．．二、一∴＿二＿一三．．黒二5〆

　　　　　　　τel　978－2212
青葉区　　　　　　　撤978－2410 　　　　　　　Tel　847－8305港南区　　　　　　　撤841－7030 　　　　　　　Tel　866－8308

戸塚区　　　　　　　撤881→0241

　　　　　　　Tel　954－6006
旭区　　　　　　　撤951－3401

　　　　　　　Tel　540－2206港北区　　　　　　　F欲540－2209 　　　　　　　Tel　224－8114
中区　　　　　　　融224－8109

　　　　　　　τel　800－2312
泉区　　　　　　　撤800～2505

　　　　　　　Tel　894－831］
栄区　　　　　　　巨895－2260

　　　　　　　苓el　320－8308
西区　　　　　　　撤322－9847
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　　　　　　　Tel　750－2311
磯子区　　　　　　　向く750－2530 　　　　　　　狛1367－5612瀬谷区　　　　　　　鰍366－9657 　　　　　　　Tel　334－6203保土ケ谷区　　　　　　　垣（334－6390

　　　　　　　頂411－7006神奈川区　　　　　　　㌦（324－5904 　　　　　　　五〕1948－2212都筑区　　　　　　　巨く948－2208
　　　　　　　］bl　930－22］1
緑区　　　　　　　撤930－2209

　　　　　　　Tel　788－7705金沢区　　　　　　　融786－0934
　　　　　　　Tθ1510－1653鶴見区　　　　　　　泳510叫889

　　　　　　　∫el　341－1224
南区　　　　　　　撤241－1151

〈作成・発行〉　横浜市市民局地域活動推進課

　　　　　　　Tel　O45－671－3624／　Eメール　sh－chllk｜katsudo＠clty　yokohama　」p



区連会3月定例会資料
令和3年3月18日
市民局地域活動推進課

申請書等への押印・署名の見直しについて

　本市にご提出いただく申請書等について、押印・署名の見直しを行い、準備が

整ったものから3月1日以降順次、押印・署名を廃止しています。

　そのうち、自治会町内会に関係する主な手続きの取扱いをまとめましたのでお

知らせいたします。

1　各制度の見直し状況について

　原則、申請書等への押印・署名は廃止となりますが、補助金の請求書や承諾・

委任など、以下の様式においては引き続き押印・署名が必要となります。

制度・手続きの名称 押印・署名が必要な様式　　　　　　　　　　　一　一一一～uv

①地域活動推進費補助金

②地域防犯灯維持管理費補助金 請求書、口座振替依頼書

③町の防災組織活動費補助金

④自治会町内会館整備費補助・

　公園集会所整備費補助

補助申請書（補助申請にあたっての確認事項欄）、

請求書、貸与承認申請書（貸与契約欄）

⑤LED防犯灯新設（電柱、鋼管

　ポール）、寄付の協議
防犯灯設置承諾書

⑥地域防犯カメラ設置補助金
土地等使用承諾書、請求書

⑦地縁団体認可

　（自治会町内会の法人化）

代表者承諾書、印鑑登録申請書＊、印鑑登録廃止申

請書＊、印鑑亡失届出書＊、代理人による印鑑登

録・廃止・亡失・証明書交付手続きに係る委任の

旨を証する書類＊

＊…代表者個人が登録している登録印の押印が必要

2　注意事項

○お手持ちの申請書等の様式に「印」の記載がある場合でも、既に押印や署名が

　廃止されている手続きについては、申請書をそのままご利用いただけます。

○各制度の申請におけるご相談につきましては、窓口である各区役所の所管課

　へご連絡をお願いいたします。

押印・署名についての

　　問い合わせ先

①④⑦について・・市民局地域活動推進課045－671－2317

②⑤⑥について一市民局地域防犯支援課045－671－3705

　　③について・・総務局地域防災課　　045－671－3456



南政第1735号
令ネロ3年3月18日

自治会・町内会長　様

横浜市南区長

横浜市市民局長

横浜市議会局長

松山　弘子

石内　亮

屋代　英明

広報紙の配布について（依頼）

　日ごろから市政・区政に対して多大な御協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　横浜市では、市政に関する情報や市会定例会などの情報を各世帯にお届けする広報媒

体として、「広報よこはま」と「ヨコハマ議会だより」を発行しています。

　市民の皆様の暮らしに関わる重要な情報等を掲載するこれらの広報紙を、広く市民の

皆様にお届けするため、これまで皆様の御協力により配布を行ってまいりました。

　令和3年度も、新型コロナウイルス感染症に関する情報をはじめ、市政情報を市民の

皆様にお届けしてまいりますので、マスクの着用など感染症対策にご配慮のうえ、各世

帯への配布に御協力くださいますようお願い申し上げます。

1　広報紙の配布について

　（1）　広報紙概要　※謝金額は令和3年度予算議決後に確定します。

広報紙名 発行月 謝金額（1部あたり）※

「広報よこはま」 毎月 9円

「県のたより」 毎月 8円

「ヨコハマ議会だより」 令和3年5月、8月、11月
　　　令和4年2月 4円

（2）　配布先

　　貴団体に加入している世帯

　　※未加入の世帯にもお配りくださいますよう特段のご配慮をお願い申し上げます。

（3）　配布時期

　　各世帯へ毎月1目～10日までの間に配布してください。

（4）本市から貴団体へお届けする期日と部数

　　毎月末日までに、配送業者を通じて貴団体の配布担当者へ、あらかじめお申し出

　いただいている部数をお届けします。

　　ただし、令和4年1月号は、令和3年12月29日までにお届けします。

（5）　配布謝金の支払

　　実際にお配りいただいた部数について、各団体宛に年度内に2回（令和3年10



月と令和4年3月）お支払いします。

2　配布担当者や部数などの変更連絡先にっいて

南区区政推進課広報相談係　TEL　34P1112　FAX“341－1241

※年度途中での変更については、毎月10日までにz連絡いただければ翌月分の

配一（当該事項は新たに配布担当者になられた方へ引き継いでく
ださいますようお願いします。）

3　その他

　（1）　自治会町内会活動として広報紙を配布している時に万「事故で負傷した場合は、

　　横浜市が実施する市民活動保険の対象となる場合があり・ます（報酬を配布担当のご

　　本人が受け取る場合を除きます）。広報紙配布中に事故等に遭われたときは、区役

　　所総務課庶務係にご相談ください。

　（2）各自治会町内会の区域内にあります、グループホームなどの施設から広報紙の配

　　布の依頼がありましたら、配布について御配慮くださいますようお願いいたします。

　（3）各区社会福祉協議会などの公共的団体から、市民の皆様に広くお配りしたい会報

　　などについて、広報よこはまと同様に配布の依頼がある場合がございます。その場

　　合は、特段のご配慮をお願い申し上げます。

　（4）配布員が確保できないなど、毎月の配布業務にお困りの場合には、民間事業者に

　　よるボスティングへの切替えに関する御相談も承っていますので、お住まいの区の

　　区役所広報相談係まで御連絡ください。

　（5）　令和3年度も、市版にて自治会町内会の活動を紹介することを予定しています。

　　自治会町内会の加入促進にも御活用いただければと存じますので、未加入世帯への

　　配布に特段の御配慮をいただきますようお願い申し上げます。

　（6）　広報紙を各世帯にお配りの際は、　便受けの差入口からはみ出さないよう、可

能な限りの御配慮をお願いいたします

担当：南区区政推進課広報相談係

　　　TEL341－1112　　FAX341－1241

　　　市民局広報課　広報紙担当

　　　TEL671－2332　　FAX661－2351

　　　議会局秘書広報課　広報等担当

　　　TEL671－3040　　FAX681－7388
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今回の広報よこはま特別号では、「横浜特定複合観光施設設置運営事業実施方針」について、分かりやすくご紹介していきます。
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有識者に聞くIRの意義とは。

　横浜国立大学都市科学部長、

　大学院都市イノベーション研究院教授

川添裕氏
文化史家、日本文化史家。「もっと横浜」プ

ロジェクトを推進し、横浜における社会文

化資源や観光資源の活用・見直し・再配

置、創造開発などを考えている。2013年よ

り学生たちとともに、横浜の街づくり、観

光、lRに関する社会調査を山下公園で
行ってきた。

●横浜は進取の気性があふれる街

I　lRは横浜のイメージに合っている

　横浜は1859年の開港以来、外国との接点になることで発展してき

た街です。そうした街では、新しいものや異なるもの、今までにない

ものを積極的に受け入れることで街を引っ張り発展してきました。

このことを「横浜スピリット」と呼んでいます。

　港町の開放性、横浜スピリットを通して発展してきた街が、ここで

第二の開国をする。その第二の開国の核となるものとしてlRは非

常に横浜に合っていると思っています。横浜は閉じてしまったらお

しまいで、それをまずよく考えてほしいと思います。

　　まずは事業内容を正確に知ってもらう

　　ことが大事

　大学生たちはこれまでの調査でも過半の人たちがlRの推進に

対して賛成、ポジティブな意見が出ております。今まで200人弱の

学生たちに調査にも関わってもらいましたが、調査でlRについて

意見を伺う中で、lRについての理解があまり進んでいないと彼ら

は感じています。カジノだけが突出するような形で出てしまい、肝腎

のlRの全体像や未来に向けての改革構想がきちんと理解されな

いまま、賛成・反対が言われているということです。

　賛成するにしても反対するにしても、理解することなしに判断す

るのは非常に不幸なことですので、まずは本当によく知ってもらう

ことがとても大事だと思っています。

　慶廠義塾大学大学院

　メディアデザイン研究科教授

岸　博幸氏

1986年、通産省（現経産省）入省。

小泉政権では経済財政政策担当大臣、

金融担当大臣、総務大臣などの秘書官

を歴任し、不良債権処理、郵政民営化な

どの構造改革を推進。現在は経済評論

家としてテレビ番組などでコメンテー

ターを務めるほか、企業などの顧問、ア

ドバイザーも努めている。

③IR実現によるMICE強化を評価

1アフターコロナに向けた布石を打つとき

　この1年で、在宅勤務や遠隔診療・教育など、通常だと5年、10

年かかりそうな変革が一気に進みました。このアフターコロナに

激化する都市間競争を見据え、横浜の都市経営においても将来

に向けた戦略を打ち出すことが重要です。

　「この時期になぜlRを進めるのか」という声もあると思いま

すが、感染症対策・対応はもちろん最優先として、同時に、将来の

発展と盤石な都市経営のために、成長への布石を打ちだすこと，

は、行政として当然必要なことです。

fアジアの州CEの中心へ

　MにEは世界的に見て成長産業ですが、シンガポールや韓国、

オーストラリアなど、発展著しい様々な都市が世界のト11CE拠点

を目指すなかで、残念ながら日本では、州CE産業として成長で

きる都市が東京を含めてありません。横浜はMにE開催実績も多

く、私も関わった横浜での国際会議は、空港からの利便性や宿泊

施設等との近接性、都市の魅力もあって、参加者からの評判も

良かったです。横浜がlRの実現により、アジアを代表するMCE

都市を目指すのは非常に戦略的・効果的であり、都市として目指

している文化芸術や国際という方向性にも合致していると思い

ます。
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L」実施方針とは？

　実施方針には、
　どういった二とが　’

書かれているのかしら？

婬
∨一 嚇

実施方針とは、特定複合観光施設区域整備法（lR整備法）に基づき国が定めた

基本方針に即して、横浜市が作成したlR整備に関する方針です。

横浜lRを実現するために、観光、経済、まちづくり、依存症・治安対策など、さま

ざまな事業のテーマや課題・懸念について、国・自治体・事業者・関係機関などが

それぞれの役割としてどのように対応するかを実施方針に示しています。

罐躍囲囲霞θ　横浜IR難方針 懸隷
https：〃wwwdtyギokghama．tgJp！city－lnfo／seisaku／torikumi／lR／housin．htm【

【主なポイント】

●正式な事業名称は、「横浜特定複合観光施設設置運営事業」

●目指す姿は、「横浜イノベーションlR」

●事業期間は「35年間」（協議により30年間延長可能）

●

　　横浜lRでは世界水準のMICE施設、ホテル、

　エンターテイメント施設や最先端技術を駆使した

未来の街と、これまで築き上げてきた街の魅力や資源を

融合させることで、横浜の観光・経済にイノペ　ションを

もたらし、みんなが楽しめる未来のまちを目指します。

　　　二れが、「横浜イノベーションIR」です。 ’

v

＝漏

●lR事業を行う事業者が自らの責任と費用負担により施設整備や事業運営を実施

●全τの施設を、事業者が一体所有し運営……………・…・

●IR区域の位置や規模は・山下ふ頭のうち面積約43ha・…

●事業者の募集・選定は、公募型プロポーザル方式で行い、

外部有識者からなる選定等委員会で選定……＿＿＿

………
辿実施方針P8　

・・……・・ 巳」実施方針P13～14

…・・……… 山実施方針P31

　面積約43haは、

　横浜スタジアム
す。

民間事業者の投資により、税金を使わずに

lRが整備されるんですね。
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目

横浜の都心臨海部の地区特性や歴史、これまでのまちづくりの取組を十分に踏まえつつ、

21世紀を象徴するような新しい横浜の都市デザイン・景観づくりに挑戦する……・…U実施方針P21

lRを構成する施設の種類や機能など…・・し』錨方針P15－・・’

⑰施設規模は下記’、一二．　∴のいずれかを求める

国際会法場施殴（最大の会旋室収容人数） 農示等施殴

藍ぎ1 1，000人以上～3，000人未浦 12万㎡以上

曜理 3，000人以上～6，000人未清 6万㎡以上

●リアルとオンラインのハイブリッド等に対応できる最先端設備・

　機能と感染症対策の徹底

魅力増進施設三
日本の観光の魅ヵを齎め、発信する施殴

伝統芸能、和食、自然、アニメ等、我が国の

魅力を最先端技術を用いながら発信

展示、鑑賞、体験、販売、消費など様々な

手法により世界に発信

●来訪者に日本各地の観光の魅力に関する情報を提供

●旅の計画を一元的に手配し、国内観光旅行を促進

’

曝
幽

市で規模感の基本的な条件を定めて、あとは事業者がそれぞれ

の実績やノウハウにより独自の提案を考えるわけですね。

1■■■■■■■■■■■■■一一　円ボ

●アート、食、建築などを取り入れたサービス、コンテンツで

　ハイエンドトラベラーも魅了

●カジノ行為を行う区域の面積は、lR全体の

　延べ床面積の3％以下で区域内に1か所のみ

●ファミリー層等が利用する主動線から分離

●ドレスコードの設定

●1σ等の最先端技術を活用した厳格な入退場管理

∋≡ヤ曹6」鞠唱醐■■■■1■騨



1

一一一一一 ←

澱鷲百亘冨庁一…TW－1テ～三瞥極㌫逼’ハ
ビヘジ　ヒヒきるふ　い　　　　おロ　　ゴ　ヒ　　　　　　　　　　　　バピ　　　わ　　　ヨらば　ししエヘコラ　ん　　びジ

●観光、交通、環境、防災等を含めたあらゆる分野で、ICTやAI等の

　最先端技術の導入により、横浜lRを実証実験の場としτ

　新産業の創出に貢献

ζ頚亘び膏≡ガニニll∴灘羅遷i㌫馨

●SDGs（持続可能な開発目標）達成への積極的な貢献

　・先進的な環境配慮建築物

　・ZeroCarbonYbkohama（2050年までの脱炭素化）を先導する取組

　・新たな緑と水際が融合したエリアの創出

運遍gゼ三三三1三三三1噸鰯㌫㌶
　・津波・高潮に対して安全な高さの地盤整備

　・発災時も自立したエネルギー供給の確保

　・感染症対策などを考慮した施設、設備計画

・発災時には市の災害対応の拠点として機能

運醒巖警畦興壇口許」ζ藁軽麹㌘＜：1

●山下公園の魅力をより一層向上させるとともに魅力ある

エントランス空間を形成

●山下ふ頭の立地特性を生かし走水辺空間の演出

●山下公園や周辺地域との一体性・連続性に配慮した緑地等の整備

［貢乏㌘亘嚥亘麹㌘圧：霞勲螢菱鶏
●全国主要都市、主要駅、羽田空港・成田空港等を結ぶ交通ネット

　ワークの形成

●商店街、観光・商業施設などと連携し、周辺地域の回遊性を向上

●lR区域内には、魅力あふれるプロムナードや新たな交通手段等の

整備

富卜 交通ターミナルを整備し、日本各地や周辺地域の

　交通ネットワークの形成を目指します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62f

纒遍遮亘亘ニニ∴∴三1灘亘亘⊇竃1
　・市内の商店街や観光・商業施設等との連携イベント等

　・市内中小企業からの調達の取組、雇用創出、人材確保・育成

　・横浜の産業特性を生かしたビジネス機会の創出

　・周辺地域や市内、県内、日本各地の観光地との連携

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《C）Y6koham●Vlgltors　G口ld■

ξ亘亘1∴…，。．漉＿羅iぽ運竃
●ギャンブル等依存症対策

　・広告及び勧誘の規制

　・入退場時の本人確認の徹底、入場回数制限、入場料の賦課、自己申

　告・家族申告による利用制限措置の実施等による厳格な入場規制

　・顧客の射幸心をあおることの防止等、カジノ施設内における

　規制及び措置

　・依存症に関する相談体制の整備等、相談・治療につなげる取組の

　実施
●犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の

　保持

　・lCT技術を導入した警備システムの導入等の警備対策

　・地域住民等からの苦情対応等の地域風俗環境対策

　・市、公安委員会・県警、県、国等との連絡体制の構築

●青少年への悪影響対策
　・20歳未満の者のカジノ施設への厳格な入場及び勧誘の禁止措置

●反社会的勢力の関与への対策

　・暴力団員等のカジノ施設への入場禁止措置、反社会的勢力による

　被害防止のための行動指針の策定

●マネー・ローンダリングへの対策

　・顧客情報や取引が記録できるシステムの導入による取引状況の

　捕捉、内部統制システムの構築

　　　メ　エロ　　ひアヨコ　　び　　　　　　ド　ヲ　　コヘ　　ロマエ　　　　ご　ロ　チザヅ　パパれ　　　　　　　　てつち

、再投是繊熊＿＿　　、　．▲超方錘P⌒隠
●カジノ事業がlR区域の整備のために特別に認められるものである

　ことから、事業者は収益の一部を再投資や地域貢献に充てる

　よう努めなけれぱならない

●インフラに係る整備費用などは、原則としてlR区域内を事業者、lR区域外を市等が負担
（※例外的な費用負担の例lR区域内でも市が負担：護岸構造物の地震対策等の費用lR区域外でも事業者が負担：IR区域周辺の魅力向上や道路の改良に要する費用）　　u実施方…

●得られたお金（市への納付金・入場料納入金）の使いみちは…　　　　　　　　　　　　U実施方針P50

　・観光振興、lR区域の整備に伴う交通環境整備、懸念事項対策（依存症対策、治安対策等）に活用

　・将来見込まれている税収減や収入不足を補い、財政の改善につなげる、・，

　・福祉、子育て、医療、教育、公共施設の更新等の分野で重点的に活用　　　、

▼　　　　　　●
三≡≡〆　　‘ザ

●事業者は、市の事前承諾なしに事業体制の変更はできません。・…U実施方針P38

●事業者の責任ある履行確保の方法として、事業者、市等による事業実施状況の

　モニタリング・違約金の設定等を行います。………………山実施方針P38～40

市もIR事業者の事業体制や

違営状況を確実にチェック

　　するんですね。

IR事業者に求めるだけでなく、

しっかり事業が進められることを

仕組みとして担保していきます。
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横浜市は、2021年1月21日に、「実施方

針」を公表し、事業者の公募を開始しま

した。

今後、1琴定する事業者と共同で区域整備

計画を作成し、国が定める2021年10月

から2022年4月の申請受付期間に、申

請を行います。

lRの開業は、2020年代後半を予定して

います。

国
基
本
方
針
公
表

叢
ロ
実
施
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針
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2020年　　2021年　　　2021年
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2020年代
　後半

横浜市では、新型コロナウイルス感染症対策として、市民の皆

様への医療の確保をはじめとして、〈らし・経済対策に総額

6，382億円の補正予算を組み、全力で取組を進めています。そ

の一方で、今後の長期的な財政支出という点では、人口減少

や、超高齢社会の進展による社会保障経費の増加が確実視

され、長期財政推計では2065年度まで収支差が年々拡大す

ることが見込まれています。（図1）これらに備えていくために

は、観光政策による交流人口や生産年齢人口の増加による地

域経済の活性化が欠かせません。

厳しい状況を克服し、魅力ある都市のさらなる飛躍と将来に

わたる市民の豊かなくらしを支える政策の一つとして、横浜市

では、lRの実現に向けた取組を推進しています。

（図1）横浜市の歳入・歳出の長期推移（中位推計）

出典：横浜市の長期財政推計（令和3年1月）

（億円）
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■■国■■■■■■国習堕習■■■

　　　　　　　　　　　　　　二
1975年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年

13．7ノ哩　　　　　　2．5人

囹約13万人1
圏約182万人；
出典：横浜市長期時系列データおよび将来人口推計より作成

θ’

圃約94万人

θ
　　る

1
．

現在の若い

働き世代が

支えられる側に

現在、そしτ将来の

子どもたもが
支える社会。

圃約108万人声か・約14万人⑧

囲約234万人1圏約162万人声か・約72万人⑧
　　※生産年齢人口：15歳以上65歳未満の人口　※老年人口：65歳以上の人口

｛
◆

◆

　　　　　　　　　　　　　D
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ
「横浜イノーシ。ンIR」を、市民の皆様‘鉱く知っていただくためのさまざまな情報の．璽び

共通の扉としてイメージ画像を作成しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囑断

2020年代後半の実現を目指す横浜イノベーションlRが、現在、「未知なるリゾート」への　　？　　弓

「入り口」にいることを表現しています。

今後、様々な広報活動で

展開していきます！

i
ξ
≧

◆

◆

◆

◆

●

SNSの特性を生かして最新情報を随時発信して

います。動画や写真といった視覚的な素材などに

より、分かりやすく情報を発信しています。

　　　　　　ピ町三迂5．，，
詳細はこちら　　　　　4

　　

囚　　「広報よこはま特別号」は、市内の新聞定期購読世帯および区役所や駅PRボックスなどで配布しています。
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　　　　　　　　新型コロナウイルスワクチンの接種について

　4月以降に予定されている接種開始に向けて、対象者別の接種時期や個別通知、接種手法等

について、御案内します。

　また　ワクチン　　広　ポスターの　　についてZ　力をお　いいたしま

【現時点の状況】

　本市では、新型コロナウイルスワクチン接種に向け、国の示す接種順位等に従って、対

象となる方全員がワクチンの接種を受けられるよう準備を進めています。

　一方で、国の示すスケジュールが流動的であり、また、当　のワクチン　　が　　の

65　2上の ・93万　　に比べてごくわ　かとなる　込みです。

　そのため、本市では、供給されるワクチンを有効的に活用することや円滑な市民接種を

進めるため、市民接種の開始時期となる4月においては、以下の通り対応します。

当初の予定 変更内容

施　　での施声　　から開始

市内18区での　・
接種手法

から開始

※集団接種・個別接種については、4月26日以降の

ワクチン供給量が判明するまで実施を見合わせ、今

後のスケジュールは追ってお知らせします。

量が　日　るまで　　’をAわせ
接種券の

発送時期

旦旦工旬以隆、80歳以上

の方から3段階で発送
※具体的な発送期日については、今後のワクチン供

給状況により決定します。

（2月16日発表）

当初個別通知発送時期
対象者 市内対象者数

個別通知の発送時期

及び接種予定時期

3月下旬 80歳以上（高齢者） 約29万人

4月上旬 75歳以上（高齢者） 約19万人

70歳以上（高齢者） 約24万人4月中旬

※発送は2段階 65歳以上（高齢者） 約20万人 未定

基礎疾患保有者 約24万人
以降順次

※時期未定
高齢者施設等従事者 約5．6万人

上記以外の方 約237万人

1　対象となる方及び接種予定時期

　国が示す接種順位に従って、次の順に接種していただきます。

（1）　接種対象者

　　原則として、横浜市内に居住する方
（2）　個別通知

　　接種にあたり横浜市から市民の皆様に個別通知を発送します。

　　個別通知は、発送後のコールセンターへの問い合わせや予約集中を避けるため、対象者

　ごとに発送時期をずらして通知を送付します。



’

　なお、個別通知には、接種の際に必要となる接種券（クーポン券）や、横浜市からの接

種のご案内を同封する予定です。

【参考：接種の流れイメージ図】
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2　接種手法について

　接種方法は、①市が設置する特設会場で行う「集団接種」、②身近な病院・診療所等で行

　う「個別接種」、③高齢者施設で行う「施設接種」の3つの手法で実施予定です。

　集団接種会場については、順次拡充していきます。

、

い①集団接種・　’ ②個別接種 ③施設接種

接種場所

ア　18区公会堂・

　スポーツセンター等

イ　その他会場（調整中）

市内の病院・診療所等

（調整中）

高齢者施設

（施設利用者を対象）

3　予約方法

　　ワクチン接種のための予約システム（※）を新たに開設します。施設接種の対象者以外の

方は、集団接種または個別接種のいずれかにご予約いただき、接種を受けてください。

　具体的な予約方法にっいては、今後お知らせします。

※予約システム…スマートフォン・パソコン及び電話により予約できるシステム

4　横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

　（1）設置日　：令和3年3月1日

　（2）業務内容：ワクチン接種に関するお問い合わせ

　（3）電話番号：0120－045－070

　（4）受付時間：9時から19時　（土曜日、日曜日、祝・休日も実施）

　　　　　　※日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・ポルトガル語

　　　　　　　スペイン語

お問合せ先

【ワクチン接種全般について】

横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセ

ンター　Tel　O120－045－070

【本資料、ポスター掲示について】

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当

Te1　045－671－4841

MAIL　kf－info－vaccine＠city．　yokohama．　jp



高齢者の方から順次、個別通知（接種券）が届きます。

ワクチン接種を受ける際には、事前に接種予約をした上で、

接種券、予診票僅前に記入をお願いします）、本人確認書類を必ず
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横浜市新型コロナウイルスワクチン接種

（フリーダイヤル）

【受付時間】9時から19時まで
（土、日、祝日も実施）

FAX　O50－3588－7191
耳の不自由な方の問合せFAX番号です。

　　　　　　　　　　　　　　鑛旦

　　　　　　　　　　　　　　　日本語
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【新型コロナウイルスワクチンに便乗した詐欺にご注意ください！】

ワクチン接種は無料です。行政機関や病院などが、ワクチン接種の
ために金銭を求めることはありません。

令和3年3月12日／横浜市健康福祉局健康安全課


