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議題 １ 市連会報告 
 

（１）年末年始のごみと資源物の収集日程について 
 

 

 

 
 

年末年始のごみと資源物の収集日程についてお知らせします。 

お知らせのチラシを 11 月の地区連搬送で各地区定例会会場にお届けし
ますので、自治会町内会掲示板への掲出をお願いします。（今回の地区連搬
送による送付物はありません。） 

なお、例年は班回覧を依頼していますが、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、今年度は掲示板掲出をお願いします。 

  
 【年末年始の収集日程】 
  ① 12月 31日（木）から１月３日（日）まで収集はお休み 
  ② 「燃やすごみ」「資源物」について、年末は 12月 30日（水）まで、 

年始は１月４日（月）から通常の曜日どおり収集 
   

【広報について】 
  自治会町内会掲示板へのチラシ掲出（11月の地区連搬送で送付）、 
  各集積場所に収集日程表を貼付、広報よこはま 12 月号（市版）に掲載、 
  ごみ収集車によるアナウンス、市・局ホームページ 
  
 【問合せ先】 
  資源循環局 業務課計画係 ℡６７１－２５５１（収集日程について） 
           運営係 ℡６７１－３８１５（広報について） 

   
掲出依頼 
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（２）横浜みどりアップ計画[2019-2023] 2019年度実績 
           概要版リーフレット作成のご報告について 
 

 

 

 

 

「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、「横浜みどり

税」を財源の一部に活用し進めている「横浜みどりアップ計画［2019-2023］

について、2019年度の事業実績をまとめたリーフレットと横浜みどり税の

チラシを作成しましたのでお知らせします。 

 

 【事業概要】 
「横浜みどりアップ計画［2019-2023］」に基づき、「市民とともに次世

代につなぐ森を育む」、「市民が身近に農を感じる場をつくる」、「市民が実
感できる緑と花をつくる」の３つの柱に効果的な広報の展開を加え、取組
を進めています。 
 
【送付物】 

 ◇ 「横浜みどりアップ計画 2019 年度の実績概要版」リーフレット、 

「横浜みどり税」チラシ 

◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 

 
【問合せ先】 

  環境創造局 みどりアップ推進課 ℡６７１－２７１２ 
（横浜みどりアップ計画の実績について） 
政策課 ℡６７１－４２１４ 
（横浜みどりアップ計画について） 

財政局 税務課 ℡６７１－２２５３（横浜みどり税について） 

   
情報提供 
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（３）第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 
      ・認知症施策推進計画（よこはま地域包括ケア計画） 
              素案に関する市民意見の募集について 
 

 

 

 

 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、高齢者に関する各種の保健

福祉事業や介護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画として、取り

組む課題を明らかにし、目標などを定めた法定計画です。 

また、国の認知症施策推進大綱を受け、新たに「認知症施策推進計画」

を第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画と一体的に策定す

ることとしました。 

令和３年度から５年度の３か年を計画期間とする、第８期計画の策定に

あたり、市民の方から広く御意見・御要望等を伺うため、素案をもとに市

民意見を募集します。 

  

【概要】 
  ◇ 意見募集期間：令和２年 10月 30日（金）～12月４日（金） 
  ◇ 資料配布場所：市民情報センター、各区役所、地域ケアプラザ、 

老人福祉センター、地区センター等、 
本市ホームページに掲載 

◇ 提 出 方 法：郵送、ＦＡＸ、電子メール等 
 
【送付物】 

 ◇ 意見募集リーフレット 

◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 
 

【問合せ先】 
健康福祉局 高齢健康福祉課 ℡６７１－３４１２ 

   
意見募集 
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（４）横浜ＩＲ(統合型リゾート)について 
 

 

 

 

横浜ＩＲ（統合型リゾート）に関する最新情報を報告します。 

 

【ＩＲに関する基本方針修正案及び認定申請期間変更等の公表について】 

令和２年 10月９日に、観光庁から、ＩＲ整備法における基本方針の修

正案及び区域整備計画の認定申請期間の変更等が公表されました。 

本市としても、検討を行い、市民の皆様にもご理解いただけるよう、

取組を進めていきます。 

 

【ＩＲの実現に向けてＲＦＣの概要公表及び追加募集について】 

ＩＲ整備法に基づき策定する実施方針の参考とするため、横浜市とＩ

Ｒ区域の整備を実施する意思を有する民間事業者に対してコンセプト提

案募集（ＲＦＣ）を実施しましたので、概要を公表しました。 

なお、新型コロナウイルス感染症等への対策やＩＲ事業者のコンプラ

イアンスの確保等について、民間事業者から提案を受けるため、ＲＦＣ

の追加実施を予定しています。 

 

【懸念事項対策シンポジウム】 

ギャンブル等依存症や治安などの懸念事項に関して、市民の皆様のご

理解を深めるためのシンポジウム（有識者による講演やパネルディスカ

ッション等）を開催します。 

開催方法は、ウェブでの配信を予定しています。 

 

【問合せ先】 

都市整備局 ＩＲ推進課 ℡６７１－４１３５ 

   
情報提供 
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（５）令和３年「成人の日」を祝うつどいについて 
 

 

 

 

 

「成人の日」を祝うつどいについては、新型コロナウイルス感染防止対

策を講じたうえで、令和３年１月 11日（月・祝）に横浜アリーナ及びパシ

フィコ横浜ノースの２会場でそれぞれ４回ずつ、計８回の式典を開催しま

す。 

また、当日の式典の様子を本市ホームページにてライブ配信します。 

  

【成人式概要】 
◇ 中区の実施概要 

実施回 開場時間 開催時間 会場 

第３回 13：30 14：30～14：45 パシフィコ横浜ノース 

 
◇ 対象者：平成 12年(2000年)４月２日から平成 13年(2001年)４月１

日までの出生者で、市内に住民登録をされている方 
◇ 例年からの主な変更点：  

・サーモグラフィーによる検温、アルコール消毒の徹底、ソーシャ
ルディスタンスの確保、参加者のマスク着用等、感染防止対策を
行い開催します。 

・ゲスト等からのお祝いメッセージは、プロローグとして式典開始
前に放映し、式典時間を短縮します。 

 
【その他】 
◇ 今後の感染状況等により、式典が中止となる場合もあります。 
◇ 入場券は 12月中旬頃に対象者へ郵送します。 
 

【送付物】 
◇ 説明資料 
◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 

 

【問合せ先】 
教育委員会事務局 生涯学習文化財課 ℡６７１－３２８２ 

 

   
情報提供 
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（６）横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業の参加申込について 
 

 

 

 

 

「新しい生活様式」の中にあっても地域の絆をつなぎ、自治会町内会活

動を継続していくため、ＩＣＴを活用した会議体験等の出張講座を行いま

す。本市と協働で事業を実施していただける事業者が決まりましたので、

参加募集を行います。 

ＩＣＴに触れていただき、今後の活動の参考にしていただければ幸いで

す。この機会を是非ご活用ください。 

  

【募集概要】 
◇ 申込方法：①地区連合町内会ごとにお申込みください。 

②事業者を第３希望まで選び「申込書」にご記入の上、

ご提出ください。 

※地区連合の中でどなたにご参加いただいてもかまいません。 

※希望の事業者が重なった場合は先着順となります。ご了承ください。 

◇ 申込締切：第１次締切 令和２年 11月 10日（火） 
第２次締切 令和２年 12月 10日（木） 

◇ 提出方法：ＦＡＸ、電子メール、窓口に持参 
◇ 提 出 先：中区役所地域振興課 
 

【参加申込から実施までの流れ】 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
【お願い】 
講座実施にあたりましては、参加者の方のマスク着用、会場の換気など

を徹底していただき、体調のすぐれない方は無理をせずご欠席いただくな
ど、新型コロナウイルス感染症防止対策にご協力ください。 

 

【問合せ先】 
市民局 地域活動推進課 ℡６７１－２３１７ 

   
申込依頼 
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議題 ２ 区連絡事項 

 
（７）「根岸住宅地区跡地利用基本計画（案）及び 
            横浜市立大学医学部・附属２病院等の再整備構想（案）」 
                                 に関する市民意見募集について 
 

 

 

 

  
根岸住宅地区においては、返還後の土地利用の基本方針を「根岸住宅地

区跡地利用基本計画（案）」として示すとともに、同地区を横浜市立大学医
学部・附属２病院等再整備の最有力候補地として検討を進めること等を「横
浜市立大学医学部・附属２病院等の再整備構想（案）」として取りまとめま
した。 
これらについて、10 月 30 日より市民の皆様のご意見を募集することと

なりましたので、ご報告します。 
 

 【概要】 
  ◇ 意見募集期間：令和２年 10月 30日（金）～11月 30日（月） 

◇ 資料配布場所：市民情報センター、各区役所、中区・南区・磯子区・ 
金沢区の主要駅等のＰＲボックス 

  ◇ 提 出 方 法：ハガキ、ＦＡＸ、電子メール、 
本市ホームページ投稿フォーム 

 
 【問合せ先】 
  政策局 基地対策課 ℡６７１－２４７２ 

（根岸住宅地区跡地利用基本計画に関すること） 

大学調整課 ℡６７１－４２７３ 
（横浜市立大学医学部・附属２病院等の再整備構想に関すること） 

 

   意見募集 
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（８）第４期中区地域福祉保健計画（中なかいいネ！） 
                                   素案の区民意見募集について 
 

 

 

 

  

令和３年度から始まる第４期計画は、「もっと『みんなの中なかいい

ネ！』」を目標に策定を進めています。そこで、多くの区民の皆様に「中な

かいいネ！」を知っていただくために、ロゴマーク候補作品への投票と素

案へのご意見を募集します。11月の地区連搬送で各自治会町内会に１部ず

つお届けします。（今回の地区連搬送による送付物はありません。） 

また、現在、各地区の推進会議にて地区別計画の策定を進めていただい

ております。引き続き、ご協力をお願いします。 

 

【事業概要】 

 ◇ 意見募集期間：令和２年 11月 16日（月）～12月 18日（金） 

 ◇ 資料配布場所：区役所、福祉保健活動拠点なかふく、地域ケアプラ

ザ、他区民利用施設、区役所ホームページに掲載 

◇ 提 出 方 法：ハガキ、ＦＡＸ、区役所ホームページ 

  

【問合せ先】 
 中区役所 福祉保健課 ℡２２４－８３３０ 

   意見募集 
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（９）「子ども・若者育成支援強調月間」ポスターの掲出について 
 

 

 

 

 

 青少年育成国民運動の充実と定着を図るため、内閣府が「子供・若者育

成支援強調月間」と定めている 11月に、青少年指導員がキャンペーンを行

うことにより、広く青少年健全育成に対する意識の醸成を行うとともに、

青少年指導員の活動をお伝えしています。 

例年は「ハローよこはま」にて当該キャンペーンを行っておりますが、

本年度は中止のため、チラシの掲出により青少年の健全育成にかかる啓発

活動を実施します。自治会町内会掲示板へのチラシの掲出をお願いします。 

 

【送付物】 

◇ 依頼文、「子ども・若者育成支援強調月間」チラシ 

◇ 送付枚数：各自治会町内会の掲示板数 

 

【問合せ先】 
中区役所 地域振興課 ℡２２４－８１３７ 

   掲出依頼 
  


