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議題 １ 市連会報告 
 

（１）新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について 
 

 

 

 
 

現在、全 18 会場ある集団接種会場のうち、13 会場は２回目接種の終了
日にあわせ、順次、会場を閉じていきます。 

11月から２回接種ができる集団接種会場は５会場となります。 
今後、集団接種会場の接種予約は、限られた会場での受付となりますの

で、接種をご希望する方は、是非この機会にご予約ください。 
  
 【今後の集団接種概要】 
 ＜11月から２回接種ができる会場について＞ 

鶴見公会堂、南公会堂、慶應義塾日吉キャンパス協生館２階、戸塚
スポーツセンター、瀬谷区総合庁舎５階 の５会場となります。 

＜集団接種の今後の予約について＞ 
予約は、市の予約専用サイト（WEB）、横浜市 LINE公式アカウント及

び予約センター（電話）で受け付けます。 
＜当日予約の開始について＞ 

集団接種会場においても、接種を希望される日に空いている予約枠
がある場合、予約専用サイト（WEB）及び LINE 公式アカウントから、
当日の予約が可能となります。（※ただし、午前零時から午前９時までの

予約受付はできません。） 

なお、予約センターでの電話予約は、これまで通り、前日までの受付
となります。 

 

詳細は記者発表資料・横浜市ウェブサイトをご覧ください。 

    横浜市 ワクチン  

 
【送付物】 

◇ 説明資料（記者発表資料） 

◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 

 
 【問合せ先】 

◇ ワクチン接種全般について 
横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター  
℡０１２０－０４５－０７０ 

◇ 本資料について 
健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 
℡６７１－４８４１ 

   
情報提供 

  

検索 
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（２）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、昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、班回

覧依頼は行いません。 
  
  【年末年始の収集日程】 
   ◇ 12月 31日（金）から１月３日（月）まで収集はお休み 
   ◇ 「燃やすごみ」の収集日が｢月・金曜日｣の地域は、12月 29日（水）、

１月５日（水）に臨時収集を実施   
 

【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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（３）横浜みどりアップ計画[2019-2023] 2020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」を財源の一部にして「横浜みどりアップ計画」を推進しています。2020

年度の取組の成果を事業報告書にまとめましたので、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 2020 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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議題 ２ 区連絡事項 
 
（４）中区内の火災・救急状況について 
 

 

 

 

 

中区内で火災が急増していますので、ご注意をお願いするとともに火災

の傾向についてお知らせします。 

また、広く周知するため、自治会町内会掲示板へのポスターの掲出をお

願いします。 

 

【火災発生状況】 
   ◇ 火災件数（令和３年１月１日～９月 30日） 
     横浜市内…536件（昨年比 47件増） 

中区内…  59件（昨年比 14件増） 
◇ 出火原因：「たばこ」「コンロ」「電気機器」が急増 

 
【送付物】 

   ①説明資料 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 
②火災注意喚起ポスター 送付枚数：各自治会町内会の掲示板数 
 ※ポスターは表・裏のどちらを表示していただいても構いません。 

 

【問合せ先】 
中消防署 総務・予防課 ℡２５１－０１１９ 

   情報提供 

掲出依頼   
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（５）（仮称）北仲通地区南北デッキの名称決定について 
 

 

 

 

 

 

 横浜市では、中区北仲通地区において市役所がある南地区と、ホテルや

商業施設など複合施設が立地する北地区を結ぶ新たな歩行者デッキ工事を

進めています。 

本年６月のデッキの名称募集で頂きました３１８件の中から選考し、名

称を決定しましたので、お知らせします。 

 

【デッキ概要】 

 ◇ 名  称：北仲
きたなか

クロスデッキ 

◇ 名称の説明： 

・北地区と南地区がつながることで、市民や企業の交流の場となる

ことが期待される 

・造船用語で横方向に渡るデッキを「クロスデッキ」と言い、船を

イメージした市役所議会棟とクロスデッキのイメージがつながる 

◇ 開通日時：令和３年 12月 24日（金）10時～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 
都市整備局 都心再生課 ℡６７１－３８５８ 

   情報提供 
  

北仲クロスデッキ完成イメージ図 
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（６）高齢者インフルエンザ予防接種のご案内について 
 

 

 

 

  

高齢者のインフルエンザ予防接種を実施しますので、お知らせします。 

高齢者や免疫の低下している方は重症化しやすいため、うがい・手洗い

やマスクの着用に加え、予防接種をお勧めしています。 

 

【概要】 
  ◇ 対象者：接種日現在、市内に住民登録がある、 
        ①65歳以上の方 
        ②60歳以上 65歳未満の方で、条件にあてはまる方 
  ◇ 期 間：令和３年 10月１日（火）～12月 31日（火） 

  ◇ 費 用：2,300円 ※非課税世帯等は免除規定あり 

◇ その他：市内協力医療機関に、保険証等、住所・氏名・年齢を確認 

できるものを持参。 

（対象者②の方は、障害の程度を確認できるものが必要） 

   

【送付物】 
  ◇ 「高齢者インフルエンザ予防接種のご案内」リーフレット 

（青色Ａ３二つ折り） 
  ◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 
 
 【問合せ先】 

中区役所 福祉保健課 ℡２２４－８３３２ 

 

   情報提供 
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（７）横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた中区アクションプラン 
（案）の公表および市民意見募集の実施について 

 

 

 

 

 

横浜市では、日常生活圏域ごとの特性に応じたきめ細かい取組を推進す

る「横浜型地域包括ケアシステム」の構築に取り組んでおり、区ごとに中

長期的な戦略を示していくこととしています。 

このたび、令和７（2025）年度までを計画期間とした「横浜型地域包括

ケアシステムの構築に向けた中区アクションプラン」の案がまとまりまし

たので、市民意見募集を行います。案についてご意見・ご提案がございま

したら、ぜひお寄せください。 
※いただいたご意見等に個別の回答はいたしませんが、後日ご意見の概要と本市

の考え方をまとめ、中区役所ホームページで公表します。 

 

【事業概要】 

＜アクションプランについて＞ 

◇ 基本目標：高齢者が元気で自分らしく暮らせるまちに 

◇ 取組の方向性：基本目標を実現するために必要な要素のもとに、 

重点取組分野を設定し、それぞれに合わせた取組（アクション）を

推進していきます。 

＜案の公表について＞ 

◇ 閲覧場所：中区役所高齢・障害支援課（５階 51番窓口） 

◇ ウェブ公開：中区役所ホームページでご覧になれます。 

＜市民意見募集の方法について＞ 

◇ 募集期間：令和３年 10月 25日（月）から 11月 25日（木）まで 

◇ 提出方法：次のいずれかの方法により提出（様式任意） 

インターネット（横浜市電子申請・届出サービス）、 

ファックス、電子メール、郵送 

 

【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】 
中区役所 高齢・障害支援課 ℡２２４－８１６７ 

   情報提供 
  

北仲クロスデッキ完成イメージ図 
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（８）シトラスリボンプロジェクトについて 
 

 

 

 

 

 中区役所では、新型コロナウイルス感染症に関わる差別・偏見を無くし、

思いやりのある暮らしやすい社会を目指す「シトラスリボンプロジェクト」

に賛同し、職員のリボン着用や来庁者向けにリボン配布等の活動をしてい

ます。 

 各地区連合町内会におかれましても、人権啓発または SDGｓ活動の一環

としてシトラスリボンプロジェクトへのご理解と活動のご検討をいただけ

ますと幸いです。 

 

【シトラスリボンプロジェクト概要】 

シトラスリボンプロジェクトとは、愛媛県の有志グループが立ち上げ

たアウェアネス・リボン運動プロジェクトです。 

誰もが新型コロナウイルス感染症に感染するリスクがあるなか、たとえ

感染しても地域のなかで笑顔の暮らしを取り戻せることが大切です。この

プロジェクトを通じて、感染された方や医療従事者が、それぞれの暮らし

の場所で「ただいま」「おかえり」と受け入れられる雰囲気をつくり、思

いやりのある、暮らしやすい社会を目指します。 

＜参考＞プロジェクトホームページ：https://citrus-ribbon.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

【活動例】 

◇ シトラスリボンの制作・着用・配布 

◇ シトラスリボンプロジェクトの紹介・ＰＲ 

（ホームページ、名刺、事業車両等） 

◇ シトラスリボンプロジェクト活動発表の場の提供（活動報告ポスタ

ー掲示、リボン配布場所の提供等） 
※ロゴの使用条件等（商用・非商用）は、シトラスリボンプロジェクトのホ

ームページ（よくある質問）をご覧ください。 

 

【問合せ先】 
中区役所 税務課 黒部 ℡２２４－８１９０ 

   情報提供 
  

北仲クロスデッキ完成イメージ図 

シトラスリボン 

三つの輪（「地域」「家庭」「職場または学校」）を 

象ったシトラス（柑橘）色のリボンです。（左図） 

それぞれの場から、差別や偏見の無い思いやりのある 

社会を目指していく意味が込められています。 
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（９）「子供・若者育成支援強調月間」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、ポスター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ポスターの掲出をお願いし

ます。 

 

【送付物】 

◇ 依頼文、「子供・若者育成支援強調月間」ポスター 

◇ 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 ℡２２４－８１３５ 

   掲出依頼 
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（10）横浜市開港記念会館の休館について 
 

 

 

 

 

 国の重要文化財に指定されている横浜市開港記念会館は、天井や壁の漆

喰がはがれるなど経年劣化が進んでいます。今後も末永く横浜のシンボル

として利用されるために、保存改修工事を実施することとなりました。 

保存改修工事のため、令和３年 12 月 1 日から令和６年３月 31 日まで長

期休館となります。 

 

【長期休館期間】 

 令和３年 12月１日～令和６年３月 31日まで 

 

【保存改修工事の主な内容】 

＜外部＞ 

◇ 屋根：屋根飾り、スレートの修復 

◇ 外壁：ひび割れの修復、タイルの張替え 

＜内部＞ 

◇ 床：破損・欠損部分の修復 

◇ 壁・天井：漆喰の塗り直し 

◇ 建具：塗装の塗り直し、ステンドグラスの修復 

 

【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】 
中区役所 地域振興課 ℡２２４－８１３５ 

 

   情報提供 
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