
 

 

 

 

 

 

 

  

横浜市では、「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」に基づき、きれいなまちづくりの推進に取り組んでいます。 

まちの美しさは横浜の魅力の一つです。日頃から、地域清掃や公園愛護会など身近なところから、横浜マ

ラソンにあわせたボランティア清掃まで、多くの市民の皆様や企業・団体の皆様のクリーンアップ活動 

（ごみ拾いや清掃などの取組）によって、横浜のまちはきれいで清潔に保たれています。 

このような、きれいなまちづくりへの感謝ときれいなまちづくりを呼び掛けるため、11 月を「大好き！

ヨコハマきれいなまちに」キャンペーン月間とし、きれいなまちづくり活動にご賛同いただいた「横浜西

口元気プロジェクト」様と協働で、「YOKOHAMA HALLOWEEN 2016」でスタートアップイベントを開催するほ

か、環境事業推進委員など、地域の皆様と区役所等が、主要駅周辺の清掃やきれいなまちづくりへの呼びか

けを行うキャンペーンを各区で展開します。 

 

１ 「大好き！ヨコハマきれいなまちに」スタートアップキャンペーン 

(1) 実施日時・場所 

平成28年10月30日（日）12:30～20:00 (小雨決行) 横浜駅西口 

VIVRE前広場「YOKOHAMA HALLOWEEN 2016」会場 

主催  横浜西口元気プロジェクト実行委員会 

共催  横浜市資源循環局他 

（詳細は、主催者プレスリリース資料（別添資料１）参照） 

(2) 資源循環局のイベント内容 

① 仮装deクリーン・ウォーキング 11：30～12：30  

集合時間： 11：20 集合場所：横浜駅西口VIVRE前広場 

    参加団体：ヨコハマ☆スカベンジ大作戦実行委員会、I LOVE YOKOHAMA【横浜】、ほか 約100名 

横浜を拠点に活動する清掃ボランティア団体を中心としたメンバーが、ハロウィンの仮装をして横浜

駅西口周辺の清掃活動を行います。飛び入り参加も大歓迎です。（仮装グッズ貸出あり（先着順）） 

② 「CLEAR’S
ク リ ア ー ズ

」ステージライブ 13：00～13：30 

お掃除ボランティアと、歌・ダンスで活動するアイドル 

ユニット「CLEAR’S」（avex music creative Inc.）が、 

「横浜の街をクリーンにしよう！」の呼びかけをします。 

③ 会場内ブース出展 13：00～17：00 

会場周辺のクリーンアップ活動をした方に、３Ｒ夢マス  

コット「イーオ」キーホルダーなどをプレゼントします。 
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２ 「大好き！ヨコハマきれいなまちに」各区キャンペーン 

11月７日（月）から12月１日（木）までの間に、各区の主要駅周辺で、清掃ときれいなまちづくりへの

呼びかけをします。 

（各区キャンペーン開催スケジュール） 

区 日時 実施駅・場所等 

緑 11月7日（月） 10:00～11:00 ＪＲ 十日市場駅北口・南口及びその周辺 

青葉 11月9日（水） 8:00～9:00 東急・市営地下鉄 あざみ野駅周辺 

港北 11月9日（水） 9:00～10:00 ＪＲ・市営地下鉄 新横浜駅周辺 

港南 11月10日（木） 14:00～15:30 ＪＲ 港南台駅周辺 ※港南・栄区合同「エコ活」キャンペーン開催 

中 11月15日（火） 8:00～9:00 ＪＲ 関内駅南口及び北口 

戸塚 11月17日（木） 9:00～10:00 ＪＲ・市営地下鉄 戸塚駅周辺 

栄 11月17日（木） 9:30～10:30 ＪＲ 本郷台駅前 

金沢 11月17日（木） 17:00～18:00 京急 金沢文庫駅西口駅前広場 

中 11月18日（金） 8:00～9:00 ＪＲ 桜木町駅 駅前広場周辺 

旭 11月22日（火） 16:00～17:00 相鉄 二俣川駅前 

都筑 11月23日（祝） 14:00～15:00 市営地下鉄 センター南駅前（スキップ広場前） 

磯子 11月24日（木） 8:00～9:00 ＪＲ 磯子駅周辺 

泉 11月24日（木） 8:00～9:00 市営地下鉄 立場駅周辺 

鶴見 11月24日（木） 9:00～10:00 ＪＲ 鶴見駅西口・東口前 

保土ケ谷 11月24日（木） 15:00～16:00 相鉄 天王町・星川駅周辺道路 

瀬谷 11月24日（木） 15:00～16:00 相鉄 瀬谷駅北口駅前広場 

南 11月25日（金） 18:00～19:00 市営地下鉄 阪東橋駅周辺 

神奈川 12月1日（木） 9:00～10:00 ＪＲ東神奈川・京急仲木戸駅周辺 

 

お問合せ先 

資源循環局業務課地域連携推進担当課長 立花 千恵 Tel 045-671-2536 

 



１６－２９ 
２０１６年（平成２８年）１０月１２日 

「仮装コンテスト」や「仮装 de クリーンウォーキング」を実施 

１０月１４日（金）～３１日（月）まで横浜駅西口の店舗でお得な特典も 

横浜西口元気プロジェクト実行委員会 

横浜西口元気プロジェクト実行委員会（事務局：㈱相鉄アーバンクリエイツ）では、２０

１６年（平成２８年）１０月３０日（日）、横浜ビブレ（横浜市西区）周辺で「ＹＯＫＯＨＡ

ＭＡ ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ２０１６」を開催します。 

昨年に続き２回目となる今回は「音楽と仮装」をメインテーマに、横浜駅西口が一体とな

るハロウィーンイベントを展開します。 

１０月３０日（日）は会場を２つに分け、「横浜ハロウィンステージ」（横浜ビブレ前広場）

を設置し、ガールズグループ「東京女子流」やＡＳＩＡＮ ＫＵＮＧ－ＦＵ ＧＥＮＥＲＡＴ

ＩＯＮのドラマーが率いるバンドグループ「ＰＨＯＮＯ ＴＯＮＥＳ」などのスペシャルライブ

や子どもたちのダンスパフォーマンスを行うほか、フィナーレには一般参加者による豪華賞

品付きの仮装大会「Ｃｏｓｔｕｍｅ Ｃｏｎｔｅｓｔ」を行います。 

もう一方の「タワレコ前ステージ」（タワーレコード横浜ビブレ店前広場）では、ハロウィ

ーンをテーマにした地元店舗による飲食ブース「モンスターバー」や、フェイスペイントが

できるブースが出店します。 

さらに、横浜市資源循環局が初めて参加するハロウィーンイベントとして、かぼちゃをデ

ザインしたごみ袋や軍手で横浜駅西口一帯を散策しながら街をきれいにする「仮装ｄｅクリ

ーンウォーキング」や市内の清掃活動を写真で投稿し、情報を共有できるＳＮＳ「ハマ
は ま

＋クリ
く り

」

を紹介するブースを出店。全国各地で活躍するお掃除アイドル「お掃除ユニット ＣＬＥＡＲ’

Ｓ」のミニライブも行います。 

その他、１０月１４日（金）～３１日（月）までの間、横浜駅西口エリアの２７店舗でハ

ロウィーン期間限定の特典があるパンフレット「横浜西口ハロウィンＳＨＯＰウォーク」を

相鉄ジョイナスなどで配布。１０月下旬には、横浜タカシマヤ、横浜モアーズ、相鉄ジョイ

ナスでもハロウィーンイベントを実施し、横浜駅西口エリアがさまざまなハロウィーンイベ

ントで盛り上がります。

相鉄グループでは、今後もイベントや地域との連携により、横浜駅西口エリアを含む相鉄

線沿線の活性化に取り組んでまいります。 

概要は別紙のとおりです。 

昨年のイベントの様子 

「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ２０１６」を開催 
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（別  紙 ） 

 

「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ２０１６」実施概要 

１．日 時      ２０１６年（平成２８年）１０月３０日（日）（荒天時中止） 

時間は以下のとおり 

２．会 場    横浜駅西口（横浜ビブレ前広場及びタワレコ前ステージ） 

３．内 容  

■横浜ハロウィンステージ（横浜ビブレ前広場） 

１０月３０日（日）１２：３０～２０：００  

・スペシャルライブ 

横浜ビブレ前広場に特設ステージを設置し、さまざまなアーティスト

のスペシャルライブや子どもたちのダンスパフォーマンスでハロウ

ィーンを盛り上げます。 

（出演者）東京女子流／お掃除ユニット ＣＬＥＡＲ’Ｓ／ｄｅｒ

ｏｎｄｅｒｏｎｄｅｒｏｎ／ＳＮＹＸＸ／ＦａｎｔａＲｈｙｍｅ

／ＰＨＯＮＯ ＴＯＮＥＳ／他 

・仮装コンテスト  

一般参加が可能な仮装コンテストを行います。 

１９：１５～２０：００ （１９：００頃参加受付開始。先着２０組

まで） 

審査方法：観客の拍手の大きさで上位５組を選出し、豪華賞品を進呈。 

■タワレコ前ステージ（タワーレコード横浜ビブレ店前広場） 

１０月３０日（日）１２：００～２０：００ 

 ・モンスターバー 

  地元人気店舗「ＳＴＯＶＥ’Ｓ」が出店するハロウィーンをテーマにした飲食ブース。 

 ・フェイスペイント 

  ハロウィーンのメイクやフェイスペイントができるブース。 

 ・「Ｏｃｔｏ
オ ク ト

」コーナー 

  仮装した来場者を８秒間撮影し、インターネットで配信、共有するスマートフォンのアプリ

を体験するイベントコーナー。 

アプリをインストールしていただいた方にはハロウィーングッズをプレゼント。 

■横浜市資源循環局 ハロウィーン連動イベント 

・仮装 ｄｅ クリーンウォーキング 

１１：３０～１２：３０（１１：２０ 横浜ビブレ前広場に集合） 

仮装して、かぼちゃをデザインしたごみ袋と軍手でごみ拾いをしながら、横浜駅西口をウオーキ

ング。 

・クリーン活動ＳＮＳ「ハマ
は ま

＋クリ
く り

」キャンペーン 

１３：００～１７：００ （横浜ビブレ前広場） 

市内の清掃活動を写真で投稿し、情報を共有できるＳＮＳ「ハマ
は ま

＋クリ
く り

」を紹介。アプリをご

自身のスマートフォンに入れて、会場周辺で清掃活動をされた方には、「ヨコハマ３Ｒ夢（ス

リム）！」マスコット「イーオ」のストラップやドリンクをプレゼント。（数量限定） 

・お掃除ユニット ＣＬＥＡＲ’Ｓミニライブ 

１３：００〜１３：３０ 

全国各地で活躍しているお掃除アイドル。歌とダンスで会場を盛り上げます。

ＰＨＯＮＯ ＴＯＮＥＳ 

東京女子流 

 



■横浜西口回遊マップ「横浜西口ハロウィンＳＨＯＰウォーク」 

来店時に「トリック オア トリート」と告げると特典が受けられる店舗を掲載し、期間中に横浜

駅西口を回遊いただけるマップを配布します。 

開催期間  １０月１４日（金）～３１日（月） 

参加店舗  全２７店舗 

配布部数 ５，０００部 

配布場所 相鉄ジョイナス１階インフォメーション及び参加各店舗、 

ちょいのみていムービル処／カラダファクトリー 横浜ムービル店／牛角横浜ムービ

ル店／焼メシ焼スパ金太郎／モスバーガー相鉄ムービル店／ＲＵＬＥＺ Ｙｏｋｏｈ

ａｍａ／ＳＩＴＥ ＢＡＲ／エル・スウェーニョ／遊食三昧 ＮＩＪＹＵ－ＭＡＲＵ横

浜本店・横浜西口店・横浜南幸店／腹黒屋 横浜／Ｂａｄｅｎ－Ｂａｄｅｎ／ドトー

ルコーヒーショップ横浜南幸／ロータス横浜西口駅前店／ｎｉｎｏ＊ｎｉｎｏ横浜

西口駅前店／俺のフレンチＹＯＫＯＨＡＭＡ／ＳＴＯＶＥ’Ｓ／他 

   ※マップは横浜西口元気プロジェクトホームページ（http://www.hamanishi-genki.com）から

もダウンロードいただけます。 

４．主 催  

横浜西口元気プロジェクト実行委員会 

横浜西口商和会商店街／西口幸栄商店会／横浜駅西口五番街商店会協同組合／パルナー
ド管理協議会／北幸自治会／南幸自治会／横浜市西区／相鉄ホールディングス㈱／㈱相
鉄アーバンクリエイツ（事務局） 

５．共 催  

 横浜市資源循環局／Ｙｏｋｏｈａｍａ Ｏ－ＳＩＴＥ／Ｌｉｖｅ＆Ｂａｒ ＴＨＵＭＢＳ Ｕ
Ｐ／タワーレコード横浜ビブレ店／ドン・キホーテ横浜西口店／㈱横浜メディアアド／㈱相鉄
ビルマネジメント／㈱キョードー横浜 

６．協 力 

横浜駅西口振興協議会 

７．協 賛 

アサヒビール㈱／㈱大林組／㈱岡村製作所／キリンビールマーケティング㈱／大成建設㈱
／東急建設㈱／㈱日建設計／㈱松田平田設計／㈱三井住友銀行／三井住友信託銀行㈱ 

８．特 別 協 賛 

コカ・コーライーストジャパン㈱ 

９．イベント協賛 

 Ｏｃｔｏ／㈱あすなろ建築工房／㈱青木工務店 

１０．後   援  

エキサイトよこはまエリアマネジメント協議会（はまマネ協議会） 

 

お問い合わせ 横浜西口元気プロジェクト実行委員会 電話０４５－３１６－３１３９ 

         平日１０：００～１７：００ 

横浜西口元気プロジェクト 

ホ ー ム ペ ー ジ      http://www.hamanishi-genki.com 

フェイスブック       https://www.facebook.com/YW.genki.PJ 

ツ イ ッ タ ー   https://www.twitter.com/YWgenkiPJ 

以上 

なお本日、この資料は次の記者クラブにお届けしています。 

○神奈川県政記者クラブ ○横浜市政記者会 ○横浜経済記者クラブ 

本件に関するお問い合わせは 

相鉄ビジネスサービス㈱総務広報サービス部（広報担当）０４５－３１９－２０５７  飛
とび

川
かわ

・山中・中根 
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