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多様性を認め合う社会へ
　昨今、差別や偏見、いじめなどの痛ましい出来事が後を絶ちません。虐待によって小さな子どもが
命を落とす事件が報道されるたびに、胸がしめつけられる思いです。ヘイトスピーチやインターネット
上での差別的な書き込みなど、新たな人権問題も顕在化してきています。
　横浜市では、悩みを抱えている方に寄り添い、生きづらさを解消するために、子どもや女性の人権
をはじめ、さまざまな相談・支援を行っています。今年の４月からは、犯罪被害者の方やそのご家族が
安心して日常生活を送れるよう「横浜市犯罪被害者等支援条例」の運用を開始しました。精神面へ

の支援から住居・雇用の安定のための支援、経済的負担の軽減など、被害
者の方々の立場に立ったきめ細かな支援を進めています。また、年内には、
性的少数者の方などの悩みや生きづらさをなくしていけるよう、パートナー
シップ宣誓制度を導入します。
　「人権」は、人間が人間らしく生きる権利であり、年齢や性別、障害の有
無などにかかわらず、誰もが生まれながらにして平等に持つ権利です。今後
も市民の皆様のご理解とご協力のもと、より一層の人権施策を推進してまい
ります。来年に迫る東京オリンピック・パラリンピックには、人権尊重の理念
が掲げられています。多様性を認め合い、ともに生きる社会を実現し、そのレ
ガシーを未来につなげていきましょう。

ホームページから
広報よこはま市版・各区版を
閲覧できます。

市政へのご提案は、「市民からの提案」と明記し、
住所・氏名・年齢・電話番号を書いて区役所へ。

人口：3,748,781人
世帯数：1,710,900世帯

(2019年10月１日現在 )☎664-2525 FAX:664-2828

callcenter@city.yokohama.jp

⃝紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、市外局番は「045」です。⃝収集した個人情報や意見は「横浜市個人情報の保護に関する条例」に従い、目的の範囲内で適正に管理・利用します。

横浜市コールセンター
各種手続・窓口案内・市営交通の案内など 〈毎日 8 時～ 21 時〉

区役所の開庁時間

横浜市データ

広報よこはま 検索

◦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）。



2 2019（令和元）年 11月号 ／ 横浜市版

単位：万円※単身世帯は４分の３の金額

【問合せ】市民局地域防犯支援課　 671-3705 664-0734

図1 職員給与費の状況（令和元年度普通会計予算）

職員定数
　令和元年度は児童相談所の執行体制
強化、国際園芸博覧会の招致推進、東京
2020オリンピック・パラリンピックの開催
準備や医療・福祉施策の充実などにより、
411人の増員を行いました。一方、市立保
育所の民間移管や養護老人ホーム「恵

けい

風
ふう

ホーム」の廃止などにより、253人の減員
を行いました。
　そのため、市全体の職員定数は、平成
30年度の44,800人から158人増えて
44,958人になりました。
効率的な執行体制
　人口1,000人当たりの職員数は9.65人※

で、20ある政令指定都市の中で２番目に
少ない人数となっています。この人数は、
総務省が地方自治体の運営状況を比較す
る指標の一つとして公表されています。
※普通会計の職員数（平成30年度）と住民基本台帳の人口（平成30

年1月1日現在）から算出された数値です。普通会計とは、国が統一
的な基準で比較できるようにした会計区分です。

表1 職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢
区分 一般行政職員 技能職員

平均給料月額 313,528円 320,731円
平均給与月額 381,581円 383,867円
平均年齢 40歳5カ月 47歳９カ月

※給料は諸手当を含みません。
※平均給与月額は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当の合計です。

表2 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額（一般行政職員）

区分 経験年数
10年 15年 20年 25年 30年

大学卒 266,392円 322,376円 369,016円 393,562円 407,895円
高校卒 225,065円 274,993円 326,349円 360,294円 380,569円
表3 特別職の給料・報酬（月額）

給料 報酬
市長 1,599,000円 議長 1,179,000円
副市長 1,285,000円 副議長 1,061,000円
教育長 940,000円 議員 953,000円

※表1〜3については、「平成31年地方公務員給与実態調査」に基づく数値で、平成31年４月１
日現在の内容です。

表4 普通会計決算に占める職員人件費の比較
年度

普通会計 平成29年度 平成30年度 差
職員人件費決算額 3,353億円 3,360億円 7億円
歳出総額に占める
職員人件費比率 19.9％ 19.4％ △0.5ポイント

※職員人件費決算額の差は、人事委員会勧告に伴う給与改定などの影響によるものです。

　振り込め詐欺の被害は今年も非常に多く、市内でも過去最悪のペースで発生しています。
被害に遭った人に話を聞くと、「自分は振り込め詐欺の手口を知っているため、被害に遭わな
い」と思っていた人が約95％を占めています。「私は大丈夫」と思わず、被害に遭わない対策を
事前に行いましょう。

⃝最近は「息子」や「市役所・
区役所の職員」だけでな
く、「デパート店員」「銀行
員」「警察官」などさまざ
まな者をかたり電話をし
てきます。

⃝「お金を渡す」「ATMで操
作する」などの従来の手口
に加え、「キャッシュカード
をほかのカードとすり替
える」など、手口が巧妙化
してきています。

⃝留守番電話に設定する
　振り込め詐欺から身
を守るには、「犯人と話を
しないこと」が一番大切
です。在宅中も常に留守
番電話設定を行いましょ
う。犯人は声を録音され
ることを嫌います。
※留守宅と思われて空き巣
の被害に遭わないよう、ド
ア・窓の戸締りも忘れずに
しましょう。

⃝不審な電話を取ってし
まったら、警 察（110
番）へ相談しましょう。

市職員の給与状況

【問合せ】効率的な組織づくりに関して 総務局人事課　 671-2097 662-7712　職員給与に関して 総務局労務課　 671-2077 664-7386

【問合せ】各区福祉保健課または健康福祉局福祉保健課　 671-4044 664-3622

効率的な組織づくり１ 職員給与（表１～４および図１は税込み額です）2

　職員給与は、市人事委員会が民間企業
の給与の実態などを調査の上、必要に応
じて勧告を行い、この結果を尊重し市会
の審議を経て、条例により決定されます。
　市長や議長などの特別職の給料・報酬
は、市民や学識経験者、市内の公共的団
体などの代表者を委員とする特別職職員
議員報酬等審議会からの答申に基づき、
市会の審議を経て、条例により決定され
ます。

注１） 職員数（ A）は、再任用職員及び特別職を除いた普通会計の人数
です。

注２） 職員手当は、扶養手当、地域手当、管理職手当、通勤手当、超過勤
務手当等から構成されています。

注３）全会計の職員数（再任用職員を除く）に占める、普通会計の職員数
（A）の人数割合は83.7%です。

　本市では、市民ニーズの多様化にあわせて、必要な体制を強化するとともに、現行体制の見直
しを徹底することにより、効率的・効果的な行政運営を進めています。

職員数（Ａ）35,535人

給料
1,408億6,772万円

職員手当
461億

4,509万円

期末・勤勉手当
667億

5,510万円

計（Ｂ）2,537億6,791万円
(一人当たり給与費 (B)/(A) )＝714万円

偽 物 本 物

　　警察です。
　あなたのキャッシュカードが
不正利用されています。
警察が伺いますので
口座番号と
暗証番号を
教えてください。

その場を離れている隙にほかのカードと
すり替えられています！！

その場を離れている隙にほかのカードと
すり替えられています！！

ヒッヒッ
ヒッ・・・

はい！ しっかりと
封印するので
印鑑を持ってきて
ください。

警察です。
新しいキャッシュカードを
発行するまで封筒に
入れて、自身で
保管してください。

1 2

3 4

対応策

　自然災害により、居住する住宅が全壊するなどの被害を受けた
世帯に、支援金を給付します。
※申請には、罹

り
災
さい
証明書などが必要です。被害の状況などによ

り異なりますので、詳しくはホームページを確認してくだ
さい。

対象区分
Ａ 基礎支援金
申請期限：

2020年10月８日

Ｂ 加算支援金
申請期限：

2022年10月11日
Ａ＋Ｂ
支給額

全壊
半壊で住宅解体
敷地被害で住宅解体

100
建設・購入 200 300
補修 100 200
賃借 50 150

大規模半壊 50
建設・購入 200 250
補修 100 150
賃借 50 100

台風15号・19号により住宅が
全壊などの被害を受けられた方へ

被災者生活再建支援制度の案内

横浜市 被災者生活再建支援制度 検索
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何気ない一言やしぐさが誰かを傷つけてしまうことがあります。人権について一緒に考えてみませんか。

人権啓発講演会＆
中学生人権作文コンテスト表彰式

相手の出身、気になりますか〜同和問題〜

犯罪被害に遭うということ

性の多様性を認め合う社会に向けて

　公益財団法人日本障がい者スポーツ協会の常務理事で、
日本パラリンピック委員会の副委員長を務める髙橋秀文さ
んによる講演会。「東京2020パラリンピック競技大会」の見ど
ころや、パラスポーツの魅力を、大いに語ってくれます。
　全国中学生人権作文コンテスト横浜市大会の表彰式も同
時開催。優秀作品３編を受賞者が朗読します。

【日時】11月23日（土・祝）13時30分～16時15分（13時開場）
【会場】西公会堂（西区岡野1-６-41）
【定員】当日先着450人
※手話・筆記通訳、車いす席あり。
※保育（１歳～未就学児）を希望する場合は、11月15日（金）までに	
問合せ先に連絡してください。

　日本には、「同和問題」といわれる人権課題があります。「同
和地区」または「被差別部落」ともいわれる特定の地域出身で
あることや、その地域に住んでいることなどを理由として、
今もなお続いている差別問題です。
　「特定の地域」というだけで、周りから結婚を反対される、
望んだ職業に就くことができないなどの人権侵害が繰り返
されてきました。また、公共施設などでの差別的な落書きや、
インターネット上での差別的な書き込みによって、今でも
苦しんでいる人がいます。あなたやあなたの身近な人が、自
分の「出身」や住んでいる「地域」を理由に、周りから不当な
扱いを受けたとしたら、どのように感じるでしょうか。
　2016年12月16日に施行された「部落差別の解消の推進
に関する法律」では、「現在もなお部落差別が存在する」と明
記され、私たち一人ひとりにも、同和問題について理解を深
めていくように求められています。
　今年は法の施行から、３年が経過します。この機会に、改
めて同和問題について考えてみませんか。

　皆さんは、犯罪被害に遭うと聞いてどう思
うでしょうか。
　「犯罪に遭うなんて、自分には関係ない」と
思うでしょうか、あるいは「犯罪に巻き込ま
れた被害者に何か原因があったのではない
か」と思うでしょうか。
　テレビのニュースなどを見ていると分かるとおり、ある
日突然、犯罪被害に巻きこまれることは、誰にでも起こり得
ることです。
　犯罪被害者相談室では、犯罪被害に遭われた皆さんから
の相談を受け付けています。また、犯罪被害後に直面するさ
まざまな問題について、必要な情報の案内や条例に基づく
支援※などを行っています。一人で悩まず、まずは電話など
で相談してください。
※日常生活や住居、経済的負担の軽減などに関する支援です。支援に
は、一定の要件があります。また、支援内容により、支援対象が異
なります。

　私たちの周りには、アンケートや申請書類の性別欄を思う
ままに書けずにもどかしく感じている人、同性を好きになる
など恋愛対象の悩みを打ち明けられず孤独感を抱いている人
がいます。このように、いわゆるLGBTと言われる性的少数
者は、「心と身体の性が異なることはない」という考え方や「同
性愛は病気だ」という誤解により苦しめられています。
　では、私たちにできることは何でしょうか。性的少数者を
含め、誰もがありのままの自分でいられる環境を作るため
に、正しい知識を身につけることが第一歩です。人の性は「男
女」という2つのパターンに分けられるほど単純ではなく、
多様なものです。マイノリティを特別視せず、違いを尊重し
合い、誰もが「自分らしく」いきいきとした生活が送れる社
会をぜひ考えてみませんか。

いじめに気付き、
解決に向けて行動するために
　いじめを受けている人が、そのいじめを解決するために
行動することは難しいことです。
　しかし、周りには、いじめに気付いている人がいる場合が
多くあります。「これはいじめでは？」と感じたら、誰かに相
談して解決に向けた行動をとることが重要です。
　また、子どもたちが自分や他者を「大切な存在」と思える
心情や、他者の思いに寄り添う心情を育めるよう、子どもの
周りにいる大人や地域全体が、子どものありのままを受け
止めながら関わることも大切です。
　「いじめ」は社会全体の問題です。子どもは、自分の周りに
いる大人の姿から学んでいきます。子どもと関わる大人の
人権感覚が子どもの心を育んでいることを忘れずに、私た
ち一人ひとりが「誰かを傷つけていないか」自分を振り返る
ことが、いじめをなくす第一歩につながります。

▲髙橋秀文さん

人権特集 －12月4日～10日は「人権週間」です－

犯罪被害者等支援
シンボルマーク

「ギュッとちゃん」

「東京2020パラリンピックの成功に向けて〜共生社会実現への道〜」

犯罪被害に関する相談 犯罪被害者相談室
671-3117	 681-5453

Eメール：sh-cvsoudan@city.yokohama.jp

【問合せ】市民局人権課　 671-2718 681-5453

【問合せ】市民局人権課　 671-2718 681-5453

【問合せ】市民局人権課　 671-2718 681-5453

【問合せ】教育委員会事務局人権教育・児童生徒課
671-3724 671-1215

【問合せ】市民局人権課　 671-2718 681-5453

本市では、相談・支援事業を実施しています。

月2回面接相談
要電話予約
594-6160

月２回開催
事前予約不要
862-5052

個別専門相談
「よこはまLGBT相談」

交流スペース
「FriendSHIPよこはま」

横浜市 LGBT支援 検索

横浜市　人権講演会 検索

次号に続きます
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なくそう！DV

ホームレスの理解について

災害に伴う人権問題

介護者が元気でいられるために

インターネットと人権

　DVは、配偶者や交際相手など親密
な関係にある相手を、対等なパート
ナーと認めず、相手を支配しようとする暴力行為です。
　国の調査によると、配偶者から暴力を受けたことがある
人は約４人に１人、交際相手から暴力を受けたことがある
人は約６人に１人いる大変身近な問題です。
　パートナーを怖いと感じていませんか。我慢したり、自分
を責めたりしていませんか。そんなときは、ひとりで悩まず
にDV相談支援センターに相談してください。
　もし、あなたが身近な人から相談されたら、相談者を責め
ることはせずに話を聞いて、専門の窓口に相談するよう勧
めてください。
　暴力は犯罪であり、どんな理由があろうと決して許され
ません。暴力を受けずに安全に暮らす権利は誰もが持って
います。私たち一人ひとりがDVを社会全体の問題として理
解・認識することで、暴力を許さない姿勢を示しましょう。

　皆さんは、ホームレスの人にどのような印象を持ってい
ますか？残念ながら、ホームレスへの偏見をもとにした襲
撃行為や嫌がらせはなくなっていません。その背景には、
ホームレスへの差別意識があるのかもしれません。
　ホームレスの多くは、失業や病気など予期せぬ理由で路
上生活に至った人たちです。大切なのは、当事者が抱えるさ
まざまな事情に思いを寄せ、困難な状況にある人たちをど
のように支えていくかを社会全体で考えていくことです。
そうすることで、誰もが生きやすい温かい社会へとつながっ
ていきます。

　災害は多くの人の命を危険にさらし、人々の暮らしを奪
い、被災者に苦しみや深い悲しみを与えるだけでなく、さま
ざまな人権侵害をもたらします。
　避難所生活の中では、プライバシーの問題以外にも、高齢
者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人などの「災害時要援護者（災
害時に迅速で適切な行動を取ることや、必要な情報を十分に
理解することが困難な人）」のほか、女性、性的少数者に対する
十分な配慮が行き届かないなどの状況も発生します。
　また、東日本大震災では、原子力発電所の事故による放射
線の影響のため、避難や転居を余儀なくされた人々に対し、
風評での思い込みや心ない言動（いじめや悪口など）が、被
災者を二重に傷つけるできごとも発生しました。
　災害時には、不確かな情報に惑わされない冷静さととも
に、「相手の立場に立って考える」「相手の気持ちを想像する」
姿勢を忘れないことが大切です。

　介護が必要になるときや、その後どのくらい介護をする必
要があるかなどを予測できないことが原因で、高齢者を介護
している人が介護疲れに陥ることがあります。「本人の希望に
沿う介護をしなければ」「人に頼るのはよくない」などと介護者
自身が追いつめられてしまった結果、いわゆる高齢者虐待が
起こってしまうことがあります。介護サービスを活用すること
や、介護者自身が介護から離れ自分の時間を持つことは大切
です。介護者が心身ともに健康でいられることが、適切なケア
につながります。
　介護のことなどで不安になったとき、また地域で困っている
人がいたら、近くの地域ケアプラザや居住区の区役所へ相談
してください。いつもと様子が違うと感じたら、声をかけ合う
ことで介護者の気持ちが軽くなるかもしれません。住み慣れ
た地域で安心して生活できるように、地域全体で支え合って
いきませんか。

　インターネットは、誰もが気軽に自分の意見を発信したり、
知りたい情報を検索したり、世界中の人と簡単につながること
ができる、とても便利なツールです。しかしその一方で、掲示
板やＳＮＳでの他人の誹謗中傷や差別的な書き込み、無責任
なうわさの拡散、個人情報の無断掲示やいじめなど、インター
ネットを利用した人権侵害が社会問題となっています。自分に
は関係のないことだと思うかもしれませんが、インターネット
が身近になった現代では、誰もが人権侵害の被害者や加害者
になる危険があるのです。
　自分や家族が人権侵害の当事者にならないためにも、インター
ネットには現実の「人」が関わっていることを常に意識すること
が大切です。また、インターネットの情報拡散力や一度ネット上
に拡散されたデータは完全に削除することができないといった
特徴をよく理解し、自分の発言や書き込みが誰かを傷つけるこ
とのないように注意して、インターネットを利用しましょう。

DV相談支援センター
電話番号 曜日 時間

671-4275 月～金曜
（祝休日除く）

9時30分～12時
13時～16時30分

865-2040
9時30分～20時

土・日曜・
祝休日

9時30分～16時
（第４木曜を除く）

0 5 10 15 20 25（％）

介護疲れ・介護のストレス
介護者の疾病・障害

本人と介護者のこれまでの人間関係

高齢者虐待の発生要因（複数回答可、上位３位まで）

出典： 平成29年度　高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する
支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果

私たちに相談してください～一人で悩みを抱えず、まず相談を～
※相談は無料ですが、通話料がかかる場合があります。

相談先 連絡先 時間

①みんなの人権110番
　（横浜地方法務局）

0570-003-110	
641-7926

（PHS・一部のIP電話）月～金曜
8時30分～17時15分
（祝休日・12月29日
～1月3日を除く）

②子どもの人権110番
　（横浜地方法務局）　 0120-007-110

③女性の人権ホットライン
　（横浜地方法務局）　 0570-070-810

④外国語人権相談ダイヤル　
“Foreign-language Human Rights 
Hotline”（法務省-Ministry of Justice-）

0570-090-911
月～金曜
(Weekdays)
９時～17時

⑤人権相談
　（市民局市民相談室）　

671-2306
663-3433

水曜13時～16時
電話予約後、面談での
相談（祝休日・12月29
日～1月3日を除く）

⑥いじめ110番（市教育委員会） 0120-671-388 毎日、24時間受付

【問合せ】政策局男女共同参画推進課　 671-2017 663-3431

【問合せ】健康福祉局生活支援課　 671-2425 664-0403

【問合せ】市民局人権課　 671-2718 681-5453

【問合せ】市民局人権課　 671-2718 681-5453

【問合せ】健康福祉局高齢在宅支援課　 671-3924 681-7789
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市立高等学校 美容科実習助手  
(正規職員)
詳細は受験案内(区役所広報相談係
で配布。 から入手)で
試験日＝12月14日(土)
11月15日まで
教育委員会教職員人事課 ( 671-
3246 681-1413)
市立小学校 理科支援員
小学5・6年生の授業で観察・実験を支
援。詳細は申込書(区役所広報相談
係で配布。 から入手)で
12月6日まで
教育委員会小中学校企画課( 671- 
4447 664-5499)
市立小·中·義務教育学校  
日本語教室講師
日本語のほか1言語(英語を除く)の
日常会話ができる日本語教師資格保
持者。詳細は で
12月20日まで
教育委員会小中学校企画課( 671- 
3588 664-5499)
横浜環境活動賞候補者
環境の保全・再生・創造に功績のあっ
た個人・団体、企業、児童・生徒・学
生を表彰。詳細はチラシ(区役所広
報相談係で配布)か で
11月22日まで
環境創造局政策課 ( 671-2484
641-3490)

住宅用火災警報器を配布
11月1日時点で65歳以上の人がいる
世帯、抽選280世帯
11月30日までに に65歳以上の
人の を書いて、消防局予
防課 (〒240-0001保土ケ谷区川辺
町2-9、 334-6406 334-6610)
腎不全者料理教室
抽選20人。詳細は問合せか で
12月1日(日)9時30分～12時
技能文化会館
700円
11月15日まで
腎友会 ( 475-2061 475-2064)か
健康福祉局障害福祉課( 671-3602)
障害者パソコン講習会

①ワード基礎②エクセル基礎
15歳以上(中学生除く)の肢体·内部·
精神・聴覚等障害者で、文字入力可
能な人、各抽選8人
各13時～16時、全4回

　①12月2日(月)～4日(水)・6日(金)
　②12月9日(月)・11日(水)～13日(金)
横浜ラポール
3,200円
11月20日までに に 、
障害名·等級、手話·筆記通訳希望
の有無、介助・車椅子利用の有無
を書いて、障害者社会参加推進セ

ンター (〒222-0035港北区鳥山町
1752、 475-2060 475-2064)
申込先か健康福祉局障害福祉課
( 671-3602)
中央職業訓練校 1月生募集

パソコン実務科
離職中の求職者(ひとり親家庭の親、
生活保護受給者の優先枠あり)、選考
20人。費用等詳細は申込書(ハロー
ワークで配布)か で
1月～3月
12月12日まで

▷説明会	11月28日(木)10時·14時、問合
先で開催
会場の中央職業訓練校( 664-6825	
664-2081)

講演     
｢がんの治療を支えるお口のケア｣
要事前申込。詳細はチラシ(区役所
福祉保健課で配布)か で
11月24日(日)13時～15時
TKPガーデンシティ横浜
横浜市歯科医師会 ( 681-1553
212-4618)か医療局がん·疾病対策
課 ( 671-2444)
糖尿病講習会
当日先着50人。詳細は で
11月28日(木)14時～16時
会場のみなと赤十字病院 ( 628-
6100 628-6101)
講演     
｢お医者さんへの上手なかかり方｣
先着100人。詳細はチラシ(区役所広
報相談係で配布)か で
12月4日(水)14時～16時20分
開港記念会館
11月11日から
健康福祉局医療安全課( 671-3654	
663-7327)

市大エクステンション講座  
「放射線治療」
先着230人。詳細は で
12月6日(金)14時～16時
情報文化センター
11月11日から で市大地域貢献セ
ンター ( 787-8930 701-4338)
講座｢身近なくすり 薬用植物｣
先着100人
12月14日(土)13時30分～15時
11月11日から で
会場の横浜薬科大学 ( 859-1316)
か健康福祉局医療安全課 ( 671-
3876 663-7327)
鎌田實「地域で命を支える」講演会
抽選300人。健康・障害·絆を考える｡
詳細は で
12月8日(日)14時30分～16時
横浜ラポール
11月18日まで
障害者社会参加推進センター (
475-2060 475-2064)か健康福祉
局障害福祉課 ( 671-3602)

講座｢婦人科がん診療の今｣
先着120人
12月18日(水)15時～16時30分
戸塚区役所
11月27日から で横浜医療センター
( 853-8357 853-8356)
マンション管理基礎セミナー 
ハード編
管理組合新任役員、先着120人｡詳細
は で
12月7日(土)9時15分～16時30分
技能文化会館
11月11日から
マンション管理組合サポートセンター
( ・ 663-5459)か建築局住宅再
生課 ( 671-2954)
室内での猫との暮らし方セミナー
先着80人。ペット同伴不可
12月7日(土)14時～16時
11月21日から で会場の横浜市
動物愛護センター ( 471-2111
471-2133)

講座｢ペットと楽しく暮らすコツ｣
60歳以上、先着30人。ペット同伴不可
11月28日(木)14時～15時30分
11月11日から で会場のシルバー
人材センター ( 847-1800 847-
1716)
パソコン講習

①初めてのパソコン
②初めてのワード
50歳以上、各抽選18人
各コース火·水曜の9時30分～12
時、全2回	 	 	 	
①12月3・4日、1月7・8日	 	
②12月10・11日、1月14・15日
3,700円
11月21日までに で会場のシル
バー人材センター ( 847-1800
847-1716)
講演「フォトジャーナリスト林典子が
伝える世界の今」
先着500人
1月19日(日)14時～15時30分
パシフィコ横浜
11月11日から で

※保育·手話通訳希望者は12月6日ま
でに申込みを
国際局政策総務課 ( 671-3826
664-7145)

食と農の祭典2019
市内産農畜産物の販売ほか。詳細は
で
11月16日(土)・17日(日)10時～16時。
荒天中止
北仲通北第二公園ほか
環境創造局農業振興課( 671-2639	
664-4425)

世界エイズデー   
in YOKOHAMA2019
展示､ワークショップほか
11月30日(土)11時～16時30分
新都市プラザ
横浜AIDS市民活動センター( 650- 
5421 650-5422)か健康福祉局健
康安全課 ( 671-2729)
寿町健康福祉交流センターまつり
アート作品展、創作劇の発表ほか
12月1日(日)9時30分～16時
会場の寿町健康福祉交流センター
( 662-0503 662-0238)
花き展覧会
12月6日(金)15時～16時30分	 	
12月7日(土)9時～16時30分	 	
12月8日(日)9時～10時

　①先着花苗プレゼント＝12月7日(土)
　②展示品即売＝12月8日(日)10時
環境活動支援センター
環境創造局農業振興課 ( 671-
2639 664-4425)
よこはま森の楽校
市内大学生が企画した森に親しむ
ワークショップほか
11月17日(日)12時～17時
クイーンズサークル
環境創造局みどりアップ推進課 (
671-2624 224-6627)
クラシック·ヨコハマ

11·12月のコンサート。費用等詳細は
チラシ(区役所広報相談係で配布)か
で
池田コンサートサロン､ウェルケア
新吉田､ 馬の博物館､ ギャラリー
&スペース弥平､ 慶応義塾大学､	
Sala	MASAKA､ 三溪園､ シルク博
物館､ そごう美術館､ 白楽シルク
サロン､ ハタ楽器菊名コンサート
ホール､ フェリス女学院大学､ 横
浜医療福祉センター港南､ 横浜労
災病院
文化観光局文化振興課( 671-3714	
663-5606)

音遊びワークショップ
各抽選15組30人	
保護者と①②4歳まで③5歳～小学3
年生
1月18日(土)	 	 	 	
①10時20分②11時50分③14時
横浜美術館
12月16日までに で
文化観光局文化振興課( 671-3714	
663-5606)

県女流展
絵画・彫刻ほか
11月27日(水)～12月2日(月)の10時
～18時。最終日は16時まで
市民ギャラリー
協会事務所 (萩野谷 090-3433-
2785)か､ 文化観光局文化振興課
( 671-3714 663-5606)

今月11日以降の、市や外郭団体などが
主催･共催の事業を掲載しています

♦市の施設では、定期点検などのため、休業日を設けています。また、入館料･入園料などは変更になる可能性があります。
♦特に記載のないものは、無料･自由参加･締切日必着･はがき1枚に1人です。
♦ とある場合は、行事名･郵便番号･住所･氏名（ふりがな）･電話番号･往復はがきの場合は返信面を明記してください。
♦各イベント等の終了時間は予定です。

日時･期間　 会場　 費用　 保育　 申込み　 問合せ　 行事名　 コース　 郵便番号･住所
氏名（ふりがな）　 電話　 ファクス　 年齢　 往復はがき　 はがき　 ホームページ

マークの説明
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はまピョンカップ
水道局の改善取組·研究成果紹介。
当日先着250人
11月27日(水)13時～17時
県民ホール
水道局経営企画課 ( 633-0144
663-6732)

ヒューマンライブラリー
各先着12人。障害のある人の体験談。
詳細はチラシ(問合先で配布)か で
12月8日(日)9時30分・10時20分・11
時10分
11月12日から

※手話·筆記通訳希望者は11月19日
までに申込みを
会場の中央図書館( ・ 250-1619)
合同就職面接会
履歴書複数枚持参
11月14日(木)13時～16時(受付は15
時45分まで）
新都市ホール
ハローワーク横浜 ( 222-8609
201-6284)か経済局雇用労働課(
671-2343)
就職マッチング交流会
中小企業で正社員として就業したい
人。要事前申込。詳細は で
11月23日(土·祝)13時30分～16時30分
日総ブレイン
経済局ものづくり支援課 ( 671-
4144 664-4867)
横浜建築高等職業訓練校  
見学会
中学生～40歳、先着10人。詳細は11
月11日から で
11月30日(土)10時～12時30分
県立産業技術短期大学校
11月11日から
経済局雇用労働課 ( 671-4098
664-9188)

トップ選手によるバスケット教室
小学3～6年生、先着100人
1月4日(土)10時～16時
1,500円
11月11日から で会場の文化体
育館 ( 641-5741 641-5744)
冬休み短期スケート教室
先着150人
12月26日 (木)～28日 (土 )・30日 (月)
の9時15分～10時、全4回
7,700円
11月20日から で
会場の横浜銀行アイスアリーナ(
411-8008 411-8010)
みどりアップ健康ウォーキング  
緑区
先着30人｡ 中学生以下は保護者同伴
11月16日(土)	9時～13時	 	
雨天時は11月23日(土・祝)
11月11日から で緑スポーツセン
ター ( 932-0733 934-7048)

市国民健康保険医療費のお知らせ 
（医療費通知）①送付②事前発行
医療費控除の申告に利用可。領収書
が必要な場合あり。①2019年1月～
12月診療分を2月中旬に送付②希望

者は途中診療月分まで事前発行可
②1月6日から居住区の区役所保険
年金課
申込先か健康福祉局保険年金課
( 671-4067 664-0403)
市有地販売・入札不落等物件の  
売払い
詳細は12月9日から募集要領(問合先
で配布。 から入手)で。売却済み
の場合あり、事前に問合せを
12月9日～2月21日
財政局取得処分課 ( 671-2264
662-5369)
粗大ごみは早めに申込みを
年末にかけて受付が集中するので早
めに申込みを
月～土曜(祝休日を含む)。受付セン
ター( 0570-200-530〈携帯·IP電話
からは 330-3953〉)。 からも可
資源循環局業務課 ( 671-3815
662-1225)
横浜市プレミアム付商品券  
購入引換券は早めに申請を
住民税非課税者の購入引換券申請期
限は12月20日(金)まで。子育て世帯
には順次購入引換券を送付(申請不
要)。詳細は で

専用ダイヤル		 	 	
購入引換券の申請( 0120-801-
467 664-4739、2月29日まで)	
商品券の引換購入·利用( 0120-
907-175 0120-445-977)
みなとみらい21まちづくりトラスト 
助成事業
詳細は で
12月27日まで
横浜みなとみらい21( 682-0021	
682-4400）

私立幼稚園就園奨励補助金
6月2日～9月30日に私学助成を受け
る幼稚園に通う園児。1人24,000円～
(世帯の令和元年度市民税課税額に
よる)。詳細は申込書(10月下旬に各
園で配布)で

各園かこども青少年局子育て支援
課 ( 671-2085 663-1925)
特定生産緑地に関する説明会
平成4年度指定の生産緑地所有者
	①	12月2日(月)13時～15時	

　		 12月3日(火)18時～20時	
	 ②	12月5日(木)	 	 	
	 	 14時～16時・18時～20時
	 ③	12月9日(月)		 	 	
	 	 14時～16時・18時～20時	
	 ④	12月10日(火)	 	 	
	 	 14時～16時・18時～20時
①戸塚区役所②都筑区役所③JA
横浜二俣川本店④関内中央ビル
環境創造局農政推進課( 671-2726	
664-4425)

里親制度説明会
体験談もあり｡詳細は で
12月8日(日)10時～12時
1歳6か月～未就学児(予約制)
12月6日までに で会場の中央児
童相談所 ( 260-6510 262-4155)
近隣トラブル·離婚·相続等  
調停相談会
民事·家事調停委員が対応
11月22日(金)10時～16時(受付は15
時30分まで)
開港記念会館

市民局市民相談室 ( 671-2306
663-3433)
女性の人権ホットライン強化週間
人権擁護委員による特設電話相談
11月18日(月)～24日(日)の8時30分
～19時(土・日曜は10時～17時)。
専用ダイヤル ( 0570-070-810)
市民局人権課 ( 671-2718 681-
5453)
臨時夜間HIV即日検査
結果説明は検査1時間後。詳細は問
合せを
11月26日(火)18時～19時30分
技能文化会館
健康福祉局健康安全課( 671-2729	
664-7296)

公衆トイレの改修工事
詳細は で
11月上旬～2020年3月末
横浜駅東口2か所
資源循環局街の美化推進課( 671- 
2555 663-8199)
書籍「横浜の町名」販売中
平成8年発行本に令和元年10月まで
の新設町名を追補した別冊付き
市役所市民情報センター
2,200円
市民局窓口サービス課( 671-2320	
664-5295)

公共事業事前評価   
市民意見募集

①(仮称)西部処理区中和田雨水幹線
下水道整備事業

②都市基盤河川帷子川河川改修事業
(川井本町地区)

資料の閲覧·配布は期間中､市役所市
民情報センター､区役所広報相談係
(①泉②旭区)、問合先で。 からも可
11月1日～12月2日
①環境創造局管路整備課 ( 671-
4315 681-2215)②道路局河川事
業課 ( 671-3988	 550-3490)
健康とくらしの調査に協力を
要介護認定を受けていない65歳以
上、20,000人へ12月から調査票を送
付。郵送で回答

健康福祉局地域包括ケア推進課
( 671-3463 681-7789)
都市計画審議会
11月15日(金)13時～15時30分
三共横浜ビル
建築局都市計画課 ( 671-2657
550-4913)

みなとみらいホール   
682-2000 682-2023

ジルヴェスターコンサート2019︲2020
12月31日(火)21時～24時20分
6,000円～11,000円、会場で販売中
関内ホール 	 	 	
662-8411 662-2050

関内寄席 ねくすと
11月30日(土)14時～16時
2,000円、問合先で販売中
横浜能楽堂    
263-3055 263-3031

横浜狂言堂「福の神」「止動方角」
12月8日(日)14時～15時25分
2,000円、11月9日12時から か で

にぎわい座    
231-2515 231-4545

名作落語の夕べ
12月7日(土)18時～20時30分
3,100円、会場で販売中
消費生活総合センター 	 	
845-5640 845-7720

教室｢もったいない 食品ロス｣
当日先着80人
12月17日(火)13時30分～15時30分
港南区役所
男女共同参画センター横浜 	
862-5050 862-3101

フォーラム全館休館
12月29日(日)～1月19日(日)
歴史博物館 	 	 	
912-7777 912-7781

中山恒三郎家書院·諸味蔵 一般公開
11月28日(木)～12月1日(日)、12月3
日(火)～10日(火)の10時～15時30分
旧中山恒三郎家
開港資料館 	 	 	
201-2100 201-2102

展示「横浜の大火と消防の近代史」
11月2日(土)～1月26日(日)	
200円
横浜みなと博物館 	 	
221-0280 221-0277

展示｢港・ヨコハマの1980年代｣
11月2日(土)～1月13日(月・祝)
200円
人形の家	 	 	 	
671-9361 671-9022

展示    
「人形作家・清水真理 Wonderland」

11月24日(日)まで
400円

こども植物園  	 	
741-1015 742-7604

親子こんにゃく作り体験教室
小学生と保護者、抽選18組36人
12月1日(日)9時30分～12時
1組1,000円
11月19日までに で
自然観察の森 	 	 	
894-7474 894-8892

生きものと出会う森さんぽ
3～6歳の未就学児と保護者､各抽選
40人。詳細は で
12月7日(土)	 	 	 	
10時～12時·13時～15時
11月25日まで

季刊誌「横濱」秋号

　「横浜港」と「クルーズ」に焦点をあ
て、新スポット·横浜ハンマーヘッドや
最新クルーズ事情などを紹介します。
　県内·都内の書店ほかで販売中です。
市役所市民情報センターでは、バック
ナンバーも取り扱っています。

市民局広報課（ 671-2331 661-
2351）

「クルーズで変わる横浜港」
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横浜を感じるミニコラム

アナウンサー　根
ね

岸
ぎ し

 佑
ゆ う

輔
す け

さん

根岸 佑輔さん
横浜市青葉区在
住。テレビ神奈川
アナウンサー。幼
少期にテレビで見
た、「1994	FIFAワー
ルドカップ」での名
実況に感銘を受けた事がきっかけで、
アナウンサーを志す。tvkでは主に各ス
ポーツ中継の実況を担当をするほか、
2014年からは横浜市の広報テレビ番組
「ハマナビ」のナビゲーターを務める。
2018年9月に長男が生まれ、現在子育
て奮闘中。

プロフィール

　広報よこはま読者の皆さま、こんにちは。
ｔｖｋアナウンサーの根岸佑輔です。今の僕か
らは想像もできないかも知れませんが、小さい
頃はとにかく目立つこと、人前でしゃべること
が苦手で、国語の朗読の時間は当てられる
のが嫌でずっと下を向いているような子でし
た。僕がアナウンサーをやっていると知ったら、
当時の先生はさぞびっくりすると思います。
　ｔｖｋでは主に横浜ＤｅＮＡベイスターズをは
じめとする野球中継、ラグビー、サッカー、
バスケットボール、バレーボールなど様々
なスポーツ実況を担当しています。中でも高
校スポーツでは、全国を狙う名門校もあれば、

まずは１勝が目標の高校もありますが、選手
一人ひとり、そしてマネージャー、応援団、吹
奏楽部などチームを取り巻くすべての人た
ちに思いがあります。例えば、彼ら彼女らが
将来結婚した時に、高校生時代の思い出と
して僕が実況した試合のＶＴＲを結婚式で

流してくれた
ら・・・そんな
ことを考えな

がら、一人でも多くの人の名前と、ほんの一言
でも彼ら彼女らの頑張った証をコメントでも残
したいと、毎年多くの高校にお邪魔して、何百
人もの人たちに直接インタビューをしています。
　さて、僕がスポーツ実況と同じくらい力を入
れているのが、「横浜をマナビ、横浜をナビ
ゲート！」をコンセプトに、僕を含む３人のナビ
ゲーターが横浜のディープなスポットやイベン
トを紹介する「ハマナビ」。僕も数十年間横
浜に住んでいますが、毎週新しい発見があっ
て、横浜の街の奥深さを改めて実感していま
す。きっとあなたも、まだ知らない横浜に出会
えます。是非ご覧ください！▲『ハマナビ』毎週土曜日18時〜18時30分、テレビ神奈川で放送中

　横浜の未来に向けた取組や、本市が実現に向け取
り組んでいる新たな大都市制度「特別自治市」の効果
などについて、わかりやすく話します。

【日時】12月8日（日）13時30分～16時（開場13時）
【会場】横浜市立大学金沢八景キャンパス	シーガルホール
【登壇者】鈴木伸治教授(横浜市立大学)、宇野二朗教授(横浜市立大学)、

望月正光教授(関東学院大学)ほか
　申込方法など詳しくは、問合せかホームページで

【問合せ】イベントの内容に関して 男女共同参画センター横浜北
910-5700 910-5755（第４月曜除く）

申込みについて 事務局　 306-5377 662-0017
10時～17時（土・日曜、祝休日を除く)

市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

11月  2日
11月  9日
11月16日
11月23日
11月30日

※放送内容・タイトルは変更になる場合があります。

ヨコハマアート探訪
ハマで見つけた！幸せの「一人時間」
季刊誌横濱 秋号 変わる横浜港
ハマのメディアミックスパート２
みんなの知らない「横浜中華街」

10：47～10：52頃
6：35～6：45

9：30～10：00
16：30～16：35（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

クルーズで変わる
横浜港

好評発売中！

火曜

630円

11月10日〜16日は「アルコール関連問題啓発週間」です

お酒との付き合い方
考えてみませんか？
　お酒の飲み方をコントロールできない病気のアルコール依存症
は、正しい知識を得たり、相談先を活用したりしながら、お酒に頼ら
ない日々を続けることで、回復することが可能です。心あたりのあ
る人は、ひとりで悩まずにまずは相談してください。

相談先 日時
依存症相談

〔面接相談(予約制)・電話相談〕
こころの健康相談センター
671-4408

月~金曜
（祝休日、12月29日～1月3日を除く）
8時45分~17時

各区精神保健福祉相談(予約制)
詳しくは居住区の高齢・障害支援
課へ問い合わせてください。

月~金曜
（祝休日、12月29日～1月3日を除く）
8時45分~17時

こころの電話相談
662-3522

月~金曜：17時～21時30分
土・日曜・祝休日：8時45分～21時30分

【講師】湯本洋介（国立病院機構久里浜医療センター精神科医師）
【日時】11月20日（水）19時~20時（18時45分から受付開始）
【会場】開港記念会館1号室（中区本町1-6）
【対象】お酒の問題を抱える当事者の家族、当日先着60人

家族のお酒の問題が心配なあなたへ
~家族のためのアルコール依存症基礎講座～

家族向け
夜間セミナー

【問合せ】横浜市こころの健康相談センター　 671-4455 662-3525

【問合せ】政策局大都市制度推進課　 671-2952 663-6561【問合せ】各区戸籍課または市民局窓口サービス課　 671-2176 664-5295

横浜女性ネットワーク会議＆
ウーマンビジネスフェスタ

大都市制度シンポジウム in 横浜市立大学

大都市・横浜の目指すべき将来像

　企業などで働く女性や地域で活躍する女性起業家を応援するイベ
ントを開催します。メディアで活躍中のSHELLYさんの基調講演のほ
か、交流会などを行います。学生のキャリア形成支援として無料の参
加枠も用意しています。

【日時】1月25日(土)13時～17時	
【会場】パシフィコ横浜	会議センター
【内容】13時～	講演会 オープニングメッセージ　	 	 	
	 	 横浜市長	林	文子
　　　　	 基調講演	 	 	 	 	 	
	 	 SHELLYさん（タレント）
	 14時15分～	分科会
	 16時～	交流会

【定員】 先着400人※学生無料枠あり
【参加費】 3,000円（交流会飲食代含む）
【保育】３か月～未就学児（先着順・予約制）
【申込方法】11月11日(月)からホームページで受付

ウーマンビジネスフェスタ 検索

大都市制度シンポジウム　横浜市立大学 検索

横浜市 依存症 検索

S
シ ェ リ ー
HELLY さん

横浜市出身。アメリカと日本の
両国のジェンダーに対する価値
観の違いを経験。多数のテレビ
番組、ＣＭ、雑誌などで活躍中。
幅広い世代から支持されてい
る。プライベートでは二児の母。

　住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓の併記を希望
する人は、本人確認書類と旧姓が記載された戸籍謄（抄）本を居住区の
区役所戸籍課に持参してください。旧姓を併記した人は、旧姓の印鑑
でも印鑑登録ができます。

11月5日（火）から
住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに

旧姓（旧氏）が併記できます

横浜市 旧氏併記 検索
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【発行】市民局広報課　 671-2332 661-2351　
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【問合せ】I R担当　 671-4135 663-4613

【問合せ】都市整備局都市交通課　 671-2722 663-3415

【問合せ】教育委員会事務局
人権教育・児童生徒課

671-3699 671-1215

【問合せ】道路局建設課
671-3635 663-8993

　「いじめに対して自分は何ができ
るのだろうか～子どもや大人、そ
して地域、関係機関などとのつな
がりから考える～」をテーマに開催
します。
【日時】12月7日(土) 13時～15時
【会場】南公会堂(南区浦舟町2-33)
【定員】先着500人
【申込方法】
11月11日(月)から電話、
FAX、ホームページから

　相鉄・JR直通線は、相鉄線西谷駅と
JR東海道貨物線横浜羽沢駅付近間に
連絡線(約2.7㎞)を新設し、この連絡
線を利用して相鉄線とJR線が相互直
通運転を行うものです。開業に合わせ
て、新たに「羽沢横浜国大駅」が設置されます。
　また、令和4年度下期の開業を目指して、羽
沢横浜国大駅から東急線日吉駅間に相鉄・東
急直通線(約10㎞)の整備を進めています。

　横浜市はI Rの実現に向けて本格的な検討・
準備を進めています。
　今回I Rに関する本市の考え方などを説明す
る市民説明会を18区で開催します。12月は右
表の6区で開催します。
【説明】横浜市長 林 文子
【参加費】無料

　桜木町駅方面と新市庁舎のある北
仲通周辺地区を結ぶ新しい人道橋
を整備しています。市民の皆さんに
親しまれるよう、橋の名称を募集し
ます。申込方法など詳しくはホーム
ページで確認してください。
【申込期間】11月10日(日)～30日(土)

区 会場 日時
中区 開港記念会館 12月4日（水）

神奈川区 神奈川公会堂 12月9日（月）
西区 西公会堂 12月14日（土）

金沢区 金沢公会堂 12月19日（木）
鶴見区 鶴見公会堂 12月21日（土）
磯子区 磯子公会堂 12月26日（木）

※時間は全て19時～20時30分（予定）です

日吉

新宿

大宮方面
※朝通勤時間帯の一部列車のみ

渋谷

恵比寿

大崎

西谷

新横浜（仮称）

新綱島（仮称）

田園調布

JR埼京線

目黒

品川 新橋 東京
JR横須賀線

東急線

JR東海道（貨物）線

武蔵小杉
西大井

羽沢横浜国大海老名 大和

湘南台

二俣川

相鉄本線
相鉄いずみ野線

横浜

新線開業

所要時間例

　東京都心部と直結となり、途中駅
での乗り換え回数が減少し、目的地
までスムーズに行くことができます。

通勤急行利用・
二俣川でJR線
直通特急に乗
り換え

二俣川駅 横浜駅

乗り換え

渋谷駅

開業後 最速44分
二俣川駅▶︎新宿駅

開業後 最速57分
緑園都市駅▶︎新宿駅

乗換の手間が解消

申込方法 注意事項

　①参加希望会場②氏名（フリガナ）③連絡先
④居住区（または在勤区・在学区）を記載の上、
EメールまたはFAXで申し込んでください。
※手話通訳希望、車いす利用の人は申込時に伝えてく

ださい。
【申込期間】11月8日（金）～11月22日（金）
【申込先】
Ｅメール：irsetsumeikai@y-offside.co.jp 

661-0604
※12月開催分（上記6区）のみの申込受付となります。

他の12区の説明会については、1月以降毎月、順次
開催します。詳細は開催前月までに広報よこはま、
市ホームページでお知らせします。

⃝1通につき1人で申し込んでください。1通で複
数人の申込みはできません。

⃝市内在住・在勤・在学の人を参加対象とし応募多
数の場合は、開催区の人を優先して抽選します。

⃝申込みの結果は全員に通知します。
⃝できるだけ多くの人が参加できるよう、同一の

人による複数会場の申込みはできません。
⃝EメールまたはFAXでの申込みが困難な場合

は電話（ 650-7851）で相談してください。
（受付：月～金曜〈土・日曜・祝休日、年末年始除
く〉９時～17時）

横浜市 いじめ防止市民フォーラム 検索

大岡川横断人道橋 名称募集 検索

広報よこはま特別号　
　今後広報よこはま特別号を発行し、
I R（統合型リゾート）に関しての詳細な
情報をお知らせする予定です。

詳しくは
こちら

I R（統合型リゾート）市民向け説明会 （仮称）

大岡川横断人道橋
名称募集

いじめ防止
市民フォーラム

相鉄・JR直通線、11月30日(土)開業

目的地まで
早く行けます！

乗り換え回数が
少なくなります！

横浜市ＩＲ 検索


