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外局番は横浜「045」です
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「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

横浜市役所  〒231-0017  中区港町1-1  　671-2121（代表）     www.city.yokohama.lg.jp

（2017年10月1日現在）

　夕暮れ時、港を行きかう船やみなとみらいの街並み、日本大通りの歴史
的建造物が光で彩られ、やがて美しい夜の景色に移り変わります。
　冷たく澄んだ空気のなかで、色とりどりのイルミネーションがキラキラ
と輝く幻想的な風景を眺めていると、時間が経つのを忘れてしまいそうに

なります。美しい光がつくり出す幸福感。それは、時には気持ちを華やかに、また時には心を和ま
せ、優しく癒してくれます。
　最新の省エネ技術とアートが織りなす、世界でただ一つの夜景づくりプロジェクト「スマートイ
ルミネーション横浜」は、今年で7年目を迎えました。光のアートから伝わってくるメッセージに
想像力をかき立てられ、温かなつながりを感じるひととき。横浜の魅力の一つとして、毎年たくさ
んのお客様にお楽しみいただいています。
　街や建物のライトアップといった夜景の演出が横浜でスタートして約30年。都心臨海部から
始まった光のアートイベントは、市民、企業・団体の皆様のお力で市内各所に広がり、明るい輝きを
放ち続けています。皆様もぜひ、この季節ならではの光の祭典をお楽しみください。

光のアートで心温まる時間を

スマートイルミネーション横浜2017
わたしからあなたへの日／The day, from Me to You
アーティスト：髙橋匡太　
特別協力：カラーキネティクス・ジャパン株式会社

ヨコハマ・イルミネーション・マンス 
11月1日（水）～12月31日（日）
　「みんなでつくる横浜夜景」をコンセプトに展開する参加型プログラムが市内各
所で繰り広げられます。光にまつわるアート作品や夜景イベントが楽しめる期間
です。会場、参加団体やその作品など詳しくはホームページを確認してください。

ヨコハマイルミネーションマンス 検 索

横浜中華街発展会協同組合 横浜税関

横浜マリンタワー

スマートイルミネーション横浜実行委員会事務局　
　 633-9660（月～金曜10時～18時〈祝休日除く〉）　　 662-0082

写真はイメージです
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♥ 人権特集 12月４日～10日は人権週間です12月４日～10日は人権週間です

　DVは、配偶者や恋人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。
　DVのなかでも、若年層で起きる交際相手からの暴力のことを
デートDVといいます。国の調査※によると、約10人に1人は交際
相手から被害を受けた経験があるというデータもあり、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。こんなときは、ひとりで悩まずに市
DV相談支援センターへ相談してください。
　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。誰もが暴力を受けずに安全に暮らす権利があります。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。
※男女間における暴力に関する調査（内閣府 平成26年度）

　テレビなどの報道では、毎日といっていいほど殺人や傷害、性
犯罪などのニュースを見聞きします。それでも、どこか自分自
身と関係のない世界の話と思ってしまうことはありませんか？
　犯罪被害は誰にでも起こりうることです。
　犯罪被害にあうと生活は一変します。被害の状況によっては
治療が必要になったり、事件事故のショックから普段どおりの
生活が送れなくなったりすることもあります。周囲の人々のさ
まざまな憶測、興味本位の態度や発言で深く傷ついたり、生活を
脅かされたりすることもあります。そのうえ、捜査への協力や
裁判、区役所での手続き、通院などで、膨大な時間を取られるこ
ともあります。
　そのような状況の中、犯罪被害にあった
人の生活を守るためには、周囲の理解と、良
識のある対応が大切です。人権週間を機に、
この問題について、自分のこととして考え
てみましょう。

なくそう！DV  絶対に許さない！配偶者や恋人からの暴力（DV） 犯罪被害にあうということ

政策局男女共同参画推進課　　 671-2035　　 663-3431
市DV相談支援センター　　　  671-4275　　 865-2040

市民局人権課　　　　　　  　　 671-3118　　 681-5453
市犯罪被害者相談室（相談専用）　　 671-3117　　 681-5453

お互いに尊重し合い、ともに生きる社会をめざして
12月4日～10日の人権週間にあわせ、人権について一緒に考えてみませんか。

　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ため、高齢者の介護者が介護疲れに陥
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
護サービスを活用したり、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、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。

　開港以来、海外から多様な文化や考え方を受け入れて発展し
てきた本市は、日本人にとっても外国人にとっても暮らしやす
いまちづくりを目指しています。
　平成29年9月末時点で、市内には約160の国や地域から来た約9
万人の外国人が暮らしています。
　平成25年度に実施した外国人意識調査では、約7割が地域活動
に参加の意向があるという回答をしています。
　地域や学校、職場でイベントなどを行うときは、あなたの周り
にいる外国人にも声をかけてみてください。
　日本とは言葉も文化も違う国から来た人たちなので、「言葉が
通じないかもしれない」「なんとなく声をかけづらい」という気
持ちが最初はあるかもしれません。しかし、声をかけ、一緒に行
動することは、言葉や文化の違いにかかわらず、互いを理解する
きっかけになります。

介護者が元気でいられるために 多文化共生のまちづくりのために

健康福祉局高齢在宅支援課　　 671-3924　　 681-7789 国際局政策総務課　　 671-3826　　 664-7145

犯罪被害者等支援シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

介護疲れ・介護のストレス
介護者の疾病・障害
本人に認知症がある
経済的に困窮している

0　　　 　5　　 　  10　　　　15　　　　20　　　　25　  　　30  (%)

高齢者虐待の発生原因（複数回答可、上位4位まで）

出典：平成27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

人権啓発講演会＆中学生人権作文コンテスト表彰式

　福島大学行政政策学類の元教授で、2011年から2017年まで、朝日新聞社と共同で原発災害避難者の実
態調査を6回にわたって実施した今井照さんによる講演会です。全国中学生人権作文コンテスト市
大会表彰式も同時開催。優秀作品3編を生徒自身が朗読します。

【日時】11月23日（祝）  13時30分～16時15分（開場：13時）
【会場】鶴見区民文化センター サルビアホール（鶴見区鶴見中央1-31-2）
【対象】当日先着350人
※手話・筆記通訳、車椅子席、親子室あり
※保育あり（予約制・1歳以上未就学児まで）。11月15日までに問合先に連絡を

避難するということ ～原発災害避難者調査から

（公財）地方自治総合研究所主任研究員

今井　照 さん

至川崎

至横浜
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鶴見区民文化センター
サルビアホール

　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。

職員定数　
　平成29年度は東京2020オリンピック・パラリンピッ
クの開催支援、医療・福祉施策の充実やいじめ問題への
対応などにより、421人の増員を行いました。一方、市
立保育所の民間移管や学校給食調理業務の民間委託拡
大などにより、342人の減員を行いました。
　また、これまで市立小・中学校などの教職員について
は、任命権は市が、給与負担・教職員定数・学級編制基準
などにかかる権限は県が有していましたが、今年度か
ら、財政措置を伴う権限移譲として県費負担教職員の
市費移管が行われました。その結果、教職員1万6,142人
を新たに計上し、市全体の職員定数は平成28年度の2万
8,483人から1万6,221人増えて4万4,704人になりました。

１効率的な組織づくり
　　総務局人事課　　 671-2097　　 662-7712

2職員給与
　　総務局労務課　　 671-2157　　 664-7386

※「平成29年地方公務員給与実態調査」に基づく数値で、
全て平成29年4月1日現在の内容です

※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1】職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢

【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）

【表3】特別職の給料月額・報酬月額

区分

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢

一般行政職員

312,840円

380,256円

40歳6月

技能職員

325,230円

389,715円

48歳2月

区分

大学卒

高校卒

10年

269,503円

227,229円

15年

324,564円

279,169円

20年

366,849円

332,706円

25年

386,236円

365,509円

30年

410,124円

375,426円

経験年数

注1） 職員数（A）は普通会計の人数（再任用職員を除く）で
す。職員給与費は【図1】で示した人件費から、社会保
険料の事業主負担分、退職手当などを除いた経費です

注2） 職員手当とは、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職
手当、通勤手当、超過勤務手当などから構成されてい
ます

注3） 全会計の職員定数（再任用を除く）に占める普通会計
の職員数（A）の人数割合は83.9%です

　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。引
き続き、市民満足度の向上に向け、職員の力が最大限に
発揮される人事給与制度の運用に取り組んでいきます。

表示単位未満をそれぞれ四捨五入しています

効率的な執行体制
　人口1,000人当たりの職員数は5.47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28年度）と住民基本台帳の人口（平成28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

市職員の給与の状況

市長

副市長

教育長

1,599,000円

1,285,000円

940,000円

議長

副議長

議員

1,179,000円

1,061,000円

953,000円

給料 報酬

　平成29年度は主に県費負担教職員の市費移管の影響に
より、職員人件費は増加していますが、この移管に伴う増
額分を除いた、普通会計職員人件費予算（従来ベース）につ
いては、前年度に比べ、13億（▲0.6％）の減となっています。

普通会計職員人件費予算（従来ベース）
普通会計に占める職員人件費の比率
県費負担教職員の市費移管後の人件費
普通会計に占める職員人件費予算の比率（従来ベース）

【図1】普通会計に占める職員人件費の推移（予算）

給料
1,414億
8,458万円

職員手当
455億
4,367万円

期末・勤勉手当
654億
3,549万円

職員数（A）
3万

5,428人

　　　　計（B）＝2,524億6,374万円
（一人当たり給与費（B）/（A） ）＝712万6,000円

【図2】職員給与費の状況（平成29年度普通会計予算）

＊表1～3、図1・2（すべて税込額）
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言い訳にしない「好きだから」 ～ストップ  デートDV～
九都県市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市）は

共同でデートDV未然防止の啓発に取り組んでいます。

　市では「いじめの防止などのための対策」について基本的な考え方を
まとめた「いじめ防止基本方針」を定めていますが、国の方針の改定な
どを踏まえ、市民の皆さんの意見を反映し、10月に改定を行いました。
　いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害
します。また、心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与える
ものであり、決して許されるものではありません。「いじめを絶対に許
さない」意識を、学校・保護者・地域など全員で共有し、いじめのない社
会の実現を目指します。

　働く女性、起業する女性の応援イベントを開催します。シンポジウ
ムでは、脚本家の大森美香さんの講演のほか、各界で活躍するリーダー
や起業家によるパネルディスカッション、交流会を行います。男性や
学生の皆さんもぜひ参加してください。

教育委員会人権教育・児童生徒課　　 671-3250　　 671-1215

いじめの定義…いじめを受けた側の立場に立つ
　方針は、法律の考えを受け、子どもが心身の苦痛を感じてい
るものを「いじめ」としています。いじめを受けた側の立場に
立ち、いじめを広くとらえ、未然防止や早期解決を目指します。

専門家の積極的な活用…学校の対応力を高める
　スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配
置、弁護士などの専門家の派遣、関係機関との連携などの体制
を整備し、学校の対応力を高めます。

学校などの組織的対応の強化…いじめの早期解決を目指して
　いじめの疑いがあった段階で、校長、副校長、児童支援・生徒
指導専任教諭などからなる「学校いじめ防止対策委員会」で情
報共有を密に行い、組織的に対応します。必要に応じて、区役
所や児童相談所などの関係機関と連携して、いじめの早期解決
を目指します。

横浜女性ネットワーク会議＆
ウーマンビジネスフェスタ

シンポジウム参加者募集（事前申込制）

1月27日（土）　10時～17時　パシフィコ横浜 会議センター
　　　　　　　　　　 　（西区みなとみらい1-1-1）

13時～  講演会

14時15分～ 分科会

16時～  交流会

定　員　先着400人（男性や学生も可）
参加費　3,000円（交流会飲食代含む）
保　育　予約制（1歳６か月～未就学児）
申込み　11月13日からホームページで受付

大森美香さんウーマンビジネスフェスタ 検 索

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）
シンポジウムについて

　 男女共同参画センター横浜北（アートフォーラムあざみ野）
　　  910-5700　　 910-5755

あきら

市民局人権課　　 671-2718　　 681-5453

オープニングメッセージ／横浜市長 林文子
基調講演／大森美香さん

①人生が楽しくなる、私らしい働き方
②私らしさをビジネスに

パネリスト・参加者の交流パーティー

福岡県生まれ。テレビ局勤務を経て、
脚本家・演出家に。2015年NHK朝の連
続テレビ小説「あさが来た」で第24回
橋田賞受賞。

※当日は10時から15時まで女性起業家による商品販売や
事業PR、企業によるブース出展なども入場無料で行い
ます
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　DVは、配偶者や恋人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。
　DVのなかでも、若年層で起きる交際相手からの暴力のことを
デートDVといいます。国の調査※によると、約10人に1人は交際
相手から被害を受けた経験があるというデータもあり、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。こんなときは、ひとりで悩まずに市
DV相談支援センターへ相談してください。
　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。誰もが暴力を受けずに安全に暮らす権利があります。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。
※男女間における暴力に関する調査（内閣府 平成26年度）

　テレビなどの報道では、毎日といっていいほど殺人や傷害、性
犯罪などのニュースを見聞きします。それでも、どこか自分自
身と関係のない世界の話と思ってしまうことはありませんか？
　犯罪被害は誰にでも起こりうることです。
　犯罪被害にあうと生活は一変します。被害の状況によっては
治療が必要になったり、事件事故のショックから普段どおりの
生活が送れなくなったりすることもあります。周囲の人々のさ
まざまな憶測、興味本位の態度や発言で深く傷ついたり、生活を
脅かされたりすることもあります。そのうえ、捜査への協力や
裁判、区役所での手続き、通院などで、膨大な時間を取られるこ
ともあります。
　そのような状況の中、犯罪被害にあった
人の生活を守るためには、周囲の理解と、良
識のある対応が大切です。人権週間を機に、
この問題について、自分のこととして考え
てみましょう。

なくそう！DV  絶対に許さない！配偶者や恋人からの暴力（DV） 犯罪被害にあうということ

政策局男女共同参画推進課　　 671-2035　　 663-3431
市DV相談支援センター　　　  671-4275　　 865-2040

市民局人権課　　　　　　  　　 671-3118　　 681-5453
市犯罪被害者相談室（相談専用）　　 671-3117　　 681-5453

お互いに尊重し合い、ともに生きる社会をめざして
12月4日～10日の人権週間にあわせ、人権について一緒に考えてみませんか。

　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ため、高齢者の介護者が介護疲れに陥
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
護サービスを活用したり、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、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。

　開港以来、海外から多様な文化や考え方を受け入れて発展し
てきた本市は、日本人にとっても外国人にとっても暮らしやす
いまちづくりを目指しています。
　平成29年9月末時点で、市内には約160の国や地域から来た約9
万人の外国人が暮らしています。
　平成25年度に実施した外国人意識調査では、約7割が地域活動
に参加の意向があるという回答をしています。
　地域や学校、職場でイベントなどを行うときは、あなたの周り
にいる外国人にも声をかけてみてください。
　日本とは言葉も文化も違う国から来た人たちなので、「言葉が
通じないかもしれない」「なんとなく声をかけづらい」という気
持ちが最初はあるかもしれません。しかし、声をかけ、一緒に行
動することは、言葉や文化の違いにかかわらず、互いを理解する
きっかけになります。

介護者が元気でいられるために 多文化共生のまちづくりのために

健康福祉局高齢在宅支援課　　 671-3924　　 681-7789 国際局政策総務課　　 671-3826　　 664-7145

犯罪被害者等支援シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

介護疲れ・介護のストレス
介護者の疾病・障害
本人に認知症がある
経済的に困窮している

0　　　 　5　　 　  10　　　　15　　　　20　　　　25　  　　30  (%)

高齢者虐待の発生原因（複数回答可、上位4位まで）

出典：平成27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

人権啓発講演会＆中学生人権作文コンテスト表彰式

　福島大学行政政策学類の元教授で、2011年から2017年まで、朝日新聞社と共同で原発災害避難者の実
態調査を6回にわたって実施した今井照さんによる講演会です。全国中学生人権作文コンテスト市
大会表彰式も同時開催。優秀作品3編を生徒自身が朗読します。

【日時】11月23日（祝）  13時30分～16時15分（開場：13時）
【会場】鶴見区民文化センター サルビアホール（鶴見区鶴見中央1-31-2）
【対象】当日先着350人
※手話・筆記通訳、車椅子席、親子室あり
※保育あり（予約制・1歳以上未就学児まで）。11月15日までに問合先に連絡を

避難するということ ～原発災害避難者調査から

（公財）地方自治総合研究所主任研究員

今井　照 さん

至川崎

至横浜
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R
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見●總持寺

鶴見大学●

●区役所

鶴見駅入口

総持寺入口

鶴見区民文化センター
サルビアホール

　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。

職員定数　
　平成29年度は東京2020オリンピック・パラリンピッ
クの開催支援、医療・福祉施策の充実やいじめ問題への
対応などにより、421人の増員を行いました。一方、市
立保育所の民間移管や学校給食調理業務の民間委託拡
大などにより、342人の減員を行いました。
　また、これまで市立小・中学校などの教職員について
は、任命権は市が、給与負担・教職員定数・学級編制基準
などにかかる権限は県が有していましたが、今年度か
ら、財政措置を伴う権限移譲として県費負担教職員の
市費移管が行われました。その結果、教職員1万6,142人
を新たに計上し、市全体の職員定数は平成28年度の2万
8,483人から1万6,221人増えて4万4,704人になりました。

１効率的な組織づくり
　　総務局人事課　　 671-2097　　 662-7712

2職員給与
　　総務局労務課　　 671-2157　　 664-7386

※「平成29年地方公務員給与実態調査」に基づく数値で、
全て平成29年4月1日現在の内容です

※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1】職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢

【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）

【表3】特別職の給料月額・報酬月額

区分

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢

一般行政職員

312,840円

380,256円

40歳6月

技能職員

325,230円

389,715円

48歳2月

区分

大学卒

高校卒

10年

269,503円

227,229円

15年

324,564円

279,169円

20年

366,849円

332,706円

25年

386,236円

365,509円

30年

410,124円

375,426円

経験年数

注1） 職員数（A）は普通会計の人数（再任用職員を除く）で
す。職員給与費は【図1】で示した人件費から、社会保
険料の事業主負担分、退職手当などを除いた経費です

注2） 職員手当とは、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職
手当、通勤手当、超過勤務手当などから構成されてい
ます

注3） 全会計の職員定数（再任用を除く）に占める普通会計
の職員数（A）の人数割合は83.9%です

　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。引
き続き、市民満足度の向上に向け、職員の力が最大限に
発揮される人事給与制度の運用に取り組んでいきます。

表示単位未満をそれぞれ四捨五入しています

効率的な執行体制
　人口1,000人当たりの職員数は5.47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28年度）と住民基本台帳の人口（平成28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

市職員の給与の状況

市長

副市長

教育長

1,599,000円

1,285,000円

940,000円

議長

副議長

議員

1,179,000円

1,061,000円

953,000円

給料 報酬

　平成29年度は主に県費負担教職員の市費移管の影響に
より、職員人件費は増加していますが、この移管に伴う増
額分を除いた、普通会計職員人件費予算（従来ベース）につ
いては、前年度に比べ、13億（▲0.6％）の減となっています。

普通会計職員人件費予算（従来ベース）
普通会計に占める職員人件費の比率
県費負担教職員の市費移管後の人件費
普通会計に占める職員人件費予算の比率（従来ベース）

【図1】普通会計に占める職員人件費の推移（予算）

給料
1,414億
8,458万円

職員手当
455億
4,367万円

期末・勤勉手当
654億
3,549万円

職員数（A）
3万

5,428人

　　　　計（B）＝2,524億6,374万円
（一人当たり給与費（B）/（A） ）＝712万6,000円

【図2】職員給与費の状況（平成29年度普通会計予算）

＊表1～3、図1・2（すべて税込額）
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言い訳にしない「好きだから」 ～ストップ  デートDV～
九都県市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市）は

共同でデートDV未然防止の啓発に取り組んでいます。

　市では「いじめの防止などのための対策」について基本的な考え方を
まとめた「いじめ防止基本方針」を定めていますが、国の方針の改定な
どを踏まえ、市民の皆さんの意見を反映し、10月に改定を行いました。
　いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害
します。また、心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与える
ものであり、決して許されるものではありません。「いじめを絶対に許
さない」意識を、学校・保護者・地域など全員で共有し、いじめのない社
会の実現を目指します。

　働く女性、起業する女性の応援イベントを開催します。シンポジウ
ムでは、脚本家の大森美香さんの講演のほか、各界で活躍するリーダー
や起業家によるパネルディスカッション、交流会を行います。男性や
学生の皆さんもぜひ参加してください。

教育委員会人権教育・児童生徒課　　 671-3250　　 671-1215

いじめの定義…いじめを受けた側の立場に立つ
　方針は、法律の考えを受け、子どもが心身の苦痛を感じてい
るものを「いじめ」としています。いじめを受けた側の立場に
立ち、いじめを広くとらえ、未然防止や早期解決を目指します。

専門家の積極的な活用…学校の対応力を高める
　スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配
置、弁護士などの専門家の派遣、関係機関との連携などの体制
を整備し、学校の対応力を高めます。

学校などの組織的対応の強化…いじめの早期解決を目指して
　いじめの疑いがあった段階で、校長、副校長、児童支援・生徒
指導専任教諭などからなる「学校いじめ防止対策委員会」で情
報共有を密に行い、組織的に対応します。必要に応じて、区役
所や児童相談所などの関係機関と連携して、いじめの早期解決
を目指します。

横浜女性ネットワーク会議＆
ウーマンビジネスフェスタ

シンポジウム参加者募集（事前申込制）

1月27日（土）　10時～17時　パシフィコ横浜 会議センター
　　　　　　　　　　 　（西区みなとみらい1-1-1）

13時～  講演会

14時15分～ 分科会

16時～  交流会

定　員　先着400人（男性や学生も可）
参加費　3,000円（交流会飲食代含む）
保　育　予約制（1歳６か月～未就学児）
申込み　11月13日からホームページで受付

大森美香さんウーマンビジネスフェスタ 検 索

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）
シンポジウムについて

　 男女共同参画センター横浜北（アートフォーラムあざみ野）
　　  910-5700　　 910-5755

あきら

市民局人権課　　 671-2718　　 681-5453

オープニングメッセージ／横浜市長 林文子
基調講演／大森美香さん

①人生が楽しくなる、私らしい働き方
②私らしさをビジネスに

パネリスト・参加者の交流パーティー

福岡県生まれ。テレビ局勤務を経て、
脚本家・演出家に。2015年NHK朝の連
続テレビ小説「あさが来た」で第24回
橋田賞受賞。

※当日は10時から15時まで女性起業家による商品販売や
事業PR、企業によるブース出展なども入場無料で行い
ます
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　「ホームレス」というと「怠け者」や「自分とは違う人」などのイ
メージを持つ人がいるかもしれません。そこを一歩踏み込み、
「なぜ路上生活に至ったのか」を考えてみませんか。
　ホームレスは「自分とは違う人」ではなく、失業や病気で働け
なくなるなど、誰にでも起こりうる理由で路上生活に至った人
たちです。しかし、ホームレスへの偏見をもとにした襲撃行為
は、残念ながらなくなっていません。必要なことは排除ではな
く、当事者の人権を尊重し、社会に復帰できるように支援するこ
とです。同じ人間として、ホームレスの人権を正しく理解する
ことが、誰もが生きやすい温かい社会につながります。

　自分の心と体の性が一致しないと感じる人や
同性愛者などの性的少数者の割合は20人に1人と
もいわれています。この数字は、学校や職場、地
域の仲間として、あるいは家族として、身近に存在していること
を示しています。性的少数者であるかどうかは、自分の意思で
選択や変更ができるものではありません。しかし、「人間は男性
と女性の2種類しかいない」「同性愛は病気だ」などの誤解が多い
中では、性的少数者であることを明らかにすることが難しいた
め、身近にいないように感じがちです。このように、性的少数者
への理解が不十分な現状においては、自分の心と体の性が一致
しないと感じる人は、性別に対する違和感を持ちながら、その理
由がわからず、強い孤独感や絶望感に陥ってしまったり、同性愛
者の多くは異性愛者を装って生きざるを得ない現実がありま
す。
　人の性は多様で、豊かなものです。違いを尊重し、認め合い、
誰もが安心して暮らせる、そんな世の中を一緒につくっていき
ませんか。

ホームレスの理解について 性の多様性を認め合う社会に向けて

健康福祉局生活支援課　　 671-2425　　 664-0403 市民局人権課　　 671-2718　　 681-5453

　パソコンやスマートフォンなどの情報機器につながるイン
ターネットは、私たちが自由に情報を発信する場所や機会を大幅
に増やし、生活を豊かにしました。
　その一方、世界中の不特定多数の人が利用し、匿名で発信され
るインターネットの世界では、発信された情報がストーカー行為
の原因になったり、拡散する過程で意図しない誹謗中傷につな
がったりなど、さまざまな人権侵害をもたらしています。
　「楽しかった旅行の思い出をブログに書いたことが、一緒に
行った友人の写真の流出につながってしまった」「何げない気持
ちで書き込んだ噂話が、まるで真実であるかのように拡散してし
まった」あなたにも、そんな経験はありませんか。
　一度発信した情報は簡単には削除できず、拡散
し続けることも被害の拡大につながります。
　あなたの発信する情報は、誰かを傷つけること
につながりませんか。想像力を働かせ、どのよう
な影響を及ぼすのか、今一度、考えてみましょう。

　先住民族、刑を終えて出所した人、拉致被害者。人身取引、ハ
ラスメント、生活困窮者。皆さんは、こうした人権課題について、
考えてみたことはありますか。
　人権問題は、社会のあらゆる分野で多岐にわたり広がってい
ます。他にも、ひとり親家庭や婚外子、また児童養護施設や里親
などの社会的養護のもとで育った人たちに対して向けられる差
別や偏見の眼差し。事件や事故の加害者の家族や周囲の人たち
に向けられる批判や好奇の目。労働者に対する賃金の未払い、
長時間労働、退職強要など、ブラック企業といわれている人権を
侵害するような事業所などの存在。また、中区寿町周辺地域や
この地域に居住する人たちに対する差別意識や偏見など、さま
ざまな課題があります。
　一人ひとりの人権は、誰にとっても等しくかけがえのないも
のであり、互いに尊重しあう寛容さが求められます。皆さんも、
ぜひ、自分の問題として、折に触れて考えてみてください。

インターネットと人権侵害 さまざまな人権課題

市民局人権課　　 671-2718　　 681-5453

市民局人権課　　 671-2718　　 681-5453
横浜市人権施策基本指針 検 索

倒産や失業

仕事が減った

病気・けがや高齢で
仕事ができなくなった

人間関係がうまくいかなくて、
仕事を辞めた

0　　　　10　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50  (%)

路上生活に至った理由（上位4位まで）
（平成28年10月ホームレス実態調査結果（横浜市内））

44.7

30.4

16.1

6.8

みんなの人権110番（横浜地方法務局）
　　　0570-003-110　　 641-7926

子どもの人権110番（法務省）
　　　0120-007-110　　 212-4365

女性の人権ホットライン（法務省）
　　　0570-070-810　　 212-4364

（月～金曜8時30分～17時15分＜祝休日・年末年始を除く＞）

外国語人権相談ダイヤル
Foreign-language Human Rights Hotline（法務省-Ministry of Justice-）
　　　0570-090911（月～金曜：Weekdays)９時～17時

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・年末年始を除く＞）

学校生活あんしんダイヤル（横浜市教育委員会）
　　　663-1370（火～金曜９時～12時、13時～16時＜年末年始を除く＞）

性別による差別などの相談（男女共同参画センター横浜）
　　　862-5063（9時～16時、木・日曜＜年末年始を除く＞）

心とからだと生き方の電話相談（男女共同参画センター横浜）
　　　871-8080

（火～木・土・日曜9時～16時＜第4木曜、年末年始を除く＞
月・金曜9時～16時、18時～20時＜祝休日・年末年始を除く＞）

よこはまLGBT相談（特定非営利活動法人SHIP）
　　　594-6160

（電話予約後、面談での相談。受付時間：水・金・土曜16時～21時、日曜14時～18時＜年末年始を除く＞）

DVに関する相談（市DV相談支援センター） ※性別を問わず受け付けています　
　　　671-4275（月～金曜９時30分～12時、13時～16時30分 ＜祝休日・年末年始を除く＞）
　　　865-2040（月～金曜９時30分～20時、土・日・祝休日９時30分～16時＜第4木曜、年末年始を除く＞）

DVに関する多言語相談（県配偶者暴力相談支援センター）
　　　050-1501-2803（月～土曜10時～17時＜年末年始を除く＞）

英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語

犯罪被害の相談（市犯罪被害者相談室）　
　　　671-3117（月～金曜9時～17時＜祝休日・年末年始を除く＞）　　 681-5453

対象：市立小・中学校、義務教育学校、特別支援学校に通う児童生徒とその保護者

年末年始…12月29日～1月3日私たちに相談してください ～ひとりで悩みを抱えず、まず相談を～

ひぼう

インターネット
人権相談受付
（枠内の4つ）
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■市立小学校理科支援員
小学5・6年生の観察・実験の支援。
時給1250円（平成29年度実績・交通
費込）。詳細は申込書（区役所広報
相談係で配布。 から入手）で
2018年4月1日時点で21歳以上70
歳未満
12月8日まで
教育委員会指導企画課（ 671－
4447 664－5499）

■市立小・中・高等・特別支援・義務
教育学校  学校技能嘱託員（学校
用務員）

詳細は募集案内（区役所広報相談
係で配布。 から入手）で
2018年4月1日時点で18歳以上65
歳未満、選考、数十人
11月24日まで
教育委員会教職員人事課（ 671
－3886 681－1413）

■市立小・中・特別支援・義務教育
学校  学校司書候補者

詳細は で
2018年4月1日時点で20歳以上65
歳未満、選考130人
11月15日まで
教育委員会指導企画課（ 671－
4174 664－5499）

■市立小・中・義務教育学校
　日本語教室非常勤講師
4月から1年間、1日2～4時間、週2
～4回（月～金曜）。時給2800円（予
定。交通費込）。対応言語・必要書
類等詳細は で
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
資格保有者、選考若干名
12月22日までに必要書類を、教育
委員会国際教育課（ 671－3588
664－5499）へ

■はまっ子ふれあいスクール
　チーフパートナー候補者
2018年4月1日時点で62歳以下、
選考若干名
12月8日までに申込書（問合先で
配布、 から入手。 か で請求
可）で
こども青少年局放課後児童育成
課（ 671－4152 663－1926）

■ヨコハマ・りぶいん　空家待ち登録者
ファミリー向け賃貸住宅｡ 事前に
抽選で順位を決め、空家発生時に
入居を斡旋｡ 詳細はチラシ（11月
16日から区役所広報相談係、行政
サービスコーナーで配布）で
※先着順受付の空家もあり
11月30日まで
ジェイエーアメニティーハウス
（ 435－9419）か建築局住宅政策
課（ 671－4121 641－2756）

■高齢者向け優良賃貸住宅
　①入居者②空家待ち登録者
市認定の民間住宅。抽選
①2018年4月予定。戸塚区平戸38
戸②事前に順位を決め、空家発生
時に入居を斡旋｡緑区北八朔町
申込時に在住か在勤の60歳以上
11月30日までに申込書（①11月9
日②11月16日から区役所広報相

談係、行政サービスコーナーで
配布）で
①タスク（ 251－1515）②ジェイ
エーアメニティーハウス（ 435
－9419）か、建築局住宅政策課（
671－4121 641－2756）

■横浜環境活動賞候補者
詳細はチラシ（区役所広報相談係
で配布）か で
環境の保全･再生･創造に功績の
あった市民、企業、児童･生徒･
学生。選考
12月1日まで
環境創造局政策課（ 671－2478 
641－3490）

■家具転倒防止器具取付代行の
　申込みはお早めに
対象者等詳細はチラシ（区役所広
報相談係、行政サービスコーナー
で配布）か で
11月30日まで
総務局危機管理課（ 671－3456 
641－1677）

■養育費セミナー
申込方法等詳細は で
12月22日（金）10時
技能文化会館
ひとり親家庭か離婚予定の親、
抽選20人
1歳6か月～未就学児（予約制）
11月30日まで
ひとり親サポートよこはま（ 227
－6337 227－6338）かこども青少
年局こども家庭課（ 681－0915）

■介護職員初任者研修（通学課程）
申込方法等詳細はチラシ（区役所
こども家庭支援課で配布）か で
1月11日～3月20日の火･木･土曜、
全20回
児童扶養手当支給水準のひとり
親家庭の親、選考13人
5400円
11月30日まで
ひとり親サポートよこはま（ 227
－6337 227－6338）かこども青少
年局こども家庭課（ 681－0915）

■中央職業訓練校　1月生募集
　パソコン基礎科
費用等詳細は申込書（ハローワー
クで配布）か で
1月19日（金）～3月28日（水）の45日間
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
12月13日まで
説明会　11月28日（火）10時･14時、
問合先で
会場の中央職業訓練校（中区山下
町253、 664－6825 664－2081）

■腎不全者料理教室
12月3日（日）9時30分
技能文化会館
抽選20人
500円
11月15日までに に を書い
て、腎友会（〒222－0035港北区鳥山
町1752、 475－2061 475－2064）へ
前記か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■障害者パソコン講習会  入門
各13時

　①12月5日（火）･7日（木）、全2回
　②12月19日（火）･21日（木）、全2回
　③12月6日（水）･8日（金）･20日（水）･22
日（金）、全4回
横浜ラポール
15歳以上（中学生除く）の初心者、
各抽選8人
　①視覚障害者（音声）②視覚障
害者（画面拡大）③肢体・内部・精
神・聴覚等障害者
①②500円③2080円
11月20日までに に 希
望日、障害名・等級、手話・筆記
通訳希望の有無を書いて、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）へ
前記か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■クラシック・ヨコハマ
12･1月のコンサート。日程･費用等
詳細はチラシ（区役所広報相談係
で配布）か で
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
應義塾大学、三溪園、シルク博
物館、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、横浜労災病院
文化観光局文化振興課（ 671－
3715 663－5606）

■芸人あそどっぐの寝たきりお笑
いライブ

障害者理解を進める｡詳細は で
12月3日（日）13時30分
横浜ラポール（港北区鳥山町
1752）
当日先着300人
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）

■音遊びワークショップ
申込方法等詳細は で
1月6日（土）
　①10時20分②11時50分③14時
横浜美術館
各抽選15組30人。保護者と①②4
歳まで③5歳～小学3年生
11月23日まで
文化観光局文化振興課（ 671－
3715 663－5606）

■糖尿病講習会
詳細は で
各木曜14時。11月16日･1月18日･ 
2月15日･3月15日
各当日先着50人
会場のみなと赤十字病院（中区
新山下3－12－1、 628－6100 628
－6101）

■市大エクステンション講座
　①動脈硬化症の最新知識
　②婦人科がんの最新治療
　③パーキンソン病の治療

①12月5日（火）18時30分②12月8日
（金）14時③12月11日（月）14時
①ウィリング横浜②情文ホール
③市民総合医療センター
各先着｡①③100人②230人
11月13日から で市大地域貢
献センター（ 787－8930 701－
4338）へ。 からも可

■講座｢健診で高血圧と言われたら｣
各14時｡ 11月30日（木）・12月9日（土）
各先着100人
500円
11月13日から か に 希
望日を書いて、会場の総合保健
医療センター（ 475－0178 475
－0002）へ

■講演「小児ぜん息と食物アレルギー」
12月9日（土）13時
情報文化センター
先着200人
1歳～未就学児（予約制）
11月13日から申込書（区役所広報
相談係で配布）で
こども青少年局こども家庭課 
（ 671－2455 681－0925）

■講座｢薬の副作用を回避するた
めに知っておくこと」

申込方法等詳細は で
12月9日（土）13時30分
12月2日まで
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）

■講座｢胃がん｣
12月15日（金）15時
戸塚区役所
先着150人
11月20日から で横浜医療セン
ター（ 853－8357 853－8356）へ

■リターンナース
技術体験と見学。申込方法等詳細
は で
12月6日（水）～8日（金）10時、全3回
済生会横浜市南部病院ほか
港南区内で勤務希望の看護師免
許所持者、先着15人
11月13日から
済生会横浜市南部病院（ 832－
1111 832－8335）

■シンポジウム｢幸せを生み出す
地域の力｣

市民まちづくり事業の検証と展望
11月26日（日）14時
横浜みなとみらい21（西区みな
とみらい2－3－5クイーンズスク
エア横浜クイーンモール3F）
当日先着80人
都市整備局地域まちづくり課
（ 671－2679 663－8641）

■地球市民講座
アメリカ・カナダ大学連合日本研
究センター学生との交流。詳細は
11月6日から で
12月8日（金）17時
高校生以上30歳以下、先着30人
500円
11月13日から で会場の市国
際交流協会（ 222－1174 222－
1187）へ



14 2017（平成29）年 11 月号

■愛犬の健康と幸せのセミナー
ペット同伴不可
12月9日（土）14時
当日先着100人
会場の市動物愛護センター（神奈
川区菅田町75－4、 471－2111
471－2133）

■講座｢日本MRS大実験室」
先端科学の工作実験と講演。申込
方法等詳細は で
12月10日（日）13時
技能文化会館
小学5年～中学生、抽選100人
11月30日まで
文化観光局MICE振興課（ 671
－3546 663－6540）

■親子こんにゃく作り体験教室
申込方法等詳細は で
12月17日（日）9時30分
小学生と保護者、抽選18組36人
1組1000円
12月4日まで
会場のこども植物園（ 741－
1015 742－7604）

■シルバーIT講習　入門
申込方法等詳細は問合せを
各コース火・水曜、全2回
　午前＝9時15分、午後＝13時30分
　《初めてのパソコン》12月5･6日午前
　《初めてのエクセル》12月12･13日午前
　《初めてのワード》12月12･13日午後
各コース50歳以上、抽選18人
3700円
11月27日まで
会場のシルバー人材センター
（ 847－1800 847－1716）

■合同就職面接会
履歴書複数枚持参
11月16日（木）13時～16時（受付は
15時45分まで）
新都市ホール（西区高島2－18－1
横浜新都市ビル）
ハローワーク横浜（ 222－8609 

201－6284）か経済局雇用労働
課（ 671－2343）

■横浜医療センター　健康フェア
健康チェック、相談ほか
11月18日（土）13時～17時
戸塚区役所
横浜医療センター（ 853－8357 
853－8356）

■横浜ガジェットまつり
ロボット、ドローン等。詳細は で
11月17日（金）16時～20時、11月18
日（土）10時～17時
富士ゼロックスみなとみらい事
業所（西区みなとみらい6－1）ほか
経済局誘致推進課（ 671－2594 
664－4867）

■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19日（日）12時～17時
クイーンズサークル（西区みな
とみらい2－3）
環境創造局みどりアップ推進課
（ 671－2617 224－6627）

■展示｢日本のかたち　明治・大
正・昭和の地図」
11月21日（火）～12月17日（日）
会場の中央図書館（西区老松町1、
262－7336 262－0054）

■姉妹都市提携アニバーサリー
　イベント
トークショーと音楽演奏
11月26日（日）13時30分～15時30分
クイーンズサークル（西区みな
とみらい2－3）
国際局国際連携課（ 671－2079 
664－7145）

■花き展覧会
12月1日（金）15時～16時30分・ 
2日（土）9時～16時30分・3日（日） 
9時～10時

　①先着花苗プレゼント＝2日（土）
　②展示品即売＝3日（日）10時
環境活動支援センター（保土ケ
谷区狩場町213）
環境創造局農業振興課（ 671－
2638 664－4425）

■横浜農業探検隊  参加者募集
柴農業専用地区でミカン収穫ほ
か。費用･申込方法等詳細は で
12月2日（土）9時15分、関内駅集合

抽選30人
11月15日まで
環境創造局農政推進課（ 671－
2635 664－4425）

■保育士就職面接会
12月11日（月）13時～16時
技能文化会館
保育士資格保有者か取得見込者
12月10日までに で
事務局（ 681－3734 681－
3735）かこども青少年局保育対
策課（ 671－4469）

www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/unei/
hoikuseido/hoikushikouza.html

保育士就労支援講座などは
ここでチェック!

■北部下水道センター  バス見学会
JFEエンジニアリング鶴見製作所も
11月22日（水）10時、鶴見駅集合
先着30人
11月13日から で会場の北部下
水道センター（ 503－0201 503
－0132）へ

■風力発電所バス見学会
11月28日（火）13時45分、関内駅集合
ハマウィングと水素貯蔵施設
抽選55人
700円
11月16日までに に 4人ま
での を書いて、地球温暖化対
策推進協議会（〒231－0016中区
真砂町4－43、 681－9910 681－
3934）へ
前記か温暖化対策統括本部調整
課（ 671－2719）

■西部水再生センター  バス見学会
俣野別邸庭園も。申込方法等詳細
は で
12月12日（火）9時、戸塚駅集合
先着50人
11月11日から
俣野別邸庭園（ 852－8038 852
－8048）

■ヒューマンライブラリー
詳細はチラシ（申込先で配布）か で
①障害のある人の体験談
②ワークショップ
12月3日（日）
　①10時30分･11時30分
　②13時30分
①各先着12人

　②当日先着40人
①11月14日から で会場の中央
図書館（西区老松町1、 ･ 250
－1619、11月20日休み）へ

※手話・筆記通訳希望者は11月21
日までに申込みを

■市民クルーズ
　飛鳥Ⅱ クリスマス横浜ワンナイト
横浜港発着｡ 詳細はチラシ（区役
所広報相談係で配布）か で
12月24日（日）～25日（月）
抽選22室
大人1人、4万4200円～
11月17日までに取扱旅行会社へ
港湾局客船事業推進課（ 671－
7272 201－8983）

■健康の森ウオーキング
　①瀬谷②南③都筑④戸塚
中学生以下は保護者同伴
各9時集合
　①11月23日（祝）、瀬谷駅
　②11月30日（木）、東戸塚駅
　③12月2日（土）、都筑ふれあいの丘駅
　④12月16日（土）、舞岡駅
　雨天時①11月25日（土）②12月7日
（木）③12月3日（日）④12月17日（日）
各先着30人
11月11日から か に
を書いて、スポーツセンター　
①瀬谷（ 302－3301 301－9442）
②南（ 743－6341 743－6519）
　③都筑（ 941－2997 949－0477）
④戸塚（ 862－2181 881－6995）
へ

■障害者スポーツ支援者講習会
詳細は で
12月10日（日）13時
15歳以上（中学生除く）、抽選20人
11月30日まで
会場の横浜ラポール（ 475－
2050 475－2053）

2018年3月から戸塚駅周辺を喫煙禁止地区に指定します

条例により、市内全域で歩きたばこと吸い殻などのポイ捨てが禁止されています

資源循環局業務課　　 671-2556　　 663-8199
　美化推進重点地区内で、たばこの吸い殻の
散乱やたばこの火による火傷など、被害を及
ぼす恐れのある屋外の公共の場所で喫煙を禁
止する必要がある地区を喫煙禁止地区に指定
しています。これまで、横浜駅など6地区を指
定してきましたが、新たに戸塚駅周辺を喫煙
禁止地区に指定します。

●屋外の公共の場所での喫煙行為は禁止となります。
　（火のついたたばこを持つことも含まれます）
●喫煙禁止地区内には、喫煙所を設置しますので、利用
してください。
●喫煙禁止地区内では、「喫煙禁止地区等指導員」が巡回
します。
●違反者には罰則（過料2,000円）が科せられます。

喫煙禁止地区になると…

柏尾川

ラピス戸塚１
（戸塚モディ）

東口バスターミナル

ふたかけ広場ふたかけ広場

トツカーナ

戸塚区役所

戸塚西口バスセンター　

バスセンター前

戸塚西口バスセンター　

戸塚駅東口入口

元吉倉橋

戸塚駅東口入口

バスセンター前

元吉倉橋

東口バスターミナル

サクラス
戸塚

戸
塚
駅

朝日橋

このマークの
路面表示が目印です

たばこ　ヨコハマ 検 索
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。
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市役所市民情報セン
ター、県内・都内の
主な書店ほかで発売

11月 4日
11日
18日
25日

※タイトルは変更になる場合があります

チャレンジできるからだ作り
横浜記念日めぐり
馬車道特集
港南区特集

10：47～10：52頃
5：10～5：20

9：30～10：00
16：30～16：35（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

相鉄線、
新たな魅力

2017（平成29）年 11 月号

■みなとみらいホール〔西区みなと
みらい2－3－6、 682－2000 682－
2023、11月20日･12月11日休み〕
①クリスマス・パイプオルガンコ
ンサート
②川井綾子ピアノ＆神奈川フィル
メンバー
①12月20日（水）19時
　②1月31日（水）12時10分
①3歳未満と②未就学児は入場
不可
①1000円②1800円、会場で販売
中

■帆船日本丸〔西区みなとみらい2
－1－1、 221－0280 221－0277、月
曜休み〕
①総帆展帆②親子展帆参加者募集
荒天中止
　①11月12日（日）10時30分から帆を
広げ、16時までにたたむ
　②11月12日（日）13時･14時（30分
前から整理券配布）
②小中学生と保護者、各当日先
着60人
②保護者600円、小中学生300円

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－
110－1、 231－2515 231－4545、11
月21･22日休み〕
①名作落語の夕べ
②にぎわい座演芸館
③林家正蔵一門会
④年末年始 志ん輔三昧 年末の会
⑤粋歌ヨコハマサロン
①12月2日（土）18時
　②12月9日（土）14時
　③12月12日（火）14時
　④12月13日（水）19時
　⑤12月25日（月）19時
1500円～3600円

■歴史博物館〔都筑区中川中央1－
18－1、 912－7777 912－7781、月
曜休み〕
市指定・登録文化財展
11月25日（土）～1月8日（祝）
200円

■開港資料館〔中区日本大通3、
201－2100 201－2102、月曜休み〕
展示「開港場横浜の原風景」
1月28日（日）まで
200円

■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－
2、 263－3055 263－3031、11月
13･20日、12月4・11日休み〕
①横浜狂言堂②川本喜八郎の世界
③能の花　能を彩る花
①｢佐渡狐｣｢長光｣②人形劇・能「求
塚」・人形アニメーション③｢石橋 
大獅子」
各14時
　①12月10日（日）
　②12月16日（土）
　③1月13日（土）
①2000円、11月11日12時から
か で②③5000円～7000円、会
場で販売中

■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝日休み〕
①講演｢あなたの買い物がヨコハ
マの未来を変える！｣
②教室｢住宅リフォーム工事の基
礎知識｣
①11月30日（木）14時
　②12月12日（火）13時30分
①鶴見公会堂（鶴見区豊岡町2－1）
　②神奈川区役所
各当日先着｡①93人②100人

※手話通訳希望者は問合せを

■山手西洋館〔山手111番館（中区山
手町111、 ・ 623－2957、第2水曜
休み）〕
世界のクリスマス
12月1日（金）～25日（月）9時30分～
17時（土曜・祝日は18時まで）
西洋館7館･山手68番館

■三溪園〔中区本牧三之谷58－1、 
621－0635 621－6343〕

紅葉の古建築公開
11月18日（土）～12月10日（日）
700円

■市立動物園〔 ズーラシア（旭
区上白根町1175－1、 959－1000 
959－1450、火曜休み）、 野毛

山動物園（西区老松町63－10、
231－1307 231－3842、月曜休み）、 
金沢動物園（金沢区釜利谷東5－

15－1、 783－9100 782－9972、月
曜休み）〕
①クリスマス装飾
②干支の記念撮影スポット
①11月8日（水）～12月24日（日）
　 は25日（月）まで
　②11月18日（土）～1月4日（木）

800円 500円

■私立幼稚園就園奨励補助金
1人年額4万8000円～（世帯の平成
29年度市民税課税額による）
6月2日～11月1日に在住で私学
助成を受ける幼稚園の園児
10月下旬に各幼稚園で配布の申込書で
こども青少年局子育て支援課
（ 671－2085 663－1925）

■高齢者施設・介護の相談会
11月28日（火）10時～16時
ゆめおおおかオフィスタワー（港
南区上大岡西1－6－1）
高齢者施設・住まいの相談セン
ター（ 342－8866 840－5816）
か健康福祉局高齢施設課（ 671
－2408）

■粗大ごみの申込みはお早めに
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（祝日を含む）。受付セ
ンター（ 0570－200－530〈携帯・
IP電話からは 330－3953〉）へ
　 からも可

資源循環局業務課（ 671－3815 
662－1225）

■HIV・梅毒・肝炎検査の実施
12月5日（火）18時～19時30分
　検査結果説明は1週間後

健康福祉局健康安全課（ 671－
2729 664－7296）｡ 検査時間内
は会場の横浜AIDS市民活動セン
ター（中区尾上町3－39尾上町ビ
ル、 201－8830）

■市営交通カレンダー2018販売中
売切れ次第終了
地下鉄11駅、お客様サービスセ

ンター（上大岡・横浜駅）ほか
1000円
市コールセンター（ 664－2525 
664－2828）

■環境アセスメント図書の縦覧
　（仮称）中山駅南口地区第一種市

街地再開発事業計画段階配慮書
環境情報提供書の提出は問合先へ
11月2日～16日（予定）
緑区役所企画調整係、問合先で
環境創造局環境影響評価課（
671－2495 663－7831）

■市民意見募集
　よこはま保健医療プラン2018素案
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、問合先で。 からも可
11月27日まで
医療局医療政策課（ 671－2993 
664－3851）

■市民意見募集  
　都市計画マスタープラン
　①神奈川区プラン改定素案
　②保土ケ谷区プラン改定素案
　③南区プラン改定素案
資料の閲覧・配布は期間中、市役所
市民情報センター、区役所区政推
進課（①神奈川②保土ケ谷③南区
のみ）で。 からも可
①11月8日～12月22日②11月10日
～12月15日③11月1日～12月8日
①神奈川区企画調整係（ 411－
7028 314－8890）②保土ケ谷区
企画調整係（ 334－6227 333－
7945）③南区企画調整係（ 341
－1232 341－1240）

横浜を感じるミニコラム

 『思いよ、とどけ』 羽生 結弦（フィギュアスケート選手）

　横浜市神奈川区の「神奈川スケートリンク（現愛
称：横浜銀行アイスアリーナ）」は、僕がスケート
を続けるきっかけになったリンクです。
　2011年の東日本大震災で、練習拠点の地元・仙
台市のリンクも大きな被害を受けました。そのと
き、かつて指導を受けた都築章一郎先生を頼って、

神奈川スケートリンクで練習を再開することがで
きました。東北だけでなく、東日本全体が大変だ
った時期。横浜でも被害があり、停電などが続く
中でも僕を受け入れてくださった、そんな心の優
しさを横浜の人や街に感じました。
　今年８月、神奈川区の区制90周年イベントで、
思い出のリンクで滑ることができました。演じた
曲は「花になれ」。震災のあと、僕が「心を強く持
とう」と感じた曲で、「苦しさをばねに頑張ろう」と
いう思いを込めたプログラムです。子どもたちに
そのメッセージが伝われば…と、この曲を選びま
した。この日、観客の皆さんからいただいた温か
いパワーを胸に、オリンピックシーズンを頑張っ
ていきます。
　フィギュアスケートは、スポーツでありながら
気持ちを表現することができる、唯一のものだと

思います。難易度の高い技術を組み込みながら、
「伝えたいこと」を醸し出せるようなスケートが、
僕の思い描くフィギュアスケート。それを、横浜
の皆さんにもお見せしたいと思っています。

羽
はにゅう

生結
ゆ づ る

弦さん：1994年宮城県仙台市生
まれ。ANA所属、早稲田大学人間科学部
在学。2010年世界ジュニア選手権優勝。
初出場の2012年世界選手権で銅メダ
ルを獲得後、カナダに練習拠点を置く。
2014年ソチ五輪では、男子シングルで日
本人初の金メダルに輝いた。2017年世
界選手権では、フリースケーティングで
自身の持つ世界最高得点記録を塗り替
えて２度目の優勝を果たす。ジャンプ、ス
ピンなどの要素を高難度かつ高い質で
行う技術力と、音楽と一体化したプログ
ラムの完成度を追及する滑りが魅力。

プロフィール
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【発行】  市民局広報課     671-2332     661-2351

横浜マイスターまつり
11月26日（日）10時～15時 
技能文化会館（中区万代町2-4-7）

　横浜マイスターが心をこめて、卓越した「匠
の技」を披露します。

　市民の生活・文化を支え、豊かにする貴
重な技能、「手仕事・手作業」。市では、「装
う・食べる・住む・暮らす」の各分野で活躍
する市内在住の優れた技能職者を「横浜マ
イスター」に選定し、その貴重な技を伝え、
手仕事・手作業の素晴らしさを広める活動
をしています。平成8年度から開始し、こ
れまでに38職種57人を選定しました。

経済局雇用労働課　　 671-4098　　 664-9188

平成29年度 マイスターが決定平成29年度 マイスターが決定

11月18日（土）・19日（日） 10時～16時 （荒天中止）

たくみ

食材の産地を訪れ、生産者から学び、安心・安全な旬の
食材を厳選。フランス料理を和の心で表現し、味わう
スタイルの「横濱フレンチ」を提唱しています。創る料
理は、五感で楽しむことができます。

横浜マイスター 検 索

今平　茂さん
調理師（西洋料理）

いまひら　　   しげる

料理の提供※
　食のマイスターの味をその
場で楽しめます。

技能体験教室※
　マイスターと一緒に作品づ
くりにチャレンジできます。

※【申込み】
　11月14日まで（消印有効）
有料。各回申込みが多い場合は
抽選になります。詳しくは市役
所市民情報センター・区役所広
報相談係で配布しているチラシ
またはホームページで確認して
ください。

技能披露と作品の展示・販売
　マイスターの卓越した技を、見て、触れて、身近に
感じることができます。

　横浜の「農」の魅力を実感してもらうために、「横浜の農にふれる・見る・味
わう」というテーマで開催するイベントです。　　　※内容は変更になる場合があります

横浜野菜を味わう  横浜北仲マルシェ 横浜の農を再現  「横浜農場」花壇の展示
会場：北仲通北第二公園、水際プロムナードほか
　市内の生産者から直接話を聞きながら、新鮮で
おいしい横浜野菜を購入できます。市内産農畜
産物を使ったパンやお菓子などの販売も。

会場：運河パーク

会場：日本丸メモリアルパーク  訓練センター屋上
　みなとみらいの代表的な景観の中に、農場風の
花壇が出現。花壇には、横浜産の花や植木を使用。
花に関連したワークショップも開催します。

横浜10大ニュース 検 索

横浜10大ニュース
　今年、皆さんが気になった出来事
はなんですか？ 年末恒例の「横浜
10大ニュース」を市民の皆さんの投
票により決定します。抽選でプレ
ゼントが当たるチャンスも。みん
なで投票しましょう！

投票期間：11月21日（火）～
12月12日（火）

投票方法：ホームページで

市民局広聴相談課　
　 671-2335　　 212-0911

※専用はがきでも投票できます。
　詳しくは専用はがき付きチラシ（11月21
日から市役所市民情報センター、区役所
広報相談係で配布）で確認してください

食と農の祭典 検 索

環境創造局農業振興課　
　 671-2638　　 664-4425

e-Taxの利用は、マイナンバーカードで

　e-Tax（国税電子申告・納税システム）はマイナンバー
カードか住基カードに記録された電子証明書を使用し
ます。
　住基カードに記録された電子証明書の有効期限が切
れた場合は、カード自体が有効期限内でも、e-Taxでは
利用できず、マイナンバーカードへの切替えが必要で
す。住基カードを利用予定の人は、注意してください。

　マイナンバーカードの交付は申請してから1～2か月
程度かかります。早めの申請をお願いします。

マイナンバーカードの申請はお早めに！

住基カードの電子証明
書の有効期限は発行後3
年間です。カードの表
面に書かれた期限とは
異なります。

注意してください！

■e-Taxについて
　 ヘルプデスク（国税庁）　　 0570-01-5901（土・日曜、祝日、年末年始を除く）
■マイナンバーカードの申請方法について
　 市コールセンター　　 　 664-2525　　 664-2828

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

スタンプカードは、横浜北仲マルシェで横浜
野菜などを買い物した人が受け取れます。残
り2つの会場もまわり、スタンプを集めると
景品をプレゼント。

スタンプラリー開催！

（昨年の料理）
広東風五目あんかけご飯

和竿作りの実演

石のはんこ彫り体験

市民が選ぶ

乗って触れて、気分は農家  農機具展示

　トラクター
などの農機具
に乗ることが
できます。

イータックス

日本丸が国指定重要文化財に 全国都市緑化よこはまフェア開催


