
各種手続・窓口案内・市営交通の案内など   横浜市コールセンター
664 -2828
callcenter@city.yokohama.jp

毎日8時～21時
に こ に こ

　毎週水・金曜日のお昼になると、市庁舎1階の市民広間には行列ができ、「いらっ
しゃいませ」と元気な声が聞こえてきます。障害のある方が作ったパンやクッキー

を販売する「わたしは街のパン屋さん」です。「おいしいものを届けたい」という思いが込められたパンは本当
に味わい深く、毎回楽しみにしている常連のお客様もいらっしゃいます。買い物用のトレイをお客様に手渡
したり、お買い上げの品を袋に詰めたり、自分が作ったパンを販売している皆さんの表情はとても生き生きと
しています。
　また、普段なにげなく目にしている、街区表示板という電信柱などに貼ってある住所が書かれた細長いプ
レートは、古くなり汚れると、その多くを障害のある方がきれいにしたり、交換したりしています。
　地域の障害者施設や事業所では、このほかにも、お弁当の製造、野菜づくりや小物づくり、バスターミナル・
公園の清掃など、さまざまな仕事をしています。また、お店や会社で働く人もいます。
　街には多様な人々が暮らし、働き、私たちは、皆で支え合い、共に生きています。障害のあるなしに関わらず、
一人の市民として、誰もが住み慣れた街で当たり前のように交流し生活していける、そんな地域社会をつくっ
ていきましょう。

すべての人が輝けるまちヨコハマを目指して

人　口
世帯数

3,740,172人
1,690,932世帯

※紙面中、特に記載がない場合、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。

（2018年10月1日現在）

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。 広報よこはま 検 索

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。

浜島ひろみさん浜島ひろみさん 那須勇介さん那須勇介さん 一柳篤史さん一柳篤史さん

これが私の仕事です。私の楽しみです。
～障害のある人もない人も誰もが地域の主役～

詳しくは最終ページへ
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【この記事に関する問合せは】教育委員会事務局人権教育・児童生徒課へ　　 671-3725　　 671-1215

【効率的な組織づくりに関しての問合せは】総務局人事課へ　　 671-2097　　 662-7712
【職員給与に関しての問合せは】総務局労務課へ　　 671-2157　　 664-7386

市職員の給与の状況

いじめ防止市民フォーラム

【日　時】  12月2日（日） 13時～15時
【会　場】  南公会堂（南区浦舟町2-33）
【内　容】  いじめ防止のための取組紹介や

パネルディスカッションなど
【定　員】  先着500人
【料　金】  無料
【申込み】  11月12日（月）からホームページで

一人で抱え込まず、まずは相談してください

学校生活
あんしんダイヤル

学校には相談しにくい悩
みを、社会福祉の専門職
が一緒に考えます。

いじめ110番
いじめや困りごとにつ
いて、臨床心理士や元教
員などの相談員が一緒
に考えます。

一般教育相談
小中学生の不登校や
友人関係の困りごと
などに、元教員が相談
にのります。

663-1370
（火～金曜9時～17時
祝日、12月29日～1月3日
を除く）

671-3726
（月～金曜9時～17時
祝日、12月29日～1月3日
を除く）

0120-671-388
（毎日、24時間）

フォーラムの
申込みはこちらから

よこはまシニア通信 よこはま
健康ファミリィ
キャラクター

パパ ママ ワタシ ジィジ バァバヘルスィ

認知症の高齢者などを対象とした「見守りシール」を配付します
　認知症の高齢者などが行方不明になったとき、できるだけ早く自宅に戻れるよう、個
人情報を守りながら身元を特定できる「見守りシール」を配付します。日頃身につける
ものに貼って使用します。

【この記事に関する問合せは】健康福祉局高齢在宅支援課へ　　 671-4129　　 681-7789

【申込み】
認知症の人と家族などが申し込むことができます。
12月3日（月）から居住区の区役所高齢・障害支援課、地
域包括支援センター（地域ケアプラザ）に直接申込み
※鶴見区の申込み先は地域ケアプラザのみです。

【対象】
認知症高齢者などで、区や県※1の認知症高齢者等
SOSネットワーク※2に事前登録をしている人
【有効期限】シール配付から1年間
※期限前に、登録者にお知らせを通知します。

【料金】無料

※1  県へ事前登録を行うと、県を経由して県警察へ事前登録
情報を提供し、行方不明時の捜索にも活用します。

※2  認知症により行方不明となる人の早期発見や安全確保の
ために、各行政機関が連携してつくるネットワークです。

見守りシール
様子が気になる高齢者などを

見かけたら･･･

発見者や警察などが衣服や持ち物に貼られた
二次元コードを読み取り、画面に表示される

コールセンターの番号に連絡

コールセンターが事前登録情報をもとに
家族などに連絡

無事に帰宅

利用イメージ

　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、この勧告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。

2職員給与

注1）  職員数（A）は普通会計の人数（再任用を除く）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83.8%です。

表示単位未満をそれぞれ四捨五入しています

　普通会計における平成30年度の職員人件費は、人事委員会勧告
に伴う給与改定や退職者数の増などの影響により、対前年度比約
1.4％の増を計上していますが、普通会計歳出予算に占める人件費
の割合は、0.8ポイントの減となっています。

普通会計職員人件費予算
普通会計に占める職員人件費の比率

【図1】普通会計に占める職員人件費の推移（予算）

給料
1,417億
8,482万円

職員手当
457億
5,269万円

期末・勤勉手当
670億
6,265万円

職員数（A）
3万

5,464人

　　　　計（B）＝2,546億16万円
一人当たり給与費（B）/（A）＝718万円

【図2】職員給与費の状況（平成30年度普通会計予算）
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職員定数　
　平成30年度は救急隊の増隊、児童相談所の執行体制
強化、ラグビーワールドカップ2019TMおよび東京2020
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、463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、367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29年度の
44,704人から96人増えて44,800人になりました。

１効率的な組織づくり

　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。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。

効率的な執行体制
　人口1,000人当たりの職員数は9.63人※で、20ある政
令指定都市の中で3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29年度）と住民基本台帳の人口（平成29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。

※「平成30年地方公務員給与実態調査」に基づく数値で、全て平成30
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

313,469円

381,414円

40歳6月

技能職員

324,060円

388,323円

47歳11月

区分

大学卒

高校卒

10年

266,121円

230,207円

15年

319,570円

278,757円

20年

366,881円

321,429円

25年

393,282円

366,743円

30年

411,952円

386,254円

経験年数

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

＊表1～3、図1・2（すべて税込額）

3,366

20.5%

19.7%

3,414

♥♥♥♥

♥

♥ 人権特集
私たちの社会や日常生活の中には、さまざまな人権にかかわる問題があります。
12月4日から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。

犯罪被害にあうということ
　傷害、殺人、詐欺、性犯罪、交通犯罪などの事件や事故は毎
日のように起こっています。こうした事件の報道に接した
とき、つい被害者に何か落ち度があったのではないか、と考
えてしまうことはないでしょうか。また、インターネット上
で見かける被害者に関するさまざまな情報を、真実かどうか
もわからないまま、信じてしまうことはないでしょうか。
　犯罪被害者やその家族、遺族（犯罪被害者等と言います。）
は、いわれのない非難や中傷、根も葉もないうわさ話などに
苦しめられることが少なくありません。中には、そのために
転居しなければならなくなった事例もあります。
　犯罪被害者等には、こうした非難や中傷
ではなく、温かい見守りやちょっとした心
遣いなどが求められています。犯罪被害者
等の人権について、また、あなたの身近に犯
罪被害に遭った人がいたら、自分に何がで
きるのかこの機会に考えてみませんか。

【この記事に関する問合せは】

市民局人権課へ　　 671-3118
または犯罪被害者相談室へ　　 671-3117　　 681-5453

なくそう！DV
　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。こんなときは、1人で悩まずに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。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。

【この記事に関する問合せは】

政策局男女共同参画推進課へ　　 671-4479　　 663-3431
またはDV相談支援センターへ　　 671-4275または865-2040

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

12月はいじめ防止啓発月間です

人権啓発講演会 / 中学生人権作文コンテスト表彰式
世界はひとつ ～国籍を乗り越えて～

　いじめは、どの集団、どの学級、どの子どもにも起こる可能
性があります。
　いじめ防止対策推進法では、「子どもが何らかの行為を受
け、心身の苦痛を感じているもの」は「いじめ」と定義してい
ます。いじめにはさまざまな形がありますが、その多くは大
人が気付きにくいもので、周りの大人が子ども一人ひとりの
発する小さなサイン（言葉、表情、しぐさなど）を見逃さずに、
いじめを早期に発見し、対応するこ
とが大切です。
　子どものいじめを防止するために
は、特定の子どもや立場の人だけの
問題とせず、広く社会全体で取り組
むことが必要です。また、学校、保護
者、地域などが連携、協力して、子ど
もの人権意識を育むことが、いじめ
の未然防止や解決には不可欠です。

　元Jリーガーでサッカー解説者の宮澤ミシェルさんによ
る講演会です。
　スポーツ・政治・文化などさまざまな国際交流が発展して
いる一方で、社会にはいまだに差別・偏見が存在します。
　幼少期、サッカー選手時代と、「国籍」という壁にぶつか
り、多くの差別と苦悩を経験してきた宮澤さんが、一人ひと
りの人権が尊重される豊かな社会へとつながるよう、エー
ルを送ります。

【この記事に関する問合せは】

教育委員会人権教育・児童生徒課へ
　　 671-3724　　 671-1215

高齢者のセルフ・ネグレクトを防ぐ
　高齢者のセルフ・ネグレクトとは「高齢者が通常一人の人
として、生活において当然行うべき行為を行わない、あるい
は行う能力がないことから、自己の心身の安全や健康が脅か
される状態に陥ること※」とされています。具体的には、必要
な食事がとれていなかったり、必要な医療や介護のサービス
が受けられていなかったり、極端に不衛生な環境で生活して
いることが挙げられます。きっかけは、身近な人の死や、認
知症をはじめとした病気の発症など、誰にでも起こる可能性
があります。自分に必要な助けを求めることができなくなっ
てしまった結果、生命や健康を損ない、孤立死につながるよ
うな、本人の人権が守られない状態に陥ることもあります。
自分自身の健康維持に努めることに加え、周囲の人たちの気
付きも大切です。地域での気付きやあいさつなどの声掛け
で、防ぐことができるかもしれません。心配な場合は、居住
区の区役所や、近くの地域ケアプラザへ相談してください。

【この記事に関する問合せは】

健康福祉局高齢在宅支援課へ
　　 671-3924　　 681-7789

「想（おもい） 相手と心から向き合おう」は
横浜子ども会議に参加した

子どもたちがいじめ防止のために
考えたスローガンです。

1人で悩まないで！

【日時】  11月25日（日） 13時30分～16時（13時開場）
【会場】  西公会堂（西区岡野1-6-41）
【対象】  当日先着450人
※手話・筆記通訳・車いす席あり。保育（予約制、1歳～未就学児）を
　希望する場合は、11月15日（木）までに問合せ先に連絡してください。

【この記事に関する問合せは】市民局人権課へ　　671-2718　　 681-5453

西口

横浜駅
平沼橋駅

岡野町交差点
ヨドバシカメラ

モアーズ相鉄ジョイナス

高島屋相鉄ムービル

横
浜
平
沼
高
校

岡
野
公
園

相鉄線

至東京至大船

西公会堂

シール

※津村千恵子「セルフ・ネグレクト防止活動に求める法的根拠と制度的支援」
　（高齢者虐待防止研究、2009）からの引用

宮澤ミシェルさん

　「いじめの問題を自分ごとととらえ、互いに支え合
う子ども社会をつくろう」をテーマに開催します。

0120-00-0000

イメージ
です
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【この記事に関する問合せは】教育委員会事務局人権教育・児童生徒課へ　　 671-3725　　 671-1215

【効率的な組織づくりに関しての問合せは】総務局人事課へ　　 671-2097　　 662-7712
【職員給与に関しての問合せは】総務局労務課へ　　 671-2157　　 664-7386

市職員の給与の状況

いじめ防止市民フォーラム

【日　時】  12月2日（日） 13時～15時
【会　場】  南公会堂（南区浦舟町2-33）
【内　容】  いじめ防止のための取組紹介や

パネルディスカッションなど
【定　員】  先着500人
【料　金】  無料
【申込み】  11月12日（月）からホームページで

一人で抱え込まず、まずは相談してください

学校生活
あんしんダイヤル

学校には相談しにくい悩
みを、社会福祉の専門職
が一緒に考えます。

いじめ110番
いじめや困りごとにつ
いて、臨床心理士や元教
員などの相談員が一緒
に考えます。

一般教育相談
小中学生の不登校や
友人関係の困りごと
などに、元教員が相談
にのります。

663-1370
（火～金曜9時～17時
祝日、12月29日～1月3日
を除く）

671-3726
（月～金曜9時～17時
祝日、12月29日～1月3日
を除く）

0120-671-388
（毎日、24時間）

フォーラムの
申込みはこちらから

よこはまシニア通信 よこはま
健康ファミリィ
キャラクター

パパ ママ ワタシ ジィジ バァバヘルスィ

認知症の高齢者などを対象とした「見守りシール」を配付します
　認知症の高齢者などが行方不明になったとき、できるだけ早く自宅に戻れるよう、個
人情報を守りながら身元を特定できる「見守りシール」を配付します。日頃身につける
ものに貼って使用します。

【この記事に関する問合せは】健康福祉局高齢在宅支援課へ　　 671-4129　　 681-7789

【申込み】
認知症の人と家族などが申し込むことができます。
12月3日（月）から居住区の区役所高齢・障害支援課、地
域包括支援センター（地域ケアプラザ）に直接申込み
※鶴見区の申込み先は地域ケアプラザのみです。

【対象】
認知症高齢者などで、区や県※1の認知症高齢者等
SOSネットワーク※2に事前登録をしている人
【有効期限】シール配付から1年間
※期限前に、登録者にお知らせを通知します。

【料金】無料

※1  県へ事前登録を行うと、県を経由して県警察へ事前登録
情報を提供し、行方不明時の捜索にも活用します。

※2  認知症により行方不明となる人の早期発見や安全確保の
ために、各行政機関が連携してつくるネットワークです。

見守りシール
様子が気になる高齢者などを

見かけたら･･･

発見者や警察などが衣服や持ち物に貼られた
二次元コードを読み取り、画面に表示される

コールセンターの番号に連絡

コールセンターが事前登録情報をもとに
家族などに連絡

無事に帰宅

利用イメージ

　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、この勧告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。

2職員給与

注1）  職員数（A）は普通会計の人数（再任用を除く）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83.8%です。

表示単位未満をそれぞれ四捨五入しています

　普通会計における平成30年度の職員人件費は、人事委員会勧告
に伴う給与改定や退職者数の増などの影響により、対前年度比約
1.4％の増を計上していますが、普通会計歳出予算に占める人件費
の割合は、0.8ポイントの減となっています。

普通会計職員人件費予算
普通会計に占める職員人件費の比率

【図1】普通会計に占める職員人件費の推移（予算）

給料
1,417億
8,482万円

職員手当
457億
5,269万円

期末・勤勉手当
670億
6,265万円

職員数（A）
3万

5,464人

　　　　計（B）＝2,546億16万円
一人当たり給与費（B）/（A）＝718万円

【図2】職員給与費の状況（平成30年度普通会計予算）
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職員定数　
　平成30年度は救急隊の増隊、児童相談所の執行体制
強化、ラグビーワールドカップ2019TMおよび東京2020
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、463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、367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29年度の
44,704人から96人増えて44,800人になりました。

１効率的な組織づくり

　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。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。

効率的な執行体制
　人口1,000人当たりの職員数は9.63人※で、20ある政
令指定都市の中で3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29年度）と住民基本台帳の人口（平成29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。

※「平成30年地方公務員給与実態調査」に基づく数値で、全て平成30
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

313,469円

381,414円

40歳6月

技能職員

324,060円

388,323円

47歳11月

区分

大学卒

高校卒

10年

266,121円

230,207円

15年

319,570円

278,757円

20年

366,881円

321,429円

25年

393,282円

366,743円

30年

411,952円

386,254円

経験年数

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

＊表1～3、図1・2（すべて税込額）

3,366

20.5%

19.7%

3,414

♥♥♥♥

♥

♥ 人権特集
私たちの社会や日常生活の中には、さまざまな人権にかかわる問題があります。
12月4日から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。

犯罪被害にあうということ
　傷害、殺人、詐欺、性犯罪、交通犯罪などの事件や事故は毎
日のように起こっています。こうした事件の報道に接した
とき、つい被害者に何か落ち度があったのではないか、と考
えてしまうことはないでしょうか。また、インターネット上
で見かける被害者に関するさまざまな情報を、真実かどうか
もわからないまま、信じてしまうことはないでしょうか。
　犯罪被害者やその家族、遺族（犯罪被害者等と言います。）
は、いわれのない非難や中傷、根も葉もないうわさ話などに
苦しめられることが少なくありません。中には、そのために
転居しなければならなくなった事例もあります。
　犯罪被害者等には、こうした非難や中傷
ではなく、温かい見守りやちょっとした心
遣いなどが求められています。犯罪被害者
等の人権について、また、あなたの身近に犯
罪被害に遭った人がいたら、自分に何がで
きるのかこの機会に考えてみませんか。

【この記事に関する問合せは】

市民局人権課へ　　 671-3118
または犯罪被害者相談室へ　　 671-3117　　 681-5453

なくそう！DV
　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。こんなときは、1人で悩まずに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。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。

【この記事に関する問合せは】

政策局男女共同参画推進課へ　　 671-4479　　 663-3431
またはDV相談支援センターへ　　 671-4275または865-2040

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

12月はいじめ防止啓発月間です

人権啓発講演会 / 中学生人権作文コンテスト表彰式
世界はひとつ ～国籍を乗り越えて～

　いじめは、どの集団、どの学級、どの子どもにも起こる可能
性があります。
　いじめ防止対策推進法では、「子どもが何らかの行為を受
け、心身の苦痛を感じているもの」は「いじめ」と定義してい
ます。いじめにはさまざまな形がありますが、その多くは大
人が気付きにくいもので、周りの大人が子ども一人ひとりの
発する小さなサイン（言葉、表情、しぐさなど）を見逃さずに、
いじめを早期に発見し、対応するこ
とが大切です。
　子どものいじめを防止するために
は、特定の子どもや立場の人だけの
問題とせず、広く社会全体で取り組
むことが必要です。また、学校、保護
者、地域などが連携、協力して、子ど
もの人権意識を育むことが、いじめ
の未然防止や解決には不可欠です。

　元Jリーガーでサッカー解説者の宮澤ミシェルさんによ
る講演会です。
　スポーツ・政治・文化などさまざまな国際交流が発展して
いる一方で、社会にはいまだに差別・偏見が存在します。
　幼少期、サッカー選手時代と、「国籍」という壁にぶつか
り、多くの差別と苦悩を経験してきた宮澤さんが、一人ひと
りの人権が尊重される豊かな社会へとつながるよう、エー
ルを送ります。

【この記事に関する問合せは】

教育委員会人権教育・児童生徒課へ
　　 671-3724　　 671-1215

高齢者のセルフ・ネグレクトを防ぐ
　高齢者のセルフ・ネグレクトとは「高齢者が通常一人の人
として、生活において当然行うべき行為を行わない、あるい
は行う能力がないことから、自己の心身の安全や健康が脅か
される状態に陥ること※」とされています。具体的には、必要
な食事がとれていなかったり、必要な医療や介護のサービス
が受けられていなかったり、極端に不衛生な環境で生活して
いることが挙げられます。きっかけは、身近な人の死や、認
知症をはじめとした病気の発症など、誰にでも起こる可能性
があります。自分に必要な助けを求めることができなくなっ
てしまった結果、生命や健康を損ない、孤立死につながるよ
うな、本人の人権が守られない状態に陥ることもあります。
自分自身の健康維持に努めることに加え、周囲の人たちの気
付きも大切です。地域での気付きやあいさつなどの声掛け
で、防ぐことができるかもしれません。心配な場合は、居住
区の区役所や、近くの地域ケアプラザへ相談してください。

【この記事に関する問合せは】

健康福祉局高齢在宅支援課へ
　　 671-3924　　 681-7789

「想（おもい） 相手と心から向き合おう」は
横浜子ども会議に参加した

子どもたちがいじめ防止のために
考えたスローガンです。

1人で悩まないで！

【日時】  11月25日（日） 13時30分～16時（13時開場）
【会場】  西公会堂（西区岡野1-6-41）
【対象】  当日先着450人
※手話・筆記通訳・車いす席あり。保育（予約制、1歳～未就学児）を
　希望する場合は、11月15日（木）までに問合せ先に連絡してください。

【この記事に関する問合せは】市民局人権課へ　　671-2718　　 681-5453

西口

横浜駅
平沼橋駅

岡野町交差点
ヨドバシカメラ

モアーズ相鉄ジョイナス

高島屋相鉄ムービル

横
浜
平
沼
高
校

岡
野
公
園

相鉄線

至東京至大船

西公会堂

シール

※津村千恵子「セルフ・ネグレクト防止活動に求める法的根拠と制度的支援」
　（高齢者虐待防止研究、2009）からの引用

宮澤ミシェルさん

　「いじめの問題を自分ごとととらえ、互いに支え合
う子ども社会をつくろう」をテーマに開催します。

0120-00-0000

イメージ
です
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外国人との共生に向けて
　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
てきた本市では、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30年8月末現在で、市
内には約160の国や地域から来た約95,000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。

【この記事に関する問合せは】

国際局政策総務課へ　　 671-3826　　 664-7145

ホームレスの理解について
　「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。しかし、路上生活に
至る前は、ほとんどの人が仕事をしていて、失業や病気など予
期せぬ理由で路上生活に至ってしまった場合が多いのです。
　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。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。このよ
うなことが、誰もが生きやすい温かい社会へとつながっていき
ます。

【この記事に関する問合せは】

健康福祉局生活支援課へ　　 671-2425　　 664-0403

性の多様性を認め合える社会へ
　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人とも言われ、学校や職場・地域の仲間とし
て身近に存在しています。しかし、まだまだ周囲の理解が十分でな
く偏見もある中では、自らが性的少数者であることを明らかにする
ことが難しく、身近にいないように思われがちです。実際には、人の
性は男性と女性の二つにとどまらず、多様で豊かなものなのです。
　性の多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会をみんな
でつくっていきませんか。

※性的指向について少数であるレズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよび、性自認について少数であ
るトランスジェンダーの頭文字をとってLGBTと言われることもあります。

【この記事に関する問合せは】

市民局人権課へ　　 671-2718　　 681-5453

インターネットと人権
　インターネットは、匿名で簡単に情報発信できたり、必要な
情報をすぐに調べることや、世界中の人とつながることができ
たりするなど、私たちの生活を豊かにしています。その一方で、
他人の誹謗中傷や個人情報の無断掲示、差別的な書き込み、無
料通信アプリなどを利用したいじめ、インターネットを通じて
知り合った人物からの被害などのさまざまな人権侵害が問題
となっています。さらに、一度流出した情報は完全に削除する
ことができず、拡散し、長年にわたって被害が継続することで、
被害を受けた人や、その関係者の人生にも大きく影響してしま
うこともあります。
　インターネットは使い方次第で、自分自身
が加害者にも、被害者にもなり得ます。そん
なつもりじゃなかった書き込みや、気軽な書
き込みが、誰かを傷つけたり、自分自身が傷
ついたりする事態を招きかねません。イン
ターネットを使う時は、自分自身の意識や行
動を常に点検するようにしましょう。

【この記事に関する問合せは】

市民局人権課へ　　 671-2718　　 681-5453

さまざまな人権課題
　アイヌ民族などの先住民族、刑を終えて出所した人、生活困窮
者、拉致被害者等、災害に伴う人権問題、人身取引、ハラスメン
ト。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。人権課題は、多岐にわたり広がっています。ほかにも、
ひとり親家庭、婚外子、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などに対して向けられる差別や偏見のまな
ざし。事件や事故の加害者の家族などへの好奇の目。また、中
区の寿地区(簡易宿泊所)とその地域に居住する人たちに対する
差別意識や偏見。賃金の未払い、長時間労働、退職強要等、事業
所による労働者への人権侵害など、さまざまな課題があります。
　人権は、誰にとっても等しくかけがえのないものです。「私は
差別的な見方をしていないだろうか」と一人ひとりが自らに問
いかけてみることが、誰もが暮らしやすい社会につながるので
はないでしょうか。互いに尊重し合う寛容さが求められます。

【この記事に関する問合せは】

市民局人権課へ　　 671-2718　　 681-5453

人権特集は12月号へ続きます。

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

❷ 子どもの人権110番（横浜地方法務局）
  　　 0120-007-110

❸ 女性の人権ホットライン（横浜地方法務局）
  　　 0570-070-810

  　❶～❸の受付日時　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

❹ 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

❺ 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）

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

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

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）
（2016年10月ホームレス実態調査結果〈横浜市内〉）
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16.1
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(%)

常勤職員・従業員

日雇

臨時・パート・
アルバイト

0　　  10　　 20　　 30　　 40

路上生活に至る前の職種（上位3位まで）
（2016年10月ホームレス実態調査結果〈横浜市内〉）

39.1

30.4

21.1

(%)

　本市では、今まさに悩んでいる人への支援を、支援団体の協力を得て行っ
ています。同性を好きになったり、自分の心の性と体の性が一致しないと
感じたりすることについて、疑問や悩みがあったら、相談してください。

よこはまLGBT相談（月2回面接相談、要電話予約）
面接相談の開催日に関する問合せや予約申込は、

NPO法人SHIP（　 594-6160）へ
（水・金・土曜16時～21時、日曜14時～18時）

シップ

❶～❹のインターネット
人権相談受付はこちら
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■市立病院勤務の看護師・助産師
　（正規職員）
詳細は募集案内（区役所広報相談係
で配布）か で
試験日＝12月9日（日）
11月22日まで
医療局病院経営本部人事課（
0120－74－4174 664－3851）

■市立高等学校 理容科実習助手
　（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15日（土）
11月16日まで
教育委員会教職員人事課（ 671－
3246 681－1413）

■要介護認定調査員（嘱託員）
詳細は募集要項（区役所高齢・障害支
援課で配布）か で
11月16日まで
健康福祉局介護保険課（ 671－
4256 681－7789）

■学校用務員（嘱託員）
詳細は募集案内（区役所広報相談係
で配布。 から入手）で
11月22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（非常勤）

選考。詳細は で
11月15日まで
教育委員会指導企画課（ 671－
4174 664－5499）

■市立小学校 理科支援員（非常勤）
2019年4月1日時点で20歳以上70歳未
満、選考。小学5・6年生の観察・実験
の支援。時給1,250円（予定。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
12月7日まで
教育委員会指導企画課（ 671－
4447 664－5499）

■市立小学校 外国語活動コーディ
ネーター（非常勤講師）

2019年3月31日時点で65歳未満で、中
学校教諭免許状（外国語）所持か小学
校教諭免許状所持で外国語活動に精
通している人、選考。2019年4月から 
1年間、週1～4回、1日3～5時間。時給
2,800円（予定。交通費込）。詳細は で
12月14日まで
教育委員会国際教育課（ 671－
3267 664－5499）

■市立小・中・義務教育学校
日本語教室講師（非常勤講師）
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
有者、選考。2019年4月から1年間、週
2～4回、1日2～4時間。時給2,800円
（予定。交通費込）。詳細は で
12月21日まで
教育委員会国際教育課（ 671－ 
3588 664－5499）

■ドライブレコーダーの運転分析モニター
ドライブレコーダーを設置済の65歳
以上、抽選40人。詳細はチラシ（区役
所広報相談係で配布）か で
11月15日までに でジェネクスト
（ 594－9366 594－9368）

申込先か道路局交通安全・自転車
政策課（ 671－2323）

■高齢者向け優良賃貸住宅  入居者
市認定の民間住宅。鶴見区元宮、中
区長者町、緑区十日市場町。60歳以
上、抽選
11月16日までに申込書（11月5日か
ら区役所広報相談係で配布）で
住宅供給公社（ 451－7766 451－
7707）

■高齢者向け優良賃貸住宅
空家待ち登録者
市認定の民間住宅。緑区北八朔町。
60歳以上。詳細はチラシ（11月15日
から区役所広報相談係で配布）で
11月29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）

■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。詳細はチ
ラシ（11月15日から区役所広報相談
係で配布）で
11月29日まで。先着順受付の空家
もあり
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
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30日まで
環境創造局政策課（ 671－2484
641－3490）

■中央職業訓練校 1月生募集
パソコン基礎科
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11月2日から申込
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（水）10時・14時、
問合先で開催
会場の中央職業訓練校（ 664－
6825 664－2081）

■高齢者世帯に住宅用火災警報器を配付
11月1日時点で、65歳以上の1人暮ら
し世帯か、同居家族全員が75歳以上
の世帯、抽選360世帯。機器の取付支
援あり
11月30日までに に 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。500円
12月2日（日）9時30分～12時
技能文化会館
11月16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）
申込先か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■障害者パソコン講習会
①ワード総合②エクセル総合
③パソコン入門

15歳以上（中学生除く）の肢体・内部・

精神・聴覚等障害者、各抽選7人。
①②基礎2受講者、2,660円③初心者、
2,080円
各13時～16時
　①12月4日（火）・5日（水）、全2回
　②12月6日（木）・7日（金）、全2回
③12月10日（月）・12日（水）・14日（金）・
17日（月）、全4回
横浜ラポール
11月20日までに に 、
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）
申込先か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■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、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、マリン
タワー、横浜労災病院
文化観光局文化振興課（ 671－
3714 663－5606）

■片腕のギタリスト 湯上輝彦
当日先着300人。障害者理解を進める
トーク＆ライブ。詳細は で
12月9日（日）14時～15時30分
横浜ラポール
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）

■北西線建設現場フォトコンテスト
作品募集
1月15日までに で
道路局横浜環状北西線建設課（
671－3630 651－3269）

■メディカルフェスティバル講演会
①医学を志す
②納得のいく死を実現する医療
③運動は万能薬
当日各先着300人。詳細は で
11月11日（日）。①9時～11時②12時
～14時③14時30分～16時
市大福浦キャンパス
実行委員会（市大医学教育推進課
内、 787－2588 787－2767）

■市大エクステンション講座
①がん遺伝子診断②乳房再建の基礎

各先着。①230人②150人。詳細は で
各14時～16時
　①12月3日（月）②12月17日（月）
①情報文化センター
②アートフォーラムあざみ野
11月12日から で市大地域貢献セ
ンター（ 787－8930 701－4338）

■講演｢がんになったときの身近な
サポーター｣

当日先着200人
12月3日（月）18時～19時15分
市大福浦キャンパス

市大医学教育推進課（ 787－2507 
787－2767）

■糖尿病講習会
各当日先着50人。詳細は で
各14時～16時
　11月22日（木）・1月17日（木）
会場のみなと赤十字病院（ 628－
6100 628－6101）

■講座｢最近の乳がん診療｣
先着120人
12月4日（火）15時～16時30分
戸塚区役所
11月19日から で横浜医療セン
ター（ 853－8357 853－8356）

■講座｢血圧が高くて心配なあなたへ｣
各先着100人。500円。詳細は で
各14時～16時。12月6日（木）・8日（土）
11月12日から で会場の総合保健
医療センター（ 475－0178 475－
0002）

■小児ぜんそくと食物アレルギー講演会
各先着。①400人②200人。詳細は11
月16日から申込書（区役所広報相談
係で配布）か で
①12月19日（水）14時～17時
　②1月27日（日）13時～16時
①戸塚公会堂②情報文化センター
1歳～未就学児（予約制）
11月16日から
こども青少年局こども家庭課（
671－2455 681－0925）

■英国事前キャンプ・ホストタウン企画
①文化講座
②オリンピック委員講演会

各抽選。①60人②300人
①障害者との共生②リオ2016大会成
果報告。詳細は で
①12月3日（月）19時～20時30分
②12月4日（火）15時～16時50分
①イギリス館②川崎市産業振興会館
11月26日まで
市民局オリンピック・パラリンピッ
ク推進課（ 671－3690 664－1588）

■猫セミナー｢健康管理のポイント｣
当日先着100人。ペット同伴不可
12月8日（土）13時～15時
栄公会堂
動物愛護センター（ 471－2111
471－2133）

■マンション管理基礎セミナー
管理組合新任役員、先着120人
12月１日（土）9時15分～16時30分
技能文化会館
11月12日から に を書いて、
マンション管理組合サポートセン
ター（ ・ 663－5459）
申込先か建築局住宅再生課（ 671
－2954）

■事業計画策定支援セミナー
ライフサイエンス分野のビジネス。
要事前申込。詳細は で
12月14日（金）13時30分～17時
TKPガーデンシティPREMIUMみな
とみらい
木原記念横浜生命科学振興財団
（ 502－4810 502－9810）

■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。1組
1,000円
12月2日（日）9時30分～12時
11月20日までに で
会場のこども植物園（ 741－1015 
742－7604）
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■結婚応援セミナー
各抽選100人。①保護者②本人。詳細
はチラシ（区役所広報相談係で配布）
か で
12月9日（日）。①10時～12時15分
　②13時30分～16時15分
ワールドポーターズ
11月30日まで
こども青少年局企画調整課（ 671
－4281 663－8061）

■地球市民講座
高校生～30歳か教職員、先着30人。
500円。アメリカ・カナダ大学連合日
本研究センターの学生との交流。詳
細は11月5日から で
12月14日（金）17時～19時
11月12日から で会場の国際交流
協会（ 222－1174 222－1187）

■シルバーパソコン講習
50歳以上、各抽選18人。3,700円
各コース火・水曜、全2回
　午前＝9時30分～12時、午後＝13時
30分～16時
《初めてのパソコン》12月4・5日、 
1月8・9日午前
　《初めてのワード》12月11・12日、 
1月15・16日午後
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）

■オータムフェスタ2018
消防体験、ワークショップほか。詳
細は で
11月11日（日）10時～15時。荒天中止
会場の市民防災センター（ 312－
0119 312－0386）

■食と農の祭典2018
市内産農畜産物の販売ほか。詳細は
11月5日から で
11月17日（土）・18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）

■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18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）

■展示｢横浜のお台場｣
11月20日（火）～12月16日（日）
会場の中央図書館（ 262－7336
262－0054）

■花き展覧会
11月30日（金）15時～16時30分
12月1日（土）9時～16時30分
12月2日（日）9時～10時
①先着花苗プレゼント＝12月1日（土）
②展示品即売＝12月2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）

■エコ体験 温暖化対策イベント
体験型ブース、模型展示ほか
12月1日（土）10時～15時30分
新都市プラザ
温暖化対策統括本部調整課（ 671
－2661 663－5110）

■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2日（日）13時・14時・15時
11月13日から
※手話・筆記通訳希望者は11月20日
までに申込みを
会場の中央図書館（ ・ 250－1619）

■女性消防団員活性化大会
講演、20年の軌跡上映ほか。当日先
着100人
11月17日（土）13時～15時30分
西公会堂
消防局消防団課（ 334－6403 334
－6510）

■はまピョンカップ
水道局の改善の取組や研究成果を紹
介。当日先着230人
11月27日（火）13時～17時
情報文化センター
水道局経営企画課（ 633－0144
663－6732）

■風力発電所バス見学会
中学生以上、抽選55人。700円。詳細
は で
11月29日（木）12時45分～17時
ハマウィングと太陽光発電施設
11月16日まで
地球温暖化対策推進協議会（ 681
－9910 681－3934）か温暖化対策
統括本部調整課（ 671－4372）

■合同就職面接会
履歴書複数枚持参
11月15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）

■横浜建築高等職業訓練校 見学会
中学生～40歳、各先着10人。詳細は で
各10時～12時30分
　①12月8日（土）②12月22日（土）
横浜建築高等職業訓練校
①11月12日から②11月26日から
経済局雇用労働課（ 671－4098
664－9188）

■自動運転だって実現する
モデリング体験

プログラムとモデル開発。高校生、
抽選50人
12月16日（日）13時～17時
横浜みなとみらい21
11月30日までに で
文化観光局 MICE振興課（ 671－
3546 663－6540）

■市民クルーズ
ぱしふぃっくびいなす  新春 伊勢
抽選15室。大人1人81,600円～。
横浜港発着。詳細はチラシ（区役所広
報相談係で配布）か で
1月7日（月）～9日（水）
取扱旅行会社。11月26日まで
港湾局客船事業推進課（ 671－
7272 201－8983）

■みどりアップ健康ウォーキング
①保土ケ谷区
②旭区

各先着30人。中学生以下は保護者同伴
各9時～13時
①11月26日（月）②12月8日（土）。雨天
時は①12月3日（月）②12月9日（日）
①11月11日から②11月22日から
でスポーツセンター①保土ケ谷
（ 336－4633 336－4635）②旭（
371－6105 382－8044） 

■スケート体験教室
各先着
①小学生以上、30人。1,000円
②4～6歳の未就学児、40人。700円
①11月29日（木）17時～18時
②12月12日（水）・19日（水）14時30分～
15時30分
開催日の2週間前から で、会場の
横浜銀行アイスアリーナ（ 411－
8008 411－8010）

■市有地販売・入札不落等物件の売払い
詳細は11月16日から募集要領（ か
ら入手）で。売却済みの場合あり、事
前に問合せを
11月22日～2月22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）

■公衆トイレの改修工事
詳細は で
12月上旬～3月末
加賀町警察署裏、桜木町駅前、西
之橋脇、横浜アリーナ、横浜駅東
口駅前広場
資源循環局街の美化推進課（ 671
－2555 663－8199）

■PCB使用照明器具に関する調査に協力を
1977年3月以前に建てられた事業用
建築物30,000件の所有者等に調査票
を送付、同封の封筒で返信を
10月下旬～3月中旬
資源循環局産業廃棄物対策課（
671－2884 651－6805）

■女性のためのDV後の悩みホットライン
11月12日（月）～16日（金）の18時～20
時。みずら相談室（ 451－0740）
事務局（ 451－3776 451－6967）か
こども青少年局こども家庭課（
671－4209）

■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12日（月）～18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）

■私立幼稚園就園奨励補助金
6月2日～11月1日に私学助成を受け
る幼稚園に通う園児。1人年額48,000
円～（世帯の平成30年度市民税課税
額による）
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）

■第3期障害者プラン説明会
各当日先着。①250人②300人③200人
①11月15日（木）14時～16時
　②11月19日（月）10時30分～12時30分
　③11月25日（日）10時～12時
①旭区民文化センター②横浜ラ
ポール③地球市民かながわプラザ
健康福祉局障害企画課（ 671－
3604 671－3566） 

■専門家による空家無料相談会
詳細は で
11月16日（金）10時～16時
新都市プラザ
建築局住宅政策課（ 671－2922
641－2756）

■市民意見募集
自殺対策計画（仮称）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1日～30日まで
健康福祉局障害企画課（ 671－
4134 671－3566）

■都市計画マスタープラン 市民意見募集
①鶴見区プラン改定素案
②中区プラン改定素案

資料の閲覧は期間中、市役所市民情

報センター、問合先で。 からも可
①11月1日～12月14日②11月9日～
12月26日
区役所企画調整係①鶴見（ 510
－1677 504－7102）②中（224－
8128 224－8214）

■みなとみらいホール〔 682－2000
682－2023、11月12・26日・12月10日休み〕
①魅惑のオペラ・アリア・コンサート
②わくわくブラス
①5,000円～7,000円②1,000円、会場
で販売中
①11月20日（火）19時～21時30分
　②11月25日（日）15時～17時
■関内ホール〔 662－1221 662－
2050、11月12日・12月10日休み〕
陽だまりコンサート
1,000円、問合先で販売中
11月23日（金・祝）13時30分～15時30分

■横浜能楽堂〔 263－3055 263－
3031、11月5・12日・12月3・10日休み〕
①横浜狂言堂②能の五番 朝薫の五番
①｢寝音曲｣｢鱸包丁｣②組踊｢執心鐘
入」、能「道成寺」。①2,000円②8,000
円～10,000円、11月10日12時から
か で
①12月9日（日）14時～15時25分
　②2月9日（土）14時～17時
■横浜にぎわい座〔 231－2515 231
－4545、11月21・22日休み〕
①爆笑演芸会
②林家正蔵一門会
③粋歌ヨコハマサロン
1,500円～3,100円、会場で販売中
①12月11日（火）14時～16時
　②12月12日（水）14時～16時
　③12月24日（月・休）14時～16時
■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝日休み〕
教室｢インターネット・スマートフォ
ンの落とし穴｣
当日先着80人
12月11日（火）13時30分～15時30分
神奈川区役所

※手話通訳希望者は問合せを
■男女共同参画センター横浜北〔
910－5700 910－5755、第4月曜休み〕
考えよう、政治とジェンダー パリテ・カフェ
先着30人。500円
12月8日（土）13時30分～15時
1歳6か月～未就学児（予約制・有料）
11月11日から か で

■開港資料館〔 201－2100 201－
2102、月曜休み〕
展示「明治の戦争と横浜」
200円
11月3日（土・祝）～1月27日（日） 

■横浜みなと博物館〔 221－0280
221－0277、月曜休み〕
海と船の絵本のおはなし会
小学生以下。費用等詳細は で
11月17日～12月8日の土曜14時～
14時30分

■山手西洋館〔ベーリック・ホール
（ ・ 663－5685、第2水曜休み）〕
世界のクリスマス2018
12月1日（土）～25日（火）の9時30分～
17時（土曜・祝日は18時まで）
西洋館7館・旧山手68番館

■自然観察の森〔 894－7474 894－
8892、月曜休み〕
①生きものと出会う森さんぽ
②冬のバードウォッチングカフェ
①3～6歳の未就学児と保護者、各抽選40
人②中学生以上、抽選30人。詳細は で
①各10時～12時。12月1日（土）・2日
（日）②12月12日（水）10時～14時30分
①11月19日まで②12月4日まで
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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 3日
10日
17日
24日

※タイトルは変更になる場合があります

ハマの文具
市営バス90周年
ハマの「裏」探訪
情報の地産地消 ハマのメディア

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

ハマの市場は
楽しい

横浜を感じるミニコラム

 『横浜が一番好き』 枡野 俊明（僧侶・庭園デザイナー）

　大さん橋から見れば、北東に位置する鶴見の片田
舎、私が生まれ育ったのは鶴見区馬場の建功寺とい
う曹洞宗のお寺があるところです。禅僧としての雲
水修行を行ったのも鶴見の大本山總持寺です。修行
後は先代住職の補佐を務めた後、建功寺の18世住
職に就任し現在に至っています。横浜の鶴見で生ま

れ育ち、修行も住職を務める建功寺も鶴見です。横
浜の鶴見を出たことがない私は、人一倍横浜に対す
る思いも強く愛着も大きいものがあります。
　生まれ育った頃の寺の周囲は田圃と畑ばかり、境
内からは一軒の家も見えず、池の金魚を狙ってイタ
チが毎晩のように襲ってきました。また両親に連れ
られて行った横浜駅周辺は、西口には砂利の山が残
っており、東口側は大型造船所を中心とした工場地
帯という、今からは想像もつかない状態でした。そ
んな横浜も現在では整備が進み、世界に誇る美しい
近代的な港湾都市になりました。
　私は建功寺の住職を務めると共に、庭園デザイン
の仕事、そして多摩美術大学で教鞭を執るなど、幅
広く活動を行っています。年間20回程、講演など
で海外出張をしていますが、横浜に帰ってくるとい
つも「ほっと」します。無事に仕事を終えたという

充実感もありますが、何といっても生まれ育った横
浜に帰って来た安心感、そして「横浜が世界で一番
好き」という気持ちが大きいからだと思います。
　この美しい港湾都市に暮らしていることに誇りを
持って、今後も皆様方と共に、より暮しやすい、緑
の多い美しい都市になるよう微力ながら尽力して行
きたいと思っております。　　

【この記事に関する問合せは】
市民局広聴相談課へ　 671-2335　 212-0911

【この記事に関する問合せは】
建築局建築防災課へ　 671-2930　 663-3255

【この記事に関する問合せは】
健康福祉局障害企画課へ　 671-4134　 671-3566

ブロック塀等の除却工事費・軽量なフェンス
等の新設工事費に対する補助制度

　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って決定
します。抽選でプレゼントが当たる
チャンスもあります。ぜひ、投票し
てください。

　冠婚葬祭や季節のさまざまな行事にはお酒が用意されている場合が
あります。でも実は見た目でだけでは気付けない、お酒を「飲めない人」
もいます。飲み過ぎやお酒の強要に気をつけて、お互い気持ちよくお
酒の場を過ごしましょう。

　お酒の飲み方をコントロールできなくなる病気であるアルコール依
存症は、いつの間にか陥ってしまう可能性が誰にでもあります。しか
し、正しい知識を得たり、相談先などのさまざまな助けを借りたりし
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。心当たりのある人は、まずは相談してください。

●こころの健康
 各区精神保健福祉相談＜予約制＞

日　時 月～金曜（祝休日、12月29日～1月3日を除く）8時45分～17時
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。
 こころの電話相談　 662−3522

日　時 月～金曜17時～21時30分、土・日曜・祝休日８時45分～21時30分

●依存症で困っている人へ
 依存症相談＜面接相談（予約制）・電話相談＞  671−4408

日　時 月～金曜（祝休日、12月29日～1月3日を除く）8時45分～17時

投票期間 11月20日（火）〜12月11日（火）
投票方法 �ホームページかはがき（11月20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の専用はがき付チラ
シ）を確認してください。

▲グリーンライン10周年

11月10日〜16日は「アルコール関連問題啓発週間」
お酒とのつきあい方と健康について
考えてみませんか

対 象 地 域 市内全域
対象ブロック塀等 道路等に面するブロック塀等で、高さ1ｍ以上のもの
	 ※補助対象にはそのほかに条件があります。

申 請 対 象 者 個人の所有者か管理者
対 象 工 事 ①除却工事�②除却工事と合わせて行う新設工事
補 助 期 間 10月4日（木）〜2022年3月31日（木）〔予定〕
	 ※除却工事の契約前に必ず相談してください。

補 助 額 �30万円以内��※新設工事は、除却工事と合わせて30万円以
内です。補助率・面積等により補助額が決まります。

申 込 方 法 �事前相談が必要です。ホームページを確認または問い
合わせてください。

補助制度開始前の期間（6月18日〜10月3日）に、ブロック塀等の除却工
事の契約をした人は、特例として補助を受けられる場合があります。特
例で補助を受けられる場合の申請期限は、12月28日（金）です。

古いブロック塀を除却 軽量なフェンスを新設

アルコール
NO!

20歳未満

アルコール
NO!

20歳未満

アルコール
NO!

20歳未満

アルコール
NO!

20歳未満

飲酒すると飲み過ぎてしまうので、
禁酒生活を心がけている人

●改善工事のイメージ

枡
ます

野
の

俊
しゅんみょう

明さん：横浜市鶴見区出身。徳雄
山瑞雲院建功禅寺18世住職を務めるほ
か、庭園デザイナーとして国内外で活躍し
数々の受賞歴がある。1998年からは多摩
美術大学美術学部環境デザイン学科教
授に就任し教鞭を執るなど多方面で活躍
中。庭園に関するものから、「禅の心」を基
礎にしたビジネス書など著書も多数。第
46回（1997年）横浜文化賞奨励賞受賞。

プロフィール

駅ビルCIAL鶴見の屋上にある、枡野住職デザインの庭園

横浜市��ブロック塀改善

横浜10大ニュース

未成年、運転をする人、
妊婦・授乳中の人

治療のため、医師から
禁酒と言われている人

お酒を分解する力が弱い
（飲酒して顔が赤くなる）人

市民が選ぶ横浜10大ニュース
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【発行】 市民局広報課      671-2332      661-2351 横浜市役所  〒231-0017  中区港町1-1  　671-2121（代表）

【障害者の就労に関する問合せは】健康福祉局障害企画課へ　　 671-3992　　 671-3566
【障害者スポーツ・文化活動に関する問合せは】健康福祉局障害福祉課へ　　 671-3602　　 671-3566

【人材確保プロモーション動画に関する問合せは】健康福祉局障害企画課へ　　 671-3604　　 671-3566

輝いている人は、
あなたの隣に、
あなたのまちに

　地域には、障害者施設に通いながら企業などの仕事を請け負って働く人、企業で一般
社員として働く人、趣味を楽しむ人、いろいろな形で活躍している人々がいます。
　仕事中の生き生きとした表情や、夢を語るときの熱意が印象的だった3人。
　見回してみれば、きっと近くに、この3人のように輝いている人がいます。

　横浜で暮らし始めてすぐに、障害のあ
る方がフラダンスを楽しめるグループ
のチラシを見て仲間に入りました。踊り
を覚えるたびに楽しくなっていき、今で
はフラダンスが私の最大の趣味になり
ました。発表会に向けて練習し、ステー
ジの幕が上がる時は今も緊張しますが、
曲が流れれば気分はアロハの世界。
　車いすでも表現豊かに踊ることがで
きる姿から、観る人に何かを感じてもら
えたら嬉しいです。

　車や歩く人によくわかるよう、薄く
なっている街区表示板の文字を白く塗
り直します。道路で作業をするので、周
りの車に注意したり、脚立に上がらなけ
ればいけないこともあり、最初のうちは
大変でした。
　一生懸命に文字を塗るので疲れるこ
ともありますが、文字から白いインクが
はみ出ないよう、いつもきれいに、丁寧
に仕事をすることを心がけています。

　入社3か月でチームリーダーを任され
ました。混雑する夕方までに商品を補
充し、陳列を整えてお客様が買いやすく
するのが仕事です。仕事は、チームで行
うため、「目を見て話し、挨拶は笑顔で」
をモットーに、日頃から仲間とのコミュ
ニケーションを大切にしています。さ
まざまなことに関心があり、今は、就労
を目指す同じ精神障害のある後輩のよ
き相談相手になれるよう、産業カウンセ
ラーを目指して勉強中です。
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心癒されるフラダンスが、
最高の趣味です

いつもきれいに、丁寧に仕事を
することを心がけています

目を見て話し、
笑顔で挨拶がモットーです

　知的障害のある人が通う施設「工房金魚」
では、市から「街区表示板の補修」業務を請け
負い、障害のある方が地域のなかで活躍する
機会をつくっています。街区表示板の点検・
補修などの作業を通じて地域の役に立って
いるという実感が、那須さんをはじめ、この
作業に携わる皆さんの励みになり、自信につ
ながっています。このほか、工房金魚では区
の広報のポスティングなどを行い、障害のあ
る方が地域と関わる活動を心がけています。

　ナニプアメリアのフラダンサーは経験も
障害の種別、程度もさまざまです。フラダン
スは障害があっても、楽しめます。私たちと
一緒に踊りませんか。

施設の職員
から

　まいばすけっとでは、知的障害・精神障害・
発達障害のある方々がチームとなって各店
舗の商品陳列の仕事を行っています。
　一柳さんは、情熱を持って仕事に取り組ん
でいます。また、新人や実習生の教育担当も
任されるようになってからは、適度な距離感
で相手と接するようになりました。仕事を
通じて大きく成長したと思います。

人事担当者
から障害者フラ

ダンサーの

仲間たちか
ら

　毎日一人ひとりと向き合い、自分を必要としてくれる人たち
の幸せのために働く仕事があります。
　2分30秒の動画「福祉の仕事～障害者支援施設で働くこと～」
をYouTubeで公開していますので、ぜひ見てください。

障害福祉の現場で
働いてみませんか

発表会はとても楽しいです


