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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
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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）
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♥ 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
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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


