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横須賀市コールセンター
☎ 046-822-2500 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため営業時間を縮小しています。

FAX  046-822-2539 8時〜18時（年中無休） 市勢情報（令和2年5月1日現在推計）
人口393,147人（前月比+2,598人）　世帯数167,501世帯（前月比+433世帯）

新型コロナウイルス感染症に関する支援策	 市ホームページで公開しています

特別定額給付金
特別定額給付金コールセンター ☎0570-550559

中小企業等家賃支援補助金
経済企画課 ☎822-9523

新型コロナウイルス感染症緊急対策基金
財務課 ☎822-8163

横須賀ショップ応援団
横須賀商工会議所 ☎823-0421

中小企業等
家賃支援補助金
中小企業・個人事業主
などを対象に補助

新型コロナウイルス
感染症緊急対策基金
感染拡大防止や生活・

経済支援などを行うための
基金を設立

横須賀ショップ応援団
WEBサイトで食事券を
購入して飲食店を応援

特別定額給付金
国から１人当たり
10万円の給付

編集・発行　横須賀市 市長室広報課　　〒238-8550 横須賀市小川町11番地　☎046-822-9815　FAX  046-822-4711　HP  https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp



2 広報よこすか　令和２年（2020年）６月号 新型コロナウイルス感染症の影響により、今月号は6ページに縮小しています。
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持  持ち物
締  締切日（必着）
申  申込方法

￥

必要項目▶郵便番号・住所・氏名とフリガナ・年齢・電話番号・記事のタイトル

市役所への郵便は「〒238-8550 〇〇課」で届きます。
費用の記載がないものは「無料」です。
申込方法の記載がないものは「申込不要（入場自由）」です。

「コミュニティセンター」を「コミセン」と省略表記しています。 E

☎

問  問合せ先
担  担 当
　  電 話
　  ファクス
　  ホームページ
　  eメール　

募 集
市立病院の職員

▶市民病院 ☎856-3136▷職種＝①
看護助手②薬剤師③メディカルソー
シャルワーカー■対②資格取得者③社
会福祉士資格取得者▶うわまち病院 
☎823-2630▷職種＝①看護助手②
薬剤師③細胞検査士④言語聴覚士⑤社
会福祉士⑥保育士■対②〜⑥資格取得
者か取得予定者
■定いずれも若干名■締随時■申☎で各病
院総務課へ▷（公社）地域医療振興協会
職員として採用します。

通園バス添乗員

□担こども家庭支援課 ☎822-8937
▶定員＝若干名■締随時■申☎で横須賀市
療育相談センター（☎822-8913）へ。

上下水道インターネットモニター

□担上下水道局総務課 ☎822-8607
上下水道事業に関するアンケートに回
答します▶期間＝7月から来年6月■対
市内在住の20歳以上で、インターネッ
ト閲覧とeメール機能を日本語で利用
できる人■定抽選100人■締6月24日㈬
▷申込方法など詳細は上下水道局□HP
へ。一定以上の回答で謝礼あり。

「よこすか教師塾」入塾生

□担教育研究所 ☎836-2447
▶対象＝教員免許状取得者か本年度・
来年度に取得見込みで、県公立学校教
員採用候補者選考試験を受験予定か臨
時的任用職員・非常勤講師として勤務
している人■定選考60人■申6月29日㈪
〜10月9日㈮に市□HPからダウンロード
した願書を郵送か直接、担当（〒239-
0831久里浜6の14の3）へ▷詳細は市
□HPへ。

「市民公益活動ポイント」対象団体

□担市民生活課 ☎822-9699
▶募集期間＝6月18日㈭〜7月2日㈭
■対8月以降の活動でポイント券交付か
寄付受領を希望する団体■申市□HPにあ
る申請書を郵送、□FAXか□Eで市民活動サ
ポートセンター（〒238-0041本町3
の27ベイスクエアよこすか一番館1
階 ☎ 8 2 8 - 3 1 3 0 □FAX 8 2 8 - 3 1 3 2 
□E info@yokosuka-supportcenter.
jp）へ▷詳細は6月中旬に行政セン

ターなどで配布する募集要領をご覧く
ださい。

パッチワーク・キルト展作品

□担まなびかん ☎822-4838
11月13日㈮〜17日㈫、文化会館■対市
内在住・在勤・在学か市内で活動する
個人・団体■締7月31日㈮■申市役所4階
文化振興課、担当、コミセン、市□HPに
ある申込書を郵送で横須賀パッチワー
ク・キルト協会事務局（〒238-0246
三浦市尾上町13の10）へ。

7月の傍聴

▶児童福祉審議会（第28回）＝7月9日
㈭9時30分〜10時30分■問こども育成
総務課 ☎822-8225▶児童福祉審議
会子ども・子育て分科会（第27回）＝7
月9日㈭10時30分〜12時■問こども育
成総務課 ☎822-8225■申いずれも10
分前までに会場へ▷会場、議題など詳
細は問合せ先へ。

お知らせ
市・県民税（第1期分）の納期限

□担納税課 ☎822-8204
6月30日㈫です。納付には口座振替が
便利です▷新型コロナウイルス感染症
の影響により納付が困難な場合は担当
へ。

市職員採用試験の日程変更

□担人事課 ☎822-9863
5月24日㈰に開催を予定していた市
職員採用試験の日程を次のとおり変更
します▶試験日＝6月28日㈰▶募集
職種＝一般事務、一般事務（福祉）、土
木技術、建築技術▶年齢要件＝22歳
〜29歳（令和3年4月1日時点）▷受付
期間・受験資格など詳細は市□HPか、市
役所案内所、行政センター、役所屋で
配布する受験案内をご覧ください。

国民健康保険料決定通知書の発送

□担健康保険課 ☎822-8233
▶発送日（令和2年度当初賦課分）＝6
月15日㈪。本年度中に世帯主が75歳
を迎える世帯は、年金天引きから納付
書での納付に変わります▷市指定のコ
ンビニエンスストアでも納付できます
▶後期高齢者医療保険料額決定通知書
の発送＝7月中旬

70歳～74歳の国民健康保険証

□担健康保険課 ☎822-8232
シニア
横須賀市国保に加入している70歳〜
74歳の人が8月1日から使用する「国
民健康保険被保険者証兼高齢受給者
証」（短期証・資格証を除く）を7月中旬
に発送します▷一部負担金の割合は昨
年中の所得に応じて「3割」か「2割」
になります。

国民健康保険料の軽減・減免

□担健康保険課 ☎822-8233
▶軽減＝世帯の前年所得が軽減基準額
以下の場合、保険料を軽減します。前
年中の所得で判定するため、市・県民
税の申告が必要な場合があります▶減
免＝新型コロナウイルス感染症の影響
により主たる生計維持者の収入が減少
した世帯の保険料を減免します。減免
には申請が必要です▷いずれも詳細は
担当へ。

後期高齢者医療保険料の軽減割合

□担健康保険課  
☎822-8272（後期高齢者医療制度） 
□担介護保険課  
☎822-8293（介護保険料）
シニア
75歳以上（65歳以上で障害認定を受
けて後期高齢者医療制度に加入した人
を含む）でこれまで後期高齢者医療保
険料の均等割が8.5割軽減の人は7.75
割軽減に、8割軽減の人は7割軽減に
変わります▷この変更は、昨年度から
所得の低い人の介護保険料の負担軽減
を強化していることに対応するもので
す。

介護保険負担限度額認定証の更新

□担介護保険課 ☎822-8253
6月下旬に更新のお知らせを発送しま
す（令和2年度住民税課税世帯を除
く）。同封の申請書と必要書類を提出
してください▷詳細は担当へ。

介護保険料額決定通知書・納付書

□担介護保険課 ☎822-8293
▶発送日＝6月15日㈪▶保険料＝昨
年中の課税年金収入と合計所得、世帯
の課税状況などにより決定します▶納
付方法▷特別徴収（年金天引）＝年金が
年額18万円以上の人▷普通徴収＝特
別徴収でない人は、納付書か口座振替

で納付▷納付方法は選択不可。市外か
ら転入してきた人や新たに65歳に
なった人は特別徴収が始まるまで（6
カ月〜1年程度）納付書か口座振替で
納付してください▶介護保険料の減免
＝新型コロナウイルス感染症の影響に
より収入が減少した人は、保険料が減
免される場合があります。減免には申
請が必要です▷詳細は担当へ。

指定難病医療受給者証の更新

□担保健所健康づくり課 ☎822-4385
今回のみ更新手続きが不要となりまし
た。詳細は6月上旬に県から送付され
る案内をご覧ください▷10月から使
用する新しい受給者証は9月中旬に発
送します。内容に変更がある場合、手
続きが必要です。

ジェネリック医薬品の差額通知

□担健康長寿課 ☎822-8227
7月・11月・来年3月上旬に送付しま
す。ジェネリック医薬品（後発医薬品）
の利用で薬代を軽減できることがあり
ます。薬の種類、症状や体質により使
用できない場合があるため、事前に医
師か薬剤師に相談してください。

公園水泳プールの利用期間

□担公園管理課 ☎822-9561
▶馬堀海岸公園水泳プール＝7月1日
㈬〜19日㈰12時30分〜18時（土・日
曜日、祝日は9時から）、7月20日㈪〜
8月31日㈪、9月5日㈯・6日㈰9時〜
18時■￥470円（小・中学生は190円）
▶その他のプール（湘南鷹取5丁目第
2・根岸・浦賀7丁目・久里浜・長沢村岡・
富浦）＝7月4日㈯〜9月7日㈪9時〜
17時■￥180円（小・中学生は60円）

横須賀スタジアムの夜間利用中止

□担公園管理課 ☎822-9561
照明工事のためナイター利用ができま
せん▶利用中止期間＝9月〜来年3月

すこやかんの休館

□担保健所健康づくり課 ☎822-4537
来年4月から約1年間、大規模修繕の
ため休館します。再開時期が決まり次
第、市□HPなどでお知らせします。

ア
プ
リ で

「広報よこすか」
が読めます。

CH
EC
K 市公式Twitterを

フォローしよう！
市公式Twitterでは、市内の情報を
いち早くお届けします。

ツイッター
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ご案内　掲載内容は変更となる場合があります。最新の情報は各担当へお問い合わせください。



マイナンバーカード休日交付予約

□担窓口サービス課 ☎822-8573

（マイナンバーカードを休日に受け
取る場合は、「予約」が必要です。�）
6月27日㈯8時30分～11時30分・13
時～15時30分、市役所2号館2階マイ
ナンバーカード交付会場■対マイナン
バーカード申請後に市役所から届いた
交付通知書（青い封筒に入ったはがき）
を持つ人■定先着72人■申6月11日㈭～
25日㈭に必要項目と生年月日、希望時
間（8時30分から30分ごと）をネット申
込（□HPhttps://www.yokosuka-yksk.
jp/index.html）かコールセンター（☎
822-2500□FAX822-2539）へ▷詳細は
交付通知書に同封された案内をご覧く
ださい▷電子証明書の更新などの手続
きは行いません。

案 内
ごみの持ち去りが禁止されます

□担資源循環推進課 ☎822-8469
ごみ集積所や集団資源回収集積所に排
出したごみの持ち去りは、プライバ
シーの侵害や不法投棄、ごみを溜め込
む「ごみ屋敷」の原因となる場合があ
ります。7月1日から、ごみや資源物
を持ち去った人に、その行為を禁止す
る命令を出し、命令に違反した場合は
過料を科します。

コミセンの利用が有料になります

□担地域コミュニティ支援課 
 ☎822-8303

コミセンは6月1日利用分から使用料
がかかります。貸出時間の最少単位を
3時間から1時間に変更し、ペナルティ
制度を開始します▶ペナルティ制度＝
同月に2回以上無断キャンセルをした
人は2カ月間、抽選・先着申込ができ
なくなります▷詳細は市□HPへ。

消毒用アルコールの取り扱い方法

□担予防課 ☎821-6469
新型コロナウイルス感染症の発生に伴
い、消毒用アルコールを使用する機会
が増えています。消毒用アルコールは
非常に引火しやすい性質があるため、
次のことに気を付けましょう▷火気の
近くでは使用しない▷通気性の良い場
所で使用する▷直射日光や高温となる
場所は避けて設置・保管する▷80Ｌ
以上の消毒用アルコールを保管する場
合は手続きが必要です。近くの消防署

にご相談ください。

安全に二輪車に乗りましょう

□担地域安全課 ☎822-8217
6月は「二輪車交通事故防止・暴走族
追放強化月間」です。これからの時期
は、暴走行為が活発化することも予想
されるため、各家庭で子どもの深夜外
出や車両の不正改造などを厳しく注意
し、暴走行為を未然に防ぎましょう。
また、二輪車の交通事故は死亡・重傷
となる可能性が高いため、次のことを
心掛けましょう▷乗車時はヘルメット
を正しくかぶる▷胸部プロテクターを
着用する▷目立つ色の服装を着用す
る。

ＰＣＢ廃棄物などの届け出と調査

□担廃棄物対策課 ☎822-8523
▶届け出＝ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニ
ル）廃棄物や高濃度ＰＣＢ使用製品を
保管・処分した事業者は届け出が必要
です。前年度の保管・処分状況などを
市役所5階担当へ■締6月30日㈫▶調査
＝ＰＣＢ廃棄物（使用中の変圧器・コ
ンデンサー安定器などを含む）は、濃
度区分や廃棄物の種類により処分期限
が定められているため、保有状況を調
査しています。

妊活ＬＩＮＥサポートを始めます

□担不妊・不育専門相談センター 
☎822-9818

妊活に関するサポートがコミュニケー
ションアプリ・ＬＩＮＥで受けられる、
㈱ファミワン提供のサービス「妊活コ
ンシェルジュファミワンプラス」が無
料で利用できます▶登録期限＝10月
31日㈯▶利用期限＝来年3月31日㈬
■内不妊症看護認定看護師、臨床心理士
など専門家によるサポート（ＬＩＮＥ・
電話）■対市内在住の妊活や不妊に関す
るサポートを希望する人■申ＬＩＮＥで
「ファミワンプラス」を友達登録し、
クーポンコード「ｙｋｓｋ
横須賀市○○（○○はお
住まいの町名）」を入力▷
詳細は市□HPをご覧にな
るか担当へ。

無料の子宮頸
けい

がん・乳がん検診

□担保健所健康づくり課 ☎822-4307
▶受診期限＝来年2月28日㈰▶受診
場所＝保健所健診センターか市内の委
託医療機関■対市内在住で次の生年月
日に該当する女性▷子宮頸がん検診＝
平成11年4月2日～平成12年4月1日
▷乳がん検診＝昭和54年4月2日～昭

LINE�ID
@famione

和55年4月1日▷対象者には無料クー
ポン券を送付しました。詳細は同封の
お知らせをご覧ください▷該当年齢以
外の人は、子宮頸がん検診1,680円
（20歳以上）、乳がん検診1,670円（40
歳以上、隔年度に1度）で受診できま
す。詳細は市役所案内所、行政センター
などで配布するチラシか市□HPへ▷新
型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため6月末まで市民健診は中止してい
ます。

骨髄移植ドナー助成金制度

□担保健所健康づくり課 ☎822-4385
▶対象＝（公財）日本骨髄バンクが実施
する骨髄バンク事業で骨髄などを提供
し、骨髄提供に伴う休暇制度がない事
業所に勤務する市内在住の人と、助成
を受けるドナーが勤務する事業所（国、
地方公共団体、独立行政法人を除く）
▶助成額（1日あたり）▷ドナー＝2万
円▷ドナーが勤務する事業所＝1万円
（いずれも上限7日）

「修学支援金」の申請

□担支援教育課 ☎822-8480
経済的理由で修学が困難な高校生を対
象とした「修学支援金」の申請を受け
付けます■対市内在住で市民税・県民税
の世帯の所得割額の合計が1円以上
85,500円未満の世帯の高校生（生活
保護受給世帯、県高校生等奨学給付金
対象世帯などは除く）▶支給額・時期
＝8万円、10月ごろ▶申請期間・場所
＝7月1日㈬～8月31日㈪、市役所6階
担当▷申請方法・書類など詳細は市教
育委員会□HPへ。

崖崩れを防ぐ「防災工事」

□担河川・傾斜地課 ☎822-8342
危険と思われる崖を整備するための防
災工事や、崖崩れを誘発する恐れがあ
る立木伐採に対する補助制度がありま
す▷いずれも一定の条件あり。詳細は
担当へ。

愛らんど田浦のアドバイザー延期

□担保育課 ☎822-9004
こども
7月に予定していた愛らんど田浦の子
育てアドバイザー常駐開始は、延期し
ます。

産後「子育て支援ヘルパー」派遣

□担こども家庭支援課 ☎822-8933
こども
赤ちゃんの沐

もくよく

浴、上の子のお世話、育
児の相談、掃除、洗濯、食事作りなど

のお手伝いをします■￥1日1,250円▶
利用時間＝8時～17時のうち2時間以
内▶利用日数▷妊娠中＝診断を受けて
から安定するまでの間で計7日以内▷
出産・退院後＝3カ月間で計15日以内
（多胎の場合は4カ月間で計20日以
内）■申☎で担当か健康福祉センターへ。
▷6月1日から電子申請可。詳細は市
□HPへ。

はつらつシニアパスを発売します

□担健康長寿課 ☎822-8255
シニア
パスを購入すると市内の京急バス全路
線を乗り放題で利用できます▶販売期
間＝6月1日㈪～7月31日㈮▶利用期
間＝7月1日㈬～12月31日㈭■対市内在
住の昭和25年12月31日以前に生まれ
た人■￥19,500円▷詳細は市役所分館
2階担当か京急バス営業所内にあるチ
ラシをご覧ください▷新型コロナウイ
ルス感染症の流行状況に留意の上、�
購入を検討してください▶はつらつ 
シニア応援ショップ＝シニアパス提示
で割引などが受けられます。ショップ
の一覧はパス購入時にお渡しします。�
■問商業振興課�☎822-8543

都市計画変更の1次案の閲覧など

□担都市計画課 ☎822-9614
▶概要＝①横須賀都市計画下水道公共
下水道の変更②横須賀都市計画用途地
域の変更（佐島周辺）▶閲覧と公述申し
出の受付＝いずれも6月18日㈭～7月
2日㈭に市役所分館4階担当へ▶公聴
会（公述の申し出がないときは中止）＝
①7月21日㈫19時～20時、ヴェルク
よこすか②7月22日㈬19時～20時、
西コミセン▶説明会＝②7月29日㈬
19時～20時、西コミセン▷公聴会傍
聴・説明会出席希望者は10分前まで
に会場へ。公共交通機関でご来場くだ
さい。

新型コロナウイルス感染症に便乗した
特殊詐欺・悪質商法に注意
●�給付金の申請などを装った個人情報

の収集
●�マスクなど身に覚えのない商品の送

り付け
不審な電話やメールを受けたときは、
消費者ホットライン（☎188）へご相談
ください。

主食・主菜・副菜をそろえて、バランス良く食べましょう。

あじの南蛮漬け
■ 作り方
① にんじんは千切り、玉ねぎはうす切りにする。
② 鍋に調味料と野菜を入れ、煮たてる。
③ あじに片栗粉をつけ、油で揚げる。
④ ③に②をかける。

家でもできる！

みんなで作ろう
給食レシピ

砂糖…………大さじ 3・1/2
しょうゆ……大さじ 2・1/2
酢……………大さじ 3
ごま油………小さじ１
一味とうがらし…少々

■ 材料（4人分）
あじ（3 枚おろし）…8 枚
片栗粉……………1/4 カップ
揚げ油……………適量
にんじん…………1/3 本
玉ねぎ……………1/2 個

給食レシピ　横須賀    検索
市　で66種のレシピを公開中

暑くなるこれからの時期にぴったり

栄養価（1人分）
エネルギー　242kcal
たんぱく質　15.6g
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花火大会の中止・延期情報

□担観光課 ☎822-8294
今年度は次のとおり中止・延期します。
イベント 中止・延期 問合せ先

開国
花火大会 中止

横須賀市 
観光協会 
☎822-8256

久里浜
ペリー祭
花火大会

中止
久里浜行政 
センター 
☎834-1111

浦賀
みなと祭
花火大会

10月24日
㈯に延期

浦賀行政 
センター 
☎841-4155

西地区
納涼
花火大会

中止
西行政 
センター
☎856-3157

Ｙ・フェスタ
追浜
花火大会

未定
追浜行政 
センター 
☎865-1111

▷今後の状況によって変更になる場合
があります。

発達に遅れのある幼児の歯科検診

□担こども家庭支援課 ☎822-8937
こども

6月～来年3月の第3木曜日14時～16
時（8月を除く、7月は第5木曜日）、
口
こうくう

腔衛生センター■対市内在住の発達に
遅れや障害のある未就学児■申☎で横
須賀市歯科医師会（☎823-0062）へ。

休日乳幼児健康診査

□担こども健康課 ☎824-7141
こども

7月12日㈰①9時～9時30分②9時30
分～10時、ウェルシティ市民プラザ
■対①3歳児健診（3歳5カ月児・3歳6カ
月児）②乳児健診（3カ月児・4カ月児）・
1歳6カ月児健診を保護者の都合で月
～金曜日に受けられない人■申6月11
日㈭以降に☎で担当へ▷定員は①②合
わせて先着35人です。

保健所健診センター（7月・8月実施分）

□担保健所健診センター ☎822-4351
▶健診名＝がん検診（胸部のみ）、骨密
度検診▶会場＝保健所健診センター▶
予約＝6月1日㈪以降の月～金曜日

（祝・休日を除く、9時～12時・13時
～16時）に☎か□FAX（822-4390）で担
当へ▷生活保護を受給中の人、前年度
市民税が非課税世帯の人は受診無料

（毎回申告が必要。受診後の返金不可）
▷託児は要予約（6カ月児～未就学児）
▷詳細は市□HPか担当へ。

保健所の相談・検査など

□担保健所健康づくり課
▶横須賀こころの電話＝16時～21時
☎830-5407▶感染症（結核など）の
相談＝月～金曜日8時30分～17時 ☎

822-4317▶エイズ相談＝月～金曜
日8時30分～17時 ☎825-6117▶骨
髄バンクのドナー登録＝第4木曜日9
時～11時（7月は第５木曜日）■対18歳
～54歳 ☎822-4385▶断酒会による
アルコール問題相談＝6月16日㈫・
26日㈮18時30分～19時■申☎（822-
4336）で担当へ▶ＨＩＶ・性感染症の
匿名検査＝6月23日㈫13時30分～
14時30分■申☎（825-6117）で担当へ
▶指定難病患者介護者の会＝7月1日
㈬1 3時3 0分～1 5時 ■申☎（ 8 2 2 -
4385）で担当へ▶自死遺族相談（個
別）＝7月8日㈬13時30分・14時30分
■申☎（822-4336）で担当へ▶生活習慣
病などの健康相談＝8月5日㈬13時30
分～16時■申☎（822-4537）で担当へ。

中学校2年生のピロリ菌検査

□担保健所健康づくり課 ☎822-4307
6月中旬に対象者にピロリ菌検査の案
内と採尿セットを送付します■対市内
在住の平成18年4月2日～平成19年4
月1日生まれの人■申6月15日㈪～7月
31日㈮に市内の協力医療機関へ提出
▷市立中学校の生徒は6月22日㈪～7
月7日㈫の指定する日に在籍の中学校
でも提出可▷詳細は案内をご覧くだ
さい。

相談など
色彩専門家による建物の色彩相談

□担まちなみ景観課 ☎822-8377
6月は建物外観の色彩計画について
メール相談を実施します■締6月15日
㈪■申必要項目を☎か□E（keikan-ci@
city.yokosuka.kanagawa.jp）で担
当へ。

弁護士による無料養育費相談

□担こども青少年給付課 ☎822-0133
①6月19日㈮②7月18日㈯9時～15
時、はぐくみかん■対市内在住のひとり
親になる予定の人かひとり親■定各先
着5人■申①6月11日㈭②7月1日㈬以
降に☎で担当へ。

税理士会による相続税相談

□担市民相談室 ☎822-8114
6月24日㈬13時～16時（1人30分）、
市役所1階市民相談室■定先着6人■申6
月11日㈭10時以降に☎で東京地方税
理士会横須賀支部（☎824-4193）へ。

高齢者・介護者のこころの相談

□担地域福祉課 ☎822-8291
7月7日㈫・14日㈫・28日㈫13時30
分・14時30分、中央健康福祉センター
■申☎で担当へ。

専門医によるもの忘れ相談

□担健康長寿課 ☎822-8135
7月9日㈭13時・13時20分・13時40
分、7月30日㈭14時・14時20分・14
時40分、総合福祉会館■対認知症と診
断されたことはないが、もの忘れが気
になる人とその家族■申☎で担当へ。

特定健診結果まるごと相談会

□担健康長寿課 ☎822-8227
7月15日㈬9時30分・10時30分・13
時30分・14時30分・15時30分、市
役所内の会議室■内保健師によるアド
バイス■対横須賀市国保加入者で特定
健診を受けた人■定各先着1人■申7月2
日㈭～14日㈫に☎で担当へ。

消費生活の苦情・多重債務
月～金曜日 9時～16時
消費生活センター ☎821-1314

住宅の新築・増改築・補修
金曜日 13時～16時
建築指導課 ☎822-8319

空き家の所有者・管理者の悩み
月～金曜日 8時30分～17時
まちなみ景観課 ☎822-8077

障害者の就労・職場定着
月～金曜日 8時30分～17時15分
よこすか就労援助センター
☎820-1933

障害者・高齢者の金銭管理
月～金曜日 8時30分～17時
横須賀あんしんセンター
☎821-3605

生活・食の困窮、ひきこもりの人の
訪問支援・就労体験

月～金曜日 9時～16時
生活福祉課 ☎822-8070

終活支援
月～金曜日 9時～16時
地域福祉課 ☎822-8570

成年後見制度
月～金曜日 8時30分～17時
地域福祉課 ☎822-9613

女性のためのＤＶ相談
月～金曜日 10時～16時

（面接相談は予約制）
こども家庭支援課 ☎822-8307

女性の人間関係・生活上の悩み
月・水・金曜日 9時～16時
デュオよこすか 女性のための 
相談室 ☎828-8177
▷当面の間、電話相談のみ

学校生活に関わること（教育相談）
月～金曜日 9時～17時
支援教育課 ☎822-8564

子育て（24時間）
子育てホットライン ☎822-8511

子どもの心配・悩み
月～金曜日 9時30分～17時

（面接相談は予約制）
こども家庭支援課 ☎823-3152

子どもの虐待・障害・非行、
里親制度に関わること

月～金曜日 8時30分～17時
児童相談所 ☎820-2323

ひとり親家庭の生活
月～金曜日 9時～16時（予約制）
こども青少年給付課 ☎822-0133

ひとり親の就労
月・水・金曜日 9時～16時（予約制）
はぐくみかん就労相談
☎822-9808

■ 相談窓口  12時〜13時を除く場合あり

■ 市民相談室  市役所1階 ☎822-8114

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次の電話相談のみ実施し
ています。状況により、相談を中止・変更する場合があります。

1	市への要望・民事問題
 月～金曜日 8時30分～17時
2	法律相談（弁護士）
 月・水・金曜日 13時～16時（予約制、1人30分）
3	宅地建物相談（宅地建物取引士）　第4火曜日 13時～16時
4	税務相談（税理士）　第2木曜日 13時～16時
5	交通事故相談（専門相談員）　月・水・金曜日、第1・第3木曜日　
 9時～12時・13時～15時30分（☎822-8287）
6	労働・年金などの相談（社会保険労務士）
 第1火曜日 13時～16時
7	終活・成年後見などの相談（行政書士）
 第1火曜日、第2水曜日、第3・第４木曜日の13時～16時

申込  2～4672週間前の9時以降に☎で市民相談室へ。

自治体のウェブサイトになりすました偽サイトに注意
�ブラウザのアドレス欄に下記ＵＲＬが表示されているか確認しましょう。
　横須賀市□HP �https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp
不審なページへのアクセスやリンクのクリックは避けましょう。

注意
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────────────────────  以下は広告スペースです。 ─────────────────────

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
状況により内容は変更になる場合があります。最新の情報は市□HPでご確認ください。

特別定額給付金支給
　国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づき、
家計への支援（一人10万円の給付）をします。
対象	 市内在住の人（4月27日時点）
申請方法	 ▶�郵送申請＝申請書を市に郵送	 	

（申請書は5月末に発送します）
	 ▶�オンライン申請＝□HP「マイナポータル」から	

申請（マイナンバーカードが必要です）
▶詳細は市□HP「特別定額給付金」へ。
問合せ	 	特別定額給付金コールセンター	
	 ☎0570-550559（8時30分～17時）

国保の傷病手当金支給

　新型コロナウイルス感染症で休暇を取
得した人に支給します。
対象　
横須賀市国保に加入の給与所得者で、新
型コロナウイルス感染症に感染（疑い含
む）のため就労できず、その期間が無給
（減額）となった人
支給対象期間
ことし1月1日～9月30日のうち、労務に	
服することができなくなった日から3日
を経過した日から、労務に服することが
できない期間
支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の	
合計額÷労務日数×2/3×支給対象日数	
▶詳細は健康保険課へ。

健康保険課�☎822-8232

「横須賀ＰＣＲセンター」の開設

　ＰＣＲ検査の集合検査場を救急医療セ
ンター駐車場に開設しました。帰国者・
接触者相談センターで新型コロナウイル
ス感染症の感染の疑いがあると判断され
た場合のみ、予約を受け付けます。
▶受診申込は、☎で帰国者・接触者相談
センター（☎822-4308、8時30分～20
時、土・日曜日、祝・休日9時～17時）へ。
▶ＰＣＲセンターに関するお問い合わせ
は、地域医療推進課（☎822-4751）へ。

次亜塩素酸水（除菌水）の無料配布

　テーブル・手すりなどの除菌に効果が
期待できる次亜塩素酸水を市役所と行政
センターで配布します。
配布日時	 	月～金曜日10時～16時	 	

（祝・休日を除く）
配布場所	 	市役所共用倉庫前（市役所

裏）、行政センター
対象	 市内在住の人
持ち物	 	洗浄したペットボトルなどの	

容器
▶1人500mlまでの配布になります。
▶状況により配布日
時・場所などは変更に
なる場合があります。
財産管理課�
☎822-8168

相
談
窓
口

新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル（神奈川県）
☎045-285-0536　9時～21時

ＬＩＮＥ公式アカウント（神奈川県）
「新型コロナ対策パーソナルサポート」

帰国者・接触者相談センター（横須賀市）
☎822-4308　□FAX822-4874
8時30分～20時（土・日曜日、祝・休日9時～17時）

風邪のような症状がある場合はご利用ください。
受診できる医療機関は市□HPへ。
▷予約方法など詳細は、各医療機関へ。　

電話・オンライン診療をご利用ください
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