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横須賀市コールセンター
☎ 046-822-2500

市役所の手続き、窓口、イベント情報などをご案内します
FAX  046-822-2539 8時〜20時（年中無休）

市勢情報（令和2年6月1日現在推計）
人口392,745人（前月比−402人）　世帯数167,438世帯（前月比−63世帯）

TOPICS P6 「CKD病診連携システム」の開始　P6 養育費確保支援事業　P11 海洋プラスチックごみ
横須賀インフォ（募集/お知らせ/案内/相談など/講座・催し/スポーツ/施設情報）はP4～P10です。
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新型コロナウイルス感染症に関する情報
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に備えておきたいことに備えておきたいこと

熱中症を予防するため、次のことに気を付けましょう

　新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、夏がやってきました。私たちの日常生活では、新型コロナウイルス
感染症の拡大を抑えながら夏を乗り切るため、従来とは異なるさまざまな対策を取る必要があります。

　熱中症は気温などの環境条件だけでなく、体調や暑さに対する慣れな

ども影響して起こります。気温がそれほど高くない日でも、体が暑さに

慣れていないときは注意が必要です。

　また、マスクをしていると体内に熱がこもりやすく、喉の渇きに気付

きにくくなるため、知らないうちに脱水症になるリスクがあるといわれ

ています。

　新型コロナウイルス感染症対策として行う毎日の体温測定や健康

チェックは、熱中症予防にも有効です。日頃から自分の体を知り、健康

管理をしましょう。

　夏から秋にかけては、台風などの風水害が多発します。

　災害発生時に、川の増水や高潮、崖崩れなどの影響を受けるリスクが

あるかどうか、ハザードマップなどを活用して確認しておきましょう。

　リスクがある場合は避難所や親戚宅へ避難する、リスクがない場合は

自宅で過ごす在宅避難など、それぞれの環境にあった避難方法を検討し

ておく必要があります。

● 屋外で人と十分な距離（2ｍ以上）が取れるときは、マスクを外す
● マスクを付けたまま、強い負荷のかかる作業や運動をしない
● 直射日光を避け、日陰を歩く
● 水分を小まめに摂取し、大量に汗をかいたときは塩分も補給する
● 栄養バランスの整った食事と睡眠をしっかりと取る
● 短時間でも軽い運動をする習慣を作る
● 体調が悪いときは無理をせずに休息を取る
● エアコンを利用するなど、部屋の温度を調整する

熱中症への備え

災害への備え

熱中症への備え

災害への備え 市が発信する情報

日頃から備えておきましょう

●  必要な物品を入れた非常用持ち出し袋をすぐに
　持ち出せる場所に保管しておく

●  新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、 
マスクや体温計、手指消毒液などの衛生用品を準備しておく

保健所健康づくり課　☎822-4537

危機管理課　☎822-8357

防災行政無線
地震などの災害情報、気象情報など
を放送

電話（防災情報テレホンガイド）
☎822-3900
防災行政無線の放送内容をご案内

防災情報メール
防災行政無線の放送内容を通知
事前に登録が必要です。
 登録方法　空メールを送信
bousai-yokosuka@raiden.ktaiwork.jp

聞こえにくい、聞き逃したときは
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新型コロナウイルス感染症に対する
新たな取り組み
新型コロナウイルス感染症による市民生活や市内経済への影響に対応するため、次の事業を実施します。
詳細は市□HPをご覧ください。

　市内の取扱店で利用できるプレミアム付き商品券を販売します。
　1万円で12,500円分（大型店・小型店共通券4,500円分と小型店専用券8千円分のセッ
ト）の買い物ができます。
申 込   7月10日（金）〜20日（月）に、市役所4階商業振興課、行政センターなどで配

布するパンフレットに添付されているはがきを郵送で提出。専用□HPからも申込
可。8月24日（月）以降に購入引換券を送ります。

▼応募多数の場合、抽選となります。

▼詳細は市□HPへ。
問合せ   よこすか「地元のお店」応援券コールセンター ☎0570-666-425

よこすか「地元のお店」応援券を販売します

申請期限   7月20日（月） 
（一次締切）

▼申請方法など詳細は市□HPへ。

▼一次締切後も随時募集します。
問合せ

よこすか「地元のお店」応援券
コールセンター
☎0570-666-425

取
扱
店
舗
の
募
集

商業振興課　☎822-8286

生活困窮者自立相談事業の強化
新型コロナウイルス感染症の影響によって、今後も生活困窮者が急増していく見
込みがあるため、生活保護に至る前の段階での自立支援相談の体制を強化します。

ひとり親世帯への支援
収入減少や育児負担の増加への支援として、高校生までの子どもを養育する、低
所得か家計が急変したひとり親世帯に対し、給付金を支給します。

■問 こども青少年給付課　☎822-9809

■問 生活福祉課　☎822-8070

重点対応医療機関への支援
新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている市内医療機関に対し、支
援金を交付します。

避難所における感染症対策
避難所での感染リスクを減らすため、必要な備品（避難所用テント・非接触式 
電子体温計・スポットクーラー）を整備し、台風の襲来に備えます。

■問 保健所健康づくり課　☎822-4317

■問 危機管理課　☎822-8357

よこすかプレミアム応援チケットの販売 
市内の飲食業やサービス業の登録店から選んで購入する30％のプレミアム付き
電子チケットを販売しています（一人3万円分まで）。登録店も随時募集していま
す（7月31日（金）まで）。詳細は□HP「よこすかプレミアム応援チケット」へ。

よこすか「地元のお店」応援券（プレミアム付き商品券）の販売

■問 横須賀商工会議所　☎823-0421

広報よこすか　令和２年（2020年）７月号 3「広報よこすか」は市□HPでもご覧になれます。　広報よこすか　検索
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内  内 容
対  対 象
定  定 員
　  費 用
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。

自衛官など

□担窓口サービス課 ☎822-8553
①航空学生（海上・航空）、一般曹候補
生（陸上・海上・航空）＝7月1日㈬〜9
月10日㈭受付②自衛官候補生（陸上・
海上・航空）＝年間を通じて受付▷受
付期間は変更となる場合があります
■問自衛隊横須賀地域事務所 ☎823-
0404

わんぱくフェスティバル出演団体

□担青少年会館 ☎824-5377
11月8日㈰10時〜14時30分、県立
保健福祉大学（平成町）■内ダンスや演
奏などの発表■対市内在住の小・中学生
が中心の団体■定抽選12団体■￥2千円
■締7月31日㈮消印有効■申代表者名、連
絡先、団体名、ジャンル、人数を往復
はがきでわんぱくフェスティバル事務
局（〒238-0016深田台37青少年会
館内）へ。

「まなび情報」登録サークル・講師

□担まなびかん ☎822-4838
市内で学習活動をしているサークルや
学習活動を支援する講師の情報を ｢ま
なび情報（ミニ瓦版）｣ や、まなびかん
□HPに掲載します。｢まなびかんニュー

ス｣ にサークル会員募集記事の掲載申
込もできます▷詳細は担当へ。

北下浦観光写真

□担北下浦行政センター ☎848-0411
▶観光写真＝北下浦の自然や行事、風
俗などを紹介する写真。四つ切り・六
つ切り・Ａ4判▶みんなの写真＝テー
マは自由。2Ｌ判。1人2点まで▷小・
中学生の部あり■申7月1日㈬〜来年1
月29日㈮に行政センターにある応募
用紙を郵便か直接、北下浦観光協会

（〒239-0842長沢2の7の7北下浦行
政センター内）へ▷いずれも未発表の
作品に限ります。

令和元年度入選作品
竹内 修 「ワールドカップの海」

お知らせ
市税の納期限

□担納税課 ☎822-8204
▶固定資産税・都市計画税（第2期分）
＝7月31日㈮。納付には便利な口座振
替をご利用ください。

国民年金保険料の免除・猶予制度

□担窓口サービス課 ☎822-8235
国民年金保険料の納付が難しい場合、
申請して承認されると、その期間の全
額か一部の納付が免除や納付猶予され
ます■持年金手帳、印鑑、失業が理由の
ときは離職票か雇用保険受給資格者証
■申7月1日㈬以降に市役所1階16・17
番窓口か行政センターへ▶注意点＝納

付猶予を受けた期間は年金の受給資格
期間などには算入されますが、追納し
なければ将来受け取る年金額には反映
されません。

国保・後期の保険料夜間納付相談

□担健康保険課 ☎822-8234
7月28日㈫〜31日㈮17時〜19時30
分、市役所1階21番窓口。夜間通用口
からお入りください■対納期限内での
納付が困難な人■持被保険者証▷電話
相談・保険料の納付も受け付けます。

介護保険負担割合証の更新

□担介護保険課 ☎822-8253
要介護（支援）認定を受けている人と総
合事業対象者に、8月以降の利用者負
担割合を記載した介護保険負担割合証

（白色地・黒色枠）を7月下旬に送付し
ます。介護保険サービスの利用時に被
保険者証（ピンク色）と一緒にケアマネ
ジャーなどに提示してください▷詳細
は担当へ。

後期高齢者医療保険料通知の送付

□担健康保険課 ☎822-8272
7月中旬に送付します▶保険料＝前年
の所得により計算。本年度は均等割額
と保険料率が変更になります（均等割
43,800円、所得割率8.74％）▶納付
方法▷特別徴収（年金天引き）＝年金が
年額18万円以上の人で、介護保険料
との合計額が、年金天引き対象の年金
支給額の1/2以下かつ介護保険料が年
金天引きされていることが要件です▷
普通徴収＝特別徴収でない人は、納付
書か口座振替で納付してください。

後期高齢者医療保険証などの更新

□担健康保険課 ☎822-8272
▶後期高齢者医療被保険者証の更新＝
新しい被保険者証（水色・有効期間2年
間）を7月に簡易書留郵便で送付しま
す。内容に間違いがないか確認の上、
8月1日から使用してください▷現在
の被保険者証は7月31日まで使用後、
再利用できないよう処分するか、市役

所1階担当か行政センターへ返却して
ください▶限度額適用・標準負担額減
額認定証と限度額適用認定証の更新＝
7月下旬に、対象者に新しい減額認定
証（緑色）・限度額適用認定証（紫色）を
被保険者証とは別に普通郵便で送付し
ます（有効期間1年間）。医療機関で被
保険者証と一緒に提示すると、同一月・
同一医療機関の診療分の窓口負担が自
己負担限度額までになります▷新たに
次の要件に該当し、交付を希望する場
合は市役所1階担当か行政センターへ

（■持被保険者証、印鑑）▶限度額適用・
標準負担額減額認定証（自己負担割合
1割）▷区分Ⅱ＝住民票上の世帯全員
が市町村民税非課税▷区分Ⅰ＝住民票
上の世帯全員が市町村民税非課税で、
世帯員の各所得が0円（年金収入は控
除額を80万円として計算）▶限度額適
用認定証（自己負担割合3割）▷現役並
み所得者Ⅱ＝市町村民税課税所得が
380万円以上690万円未満の被保険
者・同一世帯の被保険者▷現役並み所
得者Ⅰ＝市町村民税課税所得が145
万円以上380万円未満の被保険者・同
一世帯の被保険者

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。 ）

8月1日㈯8時30分〜11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
78人■申7月16日㈭〜30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。

風景や街並み、食など横須賀の魅力を動画でお届け

 vol.3

デジタル11チャンネル
9時25分・12時25分・20時25分

7月からジェイコム湘南・神奈川で毎日放送

広報課 ☎822-9815

浦賀～走水の旅浦賀～走水の旅

放送時間は変更となる場合があります。

市　　  からも
動画をご覧に
なれます。

HP

まちの魅力を発信！

定員   抽選15人2〜410人　申込  いずれも10分前までに会場へ。

1�横須賀市個人情報保護運営  
審議会（第98回）
7月13日㈪10時〜12時
市職員厚生会館（常葉中学校隣）
3階第1・第2研修室
□担市政情報コーナー 
☎822-8186
2�介護保険運営協議会（第1回）

7月21日㈫14時〜16時
市役所5階正庁
□担介護保険課 ☎822-8308

3障害者計画等検討部会（第2回）
7月21日㈫15時〜17時
市職員厚生会館（常葉中学校隣）  
4階第３研修室
□担障害福祉課 ☎822-9398

4人権施策推進会議（第1回）
7月31日㈮14時〜16時
市役所3階301会議室
□担人権・男女共同参画課   
☎822-8219

■ 傍聴  議題は各担当へお問い合わせください
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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。



食品衛生監視指導結果の公表

□担保健所生活衛生課 ☎824-2191
▶配布場所＝ウェルシティ市民プラザ
3階担当、市役所1階市政情報コー
ナー、行政センター、役所屋▷市□HPで
もご覧になれます。

本人通知制度の運用状況

□担窓口サービス課 ☎822-8563
令和元年度の運用状況（ことし3月31
日現在）は次のとおりです▶本人通知
＝0件▶住民票発行履歴の簡易開示＝
5件（うち開示請求に至ったものは0
件）

職員倫理条例の実施状況

□担人事課 ☎822-8174
市職員は、自己の職務に利害関係のあ
る個人・法人・団体と職務や職務外で
共に飲食するなどの行為をするとき、
条例に基づいて倫理監督者の許可など
を受けることが義務付けられています
▶昨年度の状況＝事務事業に関する意
見交換会での夜間飲食など585件の
行為が許可されました。

法務局における自筆遺言保管制度

□担市民相談室 ☎822-8114
7月10日㈮から、全国の法務局で自筆
証書遺言書をお預かりする制度（予約
制）が始まります▷詳細は法務局□HP
へ。

コンビニ交付が利用できません

□担窓口サービス課 ☎822-8312
7月23日㈷〜26日㈰は、システムメ
ンテナンスのためマイナンバーカード
を利用したコンビニ交付サービスが利
用できません。住民票の写しなどの証
明書が必要な場合は役所屋をご利用く
ださい。

敬老行事の該当者名簿への掲載

□担地域コミュニティ支援課 
☎822-9510

シニア
町内会・自治会から求められた場合、
適正管理と利用目的の限定を条件に、
住民基本台帳から抽出した70歳以上
（9月15日現在）の名簿を提供します。
名簿への掲載を希望しない人は、7月
21日㈫までに住所・氏名を郵送、□FAX
（827-4803）か□E（chiiki-com@city.
yokosuka.kanagawa.jp）で担当か
管轄の行政センターへ。

はかりの定期検査

□担消費生活センター ☎821-1312
11月〜12月に神奈川県計量協会の計
量士が、事業者や店舗、調剤薬局など
を巡回します▶対象地域＝本庁の管轄
地区のうち稲岡町、上町、大滝町、小
川町、佐野町5丁目・6丁目、新港町、
田戸台、日の出町、深田台、富士見町、
平成町、本町、緑が丘、三春町、安浦
町、米が浜通、若松町と追浜・田浦・
逸見・衣笠行政センター管轄地区▷取
引・証明業務で新たにはかりを使うと
きは種類と台数を担当へ。

くりはまみんなの公園の利用中止

□担公園管理課 ☎822-9561
久里浜1丁目地区における公園の再整
備（横浜Ｆ・マリノス練習拠点の整備
など）に伴い、9月から利用できなくな
ります。

海水浴場・屋外プールの利用中止

□担  公園管理課 ☎822-9561 
観光課（長浜海水浴場のみ） 
  ☎822-8294

例年7月上旬〜9月上旬に開設している
海水浴場・屋外公園水泳プールは、新
型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため、利用を中止します▶利用中止と
なる海水浴場・プール＝猿島海水浴場、

長浜海水浴場、馬堀海岸公園水泳プー
ル、湘南鷹取5丁目第2公園水泳プー
ル、根岸公園水泳プール、浦賀7丁目
公園水泳プール、久里浜公園水泳プー
ル、長沢村岡公園水泳プール、富浦公
園水泳プール、小原台小学校プール、
城北小学校プール、長浦小学校プール

久里浜ペリー祭の中止

□担久里浜行政センター ☎834-1111
よこすか開国バザール、水師提督ペ
リー上陸記念式典などを含む久里浜ペ
リー祭は、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため全て中止します。

案 内
微小粒子状物質（ＰМ2.5）

□担環境管理課 ☎822-8328
▶ＰМ2.5高濃度予報＝毎日8時ごろ
と13時ごろに県テレホンサービス（☎
050-5306-2686）と県□HPで発表して
います▷詳細は県□HPへ。

光化学スモッグに注意しましょう

□担環境管理課 ☎822-8328
予報・注意報は県テレホンサービス（☎
050-5306-2687）と県□HPで、警報は
防災行政無線でお知らせします▶予報
発令時の対応＝病弱な子どもや、体調
の悪い人は屋内で休ませる。屋外での
激しい運動は中止する。風向きを考え
て、窓を閉める▶注意報・警報発令時

の対応＝屋外での激しい運動は中止
し、速やかに屋内活動に切り替える。

命を守る「警報器」の設置と点検

□担予防課 ☎821-6493
平成20年〜令和元年に市内で発生した
住宅火災の統計から、住宅用火災警報
器が設置されていた住宅では、死者が
約6割、全焼・半焼火災が約7割も少な
いことが分かりました。住宅用火災警
報器を設置し、次の維持管理をしましょ
う▷定期的に警報器のボタンを押して
点検する▷10年を目安に交換する。

花火・火遊びによる火災予防

□担予防課 ☎821-6466
花火は取り扱いを誤ると、やけどや火
災など思わぬ事故につながります。十
分注意しましょう▶子どもの火遊びに
注意＝ライターなどは子どもの手の届
かないところに置きましょう。

守ってください、ごみ出しルール

□担資源循環推進課 ☎822-8230
ごみ出しのルールを守らないと、異物
選別の際に支障がでるだけでなく、「容
器包装プラスチック」は（公財）日本容
器包装リサイクル協会から、引き取り
を拒否される可能性があります。次の
ことを守りましょう▷「容器包装プラ
スチック」と「缶・びん・ペットボトル」
は2重袋で出さない▷フタとラベルは
必ず外して「容器包装プラスチック」
へ▷食品などの異物が残らないよう、
すすぐ▷ストローは「燃せるごみ」へ。

申請期限
8
31月

特別定額給付金の
申請を受け付けています

　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（一人につき10万円の給付）を
行う制度です。
　5月末に対象者に申請書を送付しました。

申請方法

次のいずれかの方法で申請
▶︎郵送申請＝申請書を市に郵送
▶︎�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）

問合せ

特別定額給付金専用コールセンター
☎0570-550559（8時30分～17時）

Ｑオンライン申請したのに申請書が届いたが、どうすればよいか？
� �二重の手続きは不要です（二重には給付されません）。届いた申請書は�

破棄してください。

Ｑ申請書の受取口座記入欄の「ＣＤ」は何を書けばよいか？
� �銀行コードを記入する欄ですが、分からない場合は、空欄のままご提出

ください。

Ｑ�申請書に間違えて記入したり、誤った書類を添付したりしてしまった。 
どうすればよいか？

� �申請書を確認し、不備があった場合は市役所からご連絡しますので、�
お待ちください。

Ｑ申請書を郵送したが、給付金はいつ振り込まれるのか？
� �6月中旬から順次振り込みを開始しています。市に申請書が届いてから

口座への振り込みまで3週間～4週間程度かかります。申請が集中した際
には、さらに日数がかかる場合があります。

よくあるお問い合わせ

申請書の郵送前に
今一度確認を

□ 申請書に記入漏れはありませんか？
□  記入した受取口座の情報と、確認書

類の内容は一致していますか？
□  本人確認書類と受取口座確認書類の 

コピーを貼り付けましたか？

献血に
ご協力ください

横須賀中央駅前Yデッキ広場ほか会場
日程など詳細は、神奈川県赤十字血液
センター HP をご覧ください
神奈川　血液 検索
保健所健康づくり課 ☎824-7501

ア
プ
リ で

「広報よこすか」
が読めます。
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無理のない範囲で節電にご協力を

□担環境企画課 ☎822-8524
電力需要の高まる夏季はエアコンの設
定温度など無理のない範囲で節電を心
掛けましょう。7月～9月の家庭の電
気使用量が前年同月分を超えなかった
市内在住の人（抽選20人）にＬＥＤ電
球を差し上げます▷詳細は担当へ。

水銀体温計などの回収

□担資源循環推進課 ☎822-8469
不要になった水銀体温計・水銀温度計・
水銀血圧計は「不燃ごみ」には出さず、
回収場所までお持ちください▶回収場
所＝市役所、行政センター、保健所、
エコミル、アイクル、資源循環久里浜
事務所、資源循環日の出事務所

細菌性の食中毒を予防しましょう

□担保健所生活衛生課 ☎824-2191
次のことを心掛け食中毒を予防しま
しょう▶いつもきれいに＝小まめに手
を洗い、布巾やまな板を消毒する。台
所や冷蔵庫内を清掃し害虫を駆除する
▶温度管理＝調理時は十分に加熱し、
冷蔵は5度前後、冷凍はマイナス20度
以下で保存する▶すぐに食べる＝調理
した食品は室温で放置せず早めに食べ
る。

ジェネリック医薬品推奨薬局制度

□担健康長寿課 ☎822-8227
積極的にジェネリック医薬品（後発医
薬品）の普及に取り組む薬局を市が認
定しています。ステッカーと卓上ミニ
のぼり旗が目印です。ジェネリック医
薬品への変更の相談にも気軽に応じて
くれます。

蚊の発生を防ぎましょう

□担保健所生活衛生課 ☎824-9861
草木を剪定（せんてい）し、雨水などが
たまる空き缶やバケツは除去しましょ
う。

特定保健指導を受けましょう

□担健康長寿課 ☎822-8227
国民健康保険加入者で、特定健康診査
の結果により生活習慣の改善が必要と
判定された人に、特定保健指導利用券
を送付します▶特定保健指導＝健康状
態を知り、生活習慣病にならないため
のアドバイスを専門家から無料で受け
られます。医療機関で治療中の人は、
事前に主治医にご相談ください。

乗り上げブロックなどの撤去

□担道路維持課 ☎822-9618
車庫の出入口前の道路上に段差解消の
ブロックなどを置くことは、道路法で
禁止されています。速やかにブロック
を撤去し、承認を受けた上で切り下げ
工事をしてください。

貯水槽の衛生管理

□担保健所生活衛生課 ☎824-9861
建物の所有者・管理者は、水の濁りや
においの点検、年1回以上の貯水槽内
の清掃をしましょう。8m3を超える貯
水槽は、年1回の法定点検が義務付け
られています▷日常管理のポイントや
貯水槽検査機関など詳細は市□HP へ。

青少年の非行・被害防止強調月間

□担こども家庭支援課 ☎823-3152
▶7月は「青少年の非行・被害防止全
国強調月間」＝関係団体、地域住民な
どと連携して、次の取り組みを実施し
ます▷巡回指導員による繁華街やゲー
ムセンターなどの巡回・声掛け▷青少
年健全育成協力店による青少年へのあ
いさつ・声掛け▷町内会・保護者会な
どを対象としたユース出前トーク（非
行防止講座）の講師派遣▷青少年健全
育成協力店を募集しています。詳細は
担当へ▶ＡＶ出演強要・ＪＫビジネス
の被害防止＝モデルなどの勧誘を装っ
た性犯罪であるＡＶ出演強要問題やＪ
Ｋビジネスと呼ばれる営業により若年
層の女性が性的な被害やストーカーな
どに遭う事案が発生しています。被害
に遭ったとき、勧誘されたときは最寄
りの警察署か次の相談窓口へ▶相談窓
口＝警察相談専用電話（#9110番）、
女性の人権ホットライン（☎0570-
070-810）、子どもの人権110番（☎
0120-007-110）

社会を明るくする運動強調月間

□担市民生活課 ☎822-8212
7月は、犯罪や非行の防止と過ちを犯
した人の更生について理解を深め、力

を合わせて安全で安心な明るい地域社
会を築くための運動の強調月間です。
実現のために何が求められ、何ができ
るのかを考えてみませんか。

7月は「河川愛護月間」

□担河川・傾斜地課 ☎822-8510
河川環境を良好に保ち、親しむことを
目的に定められています。河川に生息
する生き物を守るためにも、河川敷な
どにごみを投棄しないでください。

無謀な運転はやめましょう

□担地域安全課 ☎822-8217
7月11日～20日は「夏の交通事故防
止運動」期間です。旅行・レジャーな
どでの過労運転や無謀運転は危険で
す。交通ルールとマナーを守りましょ
う。また、無謀運転をきっかけに暴走
族への加入強要や暴力団の資金稼ぎに
利用されることもあるため、無謀運転
は絶対にしないようにしましょう。

「社協だより」7月号の発行中止

□担福祉総務課 ☎822-8245
市内各戸に配布している「社協だより」
は、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止などのため7月号の発行を中止し
ます■問 横須賀市社会福祉協議会 ☎
821-1301

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

公文書公開制度などの運用状況
令和元年度の状況（令和2年3月31日現在）は以下のとおりです。

 市政情報コーナー ☎822-8186

請求者数 請求件数 簡易公開

153人 394件 8,274件

公開 部分公開 非公開 取り下げ 審査中 合計

267件 105件 19件 2件 １件 394件

本人外
収集

目的外
利用

外部
提供

オンライン
結合

重要
事項

0件 2件 0件 0件 0件

審査
請求

情報公開審査会

諮問 審査中 答申
2件 2件 0件

審査
請求

個人情報保護審査会

諮問 審査中 答申
0件 0件 0件

個人情報を収集する事務 1,193件

個人情報ファイルなど 3,438件

個人情報を取り扱う事務委託 298件

保有個人情報の開示請求 37件

保有個人情報の訂正・利用停止請求 2件

試験などの結果の簡易開示 28件

公
文
書
公
開
制
度

利用状況

公開請求の
処理内訳

公文書公開の決
定に対する審査
請求の処理状況

個
人
情
報
保
護
制
度

個人情報を取り
扱う事務の状況

利用状況

保有個人情報の
開示などの決定
に対する審査請
求の処理状況

個人情報保護運
営審議会への諮
問状況

健康長寿課 ☎822-8227

「ＣＫＤ病診連携システム」の開始
　横須賀市国民健康保険では、市医師会と腎臓専門医療機関との連携によ
り、今年度の特定健診の結果から、ＣＫＤ（慢性腎臓病）が疑われる人に対
し専門の医療機関へ紹介する「ＣＫＤ病診連携システム」を開始します。

ＣＫＤとは
　ＣＫＤは、主に糖尿病や高血圧などの生活習慣病の悪化により発症し、
症状が進行すると人工透析に至る病気です。現在、日本では成人の約8人
に1人がＣＫＤ患者と言われています。ＣＫＤは「隠れ腎臓病」と呼ばれ、
初期は自覚症状がなく、貧血・疲労感・むくみなどの症状が現れた時には、
病気が相当進行している可能性があります。そのため、早期発見・早期治
療することが大切です。

こども青少年給付課 ☎822-0133

養育費確保支援事業
　離婚したとしても、子どもが健やかに成長できるように養育費を支払う
こと、受け取ることは「親の義務」です。市では養育費を受け取るための
助成を行っています。まずは、こども青少年給付課にご相談ください。そ
れぞれの状況にあった解決方法を一緒に探します。

公正証書などの作成補助
養育費について取り決めた、強制執行可能な公的書類作成費用を助成しま
す。
保証契約補助
養育費について保証会社と保証契約を締結した場合、初回保証料相当額を
助成します（上限額5万円、所得制限あり）。
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小動物火葬施設のご案内

□担資源循環推進課 ☎822-8469
▶家庭で飼われていた小動物＝有料で
収集・火葬します▷焼骨の引き取りを
希望する場合、ご遺体のお預かりから
1週間後以降に施設まで受け取りに来
ていただきます。焼骨は、市で用意し
た容器に一体ずつ収め大切にお預かり
します▶路上や空き地で亡くなった飼
い主不明の小動物＝無料で収集・火葬
します▶収集申込＝☎で小動物火葬施
設（☎836-4195、1月1日～3日を除
く）へ▷15時以降の申込みは、翌日に
収集します▶持込（予約不要）＝小動物
火葬施設（公郷町1の26、8時30分～
11時30分・12時30分～16時（日曜
日、1月1日～3日を除く））

生ごみ処理機器の購入補助制度

□担資源循環推進課 ☎822-8230
電気式生ごみ処理機、ＥМ容器、コン
ポスト容器（キエーロ含む）、小枝粉砕
機などの購入費用の1/2（上限額3万
円）を補助します▷詳細は担当へ。

鳥類被害対策支援補助金

□担自然環境共生課 ☎822-8528
野鳥の飛来による生活被害を受けてい
る町内会などが追い払い対策を行う場
合、費用を補助します▶補助率＝1/2
（上限額20万円）▷詳細は担当へ。

スズメバチ駆除費用の補助

□担保健所生活衛生課 ☎824-9861
7月ごろからスズメバチの巣が大きく
なります。個人を対象に、市の指定業
者に駆除を依頼する費用の一部を補助
します▷事前に職員による現地確認あ
り。詳細は担当へ。

電話1本で終活登録ができます

□担地域福祉課 ☎822-8570 
ご自身が倒れて病院や警察などから市
に問合せが入った場合、本人に代わり
緊急連絡先やかかりつけ医などを市が
回答する「わたしの終活登録」が、電
話1本で簡単に登録できるようになり
ました。

多言語観光情報ウェブサイト

□担観光課 ☎822-9672
多言語観光情報ウェブサイト「ガイド
ア」に市内の観光施設の情報を掲載し
ています▶利用方法＝観光施設に掲示
されているステッカーの
2次元バーコードを読み
取り▷日本語、英語など
8カ国語に対応していま
す。

市民公益活動ポイント制度

□担市民生活課 ☎822-9699
ボランティアなどの公益的な活動に参

ガイドア□HP

加すると、市立有料施設などで使える
ポイント券がもらえます▷対象活動の
詳細は市□HPか市民活動サポートセン
ター、行政センターなどにある冊子を
ご覧ください。

まちづくり出前トーク

□担市民生活課 ☎822-9699
市職員が訪問し、まちづくりについて
皆さんと話し合います。メニューは行
政センターで配布するほか、市□HPでも
ご覧になれます■申各担当課か担当へ
▷新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、希望する日程で開催できな
い場合があります。詳細は担当へ。

看護職キャリアカウンセリング

□担地域医療推進課 ☎822-4751
7月16日㈭、8月7日㈮、9月8日㈫14
時～17時（1人30分）、ウェルシティ
市民プラザ■対看護職、看護学生か看護
職を目指す人■申各開催日の3日前まで
に必要項目を□E（info@nurse-cs.
com）か看護職キャリアサポートＹＯ
ＫＯＳＵＫＡ□HPへ▷詳細は同□HPへ。

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

☎046-822-4308
FAX 046-822-4874
      8時30分～20時

LINE公式アカウント
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

（神奈川県）

（横須賀市）

新型コロナウイルスに
関する相談窓口

（土・日曜日、祝・休日 9時～17時）

健診名
● 成人健康診査（18歳～39歳）
● 特定健康診査 
（40歳～74歳、要受診券）

● 後期高齢者健康診査（被保険者）
● がん検診 
（胸部･大腸･乳･子宮頸

けい

部・前立腺）
● 胃がんリスク検診
● 骨密度検診
● 歯周病検診

お願い・ご案内
● 生活保護を受給中の人、本年度
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）。

● 自己負担額など詳細は行政セン
ターなどで配布するチラシか市□HP
へ。

■ 市民健診・特定健診（9月実施分）
実施日　 9月1日～30日の月～金曜日（祝・休日を除く）
時　間　 午前・午後のいずれか
ところ　 保健所健診センター
予　約　 7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で保健所健診センター予約受付（☎822-4351□FAX
822-4390）へ。

� ▷申込多数の場合、別日を案内することがあります。
� ▷�9月のがん検診（乳・子宮頸

けい

部）は、健康診査などと同日受診でき
ません。詳細は保健所健診センターへ。

� ▷�実施日は変更となる場合があります。最新の状況は市□HPでご確
認ください。 ＨＩＶ・性感染症の匿名検査

7月14日㈫・28日㈫
13時30分～14時30分
■申☎（825-6117）で担当へ。

断酒会によるアルコール問題相談
7月14日㈫・21日㈫・31日㈮
18時30分～19時
■申☎（822-4336）で担当へ。

女性医師による女性健康相談
7月15日㈬13時30分～15時
■対女性�
■申☎（822-4527）で担当へ。

自死遺族分かち合いの会
7月18日㈯14時～16時
■申☎（822-4336）で担当へ。

ひきこもり本人の会 ひだまりん
7月22日㈬9時30分～12時
■対21歳以上のひきこもりの人
■申☎（822-4336）で担当へ。
▷事前面談あり。

ひきこもりの家族会 すずらんの会
7月27日㈪
13時30分～15時30分
■申☎（822-4336）で担当へ。

7月の相談・検査など

■ 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

精神保健福祉・ひきこもり相談
月～金曜日�8時30分～17時
☎822-4336

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・性感染症検査の予約
月～金曜日�8時30分～17時
☎825-6117

骨髄バンクのドナー登録
第5木曜日�9時～11時
■対18歳～54歳�☎822-4385

—— 市民健診・特定健診は各委託医療機関でも実施しています。——

無料歯周病検診（問診・口
こうくう

腔内検査）
▶受診期限＝来年2月28日㈰　▶予約＝☎で希望の医療機関へ。
▶場所 ▷�20歳・80歳検診＝市内の横須賀市歯科医師会会員の医療機関
� � ▷その他＝市内の委託歯科医療機関
■対 �本年度中に20歳・30歳・40歳・50歳・60歳・70歳・80歳になる市内在住の人
■持 �▷�20歳・80歳検診＝�氏名・生年月日・住所が確認できるもの� �

（健康保険証・運転免許証など）
　▷その他の検診＝受診券（はがき）
■問 �20歳・80歳検診�横須賀市歯科医師会�☎823-0062
その他の検診� 保健所健康づくり課�☎824-7640

保健所の健診・相談・検査など

献血に
ご協力ください

横須賀中央駅前Yデッキ広場ほか会場
日程など詳細は、神奈川県赤十字血液
センターHP をご覧ください

神奈川　血液 検索
保健所健康づくり課 ☎824-7501
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ネット申込　https://www.yokosuka-yksk.jp/index.html（市□HP「よこすかカレンダー」からもアクセスできます）

●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。



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
7月17日㈮13時30分～15時30分、
市役所分館3階都市部会議室■締7月13
日㈪■申☎で担当へ。

税理士会による相続税相談

□担市民相談室 ☎822-8114
7月22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7
月13日㈪10時以降に☎で東京地方税
理士会横須賀支部（☎824-4193）へ。

マンション管理組合運営・維持管理

□担まちなみ景観課 ☎822-8077
7月25日㈯13時30分～16時30分、
ヴェルクよこすか■申☎でよこすかマ
ンション管理組合ネットワーク（☎
824-8133）へ。

高齢者・介護者のこころの相談

□担地域福祉課 ☎822-8291
8月4日㈫・18日㈫・25日㈫13時30
分・14時30分、中央健康福祉センター
■申☎で担当へ。

離乳食・幼児食相談会

□担中央健康福祉センター 
 ☎824-7632

こども
①8月4日㈫、北健康福祉センター②8
月6日㈭、中央健康福祉センター③8
月20日㈭、西健康福祉センター④8月
25日㈫、南健康福祉センター。いず
れも13時30分～15時■対市内在住の0
歳児～未就学児の保護者■定各先着6人
■締①7月28日㈫②7月30日㈭③8月13

日㈭④8月18日㈫■申7月12日㈰以降に
必要項目をネット申込かコールセン
ター（☎822-2500□FAX 822-2539）へ
▷②託児（有料）希望者は☎で担当へ。

高齢者・障害者の住まい探し相談

□担まちなみ景観課 ☎822-8077
8月6日㈭13時30分～15時30分、総
合福祉会館■申☎で（公社）かながわ住
まいまちづくり協会（☎045-664-
6896）へ。

専門医によるもの忘れ相談

□担健康長寿課 ☎822-8135
8月13日㈭13時・13時20分・13時
40分、8月27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
8月19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8月3
日㈪～18日㈫に☎で担当へ。

認知症介護者の集い

□担地域福祉課 ☎822-8291
8月19日㈬13時30分～15時30分、
総合福祉会館■対認知症の人を介護し
ている家族▷同伴する認知症の人のお
世話を希望する人は8月12日㈬まで
に☎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
①8月22日㈯②8月23日㈰いずれも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。②は国際離婚をした人優先■定先着
①5人②4人■申いずれも8月3日㈪以降
に☎で担当へ。

講座・催し
市立看護専門学校見学会

□担地域医療推進課 ☎822-4751
7月1日～12月18日のうち月・水・金
曜日11時・13時30分、市立看護専門
学校■内校内見学、教育内容の説明など
■対市立看護専門学校に入学を希望す
る人■申希望日の前日までに☎で同校

（☎820-6680）へ▷申込多数の場合、
お断りすることがあります▷保護者の
参加不可。

救急法講習会

□担救急課 ☎821-6507
①普通救命講習会Ⅰ＝8月3日㈪10時
～12時・13時～15時、中央消防署②
上級救命講習会＝8月27日㈭9時～
16時、中央消防署③乳児事故防止教
室＝8月31日㈪9時30分～10時30
分、南健康福祉センター■対市内か三浦
市に在住・在勤・在学している中学生

以上■定先着①各16人②16人③10人
■締①7月29日㈬②8月20日㈭③8月
24日㈪■申7月12日㈰以降に必要項目
をネット申込かコールセンター（☎
822-2500□FAX822-2539）へ。

こども手作り体験

□担青少年会館 ☎824-5377
こども
8月6日㈭10時30分～13時、青少年
会館■内アクセサリー作り、折り紙など
■対市内在住・在学の小学生（2年生以下
は保護者同伴）■定抽選40人■締7月25日
㈯■申全員の必要項目を□FAX（823-7432）
か□E（seisyounen-kaikan@city.
yokosuka.kanagawa.jp）で担当へ。

親子サマーキャンプ

□担公園管理課 ☎822-9561
こども
8月15日㈯13時～16日㈰10時（1泊2
日）、田浦梅の里・田浦青少年自然の
家■対小・中学生とその保護者■定抽選
10組■￥600円（1人増えるごとに300
円）■締7月27日㈪■申代表者の必要項目
と全員の氏名・年齢を往復はがきでシ
ティサポートよこすか緑地公園管理課

（〒238-0051不入斗町1の2☎823-
9444）へ。2C

みんなの人権110番
子どもの人権110番
外国語人権相談ダイヤル

☎0570-003-110
☎0120-007-110
☎0570-090911

いずれも
土・日曜日、
祝・休日を
除きます。

不当な差別やいじめなどの相談を
受け付けます。
一人で悩まずお電話ください。

人権に関する相談窓口

■ 市民相談室  市役所1階 ☎822-8114

中止・変更となる場合があります。

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（1人30分）
3	登記・相続などの相談（司法書士）　第2火曜日 13時～16時
4	登記・境界などの相談（土地家屋調査士）　第2火曜日 13時～16時
5	宅地建物相談（宅地建物取引士）　第4火曜日 13時～16時
6	税務相談（税理士）　第２木曜日 13時～16時
7	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（電話相談 ☎822-8287）
8	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
  ▷ 新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金などの事業主

と従業員の相談を含みます。
9	終活・成年後見などの相談（行政書士）
  ▷ 新型コロナウイルス感染症に関する持続化給付金の相談を含みま

す（市民相談室のみ）。
 追浜・衣笠・久里浜行政センター 第1火曜日 13時30分～16時30分
 田浦・大津・北下浦行政センター 第2水曜日 13時30分～16時30分
 逸見・浦賀・西行政センター 第3木曜日 13時30分～16時30分
 市民相談室 7月は第5木曜日 13時～16時

申込　 2～8と9 の市民相談室 
2週間前の9時以降に☎で市民相談室へ。

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・電話でわたしの終活登録
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

（面接相談は予約制）
デュオよこすか 女性のための 
相談室 ☎828-8177

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

子育て相談（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
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ひとり親向け講座・交流会

□担こども青少年給付課 ☎822-0133
こども
《ところ》ウェルシティ市民プラザ▶講
演会「こどもの心の声を聴こう」＝8
月16日㈰10時～12時▶ひとり親交
流会＝8月16日㈰13時～15時■対市内
在住のひとり親家庭の親子■定各先着
20人■申7月11日㈯以降に☎でよこす
かひとり親サポーターズひまわり（☎
070-6635-7365）へ。

糖尿病予防の食事について知ろう

□担保健所健康づくり課 ☎822-4537
8月26日㈬10時30分～11時30分、
ウェルシティ市民プラザ■対市内在住の
18歳以上■定先着20人■申7月13日㈪～
8月17日㈪に必要項目をネット申込か
コールセンター（☎822-2500□FAX822-
2539）へ▷託児希望者は担当へ。

開国史研究会 基礎講座

□担文化振興課 ☎822-8116
9月2日㈬・23日㈬・30日㈬14時～
16時（全3回）、まなびかん▶テーマ＝
浦賀奉行所と庶民生活■定抽選50人■￥
千円■締7月31日㈮■申必要項目を往復は
がき（1通につき1人まで）か□E（cup-
pc@city.yokosuka.kanagawa.jp）で
担当へ。

スパッと卒煙教室

□担保健所健康づくり課 ☎822-4537 
9月7日㈪13時40分～15時30分、
ウェルシティ市民プラザ■対市内在住
の20歳以上■定先着5人■申7月13日㈪
～9月4日㈮に必要項目を☎か□FAX

（822-4375）で担当へ。

スマートダイエット講演会

□担保健所健康づくり課 ☎822-4537
9月16日㈬18時30分～20時30分、
ウェルシティ市民プラザ■対市内在住・
在勤・在学の18歳以上■定先着50人■申
7月13日㈪～9月14日㈪に必要項目
をネット申込かコールセンター（☎
822-2500□FAX822-2539）へ。

市民スポーツ教室

□担スポーツ振興課 ☎822-8493
費用、申込方法など詳細
は市役所4階担当、行政
センター、体育会館、市
□HPにある「スポーツ教室
ガイド」へ▷いずれも市
内在住の人が対象です▶Ｆ・マリノス
ふれあいフットサルタイム▷横須賀ア
リーナ＝7月17日㈮①17時②18時
50分▷南体育会館＝7月15日㈬③17

市□HP

 昨年度の受講者・保護者の声 
受講者	
・新しいことへの挑戦ができ、将来に役立つ知識が得られました
・今後は専門学校でプログラミングについて学びたいです
・	将来はゲーム関連の会社に入り、ゲーム作りの仕事をしたい
と思いました

保護者	
・	周囲のサポートによって向上していく様子
に、成長を感じました
・	知識が増して、将来の目標に現実味が出て
きたようでした

前回の講座の
様子が見られます

時■対①③小学校4年生～6年生②18歳
以上■定各当日先着40人■￥千円■問横浜
マリノス㈱ふれあい・ホームタウン事
業部	☎045-285-0675▶Ｆ・マリノ
ス夏休み小学生ふれあいフットサルタ
イム（全1回）▷横須賀アリーナ＝7月
27日㈪・29日㈬▷南体育会館＝7月
24日㈷・28日㈫■対小学校1年生～3年
生▷申込期間＝7月10日㈮～20日㈪
▶太極拳教室（全10回）＝8月4日～
10月27日のうち火曜日（除外日あ
り）、横須賀アリーナ■対20歳以上▷申
込期間＝7月1日㈬～31日㈮▶ジュニ
ア新体操（全15回）＝8月25日～12月
22日のうち火曜日（除外日あり）、横
須賀アリーナ■対小・中学生▷申込期間
＝7月15日㈬～31日㈮▶幼児の体力
つくり（全10回）▷横須賀アリーナ＝
9月1日～11月24日のうち火曜日（除
外日あり）▷南体育会館＝9月4日～
11月6日のうち金曜日▷西体育会館
＝9月3日～11月5日のうち木曜日■対
平成26年4月2日～平成28年4月1日
生まれのお子さん▷申込期間＝7月1
日㈬～31日㈮▶健康体力つくり（全
10回）▷横須賀アリーナ＝9月3日～
11月5日のうち木曜日▷南体育会館
＝9月2日～11月4日のうち水曜日▷
西体育会館＝9月1日～11月24日の
うち火曜日（除外日あり）■対20歳以上
▷申込期間＝7月1日㈬～31日㈮▶は
つらつ体操（全10回）＝9月2日～11
月4日のうち水曜日、西体育会館■対60
歳以上▷申込期間＝7月1日㈬～31日
㈮▶楽しくエアロビック（全10回）▷
南体育会館＝9月3日～11月5日のう
ち木曜日▷横須賀アリーナ＝9月4日
～11月6日のうち金曜日■対20歳以上

▷申込期間＝7月1日㈬～31日㈮

コミュニティセンター
【申込方法】	各締切日までに必要項目
（郵便番号、住所、氏名とフリガナ、
年齢、電話番号）と講座名を往復はが
き、□FAX、□Eか直接（返信用はがきを持
参）、各コミセンへ。

【お願い】いずれも公共交通機関でご来
場ください。

【案内】内容、持ち物など
詳細は市□HP、チラシをご
覧いただくか、各コミセン
にお問い合わせください。

にこにこルーム
こども
①7月15日㈬②8月19日㈬10時30分
～11時、大津コミセン■対未就園児と
その保護者■定各抽選10組■締①7月10
日㈮②8月10日㈷▷①はリモートで
行うためスマートフォン、パソコンな
どが必要です▷いずれも申込みは□Eで
のみ受付。

市□HP

〒239-0808	大津町3の34の40	
☎□FAX835-2872	
ooph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

大津コミュニティセンター

公益財団法人神奈川県市町村振興協会

▷いずれも対象は市内在住の人です。
□担 	 	13こども健康課	☎824-7141		
2保健所健康づくり課	☎824-7640	
4中央健康福祉センター	☎824-7632

1プレママ・プレパパ教室
8月22日㈯9時15分～10時30分・11時～12時15分・13時45分～15時・
15時30分～16時45分、南健康福祉センター■内講話など■対妊婦とその配
偶者など■定各先着6組■申7月11日㈯～8月13日㈭に必要項目をネット申込
かコールセンター（☎822-2500□FAX822-2539）へ▷詳細は市□HPへ。
22歳児歯科教室（旧歯みんぐ教室）
8月28日㈮10時～11時30分、中央健康福祉センター■内仕上げ磨きの練
習。希望者には歯こう染め出しあり■対平成29年9月～平成31年1月生まれ
のお子さん■定先着8人■申7月13日㈪～8月20日㈭に必要項目をネット申込
かコールセンター（☎822-2500□FAX822-2539）へ。
3ツインズ全体会
8月23日㈰10時～11時30分■対未就学のふたご・みつごとその保護者かふ
たご・みつごを出産予定の人▷申込方法など詳細は市□HPか担当へ。
4上手な小児科のかかり方講演会
8月18日㈫13時30分～15時▷申込方法など詳細は市□HPか担当へ。

　「横須賀プログラミング夢アカデミー」の受講生を決める選抜試験を行い
ます。試験は自宅などで、オンラインで実施します。

日 時	 	8月1日㈯・2日㈰10時
対 象	 	ことし4月2日時点で12歳～18歳かつ

8月1日時点で市内在住の人
▶	受講のためのパソコンが必要です。スペック
など詳細は企画調整課へ。

申 込	 	7月1日㈬～19日㈰に保護者の同意の
上、必要項目・希望日と意気込み（100
字程度）を□E（re-c@city.yokosuka.
kanagawa.jp）で企画調整課へ。

▶応募多数の場合、お断りすることがあります。
▶詳細は受講生へ個別に連絡します。

 企画調整課 ☎822-8221

プログラミングアカデミー生募集

広報よこすか　令和２年（2020年）７月号 9●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。

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。



理事務所前集合（雨天中止）。

しょうぶ園花づくり講習会
9月2日～12月12日のうち①水曜日
②土曜日10時～12時（除外日・時間変
更あり、全9回）■定各先着25人■申7月
11日㈯～8月15日㈯に必要項目と希
望コース（①・②）を往復はがきでしょ
うぶ園へ■問NPO法人グリーンクラブ 
☎□FAX 824-2171
しょうぶ園で園芸相談
毎月第3水曜日10時～12時・13時～
15時■内植木、果樹、草花など植物に
関する相談■締 相談したい日の前週水
曜日16時■申必要項目を☎か□FAX でしょ
うぶ園へ。

所蔵品展
▶特集「川端 実」＝9月13日㈰まで 
▶谷内六郎〈週刊新潮 表紙絵〉展「新
潮社とのお仕事 あれこれ」＝9月13
日㈰まで

川端 実《門のイメージ 金》 
 1991年、横須賀美術館蔵

休館日
7月6日㈪、8月3日㈪

〒238-0033 阿部倉18の1 
☎853-3688 □FAX 851-5600

しょうぶ園

〒239-0813 鴨居4の1
☎845-1211
art-event@city.yokosuka.kanagawa.jp
□HP https://www.yokosuka-moa.jp/

横須賀美術館

大津サイエンス・ラボ
こども
8月14日㈮①10時～12時②14時～
16時、大津コミセン■内①天体②磁性
■対小学校5年生～中学生■定抽選①16
人②10人■￥①800円②500円■締7月
30日㈭▷学年と希望コース（①・②）
を明記。申込みは□E でのみ受付。

ＳＤＧｓってなんだろう
7月18日㈯13時30分～15時■定抽選
20人■締7月15日㈬▷オンライン講座
のためスマートフォン、パソコンなど
が必要です。申込みは□E でのみ受付。

その他の施設

〒238-0046 西逸見町1の38の11
ウェルシティ市民プラザ
☎822-4838
□HP https://manabikan.net/

まなびかん

市民大学講座
8月下旬から順次、開講します▶申込
期間＝7月15日㈬～8月11日㈫▷定
員は抽選。講座の内容、申込方法など
詳細は7月15日㈬から市役所、行政セ
ンター、役所屋などで配布する募集要
領か、まなびかん□HP へ。

観察会
▶早朝探鳥会＝7月25日㈯7時～8時
15分▶自然観察会＝8月1日㈯9時30
分～11時30分▷いずれも当日公園管

〒239-0842 長沢2の7の7
☎□FAX 849-2866
siph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

北下浦コミュニティセンター

〒239-0847 光の丘4の1 
☎□FAX 849-7650

光の丘水辺公園

大津シーハイツ・サポートクラブ
活動地域 大津シーハイツ

　団地に住む人から「気軽に集まれ
る場所が欲しい」と声が上がり、集
会所を利用して、交流の場「ふれあ
いカフェ」を始めました。
　先日のカフェでは、閉店時間まで
会話が絶えず、「知り合いが増えてよ
かった」「まだ話し足りないね」など、
うれしい言葉をいただきました。

ふれあいカフェ

支え合い活動を始めたい人は 地域福祉課 ☎822-9804

ふれあいカフェメニュー 
「巻き寿司と豚汁」

　「できることを、できる時に、で
きる範囲で」をモットーに、住民同
士で支え合い活動を行っています。

「お互いさま」を大切に

スタッフの皆さん

企画展示
▶ヨコスケンセ よこすかの歴史を彩
る植物たち＝9月27日㈰まで

トピックス展示
▶江戸時代の学び＝9月27日㈰まで
▶カブトムシを調べよう＝7月18日
㈯～9月20日㈰
休館日
月曜日

おうちでワクワク「ムシ」たんけん
こども

「三浦半島の身近な昆虫」からピック
アップしたムシについて調べられる本

（２・３冊）を、福袋形式で貸し出しま
す。読書記録カード、自然・人文博物
館の「ぬりえ＋（プラス）」もプレゼン
トします■対市内在住・在学の4歳～小
学生■定先着30人■申7月16日㈭以降に
☎で児童図書館へ。
休館日
月曜日

〒238-0016 深田台95
☎824-3688
□HP https://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp/

自然・人文博物館

中央図書館 ☎822-2202
児童図書館 ☎825-4417 
北図書館 ☎866-0516
南図書館 ☎836-0718
□HP https://www.yokosuka-lib.jp/

図書館

7月15日㈬までに記事（タイトル
15文字以内、本文60文字以内）と
連絡先をはがき、□FAX か□E で広報課

（□FAX 822-4711□E dengonban@
city.yokosuka.kanagawa.jp）へ。
▶掲載基準＝市民や市民のグルー
プが不特定多数の人を対象に市内
で開催する無料の催し。政治・宗教・
営利・会員募集目的でないもの。
▷申込多数の場合は抽選となります。

9月号掲載記事の申込
（9月11日〜10月10日の催し）

伝言板
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、伝言板の掲載を見送っ
ていましたが、9月号から再開しま
す。なお、状況により掲載しない
場合もあります。

横須賀芸術劇場
◆�能「隅田川」×ブリテン��
オペラ「カーリュー・リヴァー」�
連続上演“幻”

10月18日（日）14時開演� 大劇場

予約は☎823-9999
かホームページへ
横須賀芸術劇場 劇場□HP

おうちで「おりがみ」
児童図書館で折り紙の本を借りた人に

折り紙をプレゼントします。

作品を児童図書館に持って行くと
8月末まで展示されます。
▷作品の返却はできません。

期 間 7月21日㈫～8月16日㈰
対 象 ５歳～小学校2年生　定 員 先着40人
担 当 児童図書館 ☎825-4417 

博物館ぬりえ+（プラス）作品募集中
対象年齢ごとに部門を分け、募集しています。

締切日 8月29日㈯
▷ぬりえ、応募方法など詳細は自然・人文博物館か同□HP へ。
担 当 自然・人文博物館 ☎824-3688
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　「海洋プラスチックごみ」は現在、世界中で問題になっています。
海の環境を汚染するだけでなく、そこにすむ生き物にも影響を与えて
います。

海洋プラスチックごみを
知っていますか？

海洋プラスチックごみとは
　プラスチックの多くは使い捨てのため、ポイ捨
てをしてしまうことがよくあります。捨てられた
プラスチックごみは、風に飛ばされ、河川を通じ
て海に流れ着きます。これを「海洋プラスチック
ごみ」といい、現在、1億5千万トンあるといわれて
います。
　また、歯磨き粉に含まれるスクラブ剤などマイクロサイズで製造された
プラスチックや、紫外線など自然環境の影響を受けて5mm以下になったプ
ラスチックを「マイクロプラスチック」といいます。

海洋プラスチックごみ

引き起こす問題

　マイクロプラスチックを飲み込んだ海洋生物が市場に出ると、それを食べる
人間の体内にもマイクロプラスチックが入り込む可能性があります。人体への
影響は解明されていませんが、自然界に存在しない物質が多くの生物の体内
に取り込まれてしまう事態を楽観視することはできません。

海洋生物に対する影響
◆海洋生物がポリ袋などを誤って食べて死んでしまう
◆�漁に使われる網や釣り糸などが海洋生物の体に絡みつき、
身動きが取れずに死んでしまう

◆�マイクロプラスチックを海洋生物が取り込み、体内に蓄積さ
れてしまう　など

産業に対する影響
◆本来得られるはずの漁獲量が減少し、漁業や養殖業に損失が出る
◆�きれいな海を求めて来る観光客が減少し、観光業が低迷する　�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

海洋プラスチックを減らすためにできること
3R（Reduce、Reuse、Recycle）を心掛ける

繰り返し使える詰め替え
用ボトルなどを購入する

タンブラーなどマイボトル
を持参し、プラスチック
容器の使用を減らす

Reduce（リデュース） Reuse（リユース） Recycle（リサイクル）
マイバッグを持参して、
買い物をする

ふた付きの容器などに
食品を保存して、
ラップの使用を減らす

ごみのポイ捨てや不法投棄
をせず、決められた場所・
時間に分別して捨てる

レジャーや屋外などで出る
ごみは分別して、必ず持ち帰る

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ご
み
を
削
減
す
る

き
ち
ん
と
分
別
す
れ
ば

リ
サ
イ
ク
ル
が
で
き
る

　地域の清掃活動に参加することも、海洋プラスチックごみの削減につながります。

（参考）WWFジャパン□HP（https://www.wwf.or.jp/）
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ネット申込　https://www.yokosuka-yksk.jp/index.html（市□HP「よこすかカレンダー」からもアクセスできます）



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

次のことに気を
付けましょう

に注意詐欺
サ ギ

新型コロナウイルス感染症に関連した 　新型コロナウイルス感染症に関連した詐欺や消費者
トラブルが発生しています。
　根拠のないうわさなどに惑わされず、正確な情報に
基づいて冷静に対応しましょう。

消費生活センター　☎821-1314

市役所など公的機関が
　　　　　　お願いすることはありません

こんな詐欺が発生しています

詐欺・トラブルに遭わないために

　保健所の職員を名乗る人か
ら、「マスクを届けるため、家
族は何人か教えてほしい」と
いう電話がかかってきた。

　給付金やマイナンバーカー
ドの申請代行をする業者と名
乗る人から、個人情報や口座
情報などを電話で聞かれた。

● 現金自動預払機（ATM）の操作
●  給付金受給のための 

手数料の振り込み
●  メールを送り、URLを 

クリックしての手続き

　大手製薬会社名で新型コロ
ナウイルス感染症治療薬に関
する書類が届き、後日電話で
社債の購入代金の支払いを求
められた。

行政機関の職員を名乗る人や、行政から委託されたと
いう業者などからの電話や訪問には対応しない。

心当たりのない送信元からのメール・SMS、SNS など、
怪しい・おかしいと思うものは無視する。

絶対に、口座情報や暗証番号を教えたり、キャッシュ
カードなどを渡したりしない。

新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質な勧誘を行
う業者には耳を貸さない。

相談窓口 不審に思った場合は
すぐにご相談ください

消費者ホットライン 
☎188

新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン
☎0120-213-188

【受付時間】10時～17時（年中無休）

消費生活センター
☎821-1314

【受付時間】9時～16時（土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く）

12 広報よこすか　令和２年（2020年）７月号
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