
令和３年（2021年）６月１日 発 行　No.858 

06    
2021

横須賀市コールセンター
☎ 046-822-2500

市勢情報（令和3年5月1日現在推計）
人口389,302人（前月比+2,573人）　世帯数167,756世帯（前月比+265世帯）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）

TOPICS P4 カーボンニュートラルの実現に向けて　P11 横須賀市長選挙　P12 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載内容は変更となる場合があります。

感染の不安がある・濃厚接触者など 横須賀市帰国者・接触者相談センター
（新型コロナウイルス感染症受診相談センター）

☎️822-4308　   822-4874
8時30分〜20時（土・日曜日、祝・休日9時〜17時）

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



追浜エリア

横須賀中央エリア

久里浜エリア

西エリア

ソレイユの丘のリニューアル

リニューアルのポイント

公園建設課　☎︎822-9572

　市内各地では、新たなまちづくりが進んでいます。駅前などの整備による利便性の向上や施設のリ
ニューアルなど、時間をかけて進んでいく内容はさまざまです。市や国といった行政だけでなく、民
間企業、プロスポーツチームや地域の人々などと連携し、新たな横須賀を着実につくっていきます。

　西海岸における交流拠点の創出・拡充を目的として、長井海の
手公園「ソレイユの丘」の機能強化を図ります。「ＹＯＫＯＳＵＫＡ 
ＷＥＳＴ ＣＯＡＳＴ ＳＴＹＬＥ ＰＡＲＫ 海と大地と、人をつなぎ、
新しい出会いと発見のある場所へ」をコンセプトにリニューアル
します。

●  「園内が一望でき、昼も夜も楽しめるカフェ・レストラン」「地域交流プラザ」などを含む、 
「ヒルトッププラザ」の新設
● 公園全体の回遊性を高める花畑や、通年で芝生を楽しめる広場などの空間創出
● 崖地上部から富士山や海を一望する「グランピング施設」「絶景ボードウォーク」の新設

令和5年4月リニューアルオープン
予定

西エリア

「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2 広報よこすか　令和３年（2021年）６月号



まちづくり政策課　☎︎822-8278

現 在 将 来

追浜駅周辺のまちづくり
　追浜駅前を中心としたまちづくりを、国と共に進めています。ことし3月には「追浜
駅交通結節点整備 事業計画」が取りまとめられました。行政だけでなく、民間の再開
発などとも連携し、段階的に事業を推進すると共に、連鎖型事業の実現を目指します。

追浜駅交通結節点整備のポイント

（出典）国道15号品川駅西口広場事業計画

（出典）追浜駅前市街地再開発準備組合

現在の駅前空間

追浜駅前交差点の改良

駅前再開発イメージ

交通ターミナル整備 次世代モビリティの通行空間

野島公園

追浜公園

日産自動車（株）
追浜工場

● 交通ターミナル整備による交通円滑化、利便性・移動快適性の向上
● 平常時には市民の交流空間、災害時には情報拠点となる施設の設置
● 交通事業者・商店街・民間企業などとの連携による、
  「えき・まち・みち」が一体となったにぎわい空間の創出

まちづくり政策課　☎︎822-9831

中心市街地の再開発

再開発を進めていく横須賀中央エリア

　本市の顔となる中心市街地では複数の再開発事業
が検討されています。ことし1月には「若松町1丁目
地区再開発準備組合」が進める事業を都市計画決定
しました。他の地区も含め、市街地の適切な高度利
用と防災性の向上、多様な都市機能の整備による魅
力やにぎわいの創出に向けて、市では今後も引き続
き積極的な支援を行っていきます。

横須賀中央エリア

追浜エリア

新市立病院
公園建設課　☎︎822-9562

市立病院課　☎︎822-9991

　老朽化が進んだ、うわまち病院を久里浜エリ
アに移転建て替えします。
　現在と変わらない標

ひょう

榜
ぼう

診療科目（28科）を確保
し、病床数を450床とする他、地震に強い免震構
造を採用するなど災害に強い安全で安心な病院
を建設します。

令和4年10月一部完成
予定

　久里浜1丁目公園（旧くりはまみんなの公
園）では、スポーツによるまちの再興や地域
経済の活性化を図るため、横浜Ｆ・マリノス
の練習拠点の整備を行っています。天然芝
のグラウンド、フットサルコート、トレー
ニング施設、飲食施設やテラスなどを備え、
市民の皆さんも利用できる施設となります。

久里浜エリア

スポーツでにぎわうまちづくり

＋
地域を主体とした
連携体制

スポーツ
チーム学識者

商店街

企業

タクシー
事業者

鉄道
事業者 地域住民・

在勤者
バス
事業者

道路管理者 行政
横浜国道事務所 横須賀市

段階的
事業推進
イメージ

市道追浜夏島線拡幅 国道357号の延伸
イメージであり、整備内容を決定するものではありません。

この図は基本設計完了時のもので、
変更の可能性があります。
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　昨今、大気中に含まれる二酸化炭素などの温室効果ガスが増え、地球温暖化は進む一方となっています。
　市では、「横須賀市ゼロカーボンシティ」を宣言し、脱炭素社会への移行に向けた取り組みを進めていく
姿勢を表明しました。そして、脱炭素社会を実現するため、再生可能エネルギーの普及拡大や省エネルギー
の推進などと共に、海に囲まれている立地を活用してブルーカーボン事業の検討を進めていきます。

　現在、地球温暖化は地球規模で進んでおり、早急に対策する必要
があります。「産業革命前と比較して平均気温の上昇を2度未満とす
る」というパリ協定の目標達成に向け、世界主要国では「2050年ま
でに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする」ことを目指しています。
日本では「2050年までに温室効果ガス排出量」を実質ゼロにするこ
とを、昨年10月に表明しました。
　市でも、脱炭素社会に移行するため、ことし1月に「横須賀市ゼロ
カーボンシティ」を宣言し、条例の制定や計画の策定に向けて検討
を進めています。

　近年、世界中で異常気象が発生し、日本各地においても、

猛暑や豪雨による自然災害が頻発するなど、気候変動の影響

が顕在化しています。

　今後、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの増加によ

る地球温暖化の進行に伴い、猛暑や豪雨などの気候変動の 

リスクは更に高まることが予測されており、こうしたリスク

を低減させるためには、私たち一人ひとりが当事者としての

危機感を持つことが重要です。

　こうした背景から、本市では「2050年までに二酸化炭素

排出量の実質ゼロ」を目指し、脱炭素社会への移行に向けた

姿勢を示すための条例を制定するとともに、市民・市民団体・

事業者と連携して地球温暖化対策の取り組みを進めていくこ

とを、ここに宣言します。

　ブルーカーボンとは、海洋に生息する藻類などの生物により吸収・
捕捉される炭素のことを指します。陸上の植物が二酸化炭素を吸収
するのと同様に、海中の海草・海藻（アマモやカジメなど）も二酸化
炭素を吸収します。これらが吸収する二酸化炭素量は、陸上の植物
が吸収する量に匹敵します。
　市では、三方を海に囲まれている立地を生かしたブルーカーボン
事業の検討を進めていきます。ブルーカーボン事業は、二酸化炭素
を吸収する効果だけでなく、水質の改善が見込める他、市民協働や
環境教育・学習の創出などが期待できます。

　二酸化炭素の排出量と森林など
での二酸化炭素吸収量が等しくな
り、差し引きで二酸化炭素排出量
が「実質ゼロ」になる状態を、「カー
ボンニュートラル」といいます。
　日常生活や事業において、二酸
化炭素排出量をゼロにすることは
できないため、「カーボンニュー
トラル」を目指すことが重要です。

カジメアマモ

全世界で取り組むべき問題
横須賀市ゼロカーボンシティ宣言

カーボンニュートラルへの一歩 
ブルーカーボン事業 の可能性

「カーボンニュートラル」とは？

地球温暖化を防ぐために

室温を夏は28℃、冬は20℃を目安に設定する
（体調などに配慮し無理のない範囲で）

長時間使わない電化製品はプラグを抜く

太陽光発電など、再生可能エネルギーの導入を
検討する

買い物をするときはマイバッグを利用する

車の使用を控え、公共交通機関や自転車を
利用する

私たちにできる

カーボンニュートラルの
実現に向けて
環境企画課　☎︎822-9661

5つのポイント
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豊かな自然環境を次世代へ引き継ぐために

横須賀エコツアー 猿島専門ガイドツアー 田浦青少年自然の家でキャンプ

光の丘水辺公園 自然と触れ合おう

アイクル リサイクル体験教室

環境月間啓発イベント

カミキリムシハンターになろう！

　ガイド付き限定で公開している兵舎や爆薬庫と呼ばれる
地下壕

ご う

など、猿島を一周するツアーです。
　子どもと保護者のグループで利
用できます。キャンプ用品を無料
で貸し出します。

　森林に囲まれた静かな公園で、さまざまな自然と触れ合える
イベントを開催します。

　環境についてのパネル展示や、「緑の
カーテン」の種を配布します（なくなり次
第終了）。当日直接、会場へ。

　市では豊かな自然環境を守るため、意識
啓発などさまざまな取り組みを進めていま
す。昨年９月には「海洋プラスチックごみ
対策アクション宣言」をし、活動のシンボ
ルとしてロゴマークを作りました。環境保
全へ意識を向け、身近なところから環境を
守る活動に取り組んでみませんか。
▷詳細は市□HPへ。

　バラに集まるカミキリムシを
捕まえて、観察をします。
▶︎詳細はヴェルニー公園□HPへ。

コースカ ベイサイド ストアーズ（本町）
6/19土 11時〜16時

6/26土 10時〜12時 ヴェルニー公園

① ハンゲショウ特別公開
6/19土〜27日 10時〜15時

① 布ぞうり
7/3土 9時30分〜12時30分

② 早朝探鳥会
6/26土 7時〜8時15分

② 浴衣で作るブラウスとパンツ
7/8木 10時〜15時

③ 自然観察会
7/3土 9時30分〜11時30分

毎日2回開催
（11時〜12時30分・13時〜14時30分）

市内在住の人

1泊510円
（中学生以下260円）

▶︎日帰り利用は無料です。

猿島公園専門ガイド協会
☎080-6655-0557

田浦青少年自然の家
☎861-2702

環境企画課 ☎822-8524

三笠公園管理事務所 ☎824-6291

光の丘水辺公園 ☎849-7650

アイクル ☎866-1196

都市戦略課
☎822-8258

各先着20人

各抽選10人

600円（小学生300円）
▶︎別途、渡船料と入園料が必要です。

▶︎ ②③は当日、公園管理事務所前に集合（雨天中止）。

当日、猿島公園内管理棟3階へ
（開始15分前から受付）。

と　き

対　象

費　用
定　員

定　員

費　用

①6月18日（金） ②6月24日（木）締　切

申　込

必要項目と教室名（①・②）をハガキかメール
（aicle@city.yokosuka.kanagawa.jp）で、アイクルへ。

申　込

6月は
環境月間 身近な自然に触れ

てみませんか

　大人から子どもま
で参加できる自然に

触れ合うツアーや、
環境について考える

きっかけに

なるイベントを市で
はたくさん企画して

います。この機会に
自然を感じ、環境を

守るために

できることに触れて
みませんか。
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不入斗公園駐車場の混雑　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種会場となるため、来園の際は公共交通機関をご利用ください。□担公園管理課 ☎822-9561

掲載内容は変更・中止となる場合があります。最新の情報は各担当へ。



市立病院の職員

▶市民病院 ☎856-3136▷職種＝薬
剤師■対資格取得者か取得予定者▶う
わまち病院 ☎823-2630▷職種＝①
看護助手②保育士③薬剤師■対②③資
格取得者か取得予定者■定いずれも若
干名■締随時▷（公社）地域医療振興協
会職員として採用します。

▶対象＝市内在住・在勤・在学で月～
金曜日に開催する会議（年3回程度）に
出席できる20歳以上■定選考2人■締6月
30日㈬■申必要項目、勤務先か通学先、
小論文「美術館活動に期待すること」

（ 8 0 0 字程度）を郵送、 □FAX（ 8 4 5 -
1 2 1 5 ）、 □E（ m a - b e s @ c i t y .
yokosuka.kanagawa.jp）か直接、担
当（〒239-0813鴨居4の1）へ▶任期
＝10月1日から2年間▷委員選任後は
氏名を公表します。応募書類は返却し
ません。

▶対象＝元海上自衛官か予備自衛官▷
詳細は海上自衛隊横須賀地方隊□HPか
☎で海上自衛隊横須賀地方総監部人事
課（☎822-3500（内線2305））へ。

道路上などの違反広告物の除却や事業
者への啓発活動などを月1回実施しま
す■対市内在住・在勤・在学の人■申必要
項目を☎、 □FAX（ 8 2 6 - 0 4 2 0 ）、 □E

（ke i kan - c i@c i t y . yokosuka .
kanagawa.jp）か直接、市役所分館3
階担当へ▷6月17日㈭14時～15時、
市役所4階405会議室で講習会を開催
し、受講後に登録します。

街路樹の刈り込み、道路清掃などを行
い、景観維持のために活動します■申☎
で担当へ▷講習会（年2回）あり。

大津地域の風景や人々など、地域の魅
力あふれる写真を募集します▶規格＝
カラープリント、Ａ4判以上（修整、
合成、組写真は不可）■締10月22日㈮
■申作品の裏面に題名・住所・氏名・電
話番号を記入し郵送か直接、担当

（〒239-0808大津町3の34の40）へ
▷応募は1人3点まで。作品は未発表
のものに限ります。

□担美術館運営課 ☎845-1211

美術館運営評価委員会市民委員

□担窓口サービス課 ☎822-8553

自衛官（育児休業代替）

□担まちなみ景観課 ☎822-8127

広告景観推進協力員

□担土木計画課 ☎822-9526

街路樹ボランティア団体

□担大津行政センター ☎836-3531

大津・観光写真コンクール

▶募集期間＝6月17日㈭～7月1日㈭
■対8月以降の活動でポイント交付券か
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☎828-3130□FAX 828-3132□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。

6月30日㈬です。納付には便利な口座
振替をご利用ください。

キャッシュカードを使用し、各種口座
振替を申し込みできます▷詳細は担当
へ。

▶発送日（令和3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
＝7月中旬

▶発送日＝6月15日㈫▶保険料＝昨
年中の課税年金収入額と合計所得、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（年金天引き）＝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
減免される可能性があります。減免に
は申請が必要です▷詳細は担当へ。

▶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

□担市民生活課 ☎822-9699

「市民公益活動ポイント」対象団体

□担納税課 ☎822-8204

市・県民税（第1期分）の納期限

□担会計課 ☎822-8426

市税・諸料金の口座振替申込み

□担健康保険課 ☎822-8233

国民健康保険料決定通知書の発送

□担介護保険課 ☎822-8293

介護保険料額決定通知書・納付書

□担健康保険課 ☎822-8233

国民健康保険料の軽減・減免

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▷詳細は担当へ。

6月29日㈫・30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。

国保に加入している人が会社の健康保
険に加入したときは、14日以内に市
役所1階窓口サービス課か行政セン
ターで手続きをしてください■持国民
健康保険証、会社の健康保険証か加入
証明書▷手続きをせず2年が経過する
と、国保の保険料を減額できなくなる
場合があります。

7月に特定健診の窓口負担額が無料と
なる「窓口負担額変更通知書」を送付
します■対令和2年度市民税が課税され
ていて、令和3年度から市民税が非課
税となった本市国保加入世帯▷「窓口
負担額変更通知書」が届く前に受診し
た人は、市役所分館２階担当で還付申
請ができます。

6月下旬に更新のお知らせを発送しま
す（令和3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。

6月13日㈰15時、6月22日㈫10時、7
月3日㈯10時、船越老人福祉センター
■定各当日先着50人

▶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12年4月2日～平成13年4月1日
▷乳がん検診＝昭和55年4月2日～昭
和56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、年度に1回）、乳がん検診
1,670円（40歳以上、隔年度に1回）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。

□担健康保険課 ☎822-8234

国保・後期の保険料夜間納付相談

□担健康保険課 ☎822-8233

国民健康保険の脱退手続き

□担健康長寿課 ☎822-8227

窓口負担額変更通知書の発送

□担介護保険課 ☎822-8253

介護保険負担限度額認定証の更新

□担健康長寿課 ☎822-8255

船越老人福祉センター廃止説明会

□担保健所健康づくり課 ☎822-4307

無料の子宮頸
けい

がん・乳がん検診

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19年4月2日～平成20年4
月1日生まれの人■申6月14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21日㈪～7
月6日㈫の指定する日に在籍の中学校
でも提出可▷詳細は同封の案内をご覧
ください。

保健所が実施する市民健診の胸部検診
を半年以内に受診した人で、一定の条
件に該当する場合、2回目の胸部検診
を無料で受診できます■申☎で担当へ。

▶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、骨髄提
供に伴う休暇取得が可能な事業所を除
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）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため保健所での受付は原則行いませ
ん。詳細は県から6月上旬に送付され
る案内をご覧ください▷申請書類は、7
月30日㈮までに県のがん・疾病対策課
難病対策グループへ郵送してください。

駐車場の機械式化と営業時間の拡大に
伴い、7月～3月を有料化します▶7月
〜3月の駐車料金＝30分ごと100円

（上限額600円）

審議会などの傍聴

▶環境審議会温暖化対策推進部会（第
16回）＝6月11日㈮14時～16時、消
防局庁舎4階災害対策本部室■問環境企
画課 ☎822-9661▶介護保険運営協
議会（第1回）＝6月25日㈮14時～16
時、消防局庁舎4階災害対策本部室■問
介護保険課 ☎822-8308▶教育振興
基本計画策定検討委員会（第2回）＝7
月1日㈭10時～11時30分、市役所3
階302会議室■問教育政策課 ☎822-
9751▶環境審議会（第71回）＝7月1
日㈭14時～16時、消防局庁舎4階災
害対策本部室■問環境企画課 ☎822-
8327■申いずれも10分前までに会場
へ▷議題、定員など詳細は問合せ先へ。

□担保健所健康づくり課 ☎822-4307

中学2年生のピロリ菌検査

□担保健所健康づくり課 ☎822-4385

アスベスト胸部特別健診

□担保健所健康づくり課 ☎822-4385

骨髄移植ドナー助成制度

□担保健所健康づくり課 ☎822-4385

指定難病医療受給者証の更新

□担公園管理課 ☎822-9561

しょうぶ園駐車場の通年有料化

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
問  問合せ先
担  担 当

☎　  電 話
　  ファクス
　  ホームページ
　  eメール

FAX
HP
E

◆ 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。

横須賀インフォ
ハマユウ

市HP で季節
の花を紹介し
ています。
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点字版津波ハザードマップの配布　点字版津波ハザードマップが完成しました。希望者は担当へ。□担点字図書館 ☎□FAX822-6712

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
共に飲食するなど一定の行為をすると
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28件
の行為が許可されました。

市の交通拠点である横須賀中央駅東口
改札前に移転します▶オープン＝6月
1日㈫▶営業時間＝9時30分〜17時
▷詳細は横須賀市観光協会□HPへ■問横
須賀市観光協会 ☎822-8256

（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。 ）

①6月19日㈯②7月3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（はがきサイズの青い封筒）を持
つ人■定各先着144人■申①6月11日㈮〜
17日㈭②6月21日㈪〜7月1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□FAX 822-
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。

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7月1日㈭〜8月31
日㈫に市役所6階担当へ▷申請方法・
書類など詳細は市教育委員会□HPへ。

シニア
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26年
1 2 月 3 1 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。

次のような金融犯罪の被害が多発して
います。不審に思ったら一人で行動せ
ずに、すぐに警察へ相談しましょう▷

「必ずもうかる」というような誘い文
句を使った詐欺的な投資勧誘▷「プリ
ペイドカードを買ってきて、番号を教
えてほしい」という電子マネーを悪用
した詐欺▷公的機関を名乗ってキャッ
シュカードを預かり、暗証番号を聞き
出して現金を引き出す詐欺▶警察以外

□担人事課 ☎822-8174

職員倫理条例の実施状況

□担観光課 ☎822-8567

横須賀市観光案内所の移転

□担窓口サービス課 ☎822-8573

マイナンバーカード休日交付予約

□担支援教育課 ☎822-8480

修学支援金の申請

□担健康長寿課 ☎822-8255

はつらつシニアパスを発売します

□担消費生活センター ☎821-1312

金融犯罪の被害が多発しています

の相談窓口＝財務省横浜財務事務所理
財課（☎045-285-0981）か担当へ。

シニア
昨年10月1日以降に購入し、申請時点
で購入から1年以内の迷惑電話防止機
能付き電話機の購入費を補助します■対
市内在住の70歳以上（1世帯につき1回
限り）▶補助額＝購入費の1/2（上限額
5千円、購入時のポイント使用分・発
生分を除く）■締来年1月31日㈪■申市□HP
にある申請書などを郵送か直接、市役
所4階担当へ▷申込多数の場合、受付
を終了することがあります。

住宅火災の被害軽減や、防火対策の一
つとして住宅用火災警報器の設置・取
り換え・点検を促進するため、アンケー
トにご協力をお願いします。アンケー
トはe-kanagawa横須賀市□HP「住宅用
火災警報器の設置状況について」から
回答できます。

6月14日㈪13時30分〜16時20分、
消防局庁舎3階第２・第３会議室■内昨
年度に地域で活動した団体の成果発表
会▷参加多数の場合、入場をお断りす
ることがあります。

7月2日㈮18時30分〜20時、汐入駅
周辺の公共施設（参加者にのみ連絡）
■内災害時の対応■対同性を好きな人、性
別に違和感がある人とその家族■定抽
選5人■締6月23日㈬▷申込方法など詳
細は市□HPか担当へ。

《ところ》①②④横須賀商工会議所（平
成町）③ヴェルクよこすか①大学生・
短大生・専門学校生＝7月8日㈭13時
〜16時②高校生＝7月9日㈮13時〜
16時③退職予定自衛官＝8月31日㈫
9時30分〜16時30分④社会人＝9月
2日㈭12時30分〜16時30分▷説明
会に参加する企業も募集しています
■対市内に本店・支店か営業所がある企
業▷詳細は市□HPへ。

7月24日〜8月21日のうち土曜日10
時30分〜12時10分（8月21日は10時
30分〜12時10分・13時30分〜15時
10分、全6回）、オンライン開催■対市
内で創業予定か創業後、間もない人■定

□担地域安全課 ☎822-9707

電話機で詐欺を撃退

□担予防課 ☎821-6493

住宅用火災警報器アンケート

□担市民生活課 ☎822-9699

市民協働推進事業の活動報告会

□担人権・男女共同参画課
 ☎822-8219

多様な性に関する意見交換会

□担経済企画課 ☎822-9523

合同企業就職説明会

□担創業・新産業支援課 ☎822-8083

創業セミナー

先着25人■申6月11日㈮〜7月14日㈬
に☎で横須賀市産業振興財団（ ☎
828-1631）へ▷手話通訳・英語通訳
希望者は7月14日㈬までに担当へ。

▶行政書士会による終活などの相談＝
6月16日㈬・23日㈬・30日㈬13時・
14時・15時、市役所1階市民相談室
■定各先着3人■申6月11日㈮9時以降に
☎で担当へ。
▶税理士会による相続税相談＝6月
23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。

6月23日㈬、点字図書館■内障害者支援
施設の職員などによるリハビリ相談・
生活訓練体験（白

はく

杖
じょう

歩行、パソコン、
点字など）■締6月21日㈪■申氏名と連絡
先（電話番号・ファクス番号）を☎、□FAX
か□E（we-hw@ci ty . yokosuka .
kanagawa.jp）で担当へ。

7月6日㈫・20日㈫・27日㈫13時30
分・14時30分、中央健康福祉センター
■申☎で担当へ。

7月8日㈭13時・13時20分・13時40
分、7月15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。

7月8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。

7月13日㈫13時30分〜15時、総合
福祉会館■対認知症の人を介護してい
る家族■申☎で担当へ▷同伴する認知
症の人のお世話を希望する人は7月6
日㈫までに☎で担当へ。

□担市民相談室 ☎822-8114

専門家による無料相談

□担点字図書館 ☎□FAX822-6712

視力低下でお困りの人の相談会

□担地域福祉課 ☎822-8291

高齢者・介護者のこころの相談

□担健康長寿課 ☎822-8135

専門医によるもの忘れ相談

□担まちなみ景観課 ☎822-8077

高齢者・障害者などの住宅探し相談

□担地域福祉課 ☎822-8291

認知症介護者の集い

7月14日㈬13時30分〜15時30分、
久里浜行政センター■申6月14日㈪9時
以降に☎で担当へ。

7月20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■定先着5人■申7月1日㈭
以降に☎で担当へ。

7月21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■対本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㈮
〜20日㈫に☎で担当へ。

ヴェルニー公園〜浦賀ドックを巡るツ
アーです▶とき＝6月16日㈬・22日
㈫・25日㈮・28日㈪・30日㈬9時・11
時■対市内在住・在勤・在学の人■￥千円
▷申込方法など詳細は横須賀市観光協
会□HPへ。申込多数の場合、お断りする
ことがあります。

《ところ》文化会館▶市民手工芸展＝6
月18日㈮〜22日㈫10時〜17時（22
日は16時まで）▶市民音楽のつどい＝
7月4日㈰12時

6月19日㈯10時〜12時、オンライン
開催■定先着20人■申6月11日㈮以降に
☎で横須賀市産業振興財団（☎828-
1631）へ。

6月28日㈪、7月7日㈬・21日㈬14時
〜16時（全3回）、ヴェルクよこすか■定
抽選100人■￥千円■締6月15日㈫■申必
要項目を往復はがきか□E（cup-pc@
city.yokosuka.kanagawa.jp）で担
当へ。

□担市民相談室 ☎822-8114

司法書士による法律相談会

□担こども青少年給付課 ☎822-0133

弁護士による養育費相談

□担健康長寿課 ☎822-8227

特定健診結果まるごと相談会

□担観光課 ☎822-9672

オープントップバスツアー

□担まなびかん ☎822-4838

市民文化祭・市民音楽のつどい

□担経済企画課 ☎822-8122

ゼロから始めるホームページ制作

□担文化振興課 ☎822-9478

開国史研究会 基礎講座

横須賀こころの電話横須賀こころの電話
一人で抱えず相談を

月~金曜日 １６時~２３時
土・日曜、祝・休日  ９時~２３時
第２水曜日 １６時~翌６時

☎８３０-５４０７

人権・男女共同参画課　☎822-8219

で
「広報よこすか」

ア
プ
リ

が読めます。
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6月30日㈬13時30分～15時、デュ
オよこすか■対市内在住・在勤・在学の
人■定抽選10人■締6月23日㈬■申必要項
目をネット申込かコールセンター（☎
822-2500□FAX822-2539）へ。

7月1日～8月5日の木曜日18時30分
～20時30分（7月22日を除く、全5
回）、総合福祉会館■対全回参加できる
市内在住・在勤・在学の人（20歳未満
は保護者の同意が必要）■定抽選15人■締
6月18日㈮■申必要項目をネット申込
かコールセンター（☎822-2500□FAX
822-2539）へ▷初めての人を優先。

▶イライラしている子どもの理解と対
応＝7月2日㈮▶たたかない子育てを
広げよう＝7月7日㈬▶子どもの心を
育てる魔法の言葉と笑顔の力＝7月
16日㈮。いずれも10時～11時30分、
まなびかん■定各先着30人■申6月11日
㈮以降に必要項目と希望日をはがき、
☎、□FAX（822-6849）か□E（se-bes@
city.yokosuka.kanagawa.jp）で担
当へ▷手話通訳、要約筆記希望者は、
各開催日の２週間前までに担当へ。

7月3日㈯11時～17時、川崎市総合自
治会館（川崎市中原区）■定抽選100人
▷申込方法など詳細は6月14日㈪～
25日㈮に□HP「多摩・三浦丘陵トレイル

（多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する
広域連携会議）」へ。

7月3日㈯14時30分～16時、オンラ
イン開催■定先着100人■申6月11日㈮
～22日㈫に横須賀市産業振興財団□HP
に あ る 申 込 書 を □E で 同 財 団（ □E
plaza9@olive.ocn.ne.jp）へ。

こども
▶対象＝市内在住のひとり親家庭の親
子■定各先着30人①ひとり親交流会＝7
月4日㈰10時～15時、安浦コミセン■申
6月11日㈮以降に必要項目を☎か□Eで
よこすかひとり親サポーターズ・ひまわ
り（☎070-6635-7365□E yokosuka_
himawari@yahoo.co.jp）へ。
②こども運動会＝7月11日㈰13時～
17時、衣笠コミセン■申6月11日㈮以
降に☎で横須賀市母子福祉会（ ☎
090-6133-9191）へ。

7月7日㈬17時～20時30分、陸上自
衛隊久里浜駐屯地（雨天の時は8日㈭）
■問陸上自衛隊通信学校広報班 ☎841-
3300

□担人権・男女共同参画課
 ☎822-8228

講座「性別で見る多様性と人権」

□担障害福祉課 ☎822-9398

初心者向け手話教室

□担生涯学習課 ☎822-8483

「子どもと人権」講座

□担自然環境共生課 ☎822-8559

多摩・三浦丘陵シンポジウム

□担経済企画課 ☎822-8122

日本語から英語を見てみよう

□担こども青少年給付課 ☎822-0133

ひとり親家庭向けイベント

□担国際交流・基地政策課
 ☎822-8574

久里浜駐屯地納涼祭

7月8日㈭13時30分～15時、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6月11日㈮～7月7日
㈬に必要項目を☎か□FAX（822-4375）
で担当へ▷託児希望者は担当へ。

こども
7月11日㈰9時～10時30分、ウェル
シティ市民プラザ■対3歳児健診（3歳5
カ月児・3歳6カ月児）・1歳6カ月児健
診・乳児健診（3カ月児・4カ月児）を保
護者の都合で月～金曜日に受けられな
い人■定先着25人■申6月11日㈮以降に
☎で担当へ。

①普通救命講習会＝7月12日㈪10時
～12時、消防局庁舎②上級救命講習
会＝7月27日㈫9時～16時、消防局庁
舎③乳児事故防止教室＝7月26日㈪9
時30分～10時30分、西健康福祉セン
ター■対本市か三浦市に在住・在勤・在
学の中学生以上■定先着①②18人③10
人■締①7月7日㈬②7月22日㈭③7月
23日㈮■申6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。

7月15日㈭13時30分～15時30分、
総合福祉会館■対市内在住の人■定先着
30人■申6月11日㈮～7月13日㈫に☎
で担当へ▷託児（先着順）希望者は7月
7日㈬までに担当へ。

7月19日㈪・26日㈪10時～12時（全2
回）、総合福祉会館■対全回参加できる
市内在住・在勤・在学でWindows8以
上のノートパソコンを持参できる人

（20歳未満は保護者の同意が必要）■定
抽選8人■締6月30日㈬■申必要項目を
ネット申込かコールセンター（ ☎
822-2500□FAX822-2539）へ。

7月31日㈯14時～16時、ヴェルクよ
こすか（オンライン参加可）■定抽選80
人■締7月28日㈬■申必要項目、メール
アドレスと参加方法を□E か□FAX でかな
がわ国際交流財団（□E seminar@kifjp.
org□FAX045-620-0025）へ。

8月3日㈫13時30分～15時、オンラ
イン開催▶テーマ＝食物アレルギーと
対応編■対市内在住の人■定先着40人■申
6月11日㈮～7月26日㈪に必要項目
をネット申込へ。

□担保健所健康づくり課 ☎822-4537

スパッと卒煙教室

□担こども健康課 ☎824-7141

休日乳幼児健康診査

□担救急課 ☎821-6507

救急法講習会

□担消費生活センター ☎821-1312

ＴＶでは話せない食品安全の裏話

□担障害福祉課 ☎822-9398

初心者向け要約筆記教室

□担国際交流・基地政策課
 ☎822-8138

多文化共生セミナー 入門編

□担こども健康課 ☎824-7141

上手な小児科のかかり方講演会

こども
8月9日㉁①10時～12時②13時～15
時、ヴェルクよこすか■内英語を使った
ゲーム、クラフトなど■対小学生以下

（保護者同伴可）■定各抽選10人■締7月
16日㈮■申お子さんの必要項目、希望
時間（①・②）と保護者の氏名を□Eで横
須賀国際交流協会（□E npo-yia@kb3.
so-net.ne.jp）へ。

▶横浜ＤｅＮＡベイスターズファーム
戦▷埼玉西武戦＝6月12日㈯・13日
㈰・30日㈬、7月1日㈭▷東北楽天戦
＝6月15日㈫～17日㈭▷巨人戦＝6
月25日㈮・26日㈯▷千葉ロッテ戦＝
7月9日㈮。いずれも横須賀スタジア
ム■￥1,200円（中学生以下500円）▷詳
細は横浜ＤｅＮＡベイスターズファー
ム□HPへ。

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■対いずれも市
内在住・在勤・在学の人
▶F・マリノスふれあいフットサルタ
イム▷小学校1年生～3年生＝6月18
日㈮・23日㈬・30日㈬、7月2日㈮、
南体育会館▷小学校４年生～６年生＝
7月7日㈬、南体育会館。いずれも17
時▷18歳以上＝6月18日㈮・23日㈬、
7月2日㈮18時50分、南体育会館■定
各当日先着40人■￥千円
▶ジュニア相撲教室（全7回）＝7月3
日～8月14日の土曜日9時～12時、大
津公園■対小・中学生■定先着30人■￥3千
円▷申込期間＝6月11日㈮～25日㈮
▶夏季ジュニアソフトテニス教室（全
10回）＝7月24日～8月22日の土・日
曜日9時30分～12時、大津公園■対小
学校3年生～6年生■定抽選60人■￥2千
円■締6月19日㈯

7月31日㈯～8月2日㈪8時30分～17
時（雨天中止）、横須賀スタジアム他■対
市内在住・在学の小・中学生で構成さ
れた10～25人のチーム■申6月14日㈪
～25日㈮に必要項目を□E（pe-bes@
city.yokosuka.kanagawa.jp）で担
当へ。

□担国際交流・基地政策課
 ☎822-8138

キッズフェスティバル in サマー

□担公園管理課 ☎822-9561

ホームタウンチームの試合情報

□担スポーツ振興課 ☎822-8493

市民スポーツ教室

市□HP

□担スポーツ振興課 ☎822-8493

少年野球大会

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（西コミセンを除く）、□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
覧になるか、各コミセン
にお問い合わせください。

暮らしに役立つ手作りアロマ
7月14日㈬・21日㈬10時～12時（全2
回）、追浜コミセン■定抽選20人■￥2千
円■締6月30日㈬

京急を知ろう鉄道おもしろ講座
こども
7月11日㈰10時～11時30分、田浦
コミセン■対小学生とその保護者■定抽
選25組■締6月30日㈬▷小学生は2人、
保護者は1人まで。
楽しく学ぼうおこづかい教室
こども
7月17日㈯10時～11時30分、田浦
コミセン■対小学生とその保護者■定抽
選16組■締7月5日㈪▷小学生は2人、
保護者は1人まで。
藍染め体験・夏色のトートバッグ
7月31日㈯13時～15時30分、田浦
コミセン■定抽選10人■￥2,500円■締7
月15日㈭

風船と和紙で作るランプシェード
こども
7月28日㈬・29日㈭10時～12時（全2
回）、逸見コミセン■対小学生■定抽選12
人■￥800円■締7月13日㈫▷1年生～４
年生は保護者同伴。

びっくりドッキリマジック教室
こども
8月2日㈪10時～11時30分、浦賀コミ
セン■対小学生■定抽選20人■￥300円■締7
月20日㈫▷3年生以下は保護者同伴。

市□HP

〒237-0061 夏島町9
☎□FAX865-1145
opph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

追浜コミュニティセンター

〒237-0076 船越町6の77
☎□FAX861-9007
taph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

田浦コミュニティセンター

〒238-0045 東逸見町2の29 
☎□FAX823-3205 
heph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

逸見コミュニティセンター

〒239-0822 浦賀5の1の2
☎□FAX841-4184
uph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

浦賀コミュニティセンター

市公式ツイッターを
フォローしよう！
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英語であそぼ
こども
7月1日㈭・8日㈭・15日㈭10時～11
時30分（全3回）、西コミセン■対未就園
児とその保護者■定抽選15組■￥700円

（お子さんが1人増えるごとに550円
加算）■締6月15日㈫
読み聞かせと手遊び歌
こども
7月9日㈮10時30分～11時、西コミ
セン■対 未就学児とその保護者▷参加
者多数の場合、入場をお断りすること
があります。

メディカルアロマセラピー
7月12日㈪・19日㈪・26日㈪10時～
12時（全3回）、西コミセン■定抽選20
人■￥3千円■締6月28日㈪▷妊娠中や持
病のある人は参加不可。
はてな ふしぎ マジック教室＆ショー
こども
7月28日㈬、8月4日㈬10時30分～
12時（全2回）、武山コミセン■対小学生
■定抽選20人■￥500円■締7月13日㈫▷
3年生以下は保護者同伴。

その他の施設

5日で学べるパソコン入門教室
▶超入門コース＝7月12日㈪～16日
㈮▶チャレンジコース＝8月16日㈪
～20日㈮■対中高年のパソコン初心者
■定各先着20人■￥5千円■申6月17日㈭
10時以降に☎か直接、まなびかんへ。
横須賀製鉄所の西洋のくらし
7月31日㈯10時～12時■定抽選100人
■￥700円■締6月30日㈬■申必要項目を
はがき、☎、まなびかん□HP か直接、ま
なびかんへ。

■対いずれも市内在住・在勤の人■申①②
6月11日㈮～17日㈭に必要項目と教
室名を往復はがきでヴェルクよこすか
へ③～⑤6月11日㈮10時以降に☎か
直接、ヴェルクよこすかへ。
健康体操・健康趣味教室（7月〜9月）
①健康体操（ヨガなど）＝メニュー、費
用など詳細はヴェルクよこすかへ。
②健康趣味教室（フラダンス入門）＝
■定抽選9人■￥9千円
各種講座
③シニア世代の生き方・考え方講座＝
7月17日㈯10時～12時■定先着20人
■締7月13日㈫
④不動産にまつわる税金を知ろう＝7
月21日㈬18時30分～20時30分■定先
着20人■締7月14日㈬
⑤個別キャリアカウンセリング＝7月
28日㈬13時・14時・15時（1人50分）
■定各先着1人■締7月25日㈰

〒240-0101 長坂1の2の2 
☎857-0896 
niph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

西コミュニティセンター

〒238-0046 西逸見町1の38の11
ウェルシティ市民プラザ
☎822-4838

まなびかん

〒238-0006 日の出町1の5
☎822-0202 □FAX 824-4462

ヴェルクよこすか

■申☎か直接、産業交流プラザへ。
多肉植物寄せ植え教室
6月19日㈯13時～15時■定抽選20人
■￥2,900円■締6月15日㈫
ネットフリマ教室
6月25日㈮・26日㈯10時・13時30分・
16時30分■定各抽選10人■締6月20日㈰

津波避難階段の整備
アーチェリー場入り口からハーブ園ま
でをスロープと階段で結び、24時間
通行可能になりました。
アーチェリー初心者講習会
①6月18日㈮②7月16日㈮10時～12
時（雨天中止）■対小学校5年生以上■定各
先着6人■￥千円■締①6月16日㈬②7月
14日㈬■申6月11日㈮以降に☎でくり
はま花の国アーチェリー場（☎833-
8300）へ。

スパルタンレース
世界最大規模の参加型障害物レースで
す▶とき＝7月10日㈯8時30分～15
時▷申込方法など詳細は㈱SRJ□HP

（https://spartanracejapan.jp）へ
▷レース開催に伴い一部施設の利用が
できません。詳細は□HP「ソレイユの丘」
へ。
サービスデー
証明書提示で駐車料金無料、「海と夕
日の湯」入浴料200円割引
▶市民感謝デー＝6月13日㈰・20日
㈰、7月11日㈰■対市内在住の人
▶シルバーデー＝水曜日■対65歳以上

太極拳教室
6月27日㈰10時～12時■定先着30人
■申 6月11日㈮以降に必要項目を☎か
□FAX で三笠公園へ。
七夕まつり
管理事務所前にある笹

さ さ

に自由に飾り付
けができます▶とき＝7月1日㈭～7
日㈬8時～21時

企画展
▶糸で描く物語 刺

し し ゅ う

繍と、絵と、ファッ
ションと。＝6月27日㈰まで
▶「みみをすますように 酒井駒子」展
＝7月10日㈯～9月5日㈰
所蔵品展
▶第32回全国「みどりの愛護」のつど
い開催記念 特集：みどり輝く＝7月11
日㈰まで
谷内六郎〈週刊新潮 表紙絵〉展
▶第32回全国「みどりの愛護」のつど
い開催記念 みどりのちから＝7月11
日㈰まで

〒238-0041 本町3の27
ベイスクエアよこすか一番館
☎828-1630 □FAX 821-1200

産業交流プラザ

〒239-0832 神明町1
☎833-8282 □FAX 833-8291

くりはま花の国

〒238-0316 長井4丁目地内
☎857-2500 □FAX 855-0850

ソレイユの丘

〒238-0003 稲岡町82
☎824-6291 □FAX 825-4440

三笠公園

〒239-0813 鴨居4の1
☎845-1211

横須賀美術館

休館日
6月7日㈪、7月5日㈪

企画展示
▶中央公園ものがたり＝6月27日㈰
まで
▶「中央公園ものがたり」展示解説＝ 
6月19日㈯14時～15時
トピックス展示
▶新着標本 2021＝7月4日㈰まで
▶ 湊

みなと

町・ヴェルニー公園の歴史と遺
産＝8月31日㈫まで
天神島ガイドツアー
6月27日㈰10時30分～11時30分、
天神島臨海自然教育園（雨天中止）■定
当日先着20人■￥50円▷小学生以下は
保護者同伴。

潮だまりの生き物
7月27日㈫9時30分～12時、天神島
臨海自然教育園（雨天中止）■対小・中学
生■定抽選20人■￥50円■締7月13日㈫■申
必要項目をネット申込か往復はがきで
自然・人文博物館へ▷小学校3年生以
下は保護者同伴。
博物館たんけん
7月28日㈬10時～12時、自然・人文
博物館■対小・中学生■定抽選20人■締7月
14日㈬■申必要項目をネット申込か往
復はがきで自然・人文博物館へ▷小学
校3年生以下は保護者同伴。

休館日
月曜日▶臨時休館（自然・人文博物館）
＝6月29日㈫～7月1日㈭

子ども映画会（中央図書館）
こども
6月12日㈯14時「すいかのたね」■定当
日先着30人
日曜映画会（中央図書館）
6月13日「ブルー・ジャーニー（字幕）」・
20日「オペラ座の怪人（サイレント）」・
27日「二本の木」、7月4日「四季の祭

谷内六郎
《雲のかげ》
1959年
©Michiko Taniuchi

〒238-0016 深田台95
☎824-3688

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

図書館

事」。いずれも10時・14時■定各当日
先着30人
幼児・小学生おはなし会（北図書館）
こども
6月12日㈯14時30分■対3歳～小学生
■定当日先着10人
0・1歳おはなし会（児童図書館）
こども
6月16日㈬・23日㈬、7月7日㈬10時
30分■定各当日先着12組
2・3歳おはなし会（児童図書館）
こども
6月16日㈬・23日㈬、7月7日㈬10時
50分■定各当日先着12組
0・1・2歳おはなし会
こども
▶南図書館＝6月16日㈬、7月7日㈬
10時30分▶北図書館＝6月23日㈬
10時30分■定各当日先着10組
6月・7月のおはなし会（児童図書館）
こども
6月19日㈯、7月10日㈯14時■対3歳～
小学生■定各当日先着20人
幼児・小学生えいが会
こども
▶南図書館＝6月23日㈬15時30分

「おやゆび姫」■定当日先着15人▶北図
書館＝6月27日㈰14時30分「ドナル
ドダック1」■定当日先着10人
休館日
月曜日、6月24日㈭

予約は☎823-9999
かホームページへ
横須賀芸術劇場 劇場□HP

横須賀芸術劇場
◆�もっと！民謡�沖縄・奄美の民謡
6月16日㈬14時開演� 小劇場
◆�中川晃教�コンサート�2021
6月27日㈰14時開演� 小劇場

童謡「めだかの学校碑」誕生70年
記念展
7月1日㈭～23日㈷9時～20時

（23日は15時まで）、まなびかん
［連］白石 ☎090-1885-4840
フジタマ展 ＢＢＡ ＢＢ6
7月24日㈯までの第2・第4木曜
日、金・土曜日10時30分～19時
30分（祝日を除く、木曜日は17時
30分まで）、ヨコスカアートセン
ター（上町）

［連］越中 ☎876-9272

6月15日㈫までに記事（タイトル
15文字程度、本文60文字程度）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、抽選となります。

8月号掲載記事の申込
（8月11日〜9月10日の催し）

伝言板 問合せは直接、
各連絡先（[連]）へ

広報よこすか　令和３年（2021年）６月号 9掲載内容は変更・中止となる場合があります。最新の情報は各担当へ。

■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　 ■問問合せ先　 □担担当　 ☎電話　 □FAX ファクス　 □HP ホームページ　 □E eメール



市民相談室

市民健診

各種相談

ほっとかん（福祉の相談）

その他の相談 

市役所1階 ☎822-8114

8月2日～31日の月・火・金曜日の午前（祝・休日を除く）

消防局庁舎1階 ☎822-9613

時間は窓口により異なります

困り事の相談はこちらへ

こどもの教室・催し

シニアの講座・催し

保健所の健診・相談・検査など

●市への要望・民事問題　月～金曜日8時30分～17時
●予約制の相談（予約は市民相談室で☎受付。先着順）
　�法律相談は月・水・金曜日、その他は月1回実施します。�
・法律相談（弁護士）　・行政サービスなどの相談（行政相談委員）�
・税務相談（税理士）　・労働・年金などの相談（社会保険労務士）�
・宅地建物相談（宅地建物取引士）　・登記・相続などの相談（司法書士）�
・登記・境界などの相談（土地家屋調査士）�
・終活・相続・成年後見などの相談（行政書士）�
・くらしの人権相談（人権擁護委員）月2回実施（電話相談のみ）
▷新型コロナウイルス感染症に関する支援策などの相談も受け付けます。
●交通事故相談　�来所予約・電話相談は☎822-8287へ。�
　月・水・金曜日、第1・第3木曜日実施。☎でも相談できます。
●行政センターでの終活・相続・成年後見などの相談（行政書士）
　いずれも13時30分～16時30分。申込みは不要です。
　�▶追浜・衣笠・久里浜＝第1火曜日　▶田浦・大津・北下浦＝第2水曜日�
▶逸見・浦賀・西＝第3木曜日

▷�内容、対象、開催日などは、市□HP「子育て教室」を
ご覧ください。

▷申込多数の場合、お断りすることがあります。

□担 � ❶ ❽こども健康課�☎824-7141�
❷～❼中央健康福祉センター�☎824-7632

保育課 ☎822-9004

❶ プレママ・プレパパ教室
❷ プレママ・プレパパ料理教室
❸ 離乳食スタート教室
❹ 離乳食ステップアップ教室

❺ 10カ月からの食事と歯の教室
❻ 幼児食スタート教室
❼ 幼児食ステップアップ教室
❽ ツインズ交流会

●フレイルチェックと健康のコツ
□担健康長寿課�☎822-8135
7月12日（月）・19日（月）10時～12時（全2回）、西コミセン�■対市内在住の65歳
以上�■定抽選25人�■締6月27日（日）�■申必要項目をネット申込かコールセンター
（☎822-2500�□FAX822-2539）へ。

●生きがい講座（8月開講）
開催日時や費用などは市□HPをご覧になるか、各会場へ。
■対市内在住の60歳以上�■締7月20日（火）
■申必要項目と性別、講座名を往復はがきで各会場へ。
▷定員を超えた場合は抽選で初めての人を優先。
本町老人福祉センター（〒238-0041本町2の1�☎821-1308）
・太極拳（全８回）

●�高齢・認知症・病気・障害・後見・生活困難などにまたがり、相談先に迷う困
り事の相談を受け付けています。月～金曜日8時30分～17時

●電話での終活登録は地域福祉課（☎822-8570）へ。

●生活・食の困窮、ひきこもりの人の支援� 生活支援課�☎822-8070
●消費生活の苦情・多重債務� 消費者ホットライン�☎188（局番なし）
●子育て相談（24時間）� 子育てホットライン�☎822-8511
●子どもの行動、家族関係の悩み� こども青少年相談�☎823-3152
●子どもの虐待・障害・非行、里親制度� 児童相談所�☎820-2323
●ひとり親や離婚を考えている人の相談� こども青少年給付課�☎822-0133
●学校生活に関わる相談� 教育相談�☎822-8564
●女性のためのＤＶ相談� こども家庭支援課�☎822-8307
●女性の人間関係・生活上の悩み� �デュオよこすか�女性のための相談室�

☎828-8177（月・水・金曜日のみ）

横須賀断酒新生会による酒害相談
　�6月15日（火）・25日（金）�
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
　�6月16日(水）13時30分～15時�
■対女性�■申☎（822-4527）で担当へ。

ひきこもり本人の会 ひだまりん
　�6月23日（水）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。

精神障害者家族語らいの会
　�7月5日（月）14時～15時�
■申☎（822-4336）で担当へ。

健康に関する相談
　�▶管理栄養士による栄養・食事相談�
＝7月5日（月）・12日（月）13時30分
～15時45分（1人45分）

　�▶保健師による運動・健康相談　　�
＝7月5日（月）・12日（月）13時30分
～16時（1人30分）�
■申☎（822-4537）で担当へ。

ＨＩＶ・性感染症の匿名検査
　�7月13日（火）13時30分～15時30分
■申☎（825-6117）で担当へ。

健診・曜日　�▶がん検診（胸部・大腸）、骨密度検診＝月・火・金曜日�
▶がん検診（乳・子宮頚

けい

部）＝火・金曜日�▶歯周病検診＝火曜日
と こ ろ 　保健所健診センター
予約時間　��6月11日（金）以降の月～金曜日（祝・休日を除く）�

9時～12時・13時～16時
申　　込 　��☎か□FAXで保健所健診センター予約受付�

（☎822-4351�□FAX822-4390）へ。来所での予約はできません。

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（毎回事前に申告が必要。受診後の返金不可）。

□担保健所健康づくり課

最新の状況は市□HPか
保健所健診センターへ。

以下の健診は、各委託医療機関で実施しています 来年2月まで

・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・子宮頚部・前立腺）�
・胃がんリスク検診�� ・肝炎ウイルス検診

精神保健福祉・ひきこもり相談�☎822-4336�
感染症（結核など）の相談 ☎822-4385
エイズ・性感染症の相談� ☎825-6117

6月に申込みを受け付けている教室など

医師から運動を禁止されている人は、
参加できない講座があります。
詳細は各担当へ。

市役所、行政センターなどで配布している
「市民便利帳」や市□HPもご覧ください。

子育てに役立つ教室・催しを
定期的に開催しています。

 申込みは、ネット申込かコールセンター 
（☎822-2500 □FAX 822-2539)で受け付
けています。

市□HP

市□HP

6月・7月の相談・検査など

骨髄バンクのドナー登録
第4木曜日9時～11時
■対18歳～54歳
☎822-4385

「わいわい広場」出張親子サロン
　みんなの家やコミセンなどに子育てアドバイザーが出張す
る「わいわい広場」を定期的に開催しています。育児の悩み
や不安、疑問などを相談できる他、子育ての情報交換や友達
づくりの場としても利用できます。

対象 申込未就園児とその保護者 各開催日の1週間前
以降に☎で愛らんどよこすか（☎820-1362）へ。

詳細はこちらから
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市内のオリンピック情報�
企画調整課　☎822-8173

　オリンピックの開催が近づいてきました。聖火リレーが行われる他、市役
所で柔道イスラエル代表チームのパネル展示が見られます。

聖火リレーがやってきます
 と き  6月29日（火）11時45分スタート（当日は交通規制があります）
▶ 詳細は県□HPへ。当日は密集を避けるため、できるだけ□HP「NHK東京2020

オリンピック聖火リレー」のライブ中継をご覧ください。

イスラエル代表紹介パネル展示
 と き  6月28日（月）～7月9日（金）　 ところ  市役所１階窓口サービス課前

指定管理者の募集�
総務部総務課　☎822-9474

　来年4月から市の施設を管理運営する指定管理者（団体）を募集します。募集要項は市□HPで原則配布します。

横須賀市長選挙�
選挙管理課　☎822-8499

と　き    6月27日（日）7時～20時 

期日前投票 6月21日（月）～26日（土）
場　　所 時　　間

選挙管理委員会（ヴェルクよこすか）
行政センター 8時30分～20時

横須賀モアーズシティ8階（若松町） 10時～19時30分
投票速報   6月27日（日）9時～22時
開票速報   6月27日（日）22時～6月28日（月）17時
選挙公報
6月23日（水）の朝刊各紙に折り込む予定です。市役所、行政センター、
役所屋などでも配布します。
▶投票結果・開票速報と選挙公報は市□HPでもご覧になれます。

平和中央公園のモニュメント完成�
公園建設課　☎822-8336

　平和中央公園に新しく完成した平和モニュメントは、平和の尊さをテー
マに制作されています。終戦記念日など特別な日に、平和への願いを地
上から天まで届けたいという思いが込められた「平和の光」を照射します。

上空照射（平和の光）
点 灯 日  毎月1日、2月15日、8月6日・9日・15日

中心部点灯（文字演出）
点 灯 日  毎日

▶ 点灯時間はいずれも4月～9月は日没～21時、10月～3月は日没～20時
です。

公文書公開制度などの運用状況�
市政情報コーナー　☎822-8186

　令和2年度の状況（令和3年3月31日現在）は以下のとおりです。

公文書公開制度

利用状況
請求者数 請求件数 簡易公開
121人 276件 8,528件

公開請求の
処理内訳

公開 部分公開 非公開 取下げ 審査中 合計
166件 74件 32件 4件 0件 276件

公文書公開の決
定に対する審査
請求の処理状況

審査請求
情報公開審査会

諮問 審査中 答申
1件 2件 1件

施設名 募集要項 
配布開始 説明会 担当

総合体育会館、北体育会館、南体育
会館、西体育会館、南体育会館温
水プール、西体育会館温水プール

6月11日(金) 6月22日(火) スポーツ振興課 
☎822-8444

市民活動サポートセンター 6月18日(金) 6月22日(火) 市民生活課 
☎822-9699

鷹取老人デイサービスセンター 6月21日(月) 6月28日(月) 健康長寿課 
☎822-8255

粟田老人デイサービスセンター 6月21日(月) 6月28日(月) 健康長寿課 
☎822-8255

健康増進センター 6月24日(木) 7月6日(火) 保健所健康づくり課 
☎822-4537

追浜公園他２公園 6月24日(木) 6月29日(火) 公園管理課 
☎822-9561

不入斗公園他8公園 6月24日(木) 7月1日(木) 公園管理課 
☎822-9561

施設名 募集要項 
配布開始 説明会 担当

田浦梅の里他10公園・田浦青少年
自然の家 7月9日(金) 7月15日(木) 公園管理課 

☎822-9561

猿島公園 6月24日(木) 7月1日(木) 公園管理課 
☎822-9561

横須賀市営公園墓地 6月11日(金) 6月25日(金) 公園建設課 
☎822-8338

勤労福祉会館（ヴェルクよこすか） 6月7日(月) 6月17日(木) 経済企画課 
☎822-8122

市営住宅 6月11日(金) 6月16日(水) 市営住宅課 
☎822-9604

船舶保管施設等 6月21日(月) 7月5日(月) 水産振興課 
☎822-8299

生涯学習センター 6月11日(金) 6月23日(水) 生涯学習課 
☎822-9782

うみかぜ公園
～よこすか芸術劇場付近
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スタートゴ ー ル

横須賀芸術劇場横須賀芸術劇場

うみかぜ公園うみかぜ公園

横須賀中央駅横須賀中央駅

京浜急行京浜急行

汐入駅汐入駅

どぶ板通りどぶ板通り
諏訪小学校諏訪小学校

市役所市役所

郵便局郵便局
ゴール

スタート

救急医療センター救急医療センター
横須賀警察署横須賀警察署

個人情報保護制度

個人情報を取り扱う
事務の状況

個人情報を収集する事務 1,213件
個人情報ファイルなど 3,473件
個人情報を取り扱う事務委託 276件

利用状況
保有個人情報の開示請求 42件
保有個人情報の訂正請求・利用停止請求 0件
試験などの結果の簡易開示 34件

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

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

個人情報保護運営 
審議会への諮問状況

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

2件 3件 0件 0件 0件

広報よこすか　令和３年（2021年）６月号 11掲載内容は変更・中止となる場合があります。最新の情報は各担当へ。



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

12 広報よこすか　令和３年（2021年）６月号
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