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横須賀市コールセンター
☎ 046-822-2500

市勢情報（令和3年12月1日現在推計）令和2年国勢調査速報集計を基礎としています。
人口384,128人（前月比−487人）　世帯数165,357世帯（前月比−100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。

FAXFAX 046-822-2539 8時〜18時（年中無休）

よこすかMOVIE
横須賀・北九州をつなぐ
「東京九州フェリー」の魅力

2021年7月 横須賀市と北九州市を結ぶフェリー就航（横須賀新港）

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
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ドブ板・スカジャンでさらに
横須賀を盛り上げる年に！ eスポーツを通して横須賀の名を広める

ことしこそ全国への切符を
勝ち取る！
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　地元横須賀で開催された音楽オーディション（YIMA2018）の出場を
きっかけに、本格的に音楽活動を始めました。
　将来の夢は、ウクレレを片手に自分の音楽で世界へ行き、いろいろ
なステージで演奏して、プロのアーティストと共演することです。 
　ことしはさらに自分の演奏技術を磨き、作曲も頑張ります！

　商店街若手グループDOPが企画したお守
りから始まり、オリンピックスカジャン、
シャッターアート、ドブ板オリジナルスカ
ジャンなど、度々ドブ板を話題にしていただ
いた昨年。ことしは特別なお守りやスカジャ
ンの大きな企画など、スケールアップした取
り組みを実施予定です！

　ゲーム用パソコンやゲーミングチェアなどを横須賀市より
貸与していただき、良い環境で活動ができています。部員同
士でコミュニケーションを取りながら戦略を練り、日々楽し
く取り組みながら、全国大会に出場して上位入賞を目指します。

　創部２年目となり、新入生を迎えた私たちは、強みの「明るさ」
を生かして、ハードワークをこなし、どんな相手にも貪欲に立ち
向かっていきます。そして、女子サッカー界を盛り上げ、皆さん
へパワーを与えられるように頑張ります。

　昨年の悔しさを忘れず、先輩たちの思いを背負い、毎日の練
習に励みます。全国の舞台に立つ姿を皆さんに見せられるよう、
日々の練習から熱を入れて頑張りますので、応援をよろしくお
願いします。
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地広海知さん

スカジャン絵師
ドブ板通り商店街振興組合 湘南学院高等学校

パソコン部

三浦学苑高等学校　男子/女子 サッカー部
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地元横須賀を歌に

特別メッセージ

夢に向かって挑戦する皆さんへ
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コロナ禍で社会が変わり、日常生活も大きく変化する中、
夢や目標に向かって挑戦し続ける横須賀ゆかりの皆さん
に未来に懸ける思いを聞きました。

　夢の舞台であった東京2020オリンピック競技大会の選考で破れてから2年がたち、
競技と仕事の両立で悩み、夢に近づく道を考え、覚悟を決めて挑んだ2年間でした。
今の私の原動力は、「ここまで支えてくださった方々にとって自慢の選手になりたい」
という気持ちです。私はことし、日本一になります。必ず叶えるので、私の挑戦を見
ていてください！

　横須賀のために、何ができるだろうと考え
た5年前。シンガーソングライターとして、
自分磨きや多くのことに挑戦しました。その
中で感じた「どんなに辛い状況でも人を思い
やる優しさ」や「つながりや縁を大切にする
熱い心」に感謝しながら、横須賀の歴史や風
景を歌にして、文化を伝え、おいしいものを
味わい尽くす1年にしたいです。

　私は、挑戦できるチャンスを逃したくないという思いで、世界最
高峰の舞台であるメジャーリーグの道へと進みました。挑戦して、
苦労してみないと分からないことも多くあります。人生で選択に
迷ったときは、あえて困難な道を選ぶことも必要です。
　「毎年ぶつかる壁に対して挑んでいく」という意味で、私は今も
挑戦し続けています。その気持ちをさらに強く持って、2022年も
戦っていきます。
　皆さんも挑戦して感じたことを、仲間たちや次の世代に伝えてい
くという気持ちを持って、一緒に横須賀を盛り上げていきましょう。

横須賀市出身。2020年よりMLB（メジャーリーグベースボール）の
シンシナティ・レッズで活躍中。

　ＢＭＸフリースタイルというオリンピック競技の日本自転車
競技連盟強化指定選手として活動しています。
　昨年は開催されなかった大会が、ことしは行われていくこと
になると思います。国内外の大会や、地元横須賀でも延期を余
儀なくされたＪａｐａｎＣｕｐ。そして、2024年にパリで開催さ
れるオリンピック。どれもがワクワクして楽しみな大会です。
希望に満ちた2022年となるよう全力で頑張ります。
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辺美希選手　ウインドサーファー （株）サガミ所属
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和晴彦選手　ＢＭＸプロライダー
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三笠公園や猿島など観光スポットが充実した中心市街地に、
新たな観光の拠点となるホテルがオープンしました。
同ホテルは平成30年度に市有地を活用してホテル事業者の公募を行い、誘致したものです。

ホテルニューポートヨコスカ
オープン

滞在のしやすさを追求した客室で特別なひと時を
　全室バルコニー付きの広々と
したゆったりとくつろげる客室
スタイルです。新たに需要が高
まっている、家族連れなど３～
４人での宿泊にも対応していま
す。また、高速Wi-Fiを完備し、
ワーケーションにもご利用いた
だけます。

宿泊客以外も楽しめる朝食ビュッフェと
こだわりランチ・カフェ

　本場イタリア・フィレンツェで学び野菜
ソムリエの資格を持つシェフが厳選する、
新鮮な「よこすか野菜」や地元食材を使
用した四季折々のこだわりランチを味わう
ことができます。彩り豊かな朝食ビュッ
フェでは、毎朝生地から作る完全ホテル
メイドのパンを提供しています。

商業振興課 ☎822-8286

ホテルHP

災害緊急協力事業者募集

自然災害や市民生活に著しい障害を与
える事態が発生か発生する恐れがある
ときに、市の要請に基づき被災現場な
どの復旧活動や予防活動を行う事業者
の登録（更新）を行います。 
申込 １月４日（火）～31日（月）に、市
H Pにある申込書を郵送、Eメール

（bousai-mail@city.yokosuka.
kanagawa.jp）か直接、市役所4階危
機管理課へ。
危機管理課 ☎822-8410

介助員（幼稚園・学校）募集

対象 障害のある子どもの幼稚園や学
校での生活に理解がある64歳以下
勤務地 市内の幼稚園、小・中学校、
高校、特別支援学校
締切 １月28日（金）
申込 ☎で支援教育課へ連絡後、履歴
書を直接、市役所６階支援教育課へ。
▶4月以降随時採用します。
支援教育課 ☎822-8513

青少年の家の「ランドセル置場」
利用者募集
利用可能日時 月～金曜日の登校日13
時～18時（10月～3月は17時まで）
対象 帰宅時に保護者が仕事などで家
にいない市内の小学校１～３年生
定員 各施設先着20人
▶事前申請が必要です。申請は直接、
各施設へ。
▶来年度の利用予約は2月1日（火）か
ら受付開始。
青少年会館 ☎823-7630

田浦観光写真コンクール作品募集

テーマ 田浦地域の自然景観・イベン
ト・旧跡・史跡
申込 2月1日（火）～ 4月27日（水）に
応募写真を郵送か直接、田浦観光協会

（〒237-0076船越町6の77田浦行政
センター内）へ。
▶応募要領は田浦行政センター、市HP
から入手可。
田浦行政センター ☎861-4181

市・県民税（第4期）の納期限

1月31日(月)です。納付には便利な口
座振替をご利用ください。
納税課 ☎822-8204

差し押さえ不動産の公売（売却）

No.
不動産の概要
（登記簿上の 
表示による）

見積価額 
（公売保証金）

1

佐野町3丁目17番10
（宅地・地積109.64㎡）、
佐野町3丁目17番20

（宅地・地積19.29㎡）
▶ 一括して売却、 

占有者あり。

77万円
（8万円） 

事前申込・入札期間 2月8日（火）～22
日（火）
開札日時・場所 3月1日（火）10時、市
役所3階302会議室
▶入札には、事前申込と公売保証金の
納入が必要です。
▶公売財産の売却は現況有姿により行

い、市はその種類または品質に関する
不適合についての担保責任などを負い
ません。
▶都合により、公売を中止することが
あります。
▶詳細は市役所2階納税課で配布する
案内冊子をご覧ください。
納税課 ☎822-8205 

マスクが着けられない人がいます

新型コロナウイルス感染症感染防止の
ため、マスクを着用することが新しい
生活様式の一つとされていますが、病
気や感覚過敏などが原因でマスクを着
けられずに苦しんでいる人がいます。
マスクを着けていない人を見かけたら

「何か事情があるのかもしれない」と
想像し理解をお願いします。
▶こども家庭支援課で意思表示カード

「理由があってマスクがつけられませ
ん」を配布しています。
▶詳細はこども家庭支援課か市HPへ。
こども家庭支援課 ☎822-8937

アクティブ交番の開設

横須賀警察署・浦賀警察署管内で、ワ
ゴンタイプ車両の移動式交番を開設し
ています。昼間は交番と同様の業務を
行い、夜間はパトロールや事件事故に
対応します。
▶開設予定は各警察署HPへ。
地域安全課 ☎822-9707

日本赤十字社の講習

①健康生活支援講習短期講習会
日時 １月26日（水）10時～11時30分
場所 市役所３階301会議室
内容 災害が高齢者に与える影響や避
難所で役立つ支援技術
②赤十字救急法短期講習
日時 ２月９日（水）13時30分～15時
場所 市役所３階301会議室
内容 心肺蘇生とAEDの使い方
対象 いずれも15歳以上
定員 各先着20人
申込 ①１月11日（火）～25日（火）②
１月11日（火）～２月７日（月）に必要
項目をはがきで日赤横須賀地区事務局

（地域コミュニティ支援課内）へ。
地域コミュニティ支援課
☎822-8220

保健所の相談

①横須賀断酒新生会による酒害相談
日時 1月11日（火）・18日（火）・28日

（金）、2月8日（火）18時30分～19時
②自死遺族相談（個別）
日時 1月12日（水）、2月9日（水）13時
30分・14時30分
③精神障害者家族語らいの会
日時 1月17日（月）14時～15時
④女性医師による女性健康相談
日時 1月19日（水）13時30分～15時
対象 女性
⑤自死遺族分かち合いの会
日時 1月19日（水）14時～15時
⑥ひきこもり本人の会 ひだまりん
日時 1月26日（水）9時30分～10時
30分
対象 21歳以上のひきこもりの人
⑦管理栄養士による栄養・食事相談
日時 2月7日（月）・15日（火）13時30
分～15時45分（1人45分）
⑧保健師による運動・健康相談
日時 2月7日（月）・15日（火）13時30
分～16時（1人30分）

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

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

必要項目　

広報よこすか　令和４年（2022年）１月号4 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。

追浜行政センター分館（追浜コミュニティセンター南館）の閉館　�建物・設備などの老朽化のため、3月末で閉館します。　追浜行政センター�☎865-1111



⑨保健師・管理栄養士による健康相談
日時 2月21日（月）13時～16時15分

（1人60分）
⑩専門医による指定難病相談会
日時 2月28日（月）13時～17時
対象 市内在住の整形外科系・神経系
指定難病の人とその家族、疾病の疑い
のある人
申込 いずれも☎で保健所健康づくり
課（①～③⑤⑥☎822-4336、④☎
822-4527、⑦～⑨☎822-4537、
⑩1月11日（火）以降に☎822-4385）
へ。
保健所健康づくり課

高齢者・障害者などの住宅探し相談

日時 1月13日（木）、2月10日（木）13
時30分～15時30分
場所 総合福祉会館
申込 ☎で(公社)かながわ住まいまち
づくり協会へ。
(公社)かながわ住まいまちづくり協会
☎045-664-6896

専門家による無料相談など

税理士会による相続税相談
日時 1月26日（水）13時～16時（1人
30分）
場所 市役所1階市民相談室
対象 市内在住・在勤の人
定員 先着6人
申込 1月11日（火）10時以降に☎で東
京地方税理士会横須賀支部（☎824-
4193）へ。
行政書士会による終活などの相談
日時 2月2日（水）・9日（水）・16日（水）
13時・14時・15時
場所 市役所1階市民相談室
対象 市内在住・在勤の人
定員 各先着3人
申込 1月11日（火）9時以降に☎で市
民相談室へ。
市民相談室 ☎822-8114

国保・後期の保険料夜間納付相談

日時 １月28日（金）・31日（月）17時～
19時30分（夜間通用口からお入りく
ださい）
場所 市役所１階21番窓口
対象 納期限内での納付が困難な人
持ち物 被保険者証
▶電話相談・保険料の納付も受け付け
ます。
健康保険課 ☎822-8234

高齢者・介護者のこころの相談

日時 2月1日（火）・15日（火）・22日
（火）13時30分・14時30分
場所 中央健康福祉センター
定員 各先着1人
申込 1月11日（火）以降に☎で地域福
祉課へ。
地域福祉課 ☎822-8291

専門医によるもの忘れ相談

日時 2月10日（木）13時・ 13時20分・ 
13時40分、2月24日（木）14時・14時
20分・14時40分
場所 総合福祉会館
対象 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
申込 ☎で健康長寿課へ。
健康長寿課 ☎822-8135

視力低下でお困りの人の相談会

日時 2月16日（水）10時30分・13時・
14時30分
場所 点字図書館
内容 障害者支援施設の職員などによ
る日常生活相談・白杖歩行体験など
締切 ２月14日（月）
申込 氏名と連絡先（電話番号・FAX番
号）、希望する時間を☎、FAXかEメー
ル（ w e - h w @ c i t y . y o k o s u k a .
kanagawa.jp）で点字図書館へ。
点字図書館 ☎ FAX 822-6712

弁護士による養育費相談

日時 ①２月19日（土）②３月１日(火)
９時～15時
場所 はぐくみかん1階こども青少年

給付課
対象 市内在住のひとり親になる予定
の人かひとり親
定員 ①先着５人②先着4人（国際離婚
優先）
申込 ２月１日（火）以降に☎でこども
青少年給付課へ。
こども青少年給付課 ☎822-0133

審議会の傍聴

教育振興基本計画策定検討委員会（第
5回）
日時 １月12日（水）10時～11時30分
場所 市役所３階301会議室
担当 教育政策課 ☎822-9751
再犯防止対策連絡会議（第２回）
日時 1月19日（水）10時～12時
場所 市役所3階301会議室
担当 市民生活課 ☎822-8212
総合教育会議（第2回）
日時 1月20日（木）11時
場所 市役所５階正庁
担当 教育委員会総務課 ☎822-8468
都市計画審議会（第144回）
日時 1月28日（金）14時～16時
場所 消防局庁舎4階災害対策本部室
担当 都市計画課 ☎822-8305
人権施策推進会議（第２回）
日時 1月31日（月）14時30分～16時 
30分
場所 消防局庁舎4階災害対策本部室
担当 人権・男女共同参画課 ☎822-
8219
自殺対策推進協議会（第2回）
日時 2月1日（火）15時～17時
場所 市役所3階301会議室
担当 保健所健康づくり課 ☎822-
4336
環境審議会（第74回）
日時 2月3日（木）14時～16時
場所 消防局庁舎４階災害対策本部室
担当 環境企画課 ☎822-8524
男女共同参画及び多様な性の尊重に関
する審議会（第3回）
日時 2月4日（金）10時～12時
場所 市役所3階301会議室

担当 人権・男女共同参画課 ☎822-
8228
国民健康保険運営協議会（第2回）
日時 2月7日（月）13時30分～15時
場所 市役所3階301会議室
担当 健康保険課 ☎822-8231
子ども・子育て分科会（第30回）
日時 2月10日（木）10時～12時
場所 はぐくみかん5階会議室3・4
担当 こども育成総務課 ☎822-8225
申込 いずれも10分前までに会場へ。
▶議題・定員など詳細は各担当へ。

　夏島に本部を置く国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）
は、令和３年10月に創立50周年を迎えました。これまでの研究・技術
開発の取り組みや、最先端の海洋科学技術を紹介します。

日時  2月7日（月）16時～17時30分
場所  文化会館　　 定員  抽選500人
申込  1月15日（土）～31日（月）にHP「e-kanagawa横須賀市」へ。

JAMSTEC講演会

都市戦略課　☎822-8258

新型コロナウイルス感染症
緊急対策基金への寄付など

多くの温かいご支援、誠にありがとうございました。（敬称略）
新型コロナウイルス感染症緊急対策基金への寄付（7月8日～11月30日）

【企業・団体など】（株）北斗 500,000円、横須賀三曲会 30,000円、（一社）
キッチンカー協会 4,369円、久里浜八幡神社八雲祭祭礼実行委員会 
30,000円、明治安田生命保険相互会社横浜支社 793,000円、EMPTY 
72,600円、（株）HASEGAWA 300,000円

【個人】12人　計 580,000円　匿名希望者多数のため、人数と合計金額のみ掲載
11月30日までにいただいた寄付の合計　83,510,567円

食料支援への寄贈（6月21日～10月29日）
【企業・団体など】日本ハウズイング（株）、特別養護老人ホーム太陽の家、
（株）たかほ、久里浜台自治会、横須賀市救急・防災サークル、（公社）フー
ドバンクかながわ、（有）かつまた、久里浜町内会、グリーンハイツすえ
ひろ会有志、JAよこすか葉山女性部、（株）マリン・ワーク・ジャパン、鴨
居老人福祉センター、浦郷１丁目日向自治会、損保ジャパン（株）横須賀
支社、横須賀商工会議所女性会、セブンイレブン追浜町店合資会社蒲谷
商店、コーエイマンション久里浜自治会、(株)トーヨー

【個人】255人　申し込み多数のため、人数のみ掲載
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●講座・催し参加時と施設利用時のマスク着用にご協力をお願いします。

●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。

花と富士への想い 彩景
1月8日（土）～2月20日（日）のう
ち土・日曜日12時～18時、おも
しろ館按針
[連]古谷 ☎090-3593-5557
長谷部勇人展
1月13日（木）～3月25日（金）のう
ち第2・第4木・金・土曜日10時
30分～19時30分、ヨコスカアー
トセンター（上町）
[連]越中 ☎876-9272
横須賀洋蘭クラブ洋蘭展
1月14日（金）～17日（月）10時～
17時（17日は15時まで）、はまゆ
う会館
[連]大津 ☎851-1196

3月号掲載記事の申込 
（3月11日～4月10日の催し）
1月17日（月）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（822-4711）
かEメール（dengonban@city.
yokosuka.kanagawa.jp）で広報
課へ。
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。

伝言板 問合せは直接、
各連絡先（[連]）へ



横須賀エコツアー
見てみよう観音崎の地層

自然環境共生課 ☎822-9749

日時　2月11日（祝）9時30分～12時30分
場所　県立観音崎公園
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員　先着15人
申込　�1月17日（月）～2月8日（火）に全員の必要項目

を☎、FAXかEメールで観音崎公園パークセン
ター（☎843-8316�FAX844-4150�Eメール
info-kanonzki@kanagawaparks.com）へ。

クリーンよこすか運動
ポスター・標語入選作品展

資源循環政策課 ☎822-8230

追浜行政センター
日時　1月11日（火）～16日（日）
田浦行政センター
日時　1月17日（月）～23日（日）
逸見行政センター
日時　��1月24日（月）～30日（日）（ポスター）�

1月31日（月）～2月6日（日）（標語）
▶初日は13時から。2月・3月の日程は市HPへ。

北下浦水仙ロードウォーク

北下浦行政センター ☎848-0411

日時　�1月16日（日）9時
30分～13時30分
（受付は10時30分
まで）、京急久里浜
駅集合（荒天中止）

費用　100円（中学生以下は無料）
▶当日の開催確認は8時以降にコールセンターへ。

オーラルフレイル予防教室（全2回）

保健所健康づくり課 ☎824-7640

逸見コミセン　�2月3日（木）、3月3日（木）�
9時30分～11時30分

三春コミセン　2月9日（水）、3月9日（水）14時～16時
浦賀コミセン　�2月10日（木）、3月10日（木）�

9時30分～11時30分
北下浦コミセン　�2月16日（水）、3月16日（水）�

14時～16時
▶申込方法など詳細は保健所健康づくり課か市HPへ。

地域あったかフォーラム

地域福祉課 ☎822-9804

日時　2月12日（土）14時～16時
場所　ウェルシティ市民プラザ（オンライン視聴有り）
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　先着100人（オンライン視聴先着90人）
申込　�1月11日（火）～2月1日（火）に必要項目をネット申

込か☎、FAXでコールセンターへ。オンライン視
聴は必要項目をHP「e-kanagawa横須賀市」へ。

▶詳細は地域福祉課か市HPへ。

アサーティブトレーニング

人権・男女共同参画課 ☎822-8228

日時　2月16日（水）・18日（金）10時～12時
場所　総合福祉会館
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　各抽選15人
申込　�1月11日（火）～31日（月）に

必要項目と希望日をネット申
込か☎、FAXでコールセン
ターへ。

各種救急講習会

救急課 ☎821-6507

普通救命講習会
日時　2月5日（土）10時～12時
上級救命講習会
日時　2月24日（木）10時～17時
▶申込方法など詳細は救急課か市HPへ。申込多数
の場合、お断りすることがあります。
▶外傷救護法講習会など、その他の講習会も開催し
ています。詳細は救急課か市HPへ。

パンづくり講習会

こども青少年給付課 ☎822-0133

日時　2月13日（日）13時～17時
場所　衣笠コミセン
対象　市内在住のひとり親の親子
定員　抽選10組
費用　1組500円
申込　�1月11日（火）以降に☎で横須賀市母子福祉会

（☎090-6133-9191）へ。
▶その他のひとり親向け行事は市HPへ。

浦賀コミセン分館 特別展
海の関所 浦賀奉行所のすべて

浦賀コミュニティセンター分館 ☎842-4121

日時　�1月22日（土）～30日（日）10時～17時（入場
は16時30分まで）

場所　浦賀コミセン分館
基調講演
日時　1月22日（土）13時～14時30分（12時30分開場）
場所　浦賀行政センター
定員　当日先着200人
▶その他の催しも開催しています。詳細は市HPへ。

継承の森イベント カエルクラブ
卵からカエルになるまでの成長観察

光の丘水辺公園 ☎FAX 849-7650

日時　�2月5日（土）、3月5日（土）9時30分～11時30
分（全２回）

場所　光の丘水辺公園
対象　小学生　定員　先着15人　費用　200円
申込　�1月11日（火）～20日（木）に必要項目と学年

を往復はがき、FAXかEメールで光の丘水辺
公園（〒239-0847光の丘4の1、Eメール
mizube@ryokukazouen.jp）へ。

エンディングノートの書き方講座

消費生活センター ☎821-1312

日時　2月17日（木）13時30分～15時30分
場所　総合福祉会館
対象　市内在住の人
定員　先着30人
申込　�1月11日（火）～2月8日（火）に�

☎で消費生活センターへ。

浦賀レンガドック見学・講演会

まちなみ景観課 ☎822-8526

日時　1月29日(土)13時～15時30分
場所　レンガドック活用センター
内容　工場ＯＢによる職業学校の講演と見学会
対象　健脚な人　定員　先着60人
申込　�1月15日（土）～25日（火）に全員の必要項目

（5人まで）を☎かFAXでコールセンターへ。
▶小学生以下は保護者同伴。
▶駐車場はありません。

リサイクル体験教室

アイクル ☎866-1196

布ぞうり
日時　�2月9日（水）9時30分～

12時30分
締切　1月26日（水）
紙パックで椅子を作ろう
日時　2月18日（金）10時～15時
締切　2月4日（金）
▶定員、申込方法など詳細は市HPへ。

おうち妊活 入門編

こども健康課 ☎824-7141

日時　2月19日（土）13時30分～15時
内容　�自宅でできる妊活の紹介、妊活ヨガ、�

おしゃべり会
対象　妊娠を希望する人とその配偶者など
定員　先着10組
申込　�1月11日（火）～2月13日（日）に�

ネット申込へ。

ＪＲ東日本 駅からハイキング

観光課 ☎822-8124

ＪＲ横須賀駅～横須賀中心エリアまでの文化・歴史
のスポットを巡る「よこすかルートミュージアム」
を体験するコースの第2弾。
とき　2月1日（火）～3月15日（火）
場所　ティボディエ邸スタート
▶申込方法など詳細はHP「ＪＲ東日本�駅からハイ
キング」へ。

外国人材活用セミナー

経済企画課 ☎822-9523

日時　2月10日（木）14時30分～16時
対象　市内に拠点を置く中小企業など
定員　先着100人
申込　�1月11日（火）～2月4日（金）に必要項目、メー

ルアドレス、業種、事前アンケートをHP
「e-kanagawa横須賀市」へ。

▶詳細は市HPへ。

土曜科学教室 身の回りの科学

教育研究所 ☎836-2447

日時　2月19日（土）9時30分～12時
場所　教育研究所
対象　小学校3・4年生
定員　抽選20人
費用　500円
申込　�1月11日（火）～25日（火）に�

必要項目をネット申込か☎、�
FAXでコールセンターへ。

市役所への郵便は「〒238-8550 ○○課」で届きます

ネット申込
https://www.yokosuka-yksk.jp

おかけ間違いにご注意くださいコールセンター

費用の記載がないものは「無料」

申込方法の記載がないものは「申込不要（入場自由）」

☎ 046-822-2500  FAX  046-822-2539　

こども

オンライン

オンライン

会場 / オンライン

市HP

市HP

こども

紙パックで作った椅子
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よこすかカレンダー 広報紙に掲載していないその他の講座・催しは、市HP「よこすかカレンダー」からご覧いただけます。

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・県民税（個人住民税）の申告

確定申告をする人へ

その他のお知らせ

2月16日（水）～3月15日（火）

（税務署からのお知らせ）

申告・納税の期限

給与支払報告書の提出 償却資産の申告 指定NPO法人への寄付税額控除

税理士による無料申告相談
時間　9時30分～12時・13時～15時30分

1月28日（金）
2月1日（火）・2日（水）
2月4日（金）

期　限
対　象
提出先

期　限
対　象

▶オンラインによる事前申込ができます。
▶混雑時は、早めに受付を終了します。
▶車での来場はご遠慮ください。

久里浜コミセン
追浜コミセン北館
西コミセン

１月31日（月）
事業者・個人事業主
給与受給者のことし１月１日現在の
住所がある市区町村

１月31日（月）
ことし1月1日現在、市内に�
事業用の資産（機械・設備・備品
など）がある事業者・個人事業主

個人市民税から寄付金の最大6％を税額控除します。
①②⑤への寄付は所得税からも寄付金の最大40％が
税額控除されます。

▶��報告書は市役所2階市民税課、行政センター、
役所屋にあります。　　　　　　　　　　　
市HPからも入手できます。

▶���申告書が必要なときは郵送します。
詳細は資産税課へ。

①産業クラスター研究会　　②横須賀国際交流協会
③アクションおっぱま　　　④YMCAコミュニティサポート
⑤アンガージュマン・よこすか

パソコン・スマートフォンで確定申告ができます。
詳細は、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を
ご覧ください。　

申告が必要な人

申告書の配布場所

申告会場 受付時間 8時30分～16時

申告書の提出方法

ことし1月1日現在、横須賀市内に住んでいた人
□  公的年金の収入のみで、追加の控除がない人
□   給与収入のみか、給与収入と公的年金の収入のみで、勤務先から

横須賀市へ給与支払報告書が提出され、追加の控除がない人
□  令和3年分の所得税の確定申告書を提出する人
□  収入が無く、市内の親族の税法上の扶養親族になっている人

□��市・県民税（個人住民税）の申告書
□��個人番号（マイナンバー）が分かる書類
□��本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
□��所得金額が確認できるもの（源泉徴収票、給与明細など）
□��その他の必要書類（受ける控除により異なります）

1月24日（月）から市役所2階市民税課、行政センター、役所屋で配布します。
昨年申告しており、必要と思われる人には2月10日（木）に申告書を発送します。

市HPで申告書の作成、住民税額の試算ができます。
作成した申告書を印刷して、添付書類を同封の上、郵送
してください。電子申告はできません。詳細は市HPへ。

●�必ずマスクを着用の上、アルコール消毒液による手指の消毒にご協力ください。
●�入場の際に検温を実施し、発熱がある場合は入場をお断りします。

提出期限

と　き

ところ

方法1

方法2

郵送による提出

申告に
必要なもの

国税庁
公式LINE

事前申込HP

申告会場に提出 右記会場で受け付けます。

郵送申告にご協力ください

提出先3月15日（火）

2月1日（火）～3月15日（火）のうち月～金曜日、
2月20日（日）・27日（日）8時30分～16時受付

横須賀地方合同庁舎（新港町）
▶還付申告をする人は、上記開設期間前でも相談を受け付けます。
▶入場整理券は、LINEによる事前発行で入手できます。

市民税課 

ことし1月1日現在、横須賀市内に
事務所・事業所・家屋敷を有していた市外在住の人

【ただし、前年中に右のいずれかに該当する人は申告不要 】

市民税課 ☎️822-8192

2月16日（水）～3月15日（火）
（土・日曜日、祝・休日を除く） 市役所3階301会議室

2月21日（月） 田浦行政センター

2月22日（火） 逸見行政センター

2月24日（木）・25日（金） 西行政センター

2月28日（月）、3月1日（火） 久里浜行政センター

3月2日（水）・3日（木） 浦賀行政センター

3月4日（金） 追浜行政センター

3月7日（月）・8日（火） 衣笠行政センター

3月9日（水） 北下浦行政センター

3月10日（木） 大津行政センター

●�所得税及び復興特別所得税・贈与税  　3月15日（火）
●�個人事業者の消費税及び地方消費税　3月31日（木）

横須賀税務署 ☎️824-5500
〒238-8565　新港町１の８

市民税課 ☎822-8192 資産税課 ☎822-8202 市民生活課 ☎822-9699
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掲載内容は、12月13日時点の情報です。

保存版 新型コロナウイルス感染症の受診相談フロー

発熱・咳・のどの痛み・息苦しさなどの
症状が出た場合

必要に応じて、PCR検査や発熱外来を受診

市公式LINEで
関連情報を配信中

帰国者・接触者相談センター

陽性 陰性

自宅療養中に具合が悪くなったら…？

自宅療養 入院

かかりつけの 
医療機関
必ず事前の電話連絡を
お願いします。

保健所が指定した療養先で過ごしてください。
濃厚接触者の方は、陽性者との
最終接触から2週間、自宅で
健康観察をしてください。

症状が続く場合は、�
かかりつけの医療機関へ
の電話相談や、オンライン
診療をご利用ください。

療養生活終了まで、自宅※

で過ごしてください。

「療養のしおり」の裏表紙に記載されている
「療養中の相談窓口」にお問合せください。
医師の判断などに基づき、入院の可否を判断します。

具合の悪い方、重症化リ
スクの高い方などが対象
です。

オンライン診療
一覧はこちら

日頃から備えておくと安心です
スポーツ飲料
発熱時に食べやすいもの
（レトルトおかゆやアイスクリームなど）
市販の解熱剤
体温計
消毒薬（70％以上のアルコールなど）

＼いざという時に／

※�家庭内に高齢・妊娠中の方がい
る場合などは、宿泊療養の対象
となる場合があります。

☎ 822-4308
（新型コロナウイルス感染症受診相談センター）

月〜金曜日	 8時30分〜 20時
土・日曜日、祝・休日	 9時〜 17時

A B

（症状のない方は自費検査です）

市公式LINEを「友だち追加」すると、
新型コロナウイルス感染症の最新情報
などをご覧になれます。

登録には、LINE アプリが
インストールされた
スマートフォンが必要です。

LINE ID

@yokosuka_official

❶	右の2次元コードを読み取り	
「友だち追加」を選択

❷メニューの「コロナウイルス」を選択

❸	「新型コロナウイルス最新情報」
を選択

以下のA・Bいずれかに電話相談

☎ 822-4308
 822-4874

感染の不安がある・濃厚接触者など

（新型コロナウイルス感染症受診相談センター）

8時30分〜20時
FAX 土・日曜日、祝・休日

9時〜17時

帰国者・接触者相談センター

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