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横須賀市コールセンター
☎ 046-822-2500

市勢情報（令和4年1月1日現在推計）令和2年国勢調査結果（確定数）を基礎としています。
人口383,260人（前月比−442人）　世帯数165,671世帯（前月比−128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）

令和3年度

10万円の給付にあたり、原則として申請（審査）が必要と思われる人に対し、1月中旬に申請書を送付し
ました。締切までにご返送ください。なお、申請書が届かないなど、次の場合はお問い合わせください。

申請方法など詳細は、
市HPか横須賀市臨時特別給付
コールセンターへ。

関連記事は
P12

☎︎0120-118-008
 8時30分～17時

（土・日曜日、祝・休日を含む）

フリーダイヤル

●単身赴任などで主たる生計維持者のみが本市に住民票を移しているとき
●部活動などでお子さんが他市に住民票を移しているとき など

子育て世帯への臨時特別給付（申請が必要な人）に関する情報

締切 3月31日木（必着）

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



担当者のメッセージ

日常生活に関するさまざまな困り事の相談を受け
付けます。電話相談が苦手な人や仕事などの理由
で窓口に行くことが難しい人も、LINEから24時
間相談ができます。

※�開庁時間（土・日曜日、祝・休日を除く8時30分～17時）外
に送信いただいたご相談には、翌開庁日に返信します。

友だち追加後に設定（※）を行うことで、市政に関するさまざまな情報か
ら、自分に合った情報だけを選んで受け取ることができます。

「誰もひとりにさせないまち」の実現に向けて
　「困っていることや、不安がいろいろあるけど、どこに相
談したらよいのだろう…」とお困りの際には、ぜひお気軽
にご相談ください。
　ご自身のこと、ご家族のことなど、不安や悩みについて、
年齢問わずご相談をお伺いします。まずは、お話をお聴か
せいただき、必要に応じて関係課や専門機関とも連携しな
がら、解決策をご提案させていただきます。

地域福祉課 総合相談担当
相談イメージ

2月下旬開始予定

相談できる困り事の例

子育て 生活の苦しさ
介護 ひきこもり　など、

障害　　　まずは気軽にご相談ください。

 市公式LINE
「福祉」

メニューから
利用できます。

市民の3人に1人が 
登録しています

1月時点の 
登録者数約12万人

欲しい情報を選ぶイベント・講座 給付金

新型コロナ 
ウイルス

防 災 子育て

 設定方法※

1．市公式LINEを友だち追加
2．メニューの  欲しい情報を選ぶ  をタップ
3．各カテゴリから欲しい情報を選択

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。

簡単3ステップ

友だち追加はこちら

検索用 IDからも 
追加できます
@yokosuka_official

広報よこすか　令和４年（2022年）２月号2



スマートフォンから病児・病後児保育センターの利用を申し込むことが
できます。電話に加え、LINEやWebからも空き状況の確認・予約が可
能です。

各種証明書が、全国のコンビニエンスストアに�
設置されているマルチコピー機から取得できます。
※�サービスの利用には、マイナンバーカードが必要です。
利用方法など詳細は市HPへ。

妊活や不妊に関するあらゆる悩みを相談でき、専門家からのアドバイスが届き
ます。市民はクーポンコードを入力することで、LINE相談やオンライン・電
話相談が回数無制限（無料）で使えます。

自由相談をご利用いただくには、 
こちらのクーポンコードが必要に
なります。

「○○○」にはお住まいの町名が入ります。

行政手続きの種類や申請に必要な持ち物などを、パソコンやスマー
トフォンから簡単に調べることができます。一部の申請書は事前に
オンラインで作成してから窓口で手続きができるため、窓口での記
入にかかる時間や手間を減らすことができます。

yksk横須賀市〇〇〇

 市公式LINE
「妊活 子育て」

メニューから
利用できます。

 市公式LINE
「妊活 子育て」

メニューから
利用できます。

予約方法
あずかるこちゃんのアカウントを作成し、

「うわまち病院 病児・病後児保育センター」
を利用登録してください。
※ 4月に「中央こども園 病児・病後児保育センター」

も開設予定です。

取得できる証明書

利用できるサービス

引っ越し・結婚・出産などのライフイベントに伴う手続き
子育てに関する手当や助成金の確認、申請

住民票の写し
戸籍全部（個人）事項証明書

（住民票と本籍が横須賀市にある人）

印鑑登録証明書
新規申請の他、住まいや家族構成が変わった場合
なども、それぞれの状況に応じて必要な手続きな
どをご案内します。

市HP

v
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スマートフォンの決済アプリで納付書のバーコードを読み取ること
により、市税を納付することができます。時間や場所を選ばず、自
宅に居ながら市税を納めることができるため、外出などの手間を大
幅に軽減できます。

対象料金などの支払いに口座振替を使用する場合に、スマー
トフォンから申し込みできます。詳細は、対象料金などの
通知書に同封した案内か市HPをご覧ください。

横須賀リサーチパーク（YRP）を中心に、スマートモビリティ 
（ＩｏＴ・電動化などにより、従来の交通や移動のあり方を変革
する技術）による地域課題の解決などを推進するため、さまざま
な実証実験を行っています。

対応決済
アプリ

申込期限 3月31日（木）

取扱金融機関 ・横浜銀行
・三菱UFJ銀行
・かながわ信用金庫

個人市民税・県民税（普通徴収）
固定資産税・都市計画税
軽自動車税（種別割）

国民健康保険料
保育料
学校給食費

市営住宅使用料
母子父子寡婦福祉 
資金償還金

対象税目

対象料金など

詳細はこちら

市HP

何らかの理由により移動にためらいのある人が、ストレスな
く移動を楽しむために、全日本空輸（株）、京浜急行電鉄（株）、
横浜国立大学をはじめとした産学官で連携し、課題解決を目
指す取り組みを進めています。

水中ドローンなどの先進技術を水産業に活用することに取り
組んでいます。現在は、県立海洋科学高等学校などと協力し、
磯焼けが進む漁場での海中環境の調査を進めています。

実証実験中
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広告景観推進協力員募集

道路上など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。
対象 市内在住・在勤・在学の人
申込 必要項目を☎、FAX（826-0420）、
Eメール（keikan-ci@city.yokosuka.
kanagawa.jp）か直接、市役所分館3
階まちなみ景観課へ。
▶3月3日（木）14時～15時、市役所3
階303会議室で講習会を開催し、受講
後に登録します。
まちなみ景観課 ☎822-8127

横須賀総合高校（定時制）生徒募集

学力検査・面接 3月11日（金）（20歳以
上は学力検査を作文に変更可）
対象 県内在住か在勤で中学校を卒業

（見込みを含む）した人
申込 3月3日（木）・4日（金）に願書を直
接、横須賀総合高校へ。
▶願書などは市役所6階教育指導課、
行政センター、同校定時制校務セン
ターで配布しています。
教育指導課 ☎822-8479

春のしょうぶ園フェア出店者募集

日時 3月27日（日）9時～15時
場所 しょうぶ園
定員 先着20区画（1人1区画）
費用 千円
申込 2月11日（祝）～3月10日（木）に
必要項目と出品内容を往復はがきで
し ょ う ぶ 園 フ リ ー マ ー ケ ッ ト 係

（〒238-0033阿部倉18の1）へ。
しょうぶ園 ☎853-3688

市役所前公園
花壇ボランティア募集
しょうぶ園で種から苗づくり（育成班）、
花の植え付け（植付班）、花の手入れや
水やり（美化班）をします。
任期 4月～来年3月 
締切 2月25日（金）
申込 必要項目と希望の班名をはがき、
FAX（821-1523）かEメール（pa-
ep@city.yokosuka.kanagawa.jp）
で公園管理課へ。
▶複数班の兼任可。
▶活動日など詳細は同課へ。
公園管理課 ☎822-8515

2月15日（火）は市制施行記念日

市立学校はお休みです。児童生徒は猿
島などの施設利用料が無料になります。
▶詳細は市HPへ。
教育政策課 ☎822-9751

役所屋中央店・追浜店の休業

2月17日（木）は、テナントビル休館日
のため休業します。
▶上下水道局お客様料金サービスセン
ター（役所屋中央店隣）、追浜市民活動

サポートセンター、愛らんど追浜も休
業します。
役所屋中央店 ☎820-4574
役所屋追浜店 ☎865-4100

走水水源地公園を全面開放します

2月15日（火）から芝生広場の通年開
放を始めます。
開放時間 8時～17時
駐車場利用時間 5時～21時(入庫は
20時まで）
駐車料金 30分につき210円（1日の上
限1，680円）
公園管理課 ☎822-9561

マイナンバーカード申請支援

市職員がタブレット端末を使用して、
写真撮影とオンライン申請を支援しま
す。

とき 会場
2月17日（木）
     18日（金）

市役所3階
301会議室前

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

時間 いずれも9時30分～16時
持ち物 2次元コード付き申請書
▶申請書を持っていない人は、事前に
☎でコールセンター（☎822-2500）
へ。
▶申請者本人がお越しください。
▶後日、市役所か役所屋中央店でマイ
ナンバーカードの受け取りが必要です。
窓口サービス課 ☎822-8573

市民団体向け補助金公開プレゼン

市民協働推進補助金・市民協働モデル
事業の応募団体による公開プレゼン
テーションを開催します。
日時 2月25日（金）9時30分～12時
場所 市役所5階正庁
市民生活課 ☎822-9699

固定資産税・都市計画税（第4期分）
の納期限
2月28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

認知症介護者の集い

日時 3月2日（水）13時30分～15時
場所 総合福祉会館
申込 2月14日（月）以降に☎で地域福祉
課へ。
▶同伴する認知症の人のお世話を希望
する人は2月22日（火）まで。
地域福祉課 ☎822-8291

分娩前の新型コロナウイルス感染
症検査費用の助成
3月31日（木）までに抗体検査をする
場合、検査費用が助成される場合があ
ります（要事前相談）。
▶詳細はこども健康課か市HPへ。
こども健康課 ☎824-7141

傷病手当金支給対象期間の延長

支給対象期間が3月31日まで延長に
なりました。
対象 本市国保か神奈川県後期高齢者
医療保険に加入している給与所得者
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。
▶本市国保加入者は健康保険課へ。後
期高齢者医療保険加入者は、神奈川県
後期高齢者医療広域連合コールセン 
ター（☎0570-001120）へ。
健康保険課 ☎822-8232

シニア肺炎球菌予防接種

接種期限は3月31日(木)です。
対象 市内在住で①か②に該当し、初
めて予防接種を受ける人
①本年度に65･70･75･80･85･90･ 
95･100歳になる人（昨年4月に助成
券を送付しています）
②接種当日60～64歳で心臓・腎臓・呼
吸器の機能か、ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能に重度の障害のある人
▶助成後の自己負担額 3千円
保健所健康づくり課 ☎822-4385

人間ドック受診費用の助成

本市国保加入者が特定健診の代わりに
人間ドックを受診した場合の費用を助
成（上限1万円）します。
受診期限 3月31日（木）
申請期限 4月28日（木）
▶申請方法など詳細は健康長寿課か市
HPへ。
健康長寿課 ☎822-8227

国民健康保険料の試算ができます

市HPから試算用ファイルをダウン
ロードし、注意事項を確認してご利用
ください。
▶☎での試算は前年中の所得が分かる
ものを用意して健康保険課へ。
健康保険課 ☎822-8233

交通遺児奨学金制度

交通事故により生計の中心者を亡くし
た小・中学生、高校生の保護者に奨学
金を支給します。
▶支給額など詳細は支援教育課へ。
支援教育課 ☎822-8480

市役所地下1階にオープン
「ハンバーグと釜焚きご飯 銀米衛」
時間 開庁日の11時30分～15時
場所 市役所地下1階横須賀セントラル 
キッチン内
横須賀セントラルキッチン
☎854-4288

保健所の相談

①横須賀断酒新生会による酒害相談
日時 2月15日（火）・25日(金)、3月8
日（火）18時30分～19時
②女性医師による女性健康相談
日時 2月16日（水）13時30分～15時
対象 女性
③ひきこもり本人の会 ひだまりん
日時 2月16日（水）9時30分～10時30分
対象 21歳以上のひきこもりの人 

● 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　

市職員の給与状況

人事課 ☎822-8175

職員給与費（令和2年度普通会計※決算）
19,507,009千円（職員数2,883人　1人あたりの給与費6,766千円）
※普通会計とは、公営事業会計を除いたものです。

平均給料月額と平均年齢（令和3年4月1日現在）
職種 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 319,261円 42.8歳
技能労務職 315,059円 51.7歳

一般行政職の初任給（令和3年4月1日現在）
本市 国家公務員

大学卒 191,900円 総合職 186,700円、一般職 182,200円
高校卒 161,300円 150,600円

▶詳細は市HPへ。

●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。 5

大津公園野球場の利用休止　�フェンス工事のため、2月25日（金）まで利用できません。　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。



　9月に開催されるアジア競技大会（杭州・中国）
の代表選考会を津久井浜で開催します。

④ひきこもりの家族会 すずらんの会
日時 2月25日（金）14時～16時
⑤管理栄養士による栄養・食事相談
日時 3月1日（火）・14日（月）13時30
分～15時45分（1人45分）
⑥保健師による運動・健康相談
日時 3月1日（火）・14日（月）13時30
分～16時（1人30分）
⑦自死遺族相談（個別）
日時 3月9日（水）13時30分・14時30分
申込 いずれも☎で保健所健康づくり
課（①③④⑦☎822-4336②☎822-
4527⑤⑥☎822-4537）へ。
保健所健康づくり課

国保・後期の保険料夜間納付相談

日時 2月25日（金）・28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

マンション管理組合運営・維持管
理の相談
日時 2月26日（土）13時30分～16時
30分
場所 ヴェルクよこすか
申込 ☎でよこすかマンション管理組
合ネットワークへ。
よこすかマンション管理組合ネット
ワーク ☎824-8133

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 2月28日（月）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 2月14日（月）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 3月2日～30日のうち水曜日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 2月14日（月）9時以降に☎で市
民相談室へ。
司法書士による法律相談会
日時 3月16日（水）13時30分～15時30分
場所 田浦行政センター 

対象 市内在住・在勤の人 
定員 先着20人 
申込 2月14日（月）9時以降に☎で市
民相談室へ。
市民相談室 ☎822-8114

高齢者・介護者のこころの相談

日時 3月1日（火）・22日（火）・29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 2月14日（月）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 3月10日（木）13時・13時20分・
13時40分、3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

高齢者・障害者などの住宅探し相談

日時 3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

こころとくらしの相談

日時 3月15日（火）9時30分～11時
場所 ハローワーク横須賀（平成町）
内容 精神保健福祉相談員・司法書士な
どによる精神的・経済的な悩みの相談
対象 市内在住・在勤・在学の人
定員 先着4人
申込 2月14日（月）以降に☎で保健所
健康づくり課へ。
保健所健康づくり課 ☎822-4336

特定健診結果まるごと相談会

日時 3月16日（水）9時30分・10時30
分・13時30分・14時30分・15時30分
場所 市役所内の会議室 
対象 本市国保加入者で特定健診を受
診した人
定員 各先着1人
申込 3月2日（水）～15日（火）に☎で
健康長寿課へ。
健康長寿課 ☎822-8227

弁護士による養育費相談

日時 3月16日（水）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 先着5人
申込 3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

意見募集

食品衛生監視指導計画
担当 保健所生活衛生課（ウェルシティ
市民プラザ3階） ☎（824-2191）FAX

（824-2192）Eメール（his-hw@city.
yokosuka.kanagawa.jp）
資料提供・意見募集期間
2月1日（火）～28日（月）
意見提出方法
郵送、FAX、Eメールか直接、担当へ。
▶詳しい資料は担当、市役所1階市政
情報コーナー、行政センター、市HP
から入手できます。
▶意見は市政情報コーナー、行政セン
ターでも受け付けます。
▶頂いた意見は市HPに市の考えを公
表し、個別回答はしません。

審議会の傍聴

精神保健福祉連絡協議会（第1回）
日時 2月18日（金）15時～16時
場所 まなびかん第2学習室
担当 保健所健康づくり課 ☎822-
4336
申込 10分前までに会場へ。
▶議題・定員など詳細は担当へ。

委員募集

スポーツ推進審議会委員
任期 4月1日から2年間
対象 市内在住でスポーツ活動に経験・
関心があり、月～金曜日に開催する年
3回程度の会議に出席できる20歳以上
定員 選考2人（面接あり）
締切 2月18日（金）
申込 必要項目と性別、勤務先、通学先、
スポーツ活動の経歴、応募動機と小論
文「横須賀市で生涯スポーツを推進す
るための方策について」（800字以内）
を郵送か直接、担当へ。
担当 スポーツ振興課（市役所4階）
☎822-8216

男女共同参画及び多様な性の尊重に関
する審議会委員
任期 6月1日から2年間
対象 市内在住・在勤・在学で月曜日～
金曜日に開催する年5回程度の会議に
出席できる20歳以上
定員 選考2人（面接あり）
締切 2月28日（月）
申込 必要項目と応募動機（800字以
内）を郵送か直接、担当へ。
担当 人権・男女共同参画課（市役所2
号館2階） ☎822-8228
障害者の情報・コミュニケーションに
関する協議会委員
任期 4月1日から3年間
対象 市内在住・在勤・在学で月～金曜
日に開催する年2～3回程度の会議に
出席できる20歳以上
定員 選考1人（面接あり）
締切 2月22日（火）
申込 必要項目と応募動機（800字以
内）を郵送、FAX（825-6040）、Eメー
ル（ h p - h w @ c i t y . y o k o s u k a .
kanagawa.jp）か直接、担当へ。
担当 障害福祉課（市役所分館1階）
☎822-9398 
 

利用期限  2月28日（月）まで

▶利用していない応援券があっても返金は
できません。期限内にご利用ください。
▶利用期限を1月31日（券面記載）から2月
28日までに延長しています。

よこすか「地元のお店」応援券は
2月末までにご利用ください

よこすか「地元のお店」応援券コールセンター
☎0570-011-231

ウインドサーフィン
アジア大会代表選考会

日時  2月11日（祝）～13日（日）
▶2月6日（日）～9日（水）には、事前練習会も 
行われます。
▶会場では感染症対策を取りながら実施します。
▶詳細はHP「JWA」へ。

企画課 ☎822-9820

横須賀市民吹奏楽団 新春演奏会
2月13日（日）14時、はまゆう会館
[連]村田 ☎090-9376-3406
花うさぎ作品展 つるし飾りなど
2月18日（金）～20日（日）10時～
17時、文化会館
[連]大滝 ☎861-6175
身体障害者卓球講習会
3月20日（日）10時～16時（9時
30分受付）、総合体育会館
[連]柏崎 ☎080-6592-1970

4月号掲載記事の申込 
（4月11日～5月10日の催し）
2月15日（火）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

IQ Foil Training Ohita2021
／Kazushige Nakajima 専用HP
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長浦コミセン集会室兼体育室の使用料改定　�空調機を新設したため、4月1日（金）から使用料を900円に改定します。　地域コミュニティ支援課�☎822-8303

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。



市役所前公園で
すかなごっそ出張販売

農業振興課 ☎822-9395

JAよこすか葉山の農産物直売所「すかなごっそ」が、
旬の新鮮なよこすか野菜を販売します。キッチン
カーの出店も予定しています。
日時　2月17日（木）11時～14時（荒天中止）
場所　市役所前公園
▶売り切れ次第終了。

よこすかシティガイドツアー

横須賀市観光協会 ☎822-8256

鎌倉殿の13人 義澄と三浦党
日時　3月12日(土)9時～12時(雨天中止)
締切　3月4日(金)
田浦の近代化遺産を訪ねる
日時　3月13日(日)9時30分～12時30分(小雨決行)
締切　3月4日(金)
▶定員、費用、申込方法など詳細はよこすかシティ
ガイド協会HPへ。

野比かがみ田緑地自然観察会 春

自然環境共生課 ☎822-9749

日時　3月12日（土）10時～12時（雨天中止）
場所　野比かがみ田緑地
対象　�市内在住・在勤・在学の５歳以上（小学生以下

は保護者同伴）
定員　抽選20人
申込　�2月７日（月）～20日（日）に必要項目をネット

申込か☎、FAXでコールセンターへ。

日本文化体験教室

横須賀国際交流協会 ☎827-2166

日時　3月5日（土）13時～16時
場所　本町コミセン
内容　�日本人と外国人が一緒に

着物や折り紙などを体験
する催し

▶一部費用がかかります。

貝山地下壕・第三海堡遺構ガイドツアー

猿島公園専門ガイド協会 ☎080-6655-0557

日時　①3月5日（土）②3月19日（土）10時30分～12時
対象　中学生以上の自立歩行が可能な人
定員　各先着20人（最小催行人数6人）
費用　700円
申込　�①2月15日（火）～26日（土）②2月15日（火）～�

3 月 1 2 日（土）に必要項目を Eメール
（sarushimaguide@gmail.com）で猿島公園
専門ガイド協会へ。

上手な電気の使い方講座 省エネ・節電 

消費生活センター ☎821-1312

日時　�3月11日（金）�
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　�2月15日（火）～3月4日（金）に�

☎で消費生活センターへ。

針供養

大津行政センター ☎836-3531

日時　　�3月12日（土）�
11時～12時

場所　　走水神社（走水）
内容　　�裁縫の上達を願い、感謝を込めて使用済み

の針を豆腐に刺して供養する伝統行事
持ち物　使い古した針、折れた針
▶公共交通機関でご来場ください。

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　

LGBTQオンラインイベント

保健所健康づくり課 ☎822-4336

日時　3月5日（土）21時～22時
場所　オンライン開催
内容　座談会形式によるトークイベント
対象　�同性を好きな人、性別に違和感がある人とそ

の家族、支援者など
▶申込方法など詳細はHP「SHIPにじいろキャビン」へ。

オンライン 魚のさばき方・包丁の研ぎ方教室

水産振興課 ☎822-8298

日時　3月13日（日）10時～13時
場所　田浦コミセン
定員　先着14人
費用　800円
申込　�2月24日（木）～3月3日（木）に☎で横須賀水

産物商業協同組合（☎822-1985�水曜日を除
く8時～16時）へ。

法律講座 夫婦関係・離婚

人権・男女共同参画課 ☎822-8228

日時　3月18日（金）10時～12時
場所　デュオよこすか
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　抽選10人
申込　�2月11日（祝）～28日（月）に必要項目をネッ

ト申込か☎、FAXでコールセンターへ。

春休み子ども環境体験教室

環境企画課 ☎822-8524

日時　3月27日（日）13時～16時
場所　ヴェルクよこすか
内容　�省エネ・再エネ体験、ソーラーランタン作りなど
対象　市内在住・在学の小学校3年生～6年生
定員　抽選12人　費用　300円
締切　2月22日（火）
申込　�必要項目をネット申込か☎、FAXでコールセ

ンターへ。

こども

赤ちゃんの予防接種講座

こども健康課 ☎824-7141

日時　3月24日（木）13時30分～14時45分
場所　久里浜コミセン
対象　市内在住の妊婦とその配偶者など
定員　先着10人
申込　�2月14日（月）～3月17日（木）

に☎で南健康福祉センター
（☎836-1511）へ。

合唱と管弦楽のための組曲「横須賀」演奏会

まなびかん ☎822-4838

日時　4月30日（土）14時（13時開場）
場所　よこすか芸術劇場（大劇場）
費用　千円
申込　�2月13日（日）以降に横須賀芸術劇場HP、同

劇場電話予約センター（☎823-9999）か、2
月14日（月）以降に同劇場1階窓口へ。

▶4歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
▶申込多数の場合、お断りすることがあります。

ボラ連 キックオフフェスタ

よこすかボランティアセンター ☎821-1303

日時　�3月5日（土）�
10時30分～15時30分

場所　総合福祉会館
内容　�ボランティア団体の活

動紹介（ステージ発表、
展示発表、活動体験、
物品販売）

▶当日の開催確認は8時以降にコールセンターへ。

のたろんフェア

市民活動サポートセンター ☎828-3130

日時　2月12日（土）・13日（日）10時～15時
場所　�市民活動サポートセン

ター（オンライン視聴
有り）

内容　�市民公益活動団体の紹
介、フリーマーケット他

▶会場内人数制限有り。
▶オンライン視聴は、市民活動サポートセンターHPへ。

食のセミナー ジビエについて

保健所生活衛生課 ☎824-2191

日時　2月25日（金）14時～15時30分
場所　ウェルシティ市民プラザ
内容　野生鳥獣を食用とすることについて
対象　市内在住の人
定員　先着45人
申込　�2月14日（月）～25日（金）に☎で�

保健所生活衛生課へ。

ベンチャー型事業承継勉強会 in 横須賀

経済企画課 ☎822-9523

日時　3月1日（火）14時～15時30分
場所　ヴェルクよこすか
対象　事業の後継者、経営者、金融機関など
締切　2月28日（月）
申込　�専用申込ページへ。
▶申込多数の場合、お断りすることが
あります。

専用申込
ページ

会場 / オンライン
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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



YOKOSUKA SMOKE

チョコスカ ショコラテリーヌ

黒船ペリークラフトコーラ

横須賀チョコモカサンド

（YOKOSUKA SAUSAGES）

横須賀商工会議所
会頭賞

審査委員会特別賞
2件

横須賀産の野菜・魚介類などを練り込んだオリジナルクラフトソーセージ

浦賀の蜂蜜、長坂の地卵、佐島の天草を使ったチョコのテリーヌ

新たな定番のお土産となるアイデアを
募集し、市内外から集まった200件を
超える応募の中から受賞者が決定しま
した。今後、受賞者が製品化と販売
を進めます。

観光課 ☎822-8567

受賞者
発表   ！

価格や販売時期は未定ですが、
今後、横須賀市観光協会のHPなどで
情報を公開します。

商品の写真はイメージです令和3年12月10日に表彰式が開催されました

新たな横須賀のお土産として
 定着できるものを募集しました。

新たな横須賀のお土産としての
企画・アイデアを募集しました。

（株）ローカリティーデザイン

Patisserie KURO

（株）Gold heart

FARO TOKYO（株）

（有）HH商会 MIKASA vol.2

新設の燻
くんせい
製工場で、地元食材を使ったカラフルなソーセー

ジを商品化しました。さまざまな地元食材の燻製商品を作
り、横須賀の「食」の魅力として全国に広まるように、今
後の展開に弾みをつけていきます。

海に囲まれた海産物の多い地域で、寒天を使った洋菓子
（チョコのテリーヌ）を作りました。上質な見た目・食感・パッ
ケージデザインで高級感のある手土産として、横須賀を代
表するお菓子にしていきます。

横須賀産のみかんやレモンなどを使っ
たクラフトコーラ

ダークココアが練り込まれた生地に、自家
製エスプレッソを使ったチョコモカクリーム
を挟んだクリームサンド

※今後、横須賀市観光協会が製品化と販売を進めます。

倉澤ひよりさん「ヨコスカ・ルビー」 横須賀産のジャガイモ「ノーザンルビー」を使ったピンク色のビシソワーズ（スープ）

大石紀子さん「按針の瞳」 三浦按針の半生を描いたステンドグラスをイメージしたシーグラスのような琥
こ は く

珀糖（和菓子）

内藤一也さん「YOKOSUKA砲弾カヌレ」 横須賀産の野菜や果物のジュレを使ったカヌレ（焼き菓子）

「開国浪漫テイスト」のマルチカラーパッケー
ジのキャラメルラスク。スカジャン柄のステッ
カー（占い付き）を同梱。

「見る・開ける・味わう・占う・再訪す
る」喜びを詰め込み、横須賀で一番
楽しいお土産を目指しました。旅の
思い出になるよう、お手伝いをさせ
ていただきます。

スカジャン印
オモヒデラスク

アイデア提案部門
3件
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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。

　本市の魅力を市内外に発信することが期待できる
著名人に就任いただいています。
　現在は、EXILE TETSUYAさん・橘ケンチさん、
TBSアナウンサーの宇内梨沙さんが就任されていま
す。秋山選手は4人目の大使となり、スポーツ選手
としては初めてです。

横須賀盛り上げ大使

さまざまなコンクールで多くの入賞者、受賞者を輩出している横須賀総合
高校。創立から現在までの美術活動を約150点の作品を通して紹介します。

　昨年7月に横須賀市と北九州市を結ぶフェリーが就
航しました。港では新たな物流が生まれた他、車で
の旅行や団体旅行ができるようになり、多くの人々
が船旅を楽しむ姿が見られます。
　市民の皆さんに船の魅力を体験していただくため、
今後、フェリー船内見学会や市民体験クルーズなど
のイベントを開催する予定です。

　令和3年12月24日に行われた就任式で、「僕自身野球をしっかりやっ
て、秋山の育った場所はこういうところなんだと、皆さんに知ってもら
えるような活躍ができるように、これから頑張っていきたい」と大使就
任への意気込みを語りました。
　今後は、本市の魅力を国内外
に広く情報発信していただき、
本市のスポーツ振興やブランド
イメージの向上などにご協力い
ただきます。

若戸大橋

小倉城 皿倉山の夜景

横須賀美術館 ☎845-1211

港湾企画課 ☎822-9802

スポーツ振興課 ☎822-8493

フェリーの魅力発見

レトロでおしゃれな街　北九州市へ行ってみませんか？

日　時

対　象

場　所

締　切

費　用

4月3日（日）まで 10時～18時
横須賀美術館
380円、大学生・65歳以上280円、高校生以下無料

市内在住・在勤・在学の人
2月28日（月）
必要項目をHP「e-kanagawa 横須賀市」へ。

最新のイベント
情報はこちら

右上 三堀朋香《生きている》
2016年 神奈川県高等学校美術展高文連会長賞
左上 入澤友香《どんな私が見える》
2015年 全日本学生美術展
左下 高橋奈 《々思春期》
2018年 神奈川県高等学校美術展高文連会長賞

▶休館日　2月7日（月）、3月7日（月）
▶無料観覧日　2月13日（日）

▶最新のイベント情報は、市HPでお知らせします。

盛り上げ大使として活動する際に
使用する名刺

とは

秋山選手のサイン色紙を
抽選で5人にプレゼント

申　込

門司港駅
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施設情報

講座・催しはこちらに掲載したもの以外にも多数開催しています。
内容や申込方法など詳細は市HP、チラシをご覧になるか、
コミセンにお問い合わせください。

三浦半島の自然や歴史について、誰でも楽しく学べる他、
さまざまな展示や催しを開催しています。

絵画や彫刻を中心とした、日本の近現代美術作品を所蔵しており、
ワークショップなどの催しも開催しています。

一般閲覧・貸出の他、毎月、映画会やおはなし会などの催しを
各図書館で開催しています。

4月23日（土）14時～15時

市議会 3月定例議会日程 議事課 ☎︎822-9394

3月12日（土）10時～12時、馬堀自然教育園

3月20日（日）10時30分～15時、天神島臨海自然教育園

月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）

月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日） 毎月第1月曜日（祝日の場合は開館）

2月17日(木)・28日（月）、3月9日（水）午後・16日（水）・ 
17日（木）午後・23日（水）

▶︎時間の記載がないものは10時開会です。市議会HP

「借用申金子之事」〔1864年〕 
（自然・人文博物館）

児童図書館の講座・催し

人形劇 「ふしぎな箱」「さんまいのおふだ」

トウキョウサンショウウオの観察

海藻入門

中央図書館 ☎︎822-2202　　北図書館 ☎︎866-0516
児童図書館 ☎︎825-4417　　南図書館 ☎︎836-0718

☎︎824-3688　〒238-0016 深田台95 ☎︎845-1211　〒239-0813 鴨居4の1

田浦
☎861-9007

スプリングコンサート 3月5日(土)10時30分～11時30分
定員 抽選60人 締切 2月23日(祝)

逸見
☎823-3205

親子リトミック 3月4日（金）･11日（金）･18日(金)10時～11時30分（全３回） 
定員 抽選10組 費用 400円 締切 2月17日(木)

衣笠
☎852-3596

お天気から知るやさしい防災 3月19日(土)10時30分～12時  
定員 抽選30人 費用 50円 締切 3月6日(日)

大津
☎835-2872

大津寄席おわらい座 3月19日(土)14時～15時30分
定員 抽選50人 締切 3月3日(木)

浦賀
☎841-4184

肉体派津軽三味線コンサート 3月5日(土)13時30分～15時
定員 抽選50人 締切 2月20日(日)

久里浜
☎834-1471

久里浜コミュニティセンターのつどい 3月19日(土)・20日(日) 
10時～16時 ▶︎参加者多数の場合、入場をお断りすることがあります。

北下浦
☎849-2866

みんなのコンサート 2月26日(土)13時30分～15時
定員 抽選100人 締切 2月15日(火)

西
☎857-0896

読み聞かせと手遊び歌 2月11日(祝)10時30分～11時
対象 未就学児とその保護者 定員 当日先着10組

休館日

休館日 休館日

予備日

中央図書館　   日曜映画会、土曜子ども映画会 
16ミリ映画会

児童図書館　  0・1歳おはなし会 
2・3歳おはなし会

北･南図書館　 0・1・2歳おはなし会 
 幼児・小学生おはなし会 
幼児・小学生映画会

詳細は図書館HPをご確認ください。

対象 3歳～小学生とその保護者　
定員 先着30人
申込 4月8日(金）以降に☎︎で児童図書館へ。

3月5日（土）10時～12時、自然・人文博物館

講座・催しなど

はじめての古文書講座

定員 抽選20人　締切 2月18日（金） 2月11日（祝）～4月10日（日）

ミロコマチコ
いきものたちはわたしのかがみ

企画展

世界的な絵本賞を何度も受賞している
画家・絵本作家ミロコマチコの展覧会。
近年の絵画、絵本原画など約200点から、その魅力に迫ります。

定員 抽選20人（小学生以下は保護者同伴）
費用 50円　締切 2月25日（金）

定員 抽選20人（小学生以下は保護者同伴）　費用 50円　締切 3月4日（金）

ミロコマチコ《ドクルジン》2019年、
個人蔵ⓒmirocomachiko

4月3日（日）まで

▶︎無料観覧日 2月13日（日）

《
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造
観
音
菩
薩
立
像
》（
部
分
）、 

浄
土
寺
蔵 令和2年度横須賀市新指定文化財

特別展示

令和2年度に本市の地域の歴史を伝
える貴重な重要文化財として、新た
に指定された2点を展示します。

定例のイベント

ネット申込か、往復はがきに参加者全員（家族限定）の必要項目を
記入し、自然・人文博物館へ。申込方法

2月14日（月） 議会運営、本会議（14時）、予算決算常任（本会議終了後）
2月15日（火） 教育福祉常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
2月16日（水） 総務常任（分科会）、生活環境常任（分科会）
2月18日（金） 予算決算理事会、予算決算常任（11時）
2月21日（月） 議会運営
2月22日（火） 本会議
2月24日（木） 本会議
2月25日（金） 本会議、予算決算常任（本会議終了後）
3月  1日（火） 基本構想・基本計画策定特別

3月  3日（木） 教育福祉常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
3月  4日（金） 総務常任（分科会）、生活環境常任（分科会）
3月  7日（月） 教育福祉常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
3月  8日（火） 総務常任（分科会）、生活環境常任（分科会）
3月10日（木） 教育福祉常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
3月11日（金） 総務常任（分科会）、生活環境常任（分科会）
3月14日（月） 教育福祉常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
3月15日（火） 総務常任（分科会）、生活環境常任（分科会）
3月22日（火） 予算決算理事会、予算決算常任（11時）
3月24日（木） 議会運営、本会議（14時）

市HP

図書館HP

美術館HP博物館HP

2月〜4月の情報

0・1歳おはなし会

●  インターネットで中継をご覧になれます。
●  最新状況は市議会HPか議事課へ。
●  請願・陳情の提出期限は2月3日（木）17時です。

長
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操《
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梅
図
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市への要望・民事問題 月～金曜日
8時30分～17時 市民相談室

市役所1階
☎822-8114予約制の相談 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）
● 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）
● 宅地建物相談（宅地建物取引士） ●  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。

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） 予約不要

追浜・衣笠・久里浜＝第1火曜日 いずれも
田浦・大津・北下浦＝第2水曜日 13時30分～
逸見・浦賀・西＝第3木曜日 16時30分

交通事故相談
電話でも相談できます。

月・水・金曜日、第1・第3木曜日実施
来所（市民相談室）予約・電話相談　☎822-8287

子育て・介護・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

月～金曜日
8時30分～17時

ほっとかん（福祉の相談）
消防局庁舎1階
☎822-9613

精神保健福祉・ひきこもり相談 ☎822-4336

保健所健康づくり課
感染症（結核など）の相談 ☎822-4385

エイズ・性感染症の相談 ☎825-6117

生活習慣病予防の相談 ☎822-4537

健康診査・がん検診のご案内

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

「わいわい広場」出張親子サロン

保健所健診センターでの本年度実施分の予約受付を終了しました。
令和4年度は5月から実施します。
予約開始は4月を予定しています。

子育てに役立つ教室・催しを定期的に開催しています。
● プレママ・プレパパ教室
● プレママ・プレパパ料理教室
● 離乳食スタート教室
● 離乳食ステップアップ教室

●  10カ月からの食事と歯の教室
（3月まで）

● 幼児食スタート教室
● ツインズ交流会

介護予防教室 

生きがい講座

対象

申込

未就園児とその保護者

▶申込多数の場合、お断りすることがあります。

▶ 船越は昨年10月に閉館しました。３月まで船越で実施を予定してい
た講座は田浦コミセンで開催します。田浦コミセンで開催する講座
の申込み・問い合わせは（☎080-1080-0237）へ。

開催日の1週間前以降に
☎で愛らんどよこすか（☎820-1362）へ。

申込み・問合せ先  コールセンター ☎︎822-2500

保健所健診センター 予約専用電話
☎︎822-4351

申込み・問合せ先  老人福祉センター・老人憩いの家

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。

　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だちづくりの場として
も利用できます。

内容、対象、
開催日など
詳細は市HPへ。

時間は窓口により異なります

シニアの皆さんの生活や健康維持に役立つ内容など、介護予防に
取り組むきっかけとなる教室（運動・認知機能の維持や向上、栄
養状態の改善）を開催しています。案内をコミセンなどで配布し
ています。

シニアの皆さんの教養や健康に役立つ講座を開催しています。

本町　☎821-1308   　池上　☎853-1051
鴨居　☎841-4771   北下浦　☎847-3900
秋谷　☎857-0710 　  公郷　☎854-0206

内容、開催日、
申込方法など
詳細は市HPへ。

市HPもご覧ください。

詳細はこちらから

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

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

電話での終活登録
地域福祉課 ☎822-8570

子どもの虐待・障害・非行、里親制度
児童相談所 ☎820-2323

学校生活に関わる相談
教育相談 ☎822-8564

コロナ禍で減収した人への食料支援
地域福祉課 ☎822-8176

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
（月・水・金曜日のみ） 
デュオよこすか 女性のための相談室
☎828-8177

献血にご協力ください
保健所健康づくり課 ☎︎824-7501

病気やけがなどで血液を必要としている人に、
安全性の高い血液を安定的にお届けするためには、
皆さんの献血へのご理解、ご協力が必要です。
尊い命を救うためご協力をお願いします。

会 場 横須賀中央駅前Ｙデッキ広場他
献血ルームでは「密」を避けるため予約を
お願いしています。

日程・予約方法など詳細は、
神奈川県赤十字血液センターHPをご覧ください。 検索神奈川　血液

受付日時 9時～12時、13時～16時 
（土・日曜日、祝・休日を除く）
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ワクチン接種の予約について

接種会場と使用するワクチン

ワクチン接種の予約方法

市予約システムでの予約方法

1・2回目と異なるワクチンの接種も可能です。

接種を受けるには、事前に予約が必要です。
予約方法は接種会場ごとに異なります。
詳細は接種券に同封されている
案内や市HPをご確認ください。

接種会場
一覧はこちら

市HP

窓口一覧は�
こちら

※予約には接種券が必要です。

インターネットから予約ができます。

市公式LINEからワクチン予約ができます。

インターネット予約の操作方法が分か
らないなど、ご自身での予約が難しい
場合は、次の窓口で予約のお手伝い
をしています。

市役所1階と各行政センターに予約相談窓口を設置し
ています。

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
土・日曜日、祝・休日
9時～17時

市内の大型商業施設や店舗と連携し、予約サポート窓
口を開設しています。

さいか屋横須賀店
モデルナ

市内医療機関
ファイザー

新型コロナウイルスワクチン
3回目接種 掲載内容は1月19日時点の情報です。

市では、国から示される方針に基づき、3回目の接種を希望する方に対し、
順次接種を実施します。

2回目接種完了月に応じて順次接種券を発送しています。
ご自身の接種できる日を市HPでご確認の上、ご予約ください。
接種券発送時期や予約受付状況などの最新情報は、市HPをご確認ください。

▼接種当日は、マスクを着用し、肩を出しやすい服装でお越しください。

▼ �ご予約の時間どおりにお越しください。さいか屋横須賀店での接種を予約した方は、予約
時間前に会場に到着しても接種受付はできません。

❶接種券　❷予診票　❸本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など）
❹�お薬手帳（治療（投薬）などを受けている方はお持ちください。予診の際に提示をお願いす
る場合があります）

新型コロナワクチンコールセンター
☎0120-432567フ リ ー

ダイヤル 8時30分〜17時　年中無休

専用HP

LINE

電�話

24時間

24時間

☎0120-432567

☎ 822-4308
822-4874FAX

フリーダイヤル

8時30分〜17時　年中無休

8時30分〜17時
（土・日曜日、祝・休日を除く）

LINE ID ＠yokosuka_official

接種予約のお手伝い

地域の相談窓口

予約サポート窓口

帰国者・接触者相談センター

持ち物

接種当日のお願い

出典：厚生労働省

1・2回目でファイザーを接種した人が、3回
目にモデルナを接種しても、抗体価の上昇は
良好であり、副反応に関しても、3回とも同
じワクチンを接種した時と差はありません。

交互接種による安全性と効果

ワクチンに関する問合せ

※�接種券とご自身の端末（スマートフォンなど）をお持ちく
ださい。

※接種券をお持ちください。

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