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 特集　キーワードは 「変化」
変化への想いを知ると、未来はもっと楽しみになる。



　2019年に一時幕を下ろした「よこすかポートマーケット」ですが、建物のデザイン、出店テ
ナントなど全てを一新して「いちご よこすかポートマーケット」（新港町6）として生まれ変わり
ます。かつてマグロ倉庫として使用されていた建物の外枠はそのままに、壁は淡いブルーと 
グレーに塗り替えられ、どこか外国の港町をイメージさせるような爽やかな外観となりました。
　売り場面積は２倍となり、イートインスペースも150席以上を増設(なんと総席数273席！）。
室内からテラスまでのんびりと食事を楽しめます。

　情報通信産業の中心である「横須賀リサーチパーク(YRP)」。その専門性の高さから、研究
者のための「閉ざされた空間」とイメージされがちでしたが、今、「開かれたYRP」になるため、
生まれ変わりつつあります。
　当初、YRPへの進出はICT分野の企業に限られていましたが、現在は、ICT分野以外の新
たな業種も進出できるようになりました。
　そして、ことし策定した「YRPビジョン2025 」では、4年後の未来に向けた目標を「新しい
ビジネスを創出する地域共創の場」としています。
　YRPに在籍する企業同士の“横のつながり”に再着目し、日本エア・リキード(同）、ヤマシンフィ
ルタ(株)、（株)ブイ・テクノロジーなど、新たに進出してきたICT分野以外の企業も含めた「YRP
関係者全員」による、多方面からの視点を取り入れたビジョンで「開かれたYRP」を目指します。

　これまで主にICT関連分野の企業・研究機関に向けて発信していた情報や技術を、地域の
人たちへ発信することで、YRPへの親しみや便利さの実感につなげていく取り組み・実証実
験が進行中です。
　すでに始まっているヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジや、今後期待される地元事

　三浦半島にたくさん存在するおいしい食材や料理について、「ここに来ればわかる！」とい
う場所を作りたいといういちご(株)や本市の想いが実現しました。食の発信拠点として、地元
の人たちにも、観光で訪れた人たちにも、三浦半島・横須賀の食を体験してもらい、「発見や
感動」を生み出したいというコンセプトとなっています。

　おいしいものを食べて終わるだけではなく、お店のスタッフとの会話を通じて生産者の人た
ちのストーリーや、素材の特徴を直接聞くことができます。「お気に入りのお店が増えた」「よ
り地元が好きになった」そんな声があちこちから上がることを期待しています。
　また、建物は高い天井や広いウッドデッキ、海が見えるテラス席など、開放的な空間とな
るようデザインにも工夫を凝らしています。東京湾からの潮風や青空の下、休日をお子さんと
過ごしたり、お仕事帰りに夜風を感じながらお腹を満たしたり。家族や友達と快適な時間を
過ごす場所にぴったりです。
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※ ヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジ
本市における、地域の移動を便利にするスマートモビリティの開発・実証を通じ
て、新規ビジネス創出、社会的課題解決や地域活性化に資することを目的に、
2018年から開始した取り組み

HP
「横須賀リサーチパーク」

公式ツイッター
イベント、セミナー情報 
などもお届け予定！

新生ポートマーケット！

横須賀リサーチパーク(YRP)が変わる！

「いちご よこすかポートマーケット」リニューアルオープン！

開かれたYRPを目指す「YRPビジョン2025」

「YRPが盛り上がれば、地域も盛り上がる」

コンセプトは「三浦半島フードエクスペリエンス」。

「地元にこんな場所があって良かった」
そう言われることが目標です。

食の発信拠点へ

地域の人たちと共に

業者や高齢者、学生を支援するICTコンサルとしての役割など、地域や市全
体を巻き込んだ新しいYRPをつくっていきます。
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　日々進んでいく横須賀のまちづくり。新しい道を敷いたり、建物を建てたり
するだけではなく、食などの日常や仕事につながるまちづくりもあります。 
その中から、今まさに大きな変化を遂げようとしている「ポートマーケット」と

「YRP」を紹介。「話題のあの場所」にも注目です。

※ペットは館内には入れません

ヤマシンフィルタ(株）
日本エア・リキード(同）

(株）ブイ・テクノロジー

無線歴史展示室(要事前予約）

カフェレストラン ローズテリア
(一般利用可）

光の丘水辺公園
©2021 NIFCO

すでに始まっている地域との取り組み

※ 店舗情報は随時更新
されます。詳細はHP

「いちご よこすかポー
トマーケット」へ。

無線・電池レスのIoTデバイス(人感センサー、CO2

センサー）を教室内に設置し、二酸化炭素(CO2)濃
度や温度、照明の点灯状況、窓の施錠や人の有無
などを専用システムで職員室にいながら遠隔確認で
きるというもの。

あがっとこ(マグロ・海鮮丼)・長井水産(農水産物)・房竹丸水産(海鮮料理)・溶岩窯パン
工房 ブロートバウム(パン)・ヨコスカスーベニアショップ(お土産)・横須賀ビール 
TAPROOM(クラフトビール)・BUOSCANO.(カジュアルイタリアン)・BUTCHER’S TABLE 
横須賀松坂屋(デリカ・精肉)・FARO(サンドイッチカフェ)・HONEY BEE(ネイビーバーガー)・
MARLOWE(プリン)・Materia(地中海料理)・Tokyo Bay Fisherman’s Noodle(ラーメン)・
YOKOSUKA GELATO FACTORY(ジェラート)

どんな実験？

今どうなってる？？

＠soleil_renewal1001kara

＠restaurant_Amalfi_open

＠F_marinos_Kurihama

いよいよ完成間近！F・マリノス練習場

# 来年4月にまた会いましょう
# 花エリアとキャンプ場がパワーアップ！？
# 大型アスレチックも新登場か！？
# 公園管理課 ☎822-9799

# 全席ハーバービュー。2階は個室完備♪
# 横須賀店だけの地産地消メニュー開発中
# ヴェルニー公園内ティボディエ邸すぐ横
# 企画課 ☎822-8121

# 来年1月にオープン
# 久里浜に新拠点
# 飲食施設やフットサルコートも併設
# 公園建設課 ☎822-9850

日々変化する話題のあの場所

ソレイユの丘がリニューアル工事のため休園

レストラン「アマルフィイ」建設中！

「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

左） ニフコ 石井さん
右） 教頭 齋藤さん

※上記アカウント名は架空のものです。
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クリーンプチ特集まちをきれいにまちをきれいに クリーンプチ特集

市内各所で「クリーンよこすか地区市民の会」がポイ
捨て防止やまちの美化を呼びかけます。
ごみの持ち帰り、減量、リサイクル、路上での禁煙な
どにご協力ください。

県内8市が連携し、プラスチックごみの削減を目指してい
ます。本市もNPO法人海さくらと清掃活動を行います。
ヒーローとの写真撮影や参加賞の配布を予定しています。

ネット申込

10月16日は「クリーンの日」

クリーンよこすか市民のつどい

よこすかきれいにしまッスカ!!

日時

日時

場所

集合場所

内容

内容

申込

11月19日（土）13時30分（12時30分開場）

11月19日（土）10時～12時
（9時30分受付開始）

ヒーローと一緒にスカごみ pick up

文化会館（入場自由）

市役所前公園（雨天中止）

クリーン活動発表、クリーンよこすか
運動ポスター・標語の入選者表彰、

「NPO法人海さくら」による講演など

市役所前公園～文化会館間のポイ捨てごみ拾い

10月19日（水）～11月14日（月）に
ネット申込かコールセンター

（☎822-2500 FAX822-2539）へ。

▶当日の参加もできます。

環境政策課 ☎822-8230

会計年度任用職員の募集
（障害者ワークステーション）
採用日 来年4月1日
対象 知的障害か精神障害のある人
締切 10月31日（月）（消印有効） 
▶詳細は市役所案内所・5階総務課、
行政センター、役所屋で配布する受験
案内か市HPへ。
総務部総務課 ☎822-9878

こども市立幼稚園の新入園児
の募集
大楠幼稚園（2年保育）
定員 抽選35人
申込 11月1日（火）～8日（火）9時～
16時に直接、大楠幼稚園へ（土・日曜
日、祝日を除く）。
▶募集要項は10月17日（月）から同園
で配布します。見学希望者は☎で同園

（☎857-3601）へ。
教育指導課 ☎822-8525

こども放課後児童クラブの
新規入所
放課後児童クラブ（学童）は、共働き家
庭などで留守家庭の小学生が、放課後
や学校の長期休みに適切な遊び・生活
の場として放課後児童支援員などに見
守られながら過ごす場所です。
▶利用料や開所時間などはクラブに
よって異なります。
▶来年小学校1年生になる児童の新規
入所申込や問合せは直接、各クラブへ。
▶各クラブの連絡先など詳細は市HP
へ。
子育て支援課 ☎822-8061

公園墓地の使用者の募集

使用開始日 来年4月1日
対象 ことし5月1日以前から本市に住
民登録のある人（条件あり）
申込期間 11月1日（火）～30日（水）
▶応募多数の場合、抽選となります。
申込書は10月3日（月）から市役所案
内所、行政センター、役所屋などで配
布します。

▶募集区分、申込方法など詳細は市
HPへ。
公園建設課 ☎822-9795

非自発的失業者に係る軽減申請

倒産や解雇などにより離職した人は、
届け出をすると国民健康保険料が軽減
される場合があります。
対象 離職日に65歳未満で雇用保険受
給資格者証に①②が全て記載されてい
る人
①離職理由の番号が11・12・21・
22・23・31・32・33・34のいずれか
②所定給付日数が90日以上
▶離職日により対象外となることがあ
ります。
▶詳細は健康保険課へ。
健康保険課 ☎822-8233

「入学支援金」の申請受付

対象 市内在住で来年4月に高等学校
など（通信制、専攻科、別科を除く）へ
進学予定の中学校3年生（市・県民税の
世帯の所得割額の合計が85,500円未
満である）
支給額・時期 6万円、来年3月
申請期間・場所 11月1日（火）～12月
28日（水）、市役所6階支援教育課
▶申請方法など詳細は市HPへ。
支援教育課 ☎822-8480

マイナンバーカード申請の
訪問サービス
マイナンバーカードの申請のお手伝い
に、市内の各所に伺います。
日時 月～金曜日10時～16時
対象 マイナンバーカードを初めて申
請する市内在住の人で構成される10
人～50人の団体（事業所や施設、自治
会、サークルなど）
申込 実施希望日の10日前までに、市
役所2号館2階窓口サービス課個人番
号カード係か市HPにある申込書を郵
送、FAX、Eメールか直接、窓口サー
ビス課個人番号カード係（FAX822-

1625 Eメールbango-card@city.
yokosuka.kanagawa.jp）へ。
▶会場・駐車場（1台）を用意してくだ
さい。
▶顔写真を無料で撮影します。
▶通知カードか個人番号通知書と本人
確認書類（原則、顔写真付きのものな
ら1点、顔写真なしのものなら2点）を
持ってくると、約2カ月後にマイナン
バーカードが自宅に届きます。
窓口サービス課 ☎822-8573

市有地の一般競争入札（売却）

物件（地番） 面積 最低売却
価格

平作五丁目
1626番21 142.25㎡ 794万円

野比三丁目
2058番23 107.17㎡ 670万円

入札期間 12月1日（木）～8日（木）
開札日時 12月9日（金）14時
申込 ☎で予約の上、11月22日（火）～
30日（水）に直接、市役所5階財務管理
課へ。
▶詳細は財務管理課で配布している入
札説明書か市HPへ。
財務管理課 ☎822-9593

民官連携ホームページの開設

民間事業者から市と連携した取り組み
のご提案をいただくため、市の施策・
方針、市内の土地・建物情報、過去の
連携事例などを掲載したHP「OPEN 
GATE YOKOSUKA」を開設しまし
た。
▶提案方法など詳細は同HPか民官連
携推進担当課へ。
民官連携推進担当課 ☎822-8173

放置自転車・バイクのないまちへ

自転車などを駅前、歩道や防災トンネ
ルなど公共の場所に放置すると、身体
の不自由な人や高齢者などの通行の妨
げとなり危険です。災害などの緊急事

態時には救急・消防活動の妨げにもな
るので、自転車などは放置せずに、市
立自転車等駐車場や民間の駐輪場を利
用しましょう。
▶放置禁止区域に自転車などを放置す
ると即日で保管所に移動する場合があ
ります（移動料は10月から値上がりま
す）。
10月は「放置自転車・バイククリーン
キャンペーン」期間
期間中は、放置自転車などへの指導を
強化します。
土木計画課 ☎822-8236

立地適正化計画改定に係る
説明会
日時 10月14日（金）17時30分～18
時30分
場所 ヴェルクよこすか
定員 当日先着100人
都市計画課 ☎822-8133

青少年の家廃止の説明会

令和6年3月末廃止予定の青少年の家
（追浜、坂本、衣笠、浦賀、鴨居、久
里浜）について10月～11月に市民説
明会を実施します。日時など詳細は各
施設HPか各施設の掲示をご覧くださ
い。
青少年会館 ☎823-7630

税理士による相続税セミナー

日時 11月15日（火）14時～16時
場所 市役所5階正庁
対象 市内在住・在勤の人
定員 先着50人（うち個別相談は先着
30組）
申込 10月11日（火）～11月10日（木）
に必要項目と相談希望の有無、あれば
FAX番号を郵送かFAXで東京地方税
理士会横須賀支部（〒238-0013 平
成町2の14の4 FAX822-6743）へ。
東京地方税理士会横須賀支部 
☎824-4193

● 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）10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。

市民駅伝競走大会　�会場となるソレイユの丘の工事に伴い、本年度は中止します。　スポーツ振興課�☎822-8493

18日（火）

広報課
取り消し線



期間  10月1日（土）～来年3月31日（金）
場所  市の協力医療機関
対象   市内在住か東日本大震災などに被災して 

本市へ避難している人で次のいずれかに該当する人
●接種当日65歳以上の人
● 接種当日60歳～64歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能かヒト免疫

不全ウイルスにより免疫機能に重度の障害のある人
費用  2千円
▶期間内に1人1回のみ接種できます。
▶ 詳細は市の協力医療機関で配布する案内か市HPへ。
▶協力医療機関の名簿は市役所などで配布しています。

災害時ボラセン設置運営訓練

災害ボランティア役として訓練に参加
し、災害時ボランティアセンターの役
割を体験します。
日時 11月20日（日）13時～16時
場所 総合福祉会館
定員 先着100人
申込 10月11日（火）以降に必要項目
と所属・団体名（個人の場合は不要）、
本訓練の情報入手方法（広報よこすか
など）を☎、FAXかEメールでよこすか
ボランティアセンター（FAX824-
8110 Eメールshakyo-v@abox22.
so-net.ne.jp）へ。
よこすかボランティアセンター 
☎821-1303

保健所の相談

①横須賀断酒新生会による酒害相談
日時 10月11日（火）・18日（火）・28日

（金）、11月8日（火）18時30分～19時
②精神障害者家族語らいの会
日時 11月7日（月）14時～15時
③ひきこもりの家族会 すずらんの会
日時 11月8日（火）13時30分～15時
30分
④専門医による指定難病相談会
日時 11月24日（木）13時30分～16
時30分
対象 市内在住の神経系指定難病と腎・
泌尿器系指定難病の人とその家族、疾
病の疑いのある人
申込 ①～③は☎、④は10月11日（火）
～11月2日（水）に☎かFAXで保健所
保健予防課（①～③☎822-4336、④
☎822-4385 FAX822-4874）へ。
保健所保健予防課

高齢者・障がい者・子育て世帯な
どの住まい探し相談会
日時 10月13日（木）、11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

弁護士による養育費相談

日時 ①10月15日（土）②11月14日
（月）③11月19日（土） 9時～15時
場所 はぐくみかん1階こども給付課
対象 市内在住のひとり親になる予定
の人かひとり親
申込 ①10月14日（金）まで②③11月
1日（火）以降に☎でこども給付課へ。
▶申込多数の場合、お断りすることが
あります。
こども給付課 ☎822-0133

専門家による無料相談など

①税理士会による相続税相談
日時 10月26日（水）13時～16時（1人
30分）
②行政書士会による終活などの相談
日時 11月2日～30日のうち水曜日

（23日を除く）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 先着①6人②各3人
申込 ①10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。②10月11日（火）9
時以降に☎で市民相談室へ。
市民相談室 ☎822-8114

弁護士などの7士業合同相談会

日時 11月5日（土）13時～16時30分
受付
場所 横須賀モアーズシティ8階（若松町）
対象 市内在住・在勤の人
市民相談室 ☎822-8114

審議会などの傍聴

介護保険運営協議会（第2回）
日時 10月20日（木）14時～16時
場所 消防局庁舎4階災害対策本部室
担当 介護保険課 ☎822-8308
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 10月24日（月）14時～16時
場所 市役所5階正庁
担当 人権・ダイバーシティ推進課 

☎822-8228
市民協働審議会（第2回）
日時 10月28日（金）14時～16時
場所 市役所3階301会議室
担当 市民生活課 ☎822-9699
環境教育・環境学習推進懇話会（第2回）
日時 10月28日（金）15時～17時
場所 市役所5階正庁
担当 ゼロカーボン推進課
☎822-8327
人権施策推進会議（第2回）
日時 11月7日（月）14時30分～16時
30分
場所 市役所10階第4委員会室
担当 人権・ダイバーシティ推進課
☎822-8219
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。

パブリック・コメントの募集

①横須賀市不良な生活環境の解消及び発
生の防止を図るための条例の一部改正
担当 福祉総務課（市役所分館2階）  
☎（822-8245） FAX（822-2411） E
メール（hwg-hw@city.yokosuka.
kanagawa.jp）
②企業等の立地及び設備投資促進条例
の改正
担当 企業誘致・工業振興課（市役所分
館5階） ☎（822-8290） FAX（823-
0 1 6 4 ） E メ ー ル（ i p - e c @ c i t y .
yokosuka.kanagawa.jp）
③立地適正化計画の改定
担当 都市計画課（市役所分館4階）  
☎（822-8133） FAX（826-0420） E
メール（cip-pc@city.yokosuka.
kanagawa.jp）
資料提供・意見募集期間
①②10月11日（火）～31日（月）③10
月11日（火）～11月1日（火）
意見提出方法
郵送、FAX、Eメールか直接、各担当へ。
▶詳しい資料は各担当、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
ターでも受付可。
▶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。

地域の活動を支援します

地域コミュニティ支援課 ☎822-9510

薬王寺太一
「営みの根源にある土器」展
10月6日（木）～11月12日（土）の
うち木・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］ヨコスカアートセンター（越
中） ☎876-9272
元気ハツラツフェスタ
10月16日（日）10時～17時、市
役所前公園

［連］佐藤 ☎080-4676-2241
市民盆栽展
10月29日（土）・30日（日）9時～17
時（30日は16時まで）、文化会館

［連］堀越 ☎834-9901
竹と絲

いと

の波 箏
こと

・尺八コンサート
10月30日（日）14時、ベイサイド
ポケット

［連］今福 ☎826-0518
自閉症児・者 作品展
11月2日（水）～6日（日）9時～21
時、市民活動サポートセンター

［連］市川 ☎090-5767-8564
12月号掲載記事の申込 

（12月11日～1月10日の催し）
10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

822-4308

10月1日より名称が変更になります
横須賀市

コロナ受診相談センター

8時30分～20時

（旧 帰国者・接触者相談センター）

822-4874FAX

（土・日曜日、祝・休日9時～17時）

☎

高齢者インフルエンザ予防接種

保健所企画課 ☎822-4339
市HP

（一財）自治総合センターは、宝くじの社会 
貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入 
を財源としたコミュニティ助成事業を実施
しています。
地域の活性化を図るため、次の町内会が 
宝くじの助成金で備品の整備をしました。

●浦賀京浜町内会
●不入斗町内会

市は今後も市民の皆さんの地域活動を支援
していきます。
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10月11日～20日は「安全・安心まちづくり旬間」　�一人一人が特殊詐欺や空き巣などに気を付け、安全・安心なまちをつくりましょう。　地域安全課�☎822-9707

●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。

1月31日（火）

広報課
取り消し線



市民スポーツ教室

スポーツ振興課 ☎822-8493

内容　�冬休みファミリー・ジュニアスキー教室、�
F・マリノスふれあいフットサルタイム

▶日時や申込方法など詳細は市HPへ。
▶ガイド（冊子）は市役所4階スポーツ
振興課の他、体育会館、行政センター、
運動公園、図書館などで配布してい
ます。

市民文化祭 秋の行事

まなびかん ☎822-4838

展示部門
市民公募作品展　10月7日（金）～16日（日）、文化会館
諸流いけばな展　10月14日（金）～16日（日）、文化会館
市民盆栽展　10月29日（土）・30日（日）、文化会館
市民書道展　11月4日（金）～7日（月）、文化会館
発表部門
高校演劇発表会　10月15日（土）・16日（日）、青少年会館
三曲発表大会　10月23日（日）、文化会館

人権啓発講演会
語る・かたる・人権トーク

人権・ダイバーシティ推進課 ☎822-8219

「『いま、ここ』にある差別に『いま、
ここ』で取り組む」をテーマに、国連
NGO�横浜国際人権センター理事�江
嶋修作さんによる講演会を行います。
日時　10月28日（金）13時30分～16時
場所　文化会館
定員　当日先着500人

創業とDXセミナー

創業・新産業支援課 ☎822-8083

日時　11月20日（日）10時～12時30分
場所　産業交流プラザ
対象　���市内で創業予定か創業間もない

人のうち、DXについて理解を深めたい人
定員　先着30人
申込　�10月11日（火）～11月11日（金）に� �

横須賀市産業振興財団HPへ。
▶手話通訳・英語通訳希望者は11月4日（金）までに同財団へ。

くりはま花の街フェア 秋

久里浜行政センター ☎834-1111

日時　�10月15日（土）・16日（日）� �
10時～15時（雨天中止）

場所　�くりはま花の国� �
コスモス園前広場

内容　�地元商品の出店、吹奏楽、
ダンスパフォーマンス� �
など

アイクルフェア

アイクル ☎866-1196

日時　10月30日（日）10時～15時
場所　アイクル
内容　�再生家具の有償提供、市立学校返納物品即売

会、古本、古着などの販売、リサイクル体験
教室、フリーマーケット、ごみトーク、トイ
レットペーパーつかみ取りなど

▶その他の催しなど詳細は市HPへ。
▶当日は追浜駅から無料送迎バスを運行します。

里山の素材でリースづくり

自然環境共生課 ☎822-9832

日時　11月27日（日）10時～12時（雨天中止）
場所　沢山池の里山
対象　市内在住・在勤・在学の小学生以上
定員　抽選40人
費用　千円
申込　�10月31日（月）～11月13日（日）に必要項目

をネット申込かHP「横須賀市の里山」へ。

LGBTQオンラインイベント

SHIPにじいろキャビン ☎045-306-6769

日時　10月16日（日）20時～21時
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や、

その家族・支援者など
▶申込方法など詳細はSHIPにじいろキャビン（水・
金・土曜日は16時～20時、日曜日は14時～18時）
かHP「SHIPにじいろキャビン」へ。

親子で体験！環境ウォークラリー

ゼロカーボン推進課 ☎822-8524

日時　11月12日（土）10時～12時
場所　野比かがみ田緑地
対象　�市内在住・在学の小学校3年生～6年生と� �

その保護者
定員　抽選20人
申込　�10月3日（月）～17日（月）に必要項目を☎、

FAXでコールセンターへ。

初心者向け要約筆記教室（パソコン）

障害福祉課 ☎822-9398

日時　11月28日（月）、12月5日（月）10時～12時
場所　総合福祉会館
対象　�全回参加できる市内在住・在勤・在学の人、

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）

定員　抽選８人
申込　�10月10日（祝）～11月11日（金）に必要項目

をネット申込か☎、FAXでコールセンターへ。

作ってみよう！コットンボール

産業交流プラザ ☎828-1630

日時　10月20日（木）13時30分～15時30分
場所　産業交流プラザ
内容　�水風船とコットン糸で作る球状のおしゃれで

かわいいコットンボールのワークショップ
定員　抽選15人
費用　500円
申込　�10月1日（土）～15日（土）に☎か直接、産業

交流プラザへ。

歯科インプラントその利点と欠点

健康増進課 ☎824-7640

日時　11月28日（月）14時～15時30分
場所　まなびかん
対象　市内在住・在勤・在学の18歳以上
定員　先着20人
申込　�10月13日(木）～11月21日（月）に� �

必要項目をネット申込か� �
☎、FAXでコールセンターへ。

主催 わんぱくフェスティバル実行委員会
わんぱくフェスティバル

青少年会館 ☎824-5377

子どもたちのダンスや演奏のステージ発表、謎解きラ
リー、ゲームなどの楽しい遊びが盛りだくさんです。
日時　11月13日（日）10時～14時30分（荒天中止）
場所　県立保健福祉大学（平成町）
▶入場制限と最大滞在時間の制限あり。
▶公共交通機関をご利用ください。

認知症サポーター養成講座

福祉総務課 ☎822-9804

日時　12月7日（水）14時～16時
場所　ヴェルクよこすか
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　先着80人
申込　�10月11日（火）～11月8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　

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。

弁護士が教える「相続と遺言」

消費生活センター ☎821-1312

日時　11月14日（月）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　�10月11日（火）～11月8日（火）に� �

☎で消費生活センターへ。

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

オンライン

横須賀市産業
振興財団HP

ワイ！フェスタおっぱま

追浜行政センター
☎865-1111

日時　10月23日（日）10時～17時（雨天中止）
場所　夏島グラウンド他
内容　ダンスイベントや戦隊ショーなど

オンライン就労支援のための合同学習会

支援教育課 ☎822-8513

日時　11月5日（土）13時30分～15時30分
対象　�障害児者を支援している保護者、教職員、� �

関係機関職員など
申込　�10月１日（土）～23日（日）に� �

必要項目をネット申込へ。

動物フェスティバル神奈川
in よこすか・みうら

動物愛護センター ☎869-0040

日時　10月23日（日）10時～16時
場所　�ヴェルニー公園、産業交流プラザ、� �

ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
内容　�表彰式典、ドッグトレーニング、動物飼育相

談、ペットの同行同伴避難・防災品展示、搾
乳体験、犬猫譲渡会

市HP

市HP
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10月16日日
三笠公園・うみかぜ公園ほか
17時45分～18時15分（荒天中止）
横須賀市観光案内所 ☎822-8301

ヴェルニー公園 ☎845-6660

スポーツ振興課 ☎822-8493

観光課 ☎822-8124

生涯学習課 ☎822-8484

（一財）シティサポートよこすか ☎823-1915

ヨコスカフレンドシップデー

秋のローズフェスタ

1万メートルプロムナード・ウォーク ANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会体験プログラム

千代ヶ崎砲台跡公開１周年まつり

とき

と き

と き

日時

日時・場所
申込・問合せ

場所

場所

費用

10時～18時30分（入場は17時30分まで）
米海軍横須賀基地（一部開放。入退場は三笠公園内ゲート）

当日の開催確認は、7時以降に
コールセンターへ。

全 国 の 海 上自衛 隊 音 楽 隊 をはじめ、 
外国海軍の軍楽隊や市内高等学校の吹 
奏楽部・ダンス部などが横須賀に集結 
します。ペリーの久里浜上陸から始ま 
る日本 のマーチング バンド発 祥 の 地 

「 横 須 賀 」ならでは の 壮 大 な 音 楽 隊 
パレードです。

▶入場には国籍を証明できるものと顔写真付きの身分証明書が必要です。 
詳細は横須賀市観光協会HPへ。

▶10月15日（土）・16日（日）は、キッチ
ンカーや日光猿軍団一門による猿
回し、バラ苗の販売などイベ ント 
あり。

▶詳細は生涯学習課か
市HPへ。

▶当日の開催確認は、7時以降に
市公式ツイッターへ。

当日は会場周辺で交通規制を実施します

パレード参加団体（予定）  海上自衛隊音楽隊（横須
賀、呉、佐世保、舞鶴、大湊、東京音楽隊）、航空自衛隊、
陸上自衛隊、防衛大学校、外国海軍、地域学校・関係団
体など

場所

横須賀市観光協会HP

約160種類・1,700株の秋バラが美し
く咲く季節を迎えます。バラと海と 
歴史を感じる1日を過ごしてみませ
んか。

3年ぶりの開催です。横須賀の景色を楽しみながら歩きましょう。

公開1周年を記念して、浦賀小学校・高坂
小学校「灯ろう」作品展示、「川間町内会
木遣り囃

は や し

子保存会」公演、積み木でアー
チを作る体験コーナーなどの楽しいイベ 
ントを多数開催します。

10月23日（日）まで
ヴェルニー公園

11月3日（祝）（荒天中止）
200円（中学生以下は100円）

ヴェルニー公園いこいの広場
（受付は8時45分～9時15分）

先着
500人に
ドリンク1本
プレゼント

横須賀美術館
（ゴール最終時間は13時）

10月23日（日）
9時30分～15時30分

千代ヶ崎砲台跡

11月12日（土）・13日（日）10時・13時、津久井浜海岸
11月2日（水）までに必要項目と希望日時をEメールでヨコスカ
パドルクラブ（info@yokosukapc.com）へ。

同日開催イベント

市内高等学校のダンス部が 横須賀オリジ 
ナルダンスを披露

イベント・交通規制の 
詳細はこちら

市公式ツイッター

受付・スタート

ゴール

ウインドサーフィン体験会
海でウインドサーフィンにチャレンジ。
風を使って走る感覚や海の気持ちよさ
を味わえる体験会です。
対象　高校生以上　定員　抽選10人

ウインドサーフィン体感ツアー
ウインドサーフィンワールドカップ（ＷＷＣ）会場を巡り、陸上で 
ウインドサーフィンの体感もしていただくツアーです。
対象　小学生（付き添い参加可）　定員　抽選30人

広報よこすか　令和４年（2022年）10月号 7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。



横須賀市経営企画部広報課 横須賀市コールセンター

8時～20時（年中無休）

人口380,145人（前月比-877人）
世帯数165,986世帯（前月比-31世帯）
令和２年国勢調査結果（確定数）を基礎としています。

（令和４年9月1日現在推計）

☎ 046-822-2500  FAX 046-822-2539〒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

編集・発行 市勢情報

　2030年を見据え、本市が目指す未来像とそれに向かう政策の方針を定め
た「YOKOSUKAビジョン2030」がスタートしました。このビジョンでは、
社会情勢の変化が激しい中でも、希望ある豊かな横須賀を目指していくた
め、未来像を「変化を力に進むまち。横須賀市」と掲げています。この度、
策定に携わった方々の中から、未来を担う若者と学校の先生
に、横須賀やビジョンへの思い、将来の抱負を伺いました。

「YOKOSUKAビジョン2030」の全文、ハンドブックはこちら▶

　私は横須賀で生まれ育ち、高校生の頃から市政
に関心がありました。当初、ビジョンは行政が作
るものだと思っていましたが、審議会を通して、
市民みんなが横須賀の未来を描いた先にあるもの
だと気付きました。議論を重ね、委員の想いが詰
まったビジョンになりました。今後も多くの市民
の声を聞きながら、描かれた未来を実現してほし
いです。また、若者が市政に関わることに意義を
感じました。若者が目を輝
かせて未来を語り、実現す
るまちになったらいいなと
思います。

総合計画審議会委員
岡本琳南（おかもとりんな）さん

市民みんなが描いた横須賀の未来

　私は、横須賀出身ではないですが、現在市内に
住んでおり、大学のゼミでも横須賀との関わりが
ありました。審議会に参加し、さまざまな立場の
方と関わる中で、市民の市への愛着や、より魅力
的なまちにしたいという思いを強く感じました。
また、横須賀は可能性を秘めたまちでもあると思
います。このビジョンが実現することで、市民が
自分らしく輝けるまちになってほしいです。そし
て、市民も行政も企業も、
さまざまな人がつながり、
支え合い、新たな未来を共
創していけたらと思います。

総合計画審議会委員
相馬希咲（そうまきさき）さん

自分らしく輝けるまち

　ビジョンは、市民にもそうでない方にも、横須
賀の新たな顔を知ることができる内容になってい
るので、ぜひご覧ください。横須賀のことをもっ
と好きになってもらえたら嬉しいです。私は横須
賀で生まれ育ち、姉妹都市交換学生も経験し、い
ろいろなことを知っているつもりでしたが、審議
会でさまざまな意見を吸収し視野が広くなりまし
た。学びが多く、改めて地元が横須賀であること
を誇りに思いました。2030
年、人との関わり合いを大
切に、笑顔を絶やさない大
人でありたいです。

総合計画審議会委員
菊地萌歌（きくちもか）さん

改めて地元を誇りに思う

　私は、高校生の時から、毎日横須賀の学校に通っ
ていましたが、横須賀のことをよく知りませんで
した。今回、審議会に参加して、基地や海だけで
はない新たな横須賀を知ることができたと思いま
す。また、他の方の意見一つ一つが難しくも、学
生の普段の暮らしでは得難いもので、貴重な学び
の場になりました。横須賀が、私たちが描いたビ
ジョンを上回るほどの素敵な地となり、市内外の
皆さんからより一層愛され
ることを、１ファンとして
願ってやみません。

総合計画審議会委員
好村明理彩（よしむらありさ）さん

より一層愛されるまちに

　私が横須賀に生まれ育ち20年近く経ちます。小
さな頃からお祭りなどを通して地域に関わってき
ました。お店がなくなったり、空き家が増えたり、
まちの代謝を目の当たりにして、谷戸地域などを
時代に即した住みよいまちに整備していきたいと
考えるようになりました。ワークショップで、市
民が横須賀の自慢として「豊かな自然」や「都会す
ぎず、田舎すぎない」点を挙げていることを知り
ました。私も将来、その
ような思いに恥じないま
ちづくりに関わっていき
たいです。

高校生ワークショップ参加
松﨑蒼斗（まつざきあおと）さん

時代に即した住みよいまちに

　野比中学校では、「横須賀の宝もの」は何かを考
え、より良くするためにできることを話し合いま
した。海が近くにある学校なので、海を宝ものと
答える生徒が多かったです。また、新しいものを
取り入れるだけでなく、古き良きものは残してい
きたいという声もあり、生徒の豊かな発想力には
とても驚かされました。生徒には、自分で現状と
課題を見つけ、それを解決するために考え行動し、
予測困難な時代に立ち向
かっていけるようになって
ほしいです。

中学生ワークショップ参加校
大下内政樹（おおしたないまさき）先生

時代に立ち向かえるように

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