
11月12日　〜 12月11日
※期間中の土・日曜日、祝日のみ開催(11日間)

写真はイメージです。

2022年

第15回産業観光まちづくり大賞観光庁長官賞受賞

昨年度好評を博したペリー来航の地、
浦賀を中心に巡る「MEGURU Project 」。
本年度は、より内容を充実させて行います。
ぜひ、ご体験ください。

日土



URAGA─
302年目の、新発見。

浦賀に
熱気球がやってくる！

とき

H P 問合せ

観光課
☎822-9577

2022年

場所

浦賀レンガドック・千代ヶ崎砲台跡　一般開放

https://meguru-project.com/
※いずれも天候により中止となる場合があります。
※一部有料コンテンツがあります。
　費用や開催状況など、詳細はHP「MEGURU Project」をご覧ください。

11月12日（土）～12月11日（日）

数えきれないくらいの歴史を育んできた街、浦賀。江戸の商人、船乗り、幕末の志士、マシュー・ペリー、

造船工、そしてこの場所の日常の主役になってきた街の人々─。

たくさんの時を重ねてきた浦賀は、今でも力強く動き続けています。

そのような街の躍動を見て、感じて、楽しむ11日間。

ことしも、浦賀の街で皆さんの〝発見〟を楽しみに待っています。

土・日曜日、祝日のみ開催

浦賀レンガドックと千代ヶ崎砲台跡を一般開放します。
見学希望の人は、直接会場へお越しください。
浦賀レンガドックは、ドック下まで降りて見学することができます。
ぜひ、この機会にお越しください。

日本人の手によって初めて気球を浮かせたのは明治の横須賀でした。
そうした歴史を伝えるための熱気球による体験。
浦賀レンガドックを空から見てみよう！

浦賀レンガドック　　8:30～20:00
千代ヶ崎砲台跡 　　 9:30～15:30

（入場は15:00まで）

9:00～12:00　30分おき
11月12日(土）のみ10:30～13:30

※画像はイメージです。搭乗する熱気球は変更になる可能性があります。
※風などにより当日中止になることがあります。
※予約状況によっては当日現地販売を行うことがあります。

時間

時間

浦賀レンガドック 千代ヶ崎砲台跡

熱気球搭乗体験

浦賀レンガドック周辺

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。広報よこすか　令和４年（2022年）11月号2



無料

URAGA Historical Entertainment Day ～浦賀から世界へ～
横須賀の魅力・エンターテイメントが結集し、日本開国の街・浦賀が大きく躍動します。

アーバンスポーツ界の黒船来航!
BMX Freestyle Park LIVE SHOW! with JFBF

プロジェクションマッピング
URAGA NIGHT ART with HISTORY

「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

浦賀港から燈
とうみょうどう

明堂、黒船がいかりを下ろした場所などを巡るプチクルーズ。 浦賀レンガドックのガイドツアー。資料を用いて、レンガや実際にここで造ら
れた船などを紹介します。

千代ヶ崎砲台跡のガイドツアー。見るだけでは分からない、
ディープなガイドをお楽しみください(無料送迎バス付き）。

浦賀エリアと横須賀中央エリアを結ぶ「オープントップバス」を運行します。
市内周遊にぜひご利用ください！

横須賀初出店のキッチンカーや地元の新鮮野菜な
どが並ぶマルシェを予定しています。夜はお酒の提
供もあります。ぜひ、家族や友人とお越しください。

※画像はイメージです。

HP「ワクワク横須賀」

写真はイメージです

連携イベント

昼ルート 浦賀レンガドック ➡ 浦賀駅 ➡ 観音崎 ➡ 横須賀美術館 ➡ 横須賀中央駅 
➡ JR横須賀駅(ティボディエ邸裏）        ※一部、観光スポットに立ち寄り

浦賀レンガドック ➡ 横須賀中央駅 ➡ JR横須賀駅(ティボディエ邸裏）
※販売は浦賀レンガドックのみになります。ルートは変更になる可能性があります。

夜ルート

浦賀のレンガ号

浦賀レンガドック内部にステージが出現。本市出身のピアノデュオ「レ・フレール」
や、横須賀ゆかりの音楽隊コンサート、テレビ神奈川との連携によるスペシャル
ライブなどを予定。プログラムの詳細はHP「MEGURU Project」をご覧ください。

有料キットを購入することで、クイズ王伊沢拓司が率いる東大発の知識集
団「QuizKnock」制作の、浦賀を舞台にした謎解き街あるきを楽しめます。

７月にうみかぜ公園でジャパンカップが開催さ
れたBMXフリースタイル・パークのライブ
ショー。圧倒的エンターテイメントを皆さんに
お届けします。

約120年の時空を超えて、浦賀レンガドックが浦
賀の歴史と共によみがえります。歴史あふれる舞
台にマッチした幻想的な空間をお楽しみください。
詳細はHP「ワクワク横須賀」をご覧ください。

新たな船「キャプテンペリー号」に乗ったり、東西の街を歩いて歴史を伝え
るガイドツアー。

浦賀レンガドックをライトアップ。きらめく光の幻想ロマンを体験することが
できます(入場自由)。

浦賀港周遊歴史満喫クルーズ

浦賀レンガドックシアター

浦賀謎解き街あるき

浦賀街あるきツアー

浦賀レンガドックライトアップ

浦賀レンガドック見学ツアー

千代ヶ崎砲台跡見学ツアー

市内を“めぐる”「オープントップバス」運航

グルメ・マルシェ

と　き 11月19日(土)(雨天中止) 浦賀レンガドック周辺場　所 企画課 ☎ 822-9820問合せ

11:00・14:00 (各回20分) 17:00～20:00 (各回10分、数回上映)
※天候によりスケジュールが変更となる場合があります。
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　戦後、アメリカ兵の日本滞在の土産物（スーベニア）とし
て和装由来の刺しゅうを施したジャケットが誕生しました。
やがて、このジャケットは、横須賀の名を冠した「スカジャン」
の愛称で、ファッションアイテムとして昇華し、現在、根強
い人気を誇っています。

　本展では、テーラー東洋（東洋エンタープライズ株
式会社）が所蔵するヴィンテージ140点を中心に、 
スカジャンの魅力あふれる世界を紹介します。

期　間　11月19日（土）～12月25日（日）
場　所　横須賀美術館
観覧料　�一般1,300円、�

高校生・大学生・65歳以上1,100円、�
中学生以下無料

期　間　来年１月12日(木)～30日(月)
場　所　横須賀美術館

　横須賀市立の幼稚園～高等学校・ろう学校・養護学校の児童生徒
たちの作品展です。保護者の皆さんをはじめ、市内外の多くの方々に、
子どもたちの夢あふれる作品をご紹介します。

　鴨居にアトリエを構えていた画家 谷内六郎さん。横須賀ゆかりの
画家を児童生徒に知ってもらうために、谷内にちなんだ「いくらで
もスープ」を学校給食で提供します。「いくらでもスープ」はおいし
くていくらでもおかわりできることから、家族が名付けた谷内の得
意料理です。この、野菜を牛乳で煮込んだスープは、《霧のミルクも
来てた》という作品を思い描きながら献立にしました。
　中学校では、「いくらでもスープ」に加え、《リボンについてくる蝶》
をイメージして「菜の花サラダ」も提供します。

 給食提供日　12月1日（木）・2日（金）

夜の猿島を巡る芸術祭です。暗闇の中でいつもとは違う猿島の魅力をアートと共に楽しめます。
��日時　11月12日（土）～12月25日（日）のうち金～日曜日、祝日　17時～21時30分

��申込　事前にHP「Sense�Island」からチケットを購入（横須賀市民割引チケットあり）
▶チケットがなくなり次第、販売を終了します。
▶荒天により猿島航路が欠航する場合は、中止となります。詳細はHP「Sense Island」へ。

芸術祭で梅川さんが舞う「浦賀虎踊り」をベースにした演目
を練習し披露します（HP「Sense�Island」から要予約）。
▶申込多数の場合、お断りすることがあります。

Sense�Islandのチケットか来場者
に配布のハンドアウトを持参で

が割引に！企画課 ☎822-8427

開館時間　10時～18時
休  館  日　12/5月・26月～1/6金・10火
1/7土～11水は所蔵品展・谷内六郎館のみご覧になれます。

会期中、ドブ板ステー
ションにサテライト会
場を設置。
また、商店街イベント
参 加 店 舗 で お 支 払 い
時、観覧券の半券提示
で、「スカジャン ステッ
カー」をプレゼント。

PRIDE OF YOKOSUKA スカジャン展は、
「宝くじの助成金」により開催します

会期中、スカジャン型のお得なバスチケット
付き観覧券を館内にて販売します。

牛乳ベースの野菜スープ
「いくらでもスープ」

《YOKOSUKA Dragon》
1946年　テーラー東洋（東洋エンタープライズ株式会社）蔵

谷内六郎《霧のミルクも来てた》1970年
横須賀美術館蔵©Michiko Taniuchi

谷内六郎《リボンについてくる蝶》1974年 
横須賀美術館蔵©Michiko Taniuchi

詳細はこちら

画像はイメージです

➡

HP
「Sense Island」

12月18日（日）舞踊家 梅川壱ノ介さんによる
   ワークショップを横須賀美術館で実施！

広報よこすか　令和４年（2022年）11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。



ネット申込 https://www.yokosuka-yksk.jp（市HP「オンラインサービス」からもアクセスできます）

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、各コミセンにお問い合わせください。

追浜
☎865-1145

ウィンターコンサート「弦楽四重奏のしらべ」 12月3日（土）14時～16時
定員 抽選100人 締切 11月15日(火)

田浦
☎861-9007

田浦シネマ「お終活 熟春！人生、百年時代の過ごし方」 12月9日（金）10時～12時 
定員 抽選80人 締切 11月29日（火）

衣笠
☎852-3596

ミニ門松づくり「手作りミニ門松でお正月を迎えよう」 12月26日（月）9時30分～
12時30分 定員 抽選20人 費用 850円 締切 12月12日（月）

浦賀
☎842-4121

ダイヤモンドベンチャーズ XmasLIVE 12月10日(土)13時30分～15時
定員 抽選100人 締切 11月27日(日)

久里浜
☎834-1471

みんなのクリスマスコンサート「はじめてのクラシック」 12月3日（土）10時30分～
12時 定員 抽選100人 締切 11月17日（木）

西
☎857-0896

西コミ「出前寄席」 11月30日（水）10時～12時
定員 抽選100人 締切 11月15日（火）

この他のコミセンでも講座や催しを多数開催しています。

ミニ門松づくり
（衣笠コミセン）

ダイヤモンド 
ベンチャーズ 

（浦賀コミセン）

〒238-0016 深田台95
☎824-3688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

一般閲覧や貸出しの他、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。

月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）、年末年始休館日

児童図書館の講座・催し

12月17日（土）14時、児童図書館
外国語での絵本のおはなし会

対象 3歳～小学生とその保護者　
定員 当日先着35人

来年1月14日（土）14時、青少年会館

児童サービス講座
「おはなしを語ってみましょう」

対象 子どもと本をつなぐ16歳以上
定員 先着70人
申込 12月9日（金）以降に☎︎で児童 

図書館へ。

来年1月22日（日）14時、児童図書館
人形劇「あいさつのきらいな王さま」

対象 3歳～小学生と 
その保護者　

定員 先着35人
申込 1月6日（金）以降に

☎︎で児童図書館へ。

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。定例のイベント

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。

月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）、年末年始休館日

講座・催し

①12月3日（土）10時～12時、馬堀自然教育園 
②12月10日（土）10時～12時、自然・人文博 
物館、平和中央公園
定員 各抽選20人　費用 100円
締切 11月18日（金）

森のさんぽとクリスマスクラフト

12月15日（木）・22日（木）10時30分～12時、
自然・人文博物館など（全2回）
定員 抽選30人　費用 50円
締切 12月1日（木）

三浦半島の民俗

来年2月12日（日）・26日（日）、
3月12日（日）・26日（日）10時～12時、
自然・人文博物館など（全4回）
定員 抽選20人　費用 各回50円
締切 1月27日（金）
▶︎いずれも小学生以下は保護者同伴。

横須賀ジオツアー

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。申込方法

12月定例議会
11月28日（月） 議会運営
11月29日（火） 本会議、予算決算常任（本会議終了後）
12月  2日（金） 民生常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
12月  6日（火） 総務常任（分科会）、環境教育常任（分科会）
12月  8日（木） 特別（設置された場合に開会）
12月12日（月） 予算決算理事会、予算決算常任（11時）
12月14日（水） 議会運営、本会議（14時）

市議会の日程 議事課 ☎822-9394

市議会HP

総務調査課 ☎822-8460

議員研修会の傍聴

変化を力に生きる時代
11月30日（水）、12月5日(月)・
7日(水)・9日（金）・13日（火）

横須賀商工会議所 平松廣司会頭によ
る渋沢栄一の合本主義に学ぶ研修会を
行います。
日時　 12月12日（月）14時～16時 

（13時30分受付開始）
場所　市役所R1階受付
定員　 当日先着32人（うち車椅子2人）

●  時間の記載がないものは10時 
開会です。

●  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　　　　 

11月16日（水）17時です。

予備日

ご案内

児童サービス講座

市HP

図書館HP

博物館HP

11月〜来年1月の情報 広報よこすか　令和４年（2022年）11月号 5



市民スポーツ教室

スポーツ振興課 ☎822-8493

内容　�太極拳教室、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。

久里浜 食の祭典

久里浜行政センター ☎834-1111

地域自慢のグルメが集結し、投票でグルメ王者を選
出します。地元の各団体によるステージパフォーマ
ンスも開催します。
日時　�11月12日（土）10時～15時� �

（雨天時は13日（日）に順延）
場所　久里浜商店街はろーど通り
▶公共交通機関を利用してお越しください。

クリーンよこすかポスター・標語入選作品展

環境政策課 ☎822-8230

とき　�11月22日(火)� �
～12月2日(金)

場所　�コースカ�ベイサイド� �
ストアーズ5階� �
コミュニティルーム� �
（本町）

リサイクル体験教室
古着・古布のおしゃれバッグ

アイクル ☎866-1196

日時　12月7日（水）10時～15時
場所　アイクル
対象　市内在住の人�
定員　抽選10人
締切　11月23日（祝）
申込　�必要項目をはがきかEメールでアイクル� �

（〒237-0062�浦郷町5の2931�Eメール� �
aicle@city.yokosuka.kanagawa.jp）へ。

とびだせ すかりぶ！
開設10周年「すかりぶ」おやこまつり

企画調整課 ☎822-8221

10周年を迎えた子育て応援サイト「子育て応援ひ
ろば�すかりぶ」の協賛事業者が一堂に集まり、ワー
クショップ、子育てサロンなどのイベントを開催し
ます。子育て中の皆さん、
ぜひお越しください。
日時　�11月13日（日）� �

10時～14時
場所　総合福祉会館

光の丘水辺公園の観察会

公園管理課 ☎822-9561

早朝探鳥会
日時　11月26日（土）7時～8時15分
集合場所　光の丘水辺公園正門
自然観察会
日時　12月3日（土）9時30分～11時30分
集合場所　光の丘水辺公園管理棟前
▶いずれも雨天中止。

MEGURUプロジェクト連携イベント
浦賀ドックを語る講演会

まちなみ景観課 ☎822-8526

浦賀ドックOBと郷土史家が浦賀ドックについて解
説します。
日時　12月11日（日）13時30分～15時
場所　�浦賀レンガドック内レンガドック活用センター
定員　先着60人
申込　�11月21日（月）～12月4日（日）に全員の必要項

目（5人まで）をネット申込か☎、FAXでコール
センターへ。

ねんりんピックかながわ2022
横須賀市卓球交流大会の観戦

福祉総務課 ☎822-8245

日時　�11月13日（日）・14日（月）� �
９時30分～17時10分� �
（14日は15時15分まで）

場所　総合体育会館
▶免疫力チェックや認知症早期� �
発見～健脳チェック～の他、� �
食や物販ブースも出店します。

赤十字幼児安全法支援員養成講習

地域コミュニティ支援課 ☎822-8220

日時　12月3日（土）・4日（日）
　　　9時30分～17時30分（全2回）
場所　本町コミセン
対象　�全回参加できる15歳以上
定員　先着30人　費用　1,900円
申込　�11月11日（金）～22日（火）に必要項目をはが

きで日赤横須賀市地区事務局（地域コミュニ
ティ支援課内）へ。

今どきの葬儀・お墓の事情

消費生活センター ☎821-1312

日時　12月15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　�11月11日（金）～� �

12月8日（木）に☎で� �
消費生活センターへ。

市内農家が丹精込めて育てた採れたて野菜を販売し
ます。
よこすか野菜市 in 市役所（毎月第3火曜日開催）
11月15日（火）11時～13時、
市役所1階会計課前
すかなごっそ出張販売
11月24日（木）11時～14時、
市役所前公園

よこすか野菜PR販売イベント

農水産業振興課 ☎822-9395

ツインズ全体会（クリスマス会・交流会）

地域健康課 ☎824-7141

日時　12月3日（土）10時～11時30分
場所　ウェルシティ市民プラザ
対象　�就学前のふたご・みつごとその家族、ふたご・

みつごを出産予定の人
締切　11月17日（木)
申込　�必要項目をネット申込か☎、FAXでコール�

センターへ。
▶申込多数の場合、お断りすることがあります。

法律相談＆クリスマス会

横須賀市母子福祉会 ☎090-6133-9191

日時　12月11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30人
費用　1組500円(クリスマス会のみ)
申込　�11月11日（金）～12月9日(金)に� �

☎で横須賀市母子福祉会へ。
▶その他のひとり親向けの催しは市HP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　11月19日（土）21時～22時
内容　�LGBTQに関するテーマを座談会形式で� �

スタッフと話すトークイベント
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
▶詳細は☎で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。

障害の理解を深める講演会
「発達障害と生きる」

障害福祉課 ☎822-9398

日時　�12月3日（土）� �
13時30分～15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70人
申込　 11月11日（金）～24日（木）に� �

必要項目をネット申込か� �
☎、FAXでコールセンターへ。

視覚障害者のための
iPadサポートボランティア養成講習会

点字図書館 ☎ FAX 822-6712

日時　�12月7日（水）・14日（水）・21日（水）� �
13時30分～15時30分（全3回）

場所　点字図書館
対象　スマホやタブレットの操作ができる人
締切　12月5日（月）
申込　�必要項目を☎、FAXかEメールで点字図書館

（Eメール�we-hw@city.yokosuka.� �
kanagawa.jp）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。

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HP

オンライン

入選
佐藤絆

はんな
愛さん▶

CSY健康ウォーク 横須賀市観光協会 ☎822-8256

NHKラジオ体操インストラクターと準備体操をした後、「田戸台
分庁舎」など約7.5kｍのコースを歩きます。三笠公園では健康
チェックのほかキッチンカーや大道芸も楽しめます。

日時  12月10日 土　9時～15時（雨天時は11日日）
受付時間・場所 9時～12時、ヴェルニー公園

▶ヨコスカウォーキングガイドブックのプレゼントあり。
▶詳細は横須賀市観光協会HPへ。

シティサポートよこすか

ラジオ体操インストラクター
今井菜津美さん

（スタート）ヴェルニー公園～平和中央公園～
田戸台分庁舎など～三笠公園（ゴール）

コース  約7.5km

田戸台分庁舎

広報よこすか　令和４年（2022年）11月号6



うみかぜ公園BMXパーク
29土10

企画課 ☎822-8110

時 間	 9 時～17時（4月～ 9月は19時まで）
料 金	 	600円/日� �

（土・日曜日、祝・休日は600円/2時間）� �
▶中学生以下は半額� �
※市外在住の人は別料金になります。

定休日	 月曜日、12月29日～1月3日

▶詳細はうみかぜ公園HPへ。

BMXのダートコースやスポーツ広場がある「うみかぜ公園」。
「JapanCup�Yokosuka」で使用したジャンプ台が常設され、�
BMXのあらゆる種目を楽しめる公園に生まれ変わります。

うみかぜ公園でレーシングの技術を磨く
横須賀市在住　石川智士選手

大小さまざまなコブがあるコースで競う
BMXレース。石川選手は 6 歳でBMXに出�
会い、9 歳で公式戦デビュー。うみかぜ公�
園で練習を重ね、ことし 7 月には世界大会�
で７位入賞を果たす。大会を終え、石川選
手は「初めての世界戦はとても緊張しまし
たが走り始めたら手応えも感じることがで
き、その後は楽しく走ることができました。
今回７位に入賞したので、次はもっと上位
を狙いたいです。」と語る。
提供（写真上）（公財）日本自転車競技連盟

シニアシルバー人材センターの
会員募集
市内在住の60歳以上で健康で働く意
欲のある人の入会をお待ちしていま
す。加入には入会説明会（予約制）への
参加が必要です。
シルバー人材センター ☎822-1337

市営住宅入居者の募集

募集期間 11月15日（火）～12月1日（木）
募集戸数 抽選60戸
▶詳細は市役所案内所・1階市政情報
コーナー・分館3階市営住宅課、行政
センター、役所屋などで11月11日

（金）から配布する申込書としおりをご
覧ください。

（一社）かながわ土地建物保全協会
横須賀サービスセンター
☎823-1973

横須賀市高齢者保健福祉計画
（介護保険事業計画を含む）
令和5年度の計画策定に当たり、調査
を実施します。
調査期間 11月16日（水）～12月16日（金）
調査対象 ①在宅で要支援・要介護認定
を有する人（新規申請者を除く）3千人
②要介護1～5以外の高齢者2,400人
調査方法 郵送によるアンケート（無作
為抽出による）
▶返信用封筒を同封します。
▶調査内容など詳細は市HPへ。
介護保険課 ☎822-8308

広告景観推進協力員の募集

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。
▶12月2日（金）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。
まちなみ景観課 ☎822-8127

障害者雇用優良事業者の募集

障害者を雇用している市内事業者を表
彰します。
対象 従業員43人以下で障害者を雇用
している市内事業者
締切 12月15日（木）
表彰時期 来年2月予定
▶申込方法など詳細は市HPへ。
経済企画課 ☎822-9523

のたろんフェア2023
参加団体の募集
日時 来年2月11日（祝）・12日（日）10
時～15時
場所 市民活動サポートセンター
対象 同センターに登録のある市民公
益活動団体
▶申込期間・方法など詳細は市役所2
号館2階市民生活課か同センターにあ
る募集要項をご覧ください。
▶申込多数の場合は抽選となります。
市民活動サポートセンター
☎828-3130

子育てファミリー等応援住宅バン
ク補助金
市HP「子育てファミリー等応援住宅
バンク」掲載の中古住宅を子育て世代
の人が購入して居住した場合、物件購
入費用やリフォーム費用などを補助し
ます（上限額50万円）。
▶詳細はまちなみ景観課か市HPへ。
まちなみ景観課 ☎822-8077

2世帯住宅リフォーム補助金

一戸建て住宅に住む親世帯が、市外か
ら子ども家族を呼んで同居するための
リフォーム費用を補助します。
補助率 1/2（上限額30万円）
▶詳細はまちなみ景観課か市HPへ。
まちなみ景観課 ☎822-8077

二十歳該当者名簿への掲載を
希望しない人へ
町内会・自治会から二十歳祝いの行事
のために区域内の名簿を求められた場
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二十歳
該当者名簿（氏名・住所）を提供します。
この名簿への掲載を希望しない人は、
11月21日（月）までに住所・氏名を郵
送、FAXかEメールで地域コミュニティ
支援課（FAX827-4803 Eメール
ch i i k i - com@c i t y . yokosuka .
kanagawa.jp）か管轄の行政センター
へ。
地域コミュニティ支援課
☎822-9510

市立大楠幼稚園の廃園

令和6年度末に廃園となります。令和
5年度入園児募集が最後の募集となり、
その園児が年長になった時に単学年

（下の学年がいない状況）になります。
教育政策課 ☎822-9751

国保特定健診を利用した健康管理

特定健診の結果、治療が必要となった
人に、郵便や電話で医療機関の受診を
勧奨しています。毎年1回の特定健診
を活用し、生活習慣の改善など、健康
管理を心掛けましょう。
健康管理支援課 ☎822-8227

二重袋で出さないでください

「容器包装プラスチック」と「缶・びん・
ペットボトル」は二重袋で出すと異物
確認が十分にできず、リサイクル品質
の低下や作業員の安全確保に支障をき
たします。皆さんのご協力をお願いし
ます。
環境政策課 ☎822-8230

プラスチックを一括収集する実証
事業を実施します
大津・浦賀・久里浜の一部地域の皆さ
んにご協力いただき、容器包装プラス
チックと燃せるごみに含まれるプラス
チック製品を一括収集する実証事業を
実施します。ご協力いただく地区の皆
さんには、町内会掲示板などでお知ら
せしています。
▶この事業は環境省の支援を受けて実
施するものです。
環境政策課 ☎822-8419

青少年非行防止キャンペーン

11月は「子供・若者育成支援強調月間」
です。非行防止の声掛けを実施します。
日時 11月19日（土）13時～13時40分
場所 横須賀中央駅前
パネル展示
期間 11月14日（月）～18日（金）15時
場所 市役所1階北口展示コーナー
青少年会館 ☎824-5377

11月は「児童虐待防止推進月間」

児童虐待は、子育ての孤立やストレス、
経済的困窮などが重なることで起こり
ます。子育ての悩みや不安を一人で抱
え込まず、早めに身近な相談窓口で相
談しましょう。虐待かもと思ったら、
児童相談所全国共通ダイヤル（ ☎
189）へ。
児童相談課 ☎820-2323

Jアラート放送試験を実施します

ミサイルの発射や津波などの緊急事態
の発生を、迅速に情報伝達するための
Jアラートの動作確認です。
日時 11月16日（水）11時
放送内容 「これは、Jアラートのテス
トです（3回繰り返し）。こちらは、防
災よこすかです。」
危機管理課 ☎822-8410

よこすかシーサイドマラソン
開催に伴う交通規制
開催に伴い11月20日（日）に交通規
制・通行止めを実施します。
交通規制
小川町交差点～三春町三丁目（上下4
車線）、8時～11時30分
三春町三丁目～馬堀海岸三丁目東（下
り2車線）、8時30分～11時
▶詳細はシーサイドマラソン協議会事
務局（9時～15時 木・土・日曜日、祝・
休日を除く）か大会公式HPへ。
シーサイドマラソン協議会事務局（（公
社）横須賀青年会議所） ☎824-1061

福祉関係就職面接会

日時 11月21日（月）9時30分～11時
30分
場所 ハローワーク横須賀
対象 介護・保育の仕事を希望する人
ハローワーク横須賀 ☎824-8609

● 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）11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。

総合福祉会館の臨時休館　�11月23日（祝）は電気設備点検のため全館臨時休館します。　福祉施設課�☎822-8269



ジョイフル・ブラス・オーケスト
ラ定期演奏会
11月20日（日）14時（13時30分
開場）、文化会館

［連］江山 ☎090-8344-7225
ちいろば書展
11月25日（金）～28日（月）10時～
17時（28日は16時まで）、文化会館

［連］村上 ☎090-9382-9459
写楽よこすか写真展
11月29日（火）～12月5日（月）10
時～17時（29日は13時から、5日
は15時まで、定休日は水曜日）、
文化会館

［連］河田 ☎090-2249-8246
コールパルコンサート
12月5日（月）14時（13時30分開場）、
ヨコスカ・ベイサイド・ポケット

［連］安田 ☎848-0690
平和委員会による太平洋戦争につ
いてを考える講演会
12月10日（土）14時30分～16時
30分、産業交流プラザ

［連］萩原 ☎090-5346-3457
1月号掲載記事の申込 

（1月11日～2月10日の催し）
11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

女性に対する暴力をなくす運動

11月25日の「女性に対する暴力撤廃
国際日」に合わせ、意識啓発に取り組
みます。
実施期間 11月12日（土）～25日（金）
女性のためのDV相談
日時 月～金曜日（祝・休日を除く）10
時～16時
内容 電話（☎822-8307）、面接によ
る相談（面接は要予約）
こども家庭支援課 ☎822-8933

11月25日～12月1日は
「犯罪被害者週間」
犯罪による被害は決して他人事ではな
く、誰にでも起こり得ることです。犯
罪被害者などへの理解を深め、傷つい
た人に寄り添い、助け合える社会を築
きましょう。
パネル展示
期間 ①11月21日（月）～25日（金）
②11月28日（月）～12月2日（金）
場所 ①市役所1階会計課窓口前展示
コーナー
②市役所1階北口展示コーナー
▶詳細は市HPへ。
地域安全課 ☎822-9707

小・中学校新1年生の就学通知書

12月に小・中学校の新1年生を対象に
入学する学校を指定した就学通知書を
郵送します。
説明会 来年1月下旬～2月上旬に指定
した学校で開催します。
支援教育課 ☎822-8480

12月3日～9日は「障害者週間」

本市では、障害のある人もない人も分
け隔てられることなく、お互いに人格
と個性を尊重しあいながら共生する社
会を目指し、キャンペーンを行います。
▶詳細は市HPへ。
障害福祉課 ☎822-9837

高齢者・介護者のこころの相談

日時 11月15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 11月11日（金）以降に☎で地域
福祉課へ。
地域福祉課 ☎822-9613

保健所の相談

①横須賀断酒新生会による酒害相談
日時 11月15日（火）・25日（金）18時
30分～19時
②自死遺族分かち合いの会
日時 11月16日（水）14時～16時
③指定難病患者介護者の会
日時 11月29日（火）13時30分～15時
定員 先着20人
④ひきこもり本人の会 ひだまりん
日時 11月30日（水）9時30分～10時30分
対象 18歳以上のひきこもりの人
申込 ①②④は☎、③は11月11日（金）
～25日（金）に☎かFAXで保健所保健
予防課（①②④☎822-4336、③☎
822-4385 FAX822-4874）へ。
保健所保健予防課

認知症介護者の集い

日時 11月17日（木）13時30分～15時
場所 総合福祉会館
対象 認知症の人を介護している家族
申込 ☎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11月10日（木）までに☎で同課へ。
地域福祉課 ☎822-9613

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 11月30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 12月7日～28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 先着①6人②各3人
申込 ①11月11日（金）10時以降に☎
で東京地方税理士会横須賀支部（☎
824-4193）へ。②11月11日（金）9
時以降に☎で市民相談室へ。
市民相談室 ☎822-8114

弁護士による養育費相談

日時 ①12月6日（火）②12月18日
（日）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
定員 各先着5人
申込 ①11月11日（金）以降②12月1
日（木）以降に☎でこども給付課へ。
こども給付課 ☎822-0133

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 12月8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

健康相談

生活習慣病予防・改善のための個別相
談を行います。
日時 12月19日（月）13時30分～16
時30分（1人45分）

場所 ウェルシティ市民プラザ
対象 市内在住の18歳以上
申込 ☎で健康増進課へ。
健康増進課 ☎822-4537

パブリック・コメントの募集

①横須賀市地域防災計画地震災害対策
計画編の改訂
担当 危機管理課（市役所4階）☎（822-
9708）FAX（827-3151）Eメール（ps-
pc@city.yokosuka.kanagawa.jp）
②横須賀市耐震改修促進計画の改定
担当 建築指導課（市役所分館4階）
☎822-8319 FAX（825-2469） 
Eメール（bg-ci@city.yokosuka.
kanagawa.jp）
③（仮称）第6次横須賀市男女共同参画
プランの策定
担当 人権・ダイバーシティ推進課（市
役所2号館2階）☎（822-8228）FAX

（822-4500）Eメール（we-pc@city.
yokosuka.kanagawa.jp）
④文化振興基本計画の改訂
担当 文 化 振 興 課（ 市 役 所 4 階 ）
☎（822-9478）FAX（824-3277） 
Eメール（cup-pc@city.yokosuka.
kanagawa.jp）
資料提供・意見募集期間
①②11月10日（木）～12月1日（木）
③④11月25日（金）～12月15日（木）
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。

審議会などの傍聴

障害者の情報・コミュニケーションに
関する協議会（第15回）
日時 11月14日（月）14時～16時
場所 総合福祉会館4階第6会議室
担当 障害福祉課 ☎822-9398
環境審議会（第76回）
日時 11月18日（金）14時～16時
場所 市役所5階正庁
担当 ゼロカーボン推進課 ☎822-
8327
横須賀市難病対策協議会
日時 11月21日（月）14時～15時30分

場所 まなびかん第2学習室
担当 保健所保健予防課 ☎822-4385
横須賀ごみ処理施設運営協議会
日時 12月9日（金）17時～19時
場所 西コミセン集会室
担当 広域処理センター ☎854-4153
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。

都市戦略課 ☎822-8258

湘南（県内13市町）の海岸で４日間に渡るリビエラ湘南
ビーチクリーンが開催されます。本市は下記日程で行
われます。12月10日（土）にはリビエラ逗子マリーナ
で、「海のシンポジウム」を開催します。

日時  11月19日（土）13時～14時（12時50分受付）
場所  和田長浜海岸（荒天中止）
▶ ビーチクリーン事前登録者には、当日先着100人で特典があります。
▶ 活動中に撮影したごみの写真を国立研究開発法人海洋研
　究開発機構（JAMSTEC）に提供すると海洋ごみ研究にも
　貢献できます。
▶詳細はHP「LOVE OCEAN～リビエラ湘南ビーチクリーン
　＆海のシンポジウム～」へ。

LOVE OCEAN
リビエラ湘南ビーチクリーン

詳細はこちら

822-4308　      

感染の不安がある・濃厚接触者など
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）

☎

掲載記事の訂正について
「高齢者インフルエンザ予防接種」
広報よこすか令和4 年10 月号5 面に
掲載した高齢者インフルエンザ予防
接種の記事に以下の誤りがありまし
た。お詫びして訂正いたします。

期間 10月1日（土）～
来年1月31日（火）
期間 10月1日（土）～
来年3月31日（金）

（正）

（誤）
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来庁時は「ぴぽ」が無料で利用できます　�市役所利用時は、市役所前地下駐車場「ぴぽ320」の駐車料金が無料になります。　同駐車場管理室�☎827-4110

●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。



横須賀市の給水人口と水の使用量

H6

給水人口
水の使用量

R3・・・・・・

43.3万人
38.0万人7，266万㎥7，266万㎥

5，236万㎥

上下水道局インフォメーション

ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 経営料金課  ☎822-9840

TOPIC

来年4月 水道料金・下水道使用料を改定します

水道・下水道事業の財政状況

未来に上下水道をつなぐために

料金の仕組みが変わります

『上下水道局お客様料金サービスセンター 
横須賀モアーズシティ窓口』が移転します

動画で学べる「横須賀の上下水道 」

❶下水道使用料の値上げ　❷基本水量の廃止
❸基本料金と従量料金の見直し ※水道料金は❷、❸により、

　値上げ・値下げになります。

から

　これまで、水道料金は28年間、下水道使用料は8年間改定せずに事業を運営してきました。
　しかし、財政状況の悪化を受けて、市民や学識経験者で構成する経営審議会などで検討を
重ねた結果、来年4月から水道料金・下水道使用料を改定します。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　水道・下水道事業を運営するための費用は、皆さんから頂いた水道料金・
下水道使用料でまかなっています。人口の減少や経済環境が変わり、 
水の使われ方が変化して、水道料金・下水道使用料は減少を続けて 
きました。一方で、水道管や下水道管、浄水場や下水処理場などの 
老朽化により維持費が増加し、財政状況が悪化しています。

　 将来にわたって安定的に上下水道サービスを提供するためには、 
収入を確保する必要があり、水道料金・下水道使用料を改定します。 
今回の改定では、単に値上げをするだけでなく、人口減少や水の使 
われ方の変化に合わせた料金の仕組みに変えます。

詳細は市HPをご覧ください。
改定後の「水道料金・下水道使用料」を確認できます。

　本市の水道は国の登録有形文化財に登 
録されるなど、歴史的にも貴重な施設を 
所有しています。
　水道の歴史や上下水道事業の紹介など 
幅広い内容を動画でご覧いただけます。
ぜひご覧ください。 走水水源地

移転先

横須賀モアーズシティ窓口は、12月15日（木）まで営業します。
12月22日（木）以降は移転先で営業します。

▶納付書でのお支払いは市役所、役所屋、金融機関、コンビニエンス
　ストアにて。便利な口座振替もご利用ください。

国の登録有形文化財に登録されている逸見・走 
水施設も含めて、普段は入れない歴史的にも貴
重な施設をご覧いただけます。

生活に欠かせない水道・下水道について、動画
で分かりやすく説明しています。

日の出町1の12 第一環境（株）横須賀営業所２階
（営業時間10時～19時） ※駐車場はありません。

上下水道局経営部総務課 ☎ 822-8607
よこすかMOVIE「横須賀水道」

横須賀の上下水道

（電話受付は8時～21時）

水 量

イメージ

現行料金 4,094円

3,966円
（－128円）

水道料金・下水道使用料合計額 （メーター口径20ｍｍ/２カ月あたり/消費税込み）

4,131円
（＋37円）

4,461円
（＋367円）

7,651円
（＋532円）

14,031円
（＋862円）

▼ ▼ ▼ ▼ ▼
4,094円 4,094円 7,119円 13,169円

新料金
（差 額）

5㎥ 10㎥ 20㎥ 30㎥ 50㎥

▶令和５年３月３１日以前からご利用の人は６月検針分以降から新料金を適用します。

1

横須賀上下水道
イメージキャラクター
アクアン

TOPIC

TOPIC

2

☎ 823-3232

3
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社会保障費
35.8％

人件費
16.7％

物件費
17.0％

公債費 9.3％
建設事業費 10.3％
補助費など 6.7％
その他 4.2％

市税　

地方交付税など31.3％

市債（通常債）
7.0％ 

その他 10.0％

31.1％ 
国・県支出金

20.6％

決算概要
一般会計

特別会計

企業会計

2021年度
皆さんが納めた税金などが、どのように
使われているかを公表しています。

市税、地方交付税、国・県支出金、市債などで運営する会計

特定の収入で特定の事業を運営する会計
（国民健康保険、介護保険など）

皆さんからの寄付により、以下のコロナ対策を行うことができました。

1 医療の充実・感染拡大の抑制
医療機関への感染症対策支援、エッセンシャルワーカーへの抗原検査の実施
2 経済対策・事業者支援
ベンチャー型事業承継の支援、YOKOSUKAモビリティマルシェの開催
3 新しい生活様式への対応
行政センターなどへのWEB 会議システム、キャッシュレス決済の導入
4 福祉・教育環境のコロナ対策
福祉支援のためのLINE相談の実施、学校への学習用タブレットの購入、 
公立保育園への感染対策物品の購入
5 Ｖ字回復に向けた観光振興
ツアーバス誘致事業、観光プロモーションのための動画整備　など

民間企業のように事業の収入で運営する会計
（上・下水道事業、病院事業）

歳 入

歳入 1,841億9,628万円

コロナ基金へのご協力
ありがとうございます

（前年度 2,039億1,941万円）

不足分は留保資金などで補てん

人権を考える講演会 生涯学習課 ☎822-8483

人権・ダイバーシティ推進課 ☎822-8219

生涯学習課 ☎822-8483

定員

定員

申込

申込

各先着30人

先着200人

11月11日(金)以降に必要項目とセミナー名（①～④）
をネット申込かコールセンター （☎822-2500
FAX 822-2539)へ。

11月11日(金)～12月14日(水)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。

手話通訳・要約筆記希望者は、12月3日(土) 
までにコールセンターへ。

手話通訳・要約筆記希望者は、各開催日の2週間前までにコールセンターへ。

1948年12月10日、「世界人権宣言」が国際連合で採択されました。
その日は「人権デー（Human Rights Day）」と定められ、日本では
12月4日～10日を人権週間として、講演会やパネル展などが行
われ、全国的に人権啓発運動が展開されています。

多様な性に関するパネル展示　※いずれも各施設の休館日を除く。
11月23日（祝） ～12月4日（日）　北図書館
12月9日（金） ～25日（日）　　　　横須賀モアーズシティ（若松町）
人権作文コンテスト市内優秀作品展示
12月5日（月）～9日（金）　市役所1階北口展示コーナー
横田めぐみさんと特定失踪者の写真パネル展示
12月12日（月）～16日（金）　市役所1階北口展示コーナー

❶「認知症に関わる先入観や偏見をめぐって」
12月1日(木)14時～15時30分
❷「偏見、あるいはアンコンシャスバイアス、女性活躍を考える」
12月8日(木)10時～11時30分（会場／オンライン）
❸映画「ぼくが性別『ゼロ』に戻るとき 空と木の実の9年間」
12月13日(火)10時～11時30分 
❹「沈黙に埋もれる悲しみ　～出産の前後の子どもの死をめぐる家族
の想い～」12月20日(火)10時～11時30分（会場／オンライン）

12月6日（火）14時30分～15時
横須賀中央駅前Yデッキ広場人権擁護委員による街頭啓発

女性の人権ホットライン強化週間
電話相談 ☎0570-070-810
11月18日（金）～24日（木）8時30分～19時（土・日曜日は10時～17時）
特設くらしの人権相談（電話か対面）
12月9日（金）13時～16時
申込　☎で人権・ダイバーシティ推進課へ。

展 

示

相 

談

ワクチン接種 学校給食センター すくすくかん

2021年度は、コロナ対応としてワクチン接種、プレミアム付商品券の発行といった
経済対策のほか、学校給食センターやすくすくかんの整備などに取り組みました。

歳入　1,121億4,882万円 （前年度 1,104億5,205万円）
歳出　1,080億6,947万円 （前年度 1,051億2,453万円）

収入　411億5,959万円 （前年度 425億6,812万円）
支出　493億9,670万円 （前年度 500億4,067万円）

詳細は市HPをご覧ください。

財務課 ☎822-8163

歳 出

歳出 1,756億7,989万円
（前年度 1,995億5,571万円）

財務管理課
☎822-8152

令和３年度
寄 付 額

市HP
「人権週間」

ネット申込

ネット申込

6,208,254円 個人　26件
法人　22件

人権セミナー　まなびかん

（日本語字幕付き）

（東洋大学共催事業）
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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

健診センターと実施医療機関で受診できます。 子育てに役立つ教室・催しを定期的に開催しています。

横須賀市に住民登録
している人

特定健康診査について

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（要事前申請・受診後の返金は不可）

40歳〜74歳の人は加入している健康保険で実施している「特定健康診査」をご利用ください。横須賀
市国民健康保険に加入している人は、「特定健康診査受診券」が送付されます。

※1 休日健診を月1〜2回実施しています。一部の検診項目のみの予約となります。
※2 65歳〜74歳の被保険者も対象。　 ※3 受診歴によっては受けられない場合があります。

詳細は
こちらから

内容、開催日、
申込方法など
詳細は市HPへ。

ところ 実施期間 申込み先

健診センター
来年1月〜3月までの
予約ができます ※1

来年3月16日（木） 
まで

月〜金曜日（11月11日（金）以降）
9時〜12時・13時〜16時（祝・休日
を除く）
☎︎822-4351 FAX 822-4390

実施医療機関 来年2月28日（火）まで 直接医療機関へ

健診名 対象年齢 費用 実施場所

成人健康診査 18歳〜39歳 1,250円
実施医療機関・
健診センター特定健康診査 40歳〜74歳

（受診券発送） 受診券に記載

後期高齢者健康診査 75歳以上 ※2 無料

胸部検診 40歳以上 520円

実施医療機関・
健診センター

胃がんリスク検診
（リスク層別化検査） 40歳以上 ※3 1,360円

大腸がん検診 40歳以上 520円

前立腺がん検診 50歳以上 ※3 730円
乳がん検診

（受診は隔年に1度） 40歳以上 1,670円

子宮頸
け い

がん検診 20歳以上 1,680円

骨密度検診 18歳以上 1,050円 健診センター

肝炎ウイルス検診 40歳以上 ※3 1,250円 実施医療機関

歯周病検診

18歳以上
30・40・50・60・
70歳（受診券送付）
妊婦

無料 実施医療機関・
健診センター

（（40歳のみ無料）40歳のみ無料）

（ク（クーポン券使用時は無料）ーポン券使用時は無料）

（ク（クーポン券使用時は無料）ーポン券使用時は無料）

対象
わいわい広場

● 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カ月からの食事の教室
● 幼児食スタート教室
● 幼児食ステップアップ教室
● ツインズ交流会・全体会

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。

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。

詳細はこちらから

介護予防教室 

生きがい講座

申込・問合せ  コールセンター ☎︎822-2500

申込・問合せ  老人福祉センター・老人憩いの家

● 認知症予防教室(全5回) 11月18日（金）から、衣笠コミセン
●  運動機能改善教室(全3回) 11月30日（水）から、ウェルシティ市民

プラザ
●  骨と体のすこやか栄養教室 12月15日（木）、ウェルシティ市民プ

ラザ

本　町　☎︎821-1308
鴨　居　☎︎841-4771
北下浦　☎︎847-3900

秋　谷　☎︎857-0710 
公　郷　☎︎854-0206 

▶ さまざまな講座を実施しています。詳細は市HPか☎︎で各会場へ。
▶ 申込みは、必要項目、性別、講座名を往復はがきで各会場へ。

▶ 教室案内はコミセンなどへ。まなびかんニュースにも掲載しています。

▶ 今後もフレイルチェック教室、フレイル予防のためのみんチャレ
教室、脳の健康度チェックなどを開催します。

時間は窓口によって異なります。

市HPもご覧ください。

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 
こども給付課 ☎︎822-0133

終活支援の相談
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などへの食料支援
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

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

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

福祉の総合相談
（福祉のLINE相談）

月〜金曜日
8時30分〜17時

（LINE相談は24時間受付）

ほっとかん
消防局庁舎1階
☎︎822-9613

精神保健福祉・ひきこもり相談 ☎︎822-4336
保健所保健予防課感染症（結核など）の相談 ☎︎822-4385

エイズ・性感染症の相談 ☎︎825-6117
健康・食事の相談 ☎︎822-4537 健康増進課

広報よこすか　令和４年（2022年）11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。

ネット申込　https://www.yokosuka-yksk.jp（市HP「オンラインサービス」からもアクセスできます）



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379,803人（前月比-342人）
世帯数165,968世帯（前月比-18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10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

4回目を迎える今大会では、パリ五輪で正式採用さ
れるフォイル（水中翼）が選択できるようになり、
今まで以上にスピード感あふれるレースを見るこ
とができます。世界トップレベルの白熱した戦いを、
ぜひご覧ください。詳細は大会HPへ。

大会HP

企画課 ☎822-9284

⃝ウインドサーフィン身体感覚再生シミュレータ
⃝  プラゴミ問題などを学べるワークショップ 

（マイクロプラスチックを使用した万華鏡作り）　他

土日限定
イベント

大会を観戦したらMEGURU（2・3面）へ

津久井浜〜浦賀レンガドック間を
無料シャトルバスが運行（約40分間隔）

（10時〜16時）11月12日土・13日日

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