
猿島エコステーション
ことし5月に、（株）トライアングルから寄贈されました。
ごみを5種類の資源に分け、資源でないものを燃せるごみに。
多くの自然が残るこの島で、環境について学べます。

12
2022



　皆さんは、1日にどれくらいのごみを排出しているか、考えたことは
ありますか？本市のごみの1人1日あたり排出量は864gで、これは神
奈川県平均（836g）より多い数量です。今一度、ごみの減量化と資源化に
ついて、見直してみませんか。

	 ※数値はいずれも令和2年度実績
	 　（集団資源回収を含む）

　私たちが日常生活を送る中で、ごみは発生し、その運搬から最終処分に
至るまでの全ての過程で環境に大きな負荷を与えています。なるべくごみ
を出さず、できる限り資源化を行うことで、環境への負担を軽減しましょう。

　本市では、3R（Reduce(リデュース)・Reuse(リユース)・
Recycle(リサイクル)）にRefuse(リフューズ)を加えた
3R+1を推進しています。

⃝詰め替えできる商品を利用する
⃝最後まで使い切る

⃝不要になったものは必要とする人に使ってもらう
⃝再使用できる容器に入った製品を選ぶ

⃝正しく分別して資源化する
⃝地域の集団資源回収を利用する

⃝マイバックなどを持参し、レジ袋は断る
⃝	必要がないもの（不要なパンフレットやチラシなど）
はもらわない

なるべくごみが出ない買い物をしてみませんか  エコルシェ横須賀 神馬彩夏さん（お話）

　環境問題について興味を持つきっかけとなったのが、
出産して母になったときです。2050年には海洋中のプ
ラスチックごみの重量が魚の重量を超えるという試算が
されていることを知り、「子どもたちの未来のために何か
できることを」という思いで、なるべくごみが出ない売
り方のマルシェを始めました。
　横須賀いいね★エコ活動賞の授賞式でご一緒した湘南
菱油（株）様にお声がけいただき、ガソリンスタンドの待
合室に常設店舗であるエコルシェ5302を開店。店名の
5302は、「ごみゼロに」という意味の他、ガソリン車な
どの新車販売が禁止になる2035年にもかかっています。
　当店では、マイバッグやマイ容器をご持参いただき、
地産地消の商品の量り売りや、環境に配慮した日用品・

雑貨の販売をしています。「個包装しないなど、なるべく
ごみが出ない売り方をしてください」と生産者さんにお
願いをする中で、生産者さんにも気付きや意識の変化が
ありました。この気付きの連鎖がさらに広がっていくと
いいと思います。
　今後も、さまざまな生産者さんや企業と連携し、ごみ
が出ない売り方を一緒に考えていきたいです。また、エ
コルシェ横須賀の理念に共感していただき、量り売りと
いうエコな買い物スタイルを横須賀で根付かせたいです。
今日から実践できるエコな行動として、マイボトル・マ
イバッグに次ぐ、「マイ容器」を持って買い物に出かけま
せんか。

　生ごみ処理機とは、生ごみを乾燥させたり、堆肥にしたりして燃せる
ごみを減量することができる製品です。

▶生ごみ処理機の購入費補助金制度があります。詳細は環境政策課か市HPへ。

電気式処理機

EM処理容器

コンポスト容器

キエーロ

左）鈴木彩子さん　右）神馬彩夏さん

横須賀で採れた野菜を包装なしで販売

生ごみをすぐに処理でき、
臭いが抑えられました。

他のごみも極力減らそうと
いう意識が出てきました。

❶ ❷ 生ごみ処理機を使って、生ごみを
減らしましょう！

皆さんの意識一つでごみの量を減らすことができます。
今私たちができることから始めてみませんか。

こんなに出ている！
横須賀市の

を減らすポイント

ごみの量が
増えると…

1人1日あたり排出量

 864ｇ

×？？人

⃝処理費用がかかります
⃝埋め立てる場所がなくなります
⃝地球温暖化が進みます

（拒否）

ごみ処理経費

59億円

環境政策課 ☎822-8230

アイクル

エコミル

日の出町3の1 セルフDr.Drive
日の出町SS（ENEOS）待合室内エコルシェ5302
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追浜・田浦・逸見 本　庁 衣笠・大津・浦賀 久里浜・北下浦・西

12/28水 容器包装プラスチック なし 不燃ごみ 缶・びん・ペットボトル

12/29木 燃せるごみ 容器包装プラスチック 燃せるごみ 容器包装プラスチック

12/30金 容器包装プラスチック 燃せるごみ 容器包装プラスチック 燃せるごみ

12/31土～1/3火 市内全地区収集なし

ごみの持ち込み（8時30分～16時）　休み 12/29木～1/3火

燃せるごみ、不燃ごみ、粗大ごみ
エコミル ☎854-4153

缶・びん・ペットボトル、容器包装プラスチック、紙パック、
段ボール、その他の紙　アイクル ☎866-1196

ごみ収集に
関する問合せ

廃棄物対策課　　 ☎822-8469　12/29木～1/3火を除く
久里浜収集事務所 ☎836-4828　12/29木・30金8時30分～16時45分

粗大ごみの電話申込み（8時30分～16時）　休み 12/29木～1/3火

日の出事務所 ☎823-0868
インターネット・市公式LINEからも申込み可能。詳細は市HPへ。

私たちが出したごみの行方

ごみの分別はこれで解決！ 横須賀市公式LINE

年末年始の収集スケジュール 1月4日水から通常どおり収集します。 次世代につなぐために

検索方法
1　「トーク」画 面 のメニューから 
　　「ごみ」を選択する
2　「ごみの分別検索」を選択する
3　調べたいごみの品目を入力する

実証事業が始まっています

分別へのご協力ありがとうございます

ごみについてもっと詳しく
知りたいときは？

　各家庭で出され、収集されたごみは、横須賀ごみ
処理施設「エコミル」・リサイクルプラザ「アイクル」
に運ばれ、焼却処理や資源化するための中間処理が
行われています。
　しかし、ポイ捨てなどによって適切に処分されな
かったプラスチック製品は、風や雨に流され、河川
を通じて海に流れ着きます。これを「海洋プラ
スチックごみ」といい、現在、世界中で問題になっ
ています。

　市公式LINEを友だち追加することで、迷いやすいごみ分別の検索や粗大ごみの
申込み・収集手数料の支払いができる他、さまざまな情報が手に入ります。

▶ごみ収集時刻は通常と異なる場合があります	▶ごみの分別区分と排出曜日を守り、収集日の朝６時
ごろ～８時に決められたごみ集積所に出してください	▶1月1日（祝）のサンデーリサイクルはありません	
▶12月26日（月）～28日（水）、1月4日（水）の期間、エコミルは大変混み合います

　ごみの処理には、収集・運搬から最終処分まで多くの方々
が関わっています。また、まちをきれいに保つために、ク
リーンよこすか市民の会をはじめ、町内会・自治会などた
くさんの方々に活動いただいています。
　環境美化活動に携わる全ての皆さんに感謝をしながら、
このまちの一員として、「私たちの町は私たちの手によっ
て」を合言葉に、一人一人がきれいなまちづくりを心がけ
ましょう。

スマートフォンで2次元コードを読み取り、
「追加」を選択してください。

　11月から大津・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
プラスチックと現在は燃せるごみに分別さ
れているプラスチック製品を一括収集する
実証事業を実施しています。
　皆さんからご意見やご質問をいただき、
課題を把握し、解決策を探ります。また、
コストや二酸化炭素排出などのデータ分析
を行います。

▶環境省の支援を受けて実施しています。
▶詳細は環境政策課か市HPへ。

　日頃からペットボトルのふたと	
ラベルを外して出してくださりあ	
りがとうございます。リサイクル	
原料としての品質が向上し、経費	
を抑えることができました。これ	
からも引き続きご協力をお願いし	
ます。

職員が直接、市民の皆さんの希望する場所
や時間に伺って説明する「ごみトーク」と	
「子どもごみ教室」をご活用ください。

▶申込方法など詳細は環境政策課か市HPへ。

ふたとラベルが外れているか目視で選別

クリーンよこすか市民の会の皆さん

アイクル
エコミル

よこすかMOVIE

「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

ごみの分別検索

関連記事はＰ4

市公式LINEを友だち追加するには

一括収集する（仮称）資源プラスチック

「プラ」マークが入っている容器や包装

「燃せるごみ」として収集している
プラスチック製品

LINE ID

＠yokosuka_official
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豊かな海や自然に恵まれ、JAMSTECを始め最先端の研究機関や企業が集まる
横須賀。そんな横須賀で、海を学び、親しむ場を提供する「横須賀海洋クラブ」。
本年度から中学・高校生を対象に、より研究者に近づけるような専門的に学べ
るコースを設立しました。

本市は、2022年３月にJAMSTECと包括連携協定を締結しました。
講演会では、JAMSTECと本市の海洋環境問題に関する取り組み
の紹介や、本年度の横須賀海洋クラブ会員の子どもたちによる成
果発表など、盛りだくさんの内容で皆さんをお待ちしています。

私は現在、海岸のごみを自動検出するAI技術の研
究開発に取り組んでいます。この研究成果を横須賀
市や市民の皆さんと一緒に海ごみ問題に活用してい
きたいと思います。横須賀海洋クラブでは、未来を
担う皆さんと一緒に海ごみ問題について考えること
で、次世代にバトンを渡す責任を強く感じました。
皆さんが想像しうる優れた技術は、先人たちの努力
の積み重ねの上になっています。そう遠くない未来
の技術や研究の歴史を作っていくのは皆さんです。

JAMSTEC 研究者からのメッセージ

横須賀総合高等学校出身

国立研究開発法人
海洋研究開発機構
付加価値情報創生部門

研究員 日髙弥
み つ こ

子さん

とき １月14日（土） ヨコスカ・ベイサイド・ポケット 抽選300人

ネット申込

申込 12月11日（日）～1月3日（火）に必要項目をネット申込か、電話・FAXで
コールセンター（☎822-2500 FAX 822-2539）へ。

場所 定員

海洋ごみをAIで識別！？

未来を担う子どもたち

海洋プラスチックごみ対策アクション宣言

さらに前進

都市戦略課 ☎822-8258

「海洋都市 横須賀」

環境政策課☎822-8419

宣言に賛同いただける事業者の募集

最先端の研究が本市でも始動

横須賀海洋クラブ

海を漂うたくさんのごみはどのように
して海岸に流れ着くのか― 夏島町に本
部を置く国立研究開発法人海洋研究開
発機構（JAMSTEC）では、カメラによる
モニタリングと画像認識AIで海岸漂着
ごみの量を推定する新技術の研究を
行っています。

あなたも研究開発に貢献！
ごみ拾いSNS ピリカ

SNSでごみ拾いの活動状況を見える化。
写真はJAMSTECにも送信され、研究
の一助となります。

本市では2020年に海洋プラスチックごみ対
策アクション宣言を表明し、世界全体の課
題となっている海洋プラスチックごみ対策
に市内全体で取り組んでいます。

現在、賛同いただいている団体は200団体以上！市や事業者
間などで連携した取り組みを行うことで、市内全体の機運を
高めていきます。

賛同事業者
募集中

※本年度のプログラムは全て終了しています。

研究者と一緒に観察しながらビーチクリーン
（担当講師 JAMSTEC)

JAMSTEC本部で研究者体験
（担当講師 JAMSTEC）

　市は市民や企業、町内会の皆さんなどから寄贈してい
ただいた食料品で、新型コロナウイルス感染症の影響な
どにより食事に困っている人へ食料支援をしています。
　自宅で余っている食品があれば、ぜひご提供ください。

受付時間 8時30分～17時15分
（土・日曜日、祝・休日、12月29日～
1月3日を除く）

受付場所 市役所消防局庁舎１階地域福祉課

食料品の条件
●未開封
●製造者が書かれている
●賞味期限が１カ月以上ある

米、餅、乾麺、乾物、缶詰、瓶詰、
インスタント・レトルト食品、冷凍
食品、お菓子、飲料（酒類は除く）

食料品の例

詳細は
市HP「横須賀海洋クラブ」

横須賀海上保安部/国立研究開発法人海洋研究開発機構/国立研究開発
法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所/東京九州フェリー（株）/
（株）横浜八景島/（一財）電力中央研究所

小・中学生対象 海洋ディスカバリーコース 中学・高校生対象 海洋マスター養成コース

本年度の他の担当講師

「海洋都市横須賀 市民講演会」 

もったいないを、ありがとうに
余っている食品をご提供ください 食料支援への寄贈

（ことし7月～10月受付）

寄贈していただいた皆さん、ありがとうございます。

テルウェル東日本（株）横須賀営業所、（公社）フード
バンクかながわ、Christian Ministries Worship 
Center、グリーンハイツすえひろ会有志、ウラガde
マルシェ、損害保険ジャパン（株）横須賀支社、（株）
ヨコショク、水ingＡＭ（株）、（社福）日本医療伝道会（衣
笠病院グループ）、（有）佐藤葬儀社、妙眞寺、横綜興業
（株）、（株）トーヨー、（株）西村企業、（株）横須賀冠婚葬
祭互助会、（社福）横須賀市社会福祉事業団、第一環境
（株）横須賀営業所、北下浦老人デイサービスセンター、
生活協同組合うらがCO-OP、匿名３件（敬称略 寄贈日順）

企業・団体など 　22件

個　人　  126件

地域福祉課 ☎822-8570

▶個人の寄贈は申込多数のため、
件数のみを掲載しています。
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市立病院職員の募集

市民病院 ☎856-3136
職種 看護師
対象 資格取得者か取得予定者
うわまち病院 ☎823-2630
職種 ①看護師②保育士③看護助手
対象 ①②資格取得者か取得予定者
定員 いずれも若干名
締切 いずれも随時
申込 いずれも電話で各病院総務課へ。
市立病院課 ☎822-4346

会計年度任用職員の募集

募集職種、受付期間など詳細は1月上
旬から市役所案内所、行政センター、
役所屋で配布する受験案内か市HPへ。
人事課 ☎822-8175

青少年の家など放課後児童指導員
の募集
対象 18歳〜64歳（来年4月1日時点）
定員 10人程度　締切 1月13日（金）
申込 写真付き履歴書と自己PR文を郵
送か直接、青少年会館（〒238-0016
深田台37）へ。
▶採用日は4月1日です。
青少年会館 ☎823-7630

高校ストリートダンスグランプリ
2023 出場校の募集
国内トップレベルのプロダンサーが審
査を行い、高校ダンス部の頂点を決め
る市内初の大会です。
日時・場所 
予選 1月29日（日）、2月23日（祝）13
時〜19時（予定）、文化会館
決勝 3月19日（日）、横須賀芸術劇場
対象 全国の高等学校のダンス部・同
好会（高校1年生・2年生のみ）
定員 予選 各40チーム、決勝 30チーム
費用 1人1,500円
申込 12月12日（月）以降にHP「DANCE 
DELIGHT」へ。
▶締切日、参加条件など詳細は同HPへ。
企画課 ☎822-8427

スポーツ栄光章の候補者の募集

全国大会や国際大会で活躍した選手に
スポーツ栄光章を授与します。
対象 市内在住・在勤・在学で、ことし
1月〜12月に全国大会か国際大会で
活躍した人
締切 12月16日（金）
▶申込方法など詳細はスポーツ振興課へ。
スポーツ振興課 ☎822-8493

民生委員の一斉改選を行いました

ことし12月1日付で全国一斉に民生委員
児童委員（民生委員）が改選されました。
改選によって、担当の民生委員が交代
している可能性があります。担当の民
生委員を知りたい人は福祉総務課へ。
福祉総務課 ☎822-8245

ジュニアリーダーを派遣します

子どもたちとレクリエーションやゲー
ムをして遊ぶボランティア団体、「ジュ
ニアリーダー」を派遣します。
対象 子ども会、町内会など 
申込 電話で青少年会館へ。
青少年会館 ☎824-5377

狂犬病予防注射はお済みですか?

本年度の接種期限は12月31日（土）で
す。飼い犬に予防注射をしていない人
は動物病院で注射をして、注射済証明
書を受け取り、行政センターか動物愛
護センターで手続きをしてください。
持ち物 注射済証明書、動物愛護セン
ターから郵送されたはがき、注射済票
交付手数料（1頭550円）
▶注射料金は病院によって異なります。
▶未登録の犬は別途、登録手数料（1
頭3千円）が必要です。
動物愛護センター ☎869-0040

乳がん・子宮頸
け い

がん検診

5月下旬に市内在住で次の生年月日に

該当する女性を対象に無料クーポン券
を発送しました。有効期限は2月28日

（火）です。2月は予約が集中し、受診
できない場合があるため、早めに受診
しましょう。
子宮頸がん検診 平成13年4月2日〜
平成14年4月1日
乳がん検診 昭和56年4月2日〜昭和
57年4月1日 
▶申込方法など詳細は市HPか健康管
理支援課へ。
健康管理支援課 ☎822-4307

市内の京急バス乗り放題
はつらつシニアパスの販売
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 12月1日（木）〜1月31日（火）
利用期間 1月1日（祝）〜6月30日（金）
対象 市内在住の昭和28年6月30日以
前に生まれた人
費用 19,500円
▶購入場所、持ち物など詳細は市役所
分館2階介護保険課、京急バス営業所内
にあるチラシか市HPをご覧ください。
介護保険課 ☎822-8255

特別障害者手当の申請

対象 身体障害者手帳1・2級程度の障
害や重度知的障害（知能指数20以下）
が重複しているなど、常時特別の介護
を必要とする20歳以上
▶施設入所者、3カ月以上病院に入院
している人、一定の所得以上の人は対
象外です。
▶申請方法など詳細は市HPか障害福
祉課へ。
障害福祉課 ☎822-9488

特別障害者控除認定書の発行

寝たきりなどの高齢者を扶養している
人などに所得税、市・県民税の障害者控
除を受けるための認定書を発行します。
対象 ①②の条件を満たす人
①介護保険の要介護認定が3〜5の65

歳以上の高齢者を扶養している人か高
齢者本人
②所得税、市・県民税が課税されてい
る人
介護保険課 ☎822-8255

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

光風台20番72
（宅地・地積161.98㎡、
居宅・3階建て、昭和
49年築）

748
万円

（75万円）

2

佐 原 3 丁 目 4 番 地 3
ホーユウパレス北久
里浜Ⅱ（居宅・床面積

（1階部分）52.89㎡、
平成3年築）

170
万円

（17万円）

事前申込・入札期間
1月23日（月）〜2月6日（月）
開札日時・場所 2月13日（月）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・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、行政セン
ター、役所屋で配布する案内冊子をご
覧ください。
納税課 ☎822-8205

コンビニ交付が利用できません

12月29日（木）〜1月3日（火）は、シス
テムメンテナンスのためマイナンバー
カードを利用したコンビニ交付サービ
スの利用ができません。住民票の写し
などの証明書が必要な人は、事前に市
の窓口か郵送による請求をご利用くだ
さい。
窓口サービス課 ☎822-8312

● 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　

受給には手続きが必要です 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内
1 住民税非課税世帯
対　　象 　令和4年9月30日時点で本市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯

申請方法 　�次の世帯に以下の書類を順次送付していますので、内容をよく確認の上、郵送してください。�

確認書（ピンク色の封筒） 世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税か未申告の世帯�

申請書（黄色の封筒） 令和4年度住民税の課税状況を本市で把握できない人がいる世帯

2 家計急変世帯
対　　象 　令和4年1月〜12月に予期せず家計が急変し、世帯全員が「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯

申請方法 　�申請書を市HPからダウンロードし、必要書類を添付の上、郵送してください。

※�世帯の中に令和4年度住民税課税の人がいる場合
は対象外です。お手数ですが申請せずに破棄して
ください。

⃝1・2の重複受給はできません。
⃝�住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（10万円）を受給済みでも、�
本給付金（5万円）の要件に該当すれば、受給できます。
⃝1・2ともに、審査をした結果、支給を受けられない可能性があります。

注
意
事
項

⃝横須賀市臨時特別給付コールセンター　☎0120-118-008
⃝��臨時窓口（市役所1階市民ホール）�申請書の記入方法などの相談ができます�

8時30分～17時 （土・日曜日、祝・休日、12月29日〜1月3日を除く）

問
合
せ
先

締　切 令和5年�1/31火 必着
支給額
1世帯当たり 5万円

市HP

広報よこすか　令和４年（2022年）12月号 5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。

「よこすかカウントダウン」の中止　�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止します。　観光課�☎822-8294



役所屋全店の休業

12月17日（土）・18日（日）は本庁舎の
停電に伴い休業します。久里浜市民活
動サポートセンターも休業します。
役所屋中央店 ☎820-4574
役所屋久里浜店 ☎837-3300

年末年始 施設の休館・開館情報

施設の休館日、各種窓口についてはコー
ルセンター（☎822-2500）へお問い合わ
せください。
救急医療窓口の開設
救急医療センター（内科・小児科・外科）
新港町1の11 ☎824-3001
12月29日（木）16時〜1月4日（水）8時
横須賀口

こう

腔
くう

衛生センター（歯科）
西逸見町1の38の11（ウェルシティ市
民プラザ2階） ☎823-0062
12月29日（木）〜1月3日（火）10時〜
21時（受付は20時30分まで）

猿島公園の休園

1月10日（火）〜2月28日（火）は隣接
桟橋撤去工事に伴い、猿島航路が運休
となるため、猿島公園を休園します。
公園管理課 ☎822-9561

図書館の休館

図書館システムの更新と南図書館の空
調工事に伴い、休館します。
中央・北・児童図書館
12月26日（月）〜1月5日（木）
南図書館
12月26日（月）〜3月中旬（予定）
中央図書館 ☎822-2202

教育研究所・南図書館専用駐車場
の閉鎖
1月1日（祝）〜6月30日（金）は空調・
照明工事に伴い、閉鎖します。
▶教育研究所は工事を先行実施するた
め、12月1日（木）から一部利用が制限
されます。
▶閉鎖期間中は、南側（大通り側）の共
同駐車場をご利用ください。
南図書館 ☎836-0718
教育研究所 ☎836-2443

12月は「地球温暖化防止月間」

無理のない範囲で節電に取り組みエネ
ルギーの消費を抑える、環境に優しい
製品を購入するなど、温室効果ガス排
出量がより少なくなる行動を心掛けま
しょう。
よこすか節電チャレンジ
12月〜2月（請求月）の家庭の電気使
用量が前年同月分を超えなかった市内
在住の人にLED電球を差し上げます。
定員 抽選20人
申込期間 12月15日（木）〜3月15日（水）
▶1カ月分（1口）から応募可。申込方
法など詳細はゼロカーボン推進課へ。
ゼロカーボン推進課 ☎822-8524

研修参加中でも給与支給!
「介護職トライアル」
神奈川県では介護の資格を持っていな
い人に、介護施設などで働きながら資
格を取得し、施設での研修の後、正規
雇用（正社員、パート）を目指せるよう
に支援をしています。
説明会
日時 12月26日（月）14時・16時
場所 産業交流プラザ
締切 12月22日（木）
申込 HP「神奈川県 介護職トライアル」へ。
▶応募多数の場合、お断りすることが
あります。
▶詳細は同HPか神奈川県介護人材
マッチング事業事務局へ。
神奈川県介護人材マッチング事業事務
局 ☎044-741-1835

公共交通の在り方の政策提言
に関する広報広聴会
日時 1月14日（土）10時〜12時
場所 ヴェルクよこすか
定員 抽選36人
申込期間 12月1日（木）〜23日（金）
▶申込方法など詳細は市議会HPへ。
議事課 ☎822-9394

保健所の相談

①自死遺族相談（個別）
日時 12月14日 （水） 13時30分・14
時30分
②ひきこもり家族会 すずらんの会
日時 1月10日（火）13時30分〜14時30分
③専門医による指定難病相談会
日時 来年2月1日（水）13時30分〜16時

30分
対象 整形外科系指定難病と神経系指
定難病の人とその家族、疾病の疑いが
ある人
申込 ①②は電話、③は12月12日（月）
〜1月11日（水）に電話かFAXで保健
所保健予防課（①②☎822-4336、③
☎822-4385 FAX822-4874）へ。
保健所保健予防課

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 12月21日（水）13時〜16時（1人
30分）
場所 市役所1階市民相談室
②司法書士による法律相談会
日時 1月18日（水）13時30分〜15時
30分
場所 逸見行政センター
対象 市内在住・在勤の人
定員 先着①6人②20人
申込 ①12月12日（月）10時以降に電
話で東京地方税理士会横須賀支部（☎
824-4193）へ。②12月12日（月）9
時以降に電話で市民相談室へ。
市民相談室 ☎822-8114

弁護士による養育費相談

日時 1月14日（土）・25日（水）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 先着5人
申込 12月11日（日）以降に電話でこ
ども給付課へ。
こども給付課 ☎822-0133

特定健診結果まるごと相談会

日時 1月18日（水）13時30分・14時
30分・15時30分
場所 ウェルシティ市民プラザ
定員 各先着1人
申込 1月5日（木）〜17日（火）に電話
で健康管理支援課へ。
健康管理支援課 ☎822-8227

審議会などの傍聴

廃棄物減量等推進審議会（第77回）
日時 12月7日（水）14時〜16時
場所 消防局庁舎4階災害対策本部室
担当 環境政策課 ☎822-8419
児童福祉審議会子ども育成分科会（第
55回）
日時 12月22日（木）9時30分〜12時
場所 はぐくみかん5階会議室4
担当 子育て支援課 ☎822-8268
介護保険運営協議会（第3回）
日時 12月23日（金）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
横須賀市立小中学校適正配置審議会

（第2回）
日時 12月26日（月）16時〜18時
場所 市役所3階301会議室
担当 教育政策課 ☎822-9751
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。

委員募集

横須賀市支援教育推進委員会
任期 来年4月1日から2年間
対象 市内在住・在勤・在学で児童生徒
への教育・支援に関する活動経験があ
り、月〜金曜日の夜間の会議（年3回
程度）に出席できる20歳以上（市職員
は不可）
定員 選考1人（面接あり）
締切 1月6日（金）
申込 必要項目、児童生徒の教育や支援
に関する活動の経歴、小論文「これか
らの横須賀の支援教育」（800字程度）
と応募動機を郵送、FAX（822-6849）、
Eメール（su-bes@city.yokosuka.
kanagawa.jp）か直接、担当へ。
担当 支援教育課（市役所6階） ☎822-
8513
▶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。

自宅からオンラインで申請書作成
「書かない窓口」

　パソコンやスマートフォンから引っ越し・ 
子ども関係の手続きに必要な申請書が作成でき 
ます。作成した申請書データからQRコード※が 
発行され、窓口に提出するだけで申請すること
ができます。
作成できる申請書
● 転入・転居・転出届
● 住民票の写し等請求書
● 印鑑登録申請書
● 児童手当・特例給付認定請求書
● 小児医療証交付申請書　など
▶本サービスは、市役所本庁舎のみ利用できます。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

窓口サービス課 ☎822-8213

夏のDigi田甲子園  
実装部門

ベスト4受賞

作成は
こちら
から

締切間近！

最大2万円分のマイナポイント獲
得に必要なマイナンバーカードの
申請は12月末が期限です。
12月28日（水）まで行政センター
やモアーズシティ（若松町）で顔写
真の無料撮影など申請のサポート
をしています。
この機会にぜひ、申請しませんか。
⃝�マイナポイントを獲得するには
別途、申込みが必要です（期限は�
2月末）。

⃝��詳細は市HPをご覧�
ください。

窓口サービス課 ☎822-8573

新聞にみる横須賀の銃後の人々展
12月11日（日）〜22日（木）9時〜
22時（22日は15時まで）、市民活
動サポートセンター

［連］水島 ☎090-2402-1559
2月号掲載記事の申込 

（2月11日～3月10日の催し）
12月15日（木）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

広報よこすか　令和４年（2022年）12月号6

12月10日～16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」　�人権課題の一つである拉致問題について考えてみませんか。　人権・ダイバーシティ推進課�☎822-8219

●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。



よこすか野菜市 in 市役所

農水産業振興課 ☎822-9395

市内農家が丹精込めて育てた、�
採れたての野菜を販売します。
日時　�12月20日（火）11時〜13時� �

（売り切れ次第終了）
場所　市役所1階会計課前
▶毎月第3火曜日開催。
▶今後の開催予定など詳細は
HP「よこすか野菜」へ。

土曜科学教室 こども
風と電気の力

教育研究所 ☎836-2443

日時　�1月21日（土）�
①9時30分〜12時�
②13時30分〜16時

場所　横須賀総合高等学校
対象　①小学校3年生・4年生②小学校5年生・6年生
定員　各抽選20人　費用　500円
申込　�12月13日（火）〜27日（火）に必要項目をネット

申込か、電話・FAXでコールセンターへ。

よこすかコーストパフォーマンス

企画調整課 ☎822-8131

ダンスステージの他、キッチンカーの出店、
クリスマスワークショップ、フォトスポッ
トが登場します。
日時　�12月17日（土）� �

11時〜15時（雨天中止）
場所　�よこすか海岸通り�

（平成町2丁目付近）
▶詳細は市HPへ。

赤十字健康生活支援員養成講習

地域コミュニティ支援課 ☎822-8220

日時　�1月21日（土）・22日（日）�
9時30分〜17時30分（全2回）

場所　ヴェルクよこすか　
対象　全回参加できる15歳以上
定員　先着20人　費用　900円
申込　�12月11日（日）〜23日（金）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。

久里浜クリスマスフェスタ

久里浜観光協会 ☎834-1111

久里浜の街がクリスマス一色に染まります。サンタ
スカリンとの撮影会など、楽しいイベントが盛りだ
くさんです。
日時　�12月17日（土）�

10時〜16時
場所　�久里浜商店街�

はろーど通り
▶詳細は市HPへ。

ひとり親家庭 運動会

横須賀市母子福祉会 ☎090-6133-9191

日時　1月15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
申込　�12月11日（日）〜1月13日（金）に�

電話で横須賀市母子福祉会へ。

国際平和ポスター・標語作品展示

国際交流・基地政策課 ☎822-8652

日時　�12月16日（金）〜1月9日（祝）�
10時〜17時�

場所　�コースカ�ベイサイド�
ストアーズ5階�
コミュニティールーム�

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15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。

クリーンよこすか運動ポスター・標語・ 
入選作品展

環境政策課 ☎822-8230

市内在住・在学の小・中学生の入選作
品を順次展示します。
とき　来年3月26日（日）まで
場所　�コースカ�ベイサイド�ストアーズ、�

市役所、行政センター
▶詳細は市HPへ。

ジュニアリーダーと遊ぼう こども

青少年会館 ☎824-5377

日時　1月29日（日）10時〜15時
場所　青少年会館
対象　市内在住・在学の小学生（2年生以下は保護者同伴）
定員　先着50人　費用　50円
申込　�12月20日（火）〜1月20日（金）に必要項目と

性別・学年を電話かFAX、Eメールで青少年会
館（FAX823-7432�Eメールseisyounen-
kaikan@city.yokosuka.kanagawa.jp）へ。

同和問題を考える講演会
同和問題の正しい理解のために

生涯学習課 ☎822-8483

身分制度に関する教科書の記載の変遷を中心とした
講演会です。
日時　1月25日（水）14時〜15時30分
場所　ヴェルクよこすか　定員　先着100人
申込　�12月11日（日）〜1月20日（金）に必要項目を

ネット申込か、電話・FAXでコールセンターへ。
▶手話通訳・要約筆記希望者は、1月11日（水）まで
にコールセンターへ。

ハラスメント予防セミナー
〜社員をつぶさないために〜

（公財）横須賀市産業振興財団 ☎828-1631

日時　1月25日（水）10時〜11時
場所　産業交流プラザ
対象　雇用主・職場で部下をお持ちの人
定員　先着20人
申込　�12月11日（日）〜1月20日（金）に（公財）横須

賀市産業振興財団HPへ。
▶言語通訳・手話通訳希望者は、1月11日（水）まで
に同財団へ。

自然環境講演会
黒潮が運んだ自然

自然環境共生課 ☎822-9749

日時　�1月22日（日）�
13時30分〜15時30分

場所　自然・人文博物館
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　�抽選50人（オンライン参加は�

定員なし）
申込　�12月9日（金）〜25日（日）に必要項目をネット

申込か、電話・FAXでコールセンターへ。

防犯講演会　〜犯罪被害者等への理解を深める
ための講演&警察音楽隊〜

地域安全課 ☎822-9707

日時　1月21日（土）13時30分〜15時30分（13時開場）
場所　ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
内容　�毎日新聞記者�川名壮志さんの講演会と�

神奈川県警察音楽隊ミニコンサートの2部制
締切　�12月31日（土）
申込　�必要項目、手話通訳・要約筆記の有無をネット

申込か、電話・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。

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

HP「よこすか野菜」

市HP

 会場 / オンライン

市HP

市長賞
久里浜小学校2年
山田璃子さん▶

市HP

入選作品
神明小学校2年
川﨑莉央さん▼

（公財）
横須賀市産業
振興財団HP

記念艦「三笠」お正月イベント

（公財）三笠保存会 ☎822-5225

日時　�1月1日（祝）〜3日（火）�
9時〜16時30分

場所　記念艦「三笠」
内容　�パワースポット巡り、

掲揚軍艦旗などのプレ
ゼントチャンス、甘酒
のサービス他

費用　600円（高校生300円、中学生以下は無料）

HP「（公財）三笠保存会」

山本みなみさんによる講演会
三浦一族研究会「三浦一族と北条政子・義時」

文化振興課 ☎822-8116

日時　来年2月4日（土）13時30分〜15時15分
場所　ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
定員　先着300人
申込　�12月11日（日）〜1月16日（月）にネット申込

か、電話・FAXで�
コールセンターへ。

～安全安心に暮らせる豊かな街を目指して～
YOKOSUKA消防パレード
日時 1月8日日　10時30分（雨天中止）
場所 横須賀中央大通り（県道26号横須賀三崎線）

火災予防や防災意識の向上には、皆さんのご協力
が必要です。パレードでは消防団音楽隊の演奏や
消防車、救急車など多くの消防車両を披露します。
はしご車による救助活動の演技も必見です。 ▶当日の開催確認は8時以降にコールセンターへ。

消防局総務課 ☎821-6454
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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379,720人（前月比-83人）
世帯数165,953世帯（前月比-15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11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

高める防災力、鍛える連帯力

皆さんと共に「安全なまち」へ

危機管理課 ☎822-8357

　30年以内に首都直下型地震は70％、三浦半島断層群を震源とする地震は6〜
11％の確率で起こる可能性があるといわれています。
　緊急事態に適切に対応するためには、どのように「情報収集・分析・判断」す
るかがとても重要です。
　本市では、11月2日に地図を用いて災害時にとるべき行動をシミュレーション
する図上訓練を実施。より本番に近く実践的な訓練にするため、防災関係職員
のほか、警察、消防、海上保安庁、自衛隊、神奈川県から計132人が参加し大
規模に行われました。

　本訓練で関係機関との連携が強化され、職員がより一層、市民のために何が
できるのか見つめ直すきっかけとなりました。
　ただ今回、体験できたのは想定される災害対応のごく一部分です。今後のレ
ベルを向上させるためには、本訓練を皮切りにさまざまな資料・ツールの活用、
懸案事項に焦点を置いた検討などを重ね、練度を上げていく必要があります。
　そして「安全なまち」の実現には、皆さんの協力が必要不可欠です。災害が起
きる前の“今”だからこそ、自宅の備蓄を見直したり、避難経路を確認するなど、
一緒に備えてみませんか。

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