






令和４年３月定例議会（２月14日開催）市長施政方針の概要

　昨年は、横須賀と北九州を結ぶフェリーの就航をはじめ、多くの新しい
流れを生むことができました。ことしはさらに、これまでにない流れを作
り出し発信していく決意です。
　横須賀への注目を高め、投資を呼び込み、多くの人に訪れていただくこ
とで地域経済に好循環を作ります。そして、より一層の福祉の充実を図り、
横須賀で暮らす全ての人々がお互いを助け合うことのできる「誰も一人に
させないまち」の実現に向け、取り組みを進めてまいります。

令和４年度市長施政方針の
全文がご覧になれます

地域で支え合う
福祉のまちの再興

子育て・教育環境の再興

未来につなぐ環境の保全・創出

歴史や文化、スポーツを
生かしたにぎわいの再興

経済・産業の
再興

市民の不安を解消し、困りごとの
解決につなげます

子育てしながら働き続けられる環境整備を行うと
ともに、子育ての悩みや不安を抱える保護者に
対する支援体制を強化します

横須賀の豊かな自然環境を未来へ継承し持続
させていくため、低炭素社会から脱炭素社会へ、
これまで以上の大胆な変革に取り組みます

多くの人に横須賀を周遊していただき、
観光客消費額の増加につなげます

交通アクセスの向上を好機とし、観光や物流を
生かした地域経済の活性化を図ります

● 衣笠・北下浦行政センターに地域相談窓口を開設
●  子どもから高齢者まで分けることなく相談できる 

保健師の地区担当制の導入
● 世代間交流の拠点「スクールコミュニティ」の推進
● 後期高齢者の保健事業と介護予防の一体的取り組み
● ICTを活用した防災対策（災害監視カメラ、ドローン）

●   放課後児童クラブの利用料引き下げ
●  ２人以上の子どもがいる世帯の 

０～２歳児の保育料助成
●  待機児童の解消に向けた取り組み
●  国に先駆けて小学校4年生の35人 

以下学級を導入

●  太陽光パネルの設置やＥＶ（電気自動車）購入への助成
●   ブルーカーボン事業への取り組み
●   公共施設への太陽光パネル設置などによるCO2削減

●  ヴェルニー公園内レストランやポートマーケットなどが、 
新たな魅力を備えた観光・集客の拠点としてオープン（予定）

●  浦賀レンガドックを観光拠点とした浦賀地区の活性化
●   ストリートダンス大会の誘致や 

猿島アートイベントの開催
●  横浜DeNAベイスターズや 

横浜F・マリノスと連携した 
取り組みの推進

● 新港地区の埋め立てや整備による物流の拠点化
● 民間事業者との連携強化に向けた専任部署の設置
●  市内中小企業などを対象とした、ICTやIoTを活用した

経営効率化や販路拡大などの支援
● 追浜・中央・久里浜地区における市街地開発の推進
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●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。

幼保連携型認定こども園である「中央こども園」の他、子育て
に関わるさまざまなサポートや交流などができる、新たな子育
て支援の拠点施設「すくすくかん」（小川町20）が開館しました。

くつろぎながら親子の交流や情報交換ができます。
また、子育てアドバイザーが育児相談に応じます。

不定期な仕事、通院、冠婚葬祭、リフレッシュなどの理由で
一時的に保育ができないときに、お子さんを預かります。

病気・病気回復期のお子さんを一時的に家庭で保育できないとき
に、看護師と保育士が医師と連携しながら預かります。

お子さんの一時的な預かりや外出などについて、援助を受けたい
人と援助をしたい人との連絡・調整や必要な支援をします。利用
には会員登録が必要です。

認定区分に応じて 0 歳児～ 5 歳児を教育・保育する、幼保連携型 
認定こども園です。事前の入園手続きが必要です。園児の保護者
の他、地域で子育て中の人の相談に応じ、情報提供や助言をします。

愛らんどよこすか
☎820-1362

一時預かり保育室
☎827-7171

ファミリー・サポート・センター
☎828-8510

中央こども園
☎822-5244

病児・病後児保育センター
☎824-6282
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4F
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1F子育て支援課 ☎822-9003

児童養護施設の学習講師募集

児童養護施設に入所している小・中学生
への学習支援を行う講師を募集します。
▶詳細は児童相談課か市HPへ。
児童相談課 ☎820-2323

ふれあいキャンプ実行委員募集

知的障害のある小学校4年生～高校生
とボランティアが参加するキャンプ

（8月20日（土）・21日（日））を企画・運
営します。
実行委員会 5月～8月の土曜日（10回
程度）に総合福祉会館他で開催
対象 高校生・大学生など
定員 先着20人
申込 4月11日（月）～5月6日（金）によ
こすかボランティアセンターか同セン
ターHPにある申込書を直接、総合福
祉会館4階同センターへ。
よこすかボランティアセンター
☎821-1303

新病院の名称募集

うわまち病院を久里浜地域に移転・建
て替えすることに伴い、新病院の名称
を募集します（令和7年3月開院予定）。
募集期間 4月11日（月）～5月6日（金）
対象 市内在住・在勤・在学の人
申込 市HPにある応募用紙を郵送かE
メール（byoin-kensetsu@city .
yokosuka.kanagawa.jp）で市立病
院課へ。
市立病院課 ☎822-9991

特定不妊治療費の助成

3月までに特定不妊治療を開始し、本
年度中に治療が終了するものについ
て、1人1回まで助成金を申請できます。
▶詳細は不妊・不育専門相談センター
へ。
不妊・不育専門相談センター
☎822-9818

マイナンバーカード
日曜交付窓口の拡大
日曜日に役所屋中央店でマイナンバー
カードの受け取りができるようになり
ました。
日時 第3日曜日を除く日曜日10時30
分～18時30分
対象 マイナンバーカードを申請済み
で、交付通知書（はがきサイズの青い
封筒）を持つ人
申込 受け取り希望日の4営業日前ま
でに☎で専用コールセンター（ ☎
0120-025034）かHP「横須賀市マイ
ナンバーカード受取予約システム」へ。
▶事前予約制です。
▶申込多数の場合、お断りすることが
あります。
窓口サービス課 ☎822-8573

風しん抗体検査・予防接種の助成

実施期間 4月1日（金）～来年3月31日（金）
対象 妊娠を希望する女性、妊娠中か
妊娠を希望する女性のパートナー
抗体検査（無料）
免疫があるか調べる検査です。協力医
療機関で受けられます。
予防接種（3千円）
抗体検査で免疫が低かった人が受けら
れます。
▶詳細は保健所企画課か市HPへ。
保健所企画課 ☎822-4339

国民健康保険の加入手続き

会社などの健康保険を脱退し国保に加
入するときは、健康保険資格喪失証明
書が必要です。脱退日から14日以内
に市役所１階窓口サービス課か行政セ
ンターに届け出てください。国保の保
険証は、通常住所地に簡易書留で郵送
しますが、本人や住民票上の同一世帯
の人が顔写真付きの身分証明書などを
持参した場合には窓口でお渡ししま
す。
健康保険課 ☎822-8233

国民年金の学生納付特例制度

本年度の申請受付は4月1日（金）からです。
持ち物 本年度有効の学生証（コピーの
場合は両面）か在学証明書、年金手帳
申込 市役所1階16番・17番窓口か行
政センターへ。
窓口サービス課 ☎822-8235

犯罪被害者等基本条例が
制定されました
4月1日から犯罪被害者等基本条例が
施行されます。犯罪被害に遭った人の
日常生活の回復と二次被害を生じさせ
ない社会の実現を目指します。施行に
伴い、新たな支援制度が始まります。
①経済的負担の軽減（見舞金の支給）
②日常生活の支援（家事・介護、一時
保育、転居費用の支援）
③緊急避難場所の提供
④法律相談、カウンセリングの実施
▶支援には一定の条件があります。
▶犯罪被害に悩んでいる人がいたら、
犯罪被害者等相談専門ダイヤル（☎
822-7807）をご案内ください。
地域安全課 ☎822-9707

「浦賀の渡し」の運航事業者が
変わります
4月1日から（株）トライアングルが施
設の維持管理と運航事業を担当しま
す。事業者変更に伴い、運賃を改定し
ます。
運賃 大人400円（市民割200円）、小・
中学生200円（市民割100円）
▶市内在住の人は、運転免許証などの
住所が確認できるものを提示すると、
市民割運賃で利用できます。
土木計画課 ☎822-8346

生ごみ処理機器補助金の
補助率引き上げ
4月1日から非電動型の生ごみ処理器

（コンポスト容器、キエーロ、ＥＭ処
理容器）の補助率を50％から75％に
引き上げます。

▶申請方法など詳細は環境政策課か市
HPへ。
環境政策課 ☎822-8230

地域の支え合い活動を支援します

ごみ出し、家事支援や庭木の除草など、
地域での日常生活の困り事を支援する
住民主体の団体の活動費を補助します。
申請期間 4月8日（金）～9月30日（金）
補助額（上限） 立ち上げ型補助15万
円、継続型補助5万円
▶対象団体など、詳細は福祉総務課か
市HPへ。
福祉総務課 ☎822-9804

長浜駐車場が有料になります

次の期間が有料になります。
①4月29日～7月10日、9月3日～10
月30日のうち土・日曜日、祝・休日
②7月16日（土）～8月31日（水）
▶料金など詳細は三浦ＹＭＣＡグロー
バル・エコ・ヴィレッジ（☎ 8 8 8 -
2100）か市HPへ。
財務管理課 ☎822-8354

市民健診が始まります

実施期間 5月9日（月）～来年3月16日
（木）の月～金曜日
場所 健診センター
対象 本市に住民登録している人
申込 4月11日（月）以降の月～金曜日

（祝・休日を除く）9時～12時・13時～
16時に☎（822-4351）かFAX（822-
4390）で健診センター予約受付へ。
▶2カ月先までの予約が可能です。
▶市民健診は、5月から各委託医療機
関でも実施します。
▶詳細は健診センターか市HPへ。
健康管理支援課 ☎822-4527

● 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　
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花の開花情報

くりはま花の国
園内にポピーとネモフィラが咲き誇り
ます。
とき 4月9日（土）～５月29日（日）
▶５月28日（土）・29日（日）は、ポピー
の花摘みイベントを開催します。

ソレイユの丘
円形花壇で約50万本のネモフィラが
見頃を迎えます。
とき ４月中旬～下旬

くりはま花の国 ☎833-8282
ソレイユの丘 ☎857-2500

保健所の相談

横須賀断酒新生会による酒害相談
日時 4月12日（火）・19日（火）・22日

（金）、5月10日（火）18時30分～19時
自死遺族相談（個別）
日時 4月13日（水）13時30分・14時
30分
ひきこもり本人の会 ひだまりん
日時 4月26日（火）9時30分～12時
対象 21歳以上のひきこもりの人
精神障害者家族語らいの会
日時 5月9日（月）14時～15時
ひきこもりの家族会 すずらんの会
日時 5月10日（火）13時30分～15時
30分
申込 いずれも☎で保健所保健予防課
へ。
保健所保健予防課 ☎822-4336

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 4月27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 4月11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 5月11日（水）・18日（水）・25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 4月11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 5月18日（水）13時30分～15時
30分
場所 追浜行政センター
対象 市内在住・在勤の人
定員 先着20人
申込 4月11日（月）9時以降に☎で市

民相談室へ。
市民相談室 ☎822-8114

専門医によるもの忘れ相談

日時 4月14日（木）、5月12日（木）13
時・13時20分・13時40分
4月28日（木）、5月23日（月）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 ☎で地域福祉課へ。 
地域福祉課 ☎822-9613

高齢者・障がい者などの
住宅探し相談
日時 4月14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

マンションの管理組合運営・維持
管理の相談
日時 ４月23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

弁護士による養育費相談

日時 5月10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 先着5人
申込 4月11日（月）以降に☎でこども
青少年給付課へ。
▶元家庭裁判所調停員によるオンライ
ン相談を始めました。詳細はこども青
少年給付課か市HPへ。
こども青少年給付課 ☎822-0133

高齢者・介護者のこころの相談

日時 5月10日（火）・17日（火）・24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 4月11日（月）以降に☎で地域福
祉課へ。
地域福祉課 ☎822-9613

認知症介護者の集い

日時 5月16日（月）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5月9日（月）までに☎で同課
へ。
地域福祉課 ☎822-9613

パブリックコメントの募集

①許認可等の標準処理期間に関する規
則中改正案
担当 市政情報コーナー（市役所1階）
☎（822-8186）FAX(826-1682)E
メール（inf-co@city.yokosuka.
kanagawa.jp）
②横須賀港港湾計画の改訂
担当 港湾企画課（市役所2号館5階）☎

（822-9464）FAX（826-3210）E
メール（pg-ph@city.yokosuka.
kanagawa.jp）
資料提供・意見募集期間
①4月11日（月）～5月10日（火）
②4月20日（水）～5月10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。

委員募集

介護保険運営協議会委員
任期 7月1日から2年間
対象 市内在住・在勤・在学で月～金曜
日に開催する年4回程度の会議に出席
できる20歳以上
定員 選考3人（面接あり）
締切 4月28日（木）
申込 必要項目、職業、勤務先か通学先、
応募動機（800字程度）を郵送、FAX

（827-8845）、Eメール（nci-hw@
city.yokosuka.kanagawa.jp）か直
接、担当へ。
担当 介護保険課（市役所分館2階） ☎
822-8308
景観審議会委員
任期 7月1日から2年間
対象 市内在住・在勤・在学で月～金曜
日に開催する年2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 5月6日（金）
申込 必要項目、職業、勤務先か通学
先と応募動機（800字以内）を郵送、
FAX（826-0420）、Eメール（keikan-
ci@city.yokosuka.kanagawa.jp）か

直接、担当へ。
担当 まちなみ景観課（市役所分館3
階） ☎822-8377
港湾審議会委員
任期 7月1日から2年間
対象 市内在住・在勤・在学で月～金曜
日に開催する年2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 5月9日（月）
申込 必要項目、職業、勤務先か通学先、
小論文「私の考える横須賀港の将来像
と志望動機」（800字程度）を郵送、
FAX（826-3210）、Eメール（pg-ph@
city.yokosuka.kanagawa.jp）か直
接、担当へ。
担当 港湾企画課（市役所2号館5階） 
☎822-9464
▶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。

生活困窮相談
　　　毎週日曜日、5月3日（祝）・4日（祝）・５日（祝）13時～16時
　　　消防局庁舎１階ほっとかん
▶☎での相談もできます。

食料支援
新型コロナウイルス感染症などの影響で、暮らしにゆとりがなくなった
人に食料支援をしています（要予約）。
▶予約は地域福祉課へ。

生活困窮相談と食料支援

地域福祉課 ☎822-8176

湘南写真クラブ写真展
4月21日（木）～25日（月）10時～
17時（21日は13時から、25日は
16時まで）、文化会館
[連]三橋 ☎853-3919
講演会 新型コロナウイルスとの闘い
4月23日（土）14時30分～16時、
総合福祉会館
[連]佐藤 ☎080-4676-2241
油絵友の会合同展
5月8日（日）～14日（土）10時～
18時（11日を除く、8日は13時か
ら、14日は16時まで）、文化会館
[連]藍田 ☎834-1454
筑紫奏会昇格者披露箏

そうきょく

曲演奏会
5月8日（日）13時30分、ヨコスカ・
ベイサイド・ポケット
[連]今福 ☎826-0518

6月号掲載記事の申込 
（6月11日～7月10日の催し）
4月15日（金）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

日時
場所

生活支援課 ☎822-8070

広報よこすか　令和４年（2022年）４月号6 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。

特定健診の窓口変更　�国民健康保険加入者の健診に関する窓口が、市役所分館2階からウェルシティ市民プラザ3階に変わりました。健康管理支援課�☎822-8227



咸臨丸フェスティバル

まちなみ景観課 ☎822-8526

日時　4月23日（土）10時～15時
場所　浦賀レンガドック
内容　�吹奏楽・ダンスなどのパフォー

マンス、キッチンカーの出店、
レンガドック活用イベントなど

申込　4月11日（月）～23日（土）に市HPへ。
▶申込多数の場合、お断りすることがあります。
▶当日の開催確認は8時以降にコールセンターへ。

ソレイユの丘サービスデー

ソレイユの丘 ☎857-2500

市民感謝デー（毎月第2・3日曜日）
4月は10日・17日
対象　市内在住の人
シルバー感謝デー（毎週水曜日）
4月は6日・13日・20日・27日
対象　65歳以上
▶証明書提示で駐車料金無料、
「海と夕日の湯」入浴料200円割引

市民大学前期講座

まなびかん ☎822-4838

郷土の歴史・文学・建築・海、古典、古文字、大河
ドラマ「鎌倉殿の13人」、鉄道、音楽など23講座
場所　まなびかん
締切　4月25日（月）
申込　�必要項目を☎、はがき、HPか直接まなびか

ん（〒238-0046西逸見町1の38の11ウェル
シティ市民プラザ）へ。

▶定員、費用など詳細はまなびかんHPへ。

点訳・音訳ボランティア養成講習会

点字図書館 ☎822-6712

点訳ボランティア（全37回）
日時　�5月12日（木）～来年3月16日（木）10時～12時
音訳ボランティア（全33回）
日時　�5月10日（火）～来年3月14日（火）10時～12時
場所　点字図書館
対象　�パソコンの基本的な操作ができ、受講後に�

同館でボランティアとして活動できる人
▶費用、申込方法など詳細は市HPへ。

戦争と青春
戦災資料センター チャリティー上映会

16ミリ試写室 ☎090-2901-0862

日時　4月16日（土）13時30分～16時
場所　文化会館
内容　映画「戦争と青春」上映とトークイベント
費用　1,200円（前売り券千円）
▶チケットの購入方法など詳細は
HP「16ミリ試写室」へ。

ウインドサーフィンアカデミー

企画課 ☎822-9820

日時　5月～8月の土・日曜日（全10回、除外日あり）
場所　津久井浜海岸
対象　市内在住の小学校5・6年生
定員　選考10人　��費用　1万円
締切　4月30日（土）
▶申込方法など詳細は
HP「横須賀ウインドサーフィンアカデミー」へ。
▶書類選考と選考会（競技体験会・適正確認）があります。

緑のカーテン作り方講習会

ゼロカーボン推進課 ☎822-8524

日時　５月12日（木）14時～15時30分
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60人
申込　�４月13日（水）～26日（火）に必要項目を�

ネット申込かコールセンターへ。

三浦富士・武山新緑ウォーク

北下浦行政センター ☎848-0411

日時　�5月3日（祝）9時30分～14時30分（受付は10
時30分まで）、京急長沢駅集合（雨天中止）

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

さと・ぼら講習会
里山ボランティアになろう

自然環境共生課 ☎822-9832

日時　�5月14日～来年1月14日のうち土曜日9時～
15時（全12回、除外日あり）

場所　沢山池の里山
対象　市内在住・在勤・在学の
　　　15歳以上（中学生不可）
定員　抽選10人
申込　�4月4日（月）～24日（日）に� �

ネット申込かHP「横須賀市の里山」へ。

子ども会指導者講習会

青少年会館 ☎824-5377

日時　4月23日（土）10時～12時
場所　青少年会館　
対象　子ども会役員と子どもの地域活動に関わる人
定員　先着25人
申込　�4月12日（火）～19日（火）に必要項目と子ど

も会名、託児希望の有無を☎かFAX(823-
7432)で青少年会館へ。

各種救急講習会

救急課 ☎821-6507

普通救命講習会
日時　5月9日（月）10時～12時
上級救命講習会
日時　5月19日（木）9時～16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。

介護予防サポーター養成講座

健康増進課 ☎822-8135

日時　6月1日（水）・2日（木）10時～12時30分（全2回）
場所　総合福祉会館
対象　�市内在住・在勤で地域の介護予防活動に関心

のある人
定員　先着30人
申込　�4月11日（月）～5月17日（火）に必要項目を

ネット申込か☎、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

日時　4月23日（土）11時～15時（雨天・荒天中止）
場所　�よこすか海岸通り（平成町2丁目付近）
内容　�さまざまなストリートパフォーマーによるラ

イブ、キッチンカー
の出店、来場者参加
型イベントなど

▶詳細は市HPへ。

生活習慣病予防の食事講座

健康増進課 ☎822-4537

日時　5月11日（水）10時～11時30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
定員　先着40人
申込　�4月13日（水）～5月1日（日）に必要項目を�

ネット申込か☎、FAXでコールセンターへ。
▶託児・手話通訳を希望する人は健康増進課へ。

宝くじ文化公演 レ・フレール＆神奈川フィル
ハーモニー管弦楽団ジョイント・コンサート

横須賀芸術劇場 ☎828-1602

日時　8月28日（日）15時開演
場所　よこすか芸術劇場
申込　�5月1日（日）以降に横須賀芸術劇場HP、同劇

場予約センター（☎823-9999）か、5月2日
（月）以降に同劇場1階窓口へ。

▶費用など詳細は同劇場HPへ。
▶宝くじの助成により特別料金で� �
ご覧いただけます。

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　

ワンデーミュージアム（入場自由）
時間　12時～15時
レンガドック見学会
時間　①12時30分～13時30分②14時～15時
対象　健脚な人（小学生以下は保護者同伴）
定員　各先着60人
申込　�4月11日（月）～20日（水）に必要項目をネット

申込か☎、FAXでコールセンターへ。

こども

よこすか野菜市 in 市役所

農業振興課 ☎822-9395

農家の皆さんが丹精込めて育てた、採れたての野菜
を販売します。地元産ならではの旬の味をお楽しみ
ください。
日時　4月19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
▶今後の開催予定など� �
詳細はHP「よこすか野菜」へ。

よこすか野菜HP

Ｈ
ハ サ ッ プ
ＡＣＣＰのための初めの一歩セミナー

経済企画課 ☎822-9523

日時　4月18日（月）14時～15時30分
場所　ヴェルクよこすか
対象　市内の食品等事業者など
内容　�食品等事業者に義務付けられた�

ＨＡＣＣＰの説明
申込　4月14日（木）までに専用申込HPへ。
▶申込多数の場合、お断りすることがあります。

専用申込HP

市HP

浦賀行政センター ☎841-4155

横須賀芸術劇場HP

レンガドック活用イベント
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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～18時（年中無休） 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。

人口382,187人（前月比－507人）　世帯数165,436世帯（前月比－81世帯）
（令和4年3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。

☎ 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ました。
このビジョンでは、希望ある豊かな横須賀を目指して、未来像として

「変化を力に進むまち。横須賀市」を掲げました。

社会情勢の変化が激しいこの時代に、その変化を乗り越え、さらにその
変化を追い風として、豊かな未来に進んでいくまちでありたいという思
いを示しています。

市議会や総合計画審議会での審議の他、オンラインワーク
ショップ、学生ワークショップ、アンケートなどを通じて、
広く市民からご意見をいただきながら策定しました。

「横須賀再興プラン」（本紙１～３面）で掲げた取り組みを進め
ていきます。また、市民、地域団体、事業者、行政が一丸となっ
て、未来を目指していくことも大切です。

都市戦略課 ☎822-9784

本市の未来像を市民の皆さんと共有するため、
絵本のようなハンドブックを策定しました。

「YOKOSUKA ビジョン 2030」の全文、ハンドブックはこちら▶

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