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　昨年、私は「新流」という言葉を掲げ、市政に取り組んできました。
横須賀に新たな流れを呼び起こし、時代の変化を力に変えるという思
いを込めたものです。
　新年を迎え、まさに今横須賀では、さまざまな新しい流れが生まれ、
新たな可能性が芽生えてきていることを感じています。
　ことしはその新しい流れと可能性を、より大きな大河へと顕在化さ
せ、横須賀再興を果たすため、これまで以上に、種々の施策を力強く
推し進めていく所存です。
　そしてその流れを追い風に、地域経済に好循環を生み出し、誰もが
お互いを慈しみあう「誰も一人にさせないまち」への推進力に昇華する
ため、全身全霊をかけて邁

まいしん

進してまいります。

　流れは大河となり、やがて大海を満たします。
　皆さまにとって、令和5年が幸せに満ちた、素晴らしい一年となりま
すことを心からお祈りいたします。

横須賀市長



　新　新しい年の抱負にしい年の抱負に、、「「ことしことしこそは何か始めよこそは何か始めよう！う！」「私にもできることはないかな」「私にもできることはないかな」」
とと思いつつも、なかなか先に進めない。思いつつも、なかなか先に進めない。
　先　先にに１１歩を踏み出したことで、地域の支えとなっている歩を踏み出したことで、地域の支えとなっている““先輩”たちの声にヒントがあるかもしれません。先輩”たちの声にヒントがあるかもしれません。
　ど　どんなことでも始まりは小さなさざ波です。まだしばらくんなことでも始まりは小さなさざ波です。まだしばらく““コロナと共に”が続きますが、ことしこそは、コロナと共に”が続きますが、ことしこそは、
皆さんそれぞれの「何か」を見つけて、夢や目標を持って2023年を過ごしてみませんか？皆さんそれぞれの「何か」を見つけて、夢や目標を持って2023年を過ごしてみませんか？

自自分に分にももできできるる「「何何かか」」をを
探探してしているいる人人たたちちへへ

横須賀で、皆さんの地域で、
喜びの循環が始まっています。
長井発！ 仮屋ヶ崎「まちの保健室」今

い ま え だ

枝優
ゆ み

美さん

　「まちの保健室」では、地域の人の健康相談や食事、運動など健康に関する
お話をしています。また、地域包括支援センターの方々と一緒に認知症予防
の体操やゲームなど、地域の方が住み慣れたまちで元気に暮らせることを目
標にイベントを行うこともあります。
　活動を始めたきっかけは町内会の組長になったことです。当時、慢性心不
全看護認定看護師の資格が取れたため、この資格を活かして地元で何かをし
たいと思っていました。看護師として働いていることもあり、病院での活動
をもっと地域に還元したいという気持ちもありました。地域の方が気楽に相
談でき、入院せず楽しく生活できるようにしたいと考えていたところ、地域
包括支援センターの方と意気投合し、活動を始めることができました。相談
を受けていると「話して気楽になった」といった声をいただくこともあり、
やりがいにつながっています。皆さんが明るく元気になった姿を見ることで、
私もパワーをもらっています。

2023年への抱負と１歩を踏み出したい人へ
　今後、何か大きいことをやりたいということは今のところ考えていません
が、細く・長く活動を続けていきたいです。人とのつながりを大事にしたい、
地域の皆さんが「住み慣れたまち」で「いきいき」と「健康に」暮らし続け
てほしいという思いがあるので、皆さんが顔見知りになり、仮屋ヶ崎という
枠も飛び越えて友達の輪が広がっていくと嬉しいなと思っています。
　今、何かを始めたいけれど１歩踏み出せないという方は、「やってみたいな
らまずはやってみればいい」と、気負わずとにかく飛び込んでみてほしいと
思います。私は、やらずに後悔するより、やって後悔したほうが楽しくて生
きている感じがすると考えています。私も、１人ではおそらく何もできなかっ
たのではと思います。地域包括支援センターさんなど協力してくれる方々が
いたから、ここまで価値のある活動になりました。でも、あの時飛び込んだ
からこそ、実現したとも思っています。飛び込んだ先には協力してくれる、
支えてくれる仲間がいるかもしれませんよ。

職場以外、地域のことを知らなかった私が「地域を知りたい」と思った時、地域の皆さんが
応えてくれました。

みんなで同じ方向を向くと、周りを巻き込みながら
より大きな力になると日々実感しています。

「まちの保健室」を
続けるためには、
地域のサポートが
欠かせません。「ま
ちのみんながパー
トナー」をモットー
に活動する西第二
地域包括支援セン
ターの岩澤さんを
はじめとした皆さん
の力があってこそ。
（写真は岩澤さん）

地域の小さな活動を応援しています。１歩、半歩でも踏み出してみたい人は電話で福祉総務課 地域力推進係へ。  福祉総務課 地域力推進係 ☎822-9804

住民の方が作ってくれたお手製の
のぼり

長井在住の今枝さん。趣味のサー
フィンの話でニッコリ。

誰でもふらっと立ち寄れる保健室が、我がまちに
もあったら良いなという想いから、月に１度、町内
の皆さんを対象に健康相談などを開催しています。

まちの
保健室
とは？
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パワーの源は「夢」を
持ち続けること。
野比では570人突破！

「ながら見守り」中
な か か ど

門常
つ ね

夫
お

さん

　この活動を始めたきっかけは所属しているグラウンド・ゴルフの同好会
でした。同好会では「自分たちの力で人生を楽しく」をモットーに活動し
ていますが、健康づくりの一環としてウォーキングをすることに。そして、
ただ歩くのではなく、地域の安全を見守ることを意識すれば防犯にもつな
がるのではというアイデアから「ながら見守り」が誕生しました。

地域へ広がる「守る」という意思
　ある日、町内会の回覧で「防犯かながわ」が届き、「ながら見守り」と
いう記事を見つけました。私たちの考えと同じだと感じ、町内でもその活
動を広めたら、地域の防犯の強化につながるのではと考え、連合町内会長
さんに相談しました。その後、町内会の回覧や口コミ、PTAを通じての保
護者の皆さん、老人会への呼びかけなどにより、登録者が570人に（昨年8
月現在）。この活動のポイントは地域の方が自ら「この地域を守っていき
たい」と意識することだと思います。そのため登録者が増えると、同じ目
標に向かって取り組む仲間が増えていると実感し、うれしく感じます。

　今後も仲間が増え、より地域の防犯に貢献できたらと考えています。も
し今、１歩を踏み出せずにいる人がいるのであれば、半歩で良いので踏み
出してほしいです。私は夢を追い求めることが人生の楽しさだと考えてい
ます。何かをしたいと考えている人には、「こうしたい」という夢が必ず
あると思います。少し踏み出すことで、次の方向性が見えてくることもあ
るかもしれません。

普段は日常生活の中での見守り活動ですが、時々ベストを着て防犯パトロールに
変身します。

「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

ウォーキングや買い物、通勤など日常生活を
送りながら、子どもから大人まで、地域の安
全を見守る活動を行っています。

ながら
見守り
とは？

「ボランティア」と聞くと、荷が重いようなイメージを持っている人が
多いかもしれません。実は、横須賀にはたくさんの「何かしたい」人たち
であふれていることを知っていますか？

コロナ禍で増加
登録者数2,500人

「わたしにもできる」がきっと見つかる。

ボランティアセンター
▶▶活動内容
ボランティアセンターで貸し出している車いすの修理・点検（無料）
▶▶きっかけ
車いすを直すことならできるかもしれないと思ったから、そして、
職場とは違う地域の交流に参加してみたくなったからです。
▶▶活動していて思うこと
全員が初対面で、異なる経験を持っているので、違った視点や発想
があり、お互いの存在が刺激になっています。
▶▶2023年へ向けて
畑違いから集まったみんなで知恵を共有し合って、より楽しくグ
ループの輪が広がっていけばいいなと思います。地域にいる人たち
を引っ張り出して、多くの知恵と経験を集めていけば、横須賀はさ
らにいいまちになるでしょう。

▶▶活動内容
まちの清掃活動やイベントの手伝い、高校生への受験相談など
▶▶きっかけ
コロナ禍で大学の授業がリモートばかりの中、2人で「何かしたい」と考えたとき、ボランティア
団体を作ろうと思いつき、その日のうちにボランティアセンターへ足を運びました。
▶▶活動していて思うこと
人脈が広がりました。参加してくれる高校生へ向けて、大学受験を経験したからこそのアドバイス
ができますし、また社会人や年上の人から大学だけでは学ぶことができない話などを聞けるので、
より知識や興味が広がる場になっています。
▶▶2023年へ向けて
今はまだ些細なことばかりの活動ですが、より大きく・大人数で行える活動へ広げていきたいです。
大学生の自分たちがいることで、高校生の皆さんにも参加しやすい環境になっていると思います。
自分たちが大学を卒業してからも、地域の大学生と高校生、また社会人とつながれる・続いていく
団体を目指して活動していきます。

　ボランティアという言葉には荷が重いイメージもありますが、活動内容の
ハードルを低くして、参加しやすい雰囲気・活動作りに取り組んでいます。
　1人でも、１回だけでも構いません。自分の可能性に自分で気が付くことが
大切です。それぞれの活動への熱を冷まさないように、参加者の自発性やグ
ループの創造性を尊重しながら、皆さんの「楽しい」が続くようにサポート
をしています。見に来るだけ、話しに来るだけでも大歓迎です。

手作り布おもちゃの
貸し出しも

1歩踏み出したい人やヒントが欲しい人は
電話かEメールでボランティアセンターへ。

よこすかボランティアセンター

〒238-0041  本町2の1 総合福祉会館4階
☎821-1303（月～金曜日 8時30分～17時15分）

 Eメール　shakyo-v@abox22.so-net.ne.jp
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災害緊急協力事業者の募集

自然災害や市民に著しい障害を与える
事態が発生か発生する恐れがあるとき
に、市の要請に基づき被災現場などの
復旧活動や予防活動を行う事業者の登
録（更新）を行います。
申込 1月4日（水）～31日（火）に市HP
にある申込書を郵送、Eメール（bousai-
mail@city.yokosuka.kanagawa.jp）
か直接、市役所4階危機管理課へ。
危機管理課 ☎822-8410

かなテクカレッジ4月生Ⅱ期の募集

募集期間 1月10日（火）～2月6日（月）
（消印有効）
募集校 ①かなテクカレッジ東部（県立
東部総合職業技術校）②かなテクカ
レッジ西部（県立西部総合職業技術校）
対象 職業に必要な知識、技術・技能
を習得して、就職する意思がある人
申込 ハローワーク横須賀で事前手続
後、 各 校 へ 郵 送 か 直 接、 各 校（ ①
〒230-0034 横浜市鶴見区寛政町28
の2②〒257-0045 秦野市桜町2の1の
3）へ。
かなテクカレッジ東部（県立東部総合
職業技術校） ☎045-504-2810
かなテクカレッジ西部（県立西部総合
職業技術校） ☎0463-80-3002

介助員（幼稚園・学校）の募集

対象 障害のある子どもの幼稚園や学
校での生活に理解がある64歳以下
勤務地 市内の幼稚園、小・中学校、
高校、特別支援学校
締切 2月3日（金）
申込 電話で支援教育課へ連絡後、履
歴書を直接、市役所6階支援教育課へ。
支援教育課 ☎822-8513

コンビニ交付が利用できません

1月18日（水）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が利用できま
せん。新型コロナワクチン接種証明書
は取得可能です。住民票の写しなどの
証明書が必要な場合は、市役所1階窓
口サービス課などをご利用ください。
窓口サービス課 ☎822-8312

放置自転車・バイクの発見を
市公式LINEで報告
1月23日（月）から自転車等放置禁止
区域や公道に放置されている自転車・
バイク（125cc以下）の発見を市公式
LINEで報告できるようになります。
▶報告方法など詳細は市HPへ。
土木計画課 ☎822-8236

統一地方選挙のお知らせ

神奈川県知事・県議会議員選挙
立候補予定者事前説明会（県議会議員） 
2月18日（土）13時30分、ヴェルクよ
こすか
立候補の受付（県議会議員） 3月31日

（金）（告示日）
投票日 4月9日（日）7時～20時
横須賀市議会議員選挙
立候補予定者事前説明会 2月18日

（土）9時30分、ヴェルクよこすか 
立候補の受付 4月16日（日）（告示日）
投票日 4月23日（日）7時～20時
▶立候補を予定している人かその代理
人は、事前説明会に必ず出席してくだ
さい（2人まで出席可）。
▶県知事選挙の説明会は県が実施します。
▶詳細は選挙管理課へ。
選挙管理課 ☎822-8499

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（金）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）。
▶詳細は地域健康課か市HPへ。
地域健康課 ☎824-7141

高齢者・介護者のこころの相談

日時 1月17日（火）・24日（火）、2月7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 1月11日（水）以降に電話で地域
福祉課へ。
地域福祉課 ☎822-9613

保健所の相談

自死遺族相談（個別）
日時 1月11日（水）、2月8日（水）13時
30分・14時30分
精神障害者家族語らいの会
日時 1月16日（月）14時～15時
横須賀断酒新生会による酒害相談
日時 1月17日（火）・27日（金）18時30
分～19時
自死遺族分かち合いの会
日時 1月18日（水）14時～16時
ひきこもり本人の会 ひだまりん
日時 1月25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 いずれも電話で保健所保健予防課へ。
保健所保健予防課 ☎822-4336

専門医によるもの忘れ相談

日時 1月12日（木）、2月9日（木）13
時・13時20分・13時40分
1月26日（木）11時・11時20分・11時40分
2月16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 電話で地域福祉課へ。
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 1月25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 2月1日～22日のうち水曜日13
時・14時・15時
場所 いずれも市役所1階市民相談室
対象 いずれも市内在住・在勤の人
定員 先着①6人②各3人
申込 ①1月11日（水）10時以降に電話
で東京地方税理士会横須賀支部（☎
824-4193）へ。②1月11日（水）9時
以降に電話で市民相談室へ。
市民相談室 ☎822-8114

こどものための
きこえとことばの相談会
日時 1月29日（日）10時～15時（受付
は14時まで）
場所 総合福祉会館
内容 聴力測定、耳鼻科医との相談、
聞こえや言葉についての相談、地域の
学校への入学・入園の相談など
対象 18歳以下　締切 1月6日（金）
申込 必要項目を電話かFAXでろう学校 
教頭（☎834-1172 FAX834-0096）へ。
▶乳幼児は母子手帳をお持ちください。
▶空きがあれば当日受付可能です。
▶FAXの申込用紙など詳細はろう学
校HPへ。
支援教育課 ☎822-8513

弁護士による養育費相談

日時 ①2月9日（木）②2月15日（水）9
時～15時

● 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　

⃝1・2の重複受給はできません。
⃝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。
⃝�市HPから申請書などをダウンロードできない方は、コールセンターに
お問合せください。

⃝横須賀市臨時特別給付コールセンター ☎0120-118-008
⃝�臨時相談窓口（市役所1階市民ホール）申請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）

注
意
事
項

問
合
せ
先

電力・ガス・食料品等価格高騰 
緊急支援給付金（1世帯5万円）

⃝住民税非課税世帯

⃝家計急変世帯

書類（ 確認書・申請書�）が届いた世帯

内容をよくご確認の上、要件に該当する場合は返送
してください。

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

市HPから申請書などをダウンロードし、必要書類を�
添付の上、郵送してください。

令和4年度住民税課税世帯（令和4年9月30日時点の住民票上の世帯）の
うち、世帯全員の合計した課税標準額が100万円以下となる世帯

本市で課税標準額を把握できる世帯は、市から 確認書（緑色の封筒）を送
ります。内容をよくご確認の上、返送してください。

本市で課税標準額を把握できない方がいる世帯（令和4年1月2日以降に本
市に転入（入国を含む）した方がいる世帯など）は、市HPから申請書などを�
ダウンロードし、必要書類を添付の上、郵送してください。

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（1）に該当しない世帯の�
うち、下記対象の世帯主に市独自の生活応援臨時給付金を給付します。詳細
は市HPをご覧ください。

手続方法

手続方法

手続方法

対 象

対 象

対 象

1 横須賀市生活応援臨時給付金（1世帯2万円）2

確認書型

申請書型

受給には手続きが必要です 価格高騰に伴う臨時給付金のご案内 お早めに
ご提出ください

提出締切 1 31火必着令和5年

広報よこすか　令和５年（2023年）１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。

鴨居コミセン一部施設の利用中止　�1月16日（月）～3月15日（水）は集会室兼体育室が空調工事のため、利用ができません。　浦賀行政センター�☎841-4155



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①5人②4人（国際離婚優先）
申込 ①1月11日（水）以降②2月1日

（水）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 2月15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
対象 横須賀市国保加入者で特定健診
を受けた人
定員 各先着1人
申込 2月2日（木）～14日（火）に電話
で健康管理支援課へ。
健康管理支援課 ☎822-8227

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 2月20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 電話で健康増進課へ。
健康増進課 ☎822-4537

パブリック・コメントの募集

①旅館業条例の一部改正
担当 保健所生活衛生課（ウェルシティ
市民プラザ3階）☎（824-9861）FAX

（824-2192）Eメール（hls-hw@city.
yokosuka.kanagawa.jp）
②建築基準条例等の一部改正
担当 建築指導課（市役所分館4階）
☎（822-8527）FAX（825-2469）E
メール（bg-c i@c ity .yokosuka .
kanagawa.jp）
③長期優良住宅の普及の促進に関する
法律施行取扱規則の一部改正
担当 建築指導課（市役所分館4階）
☎（822-8527）FAX（825-2469）E
メール（bg-c i@c ity .yokosuka .
kanagawa.jp）
資料提供・意見募集期間
①1月6日（金）～31日（火）
②③1月10日（火）～31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。

審議会などの傍聴

再犯防止対策連絡会議入口支援、薬物・
非行防止分科会（第1回）
日時 1月17日（火）13時30分～15時
場所 市役所3階302会議室
担当 市民生活課 ☎822-8212
再犯防止対策連絡会議全体会（第2回）
日時 1月17日（火）15時～16時
場所 市役所3階302会議室
担当 市民生活課 ☎822-8212
横須賀市観光振興推進委員会（第2回）
日時 1月19日（木）14時30分～16時30分
場所 市役所10階第4委員会室
担当 観光課 ☎822-8567
男女共同参画及び多様な性の尊重に関
する審議会（第4回）
日時 1月20日（金）14時～16時
場所 消防局庁舎4階災害対策本部室
担当 人権・ダイバーシティ推進課 
☎822-8228
横須賀市個人情報保護運営審議会（第
111回）
日時 1月24日（火）10時～12時
場所 市役所3階302会議室
担当 総務課 ☎822-8186
横須賀市行政手続審議会（第1回）
日時 1月26日（木）10時～12時
場所 市役所3階302会議室
担当 総務課 ☎822-8186
人権施策推進会議（第3回）
日時 1月30日（月）14時30分～16時30分
場所 消防局庁舎4階災害対策本部室
担当 人権・ダイバーシティ推進課 
☎822-8219
医療的ケア児等支援協議会
日時 1月30日（月）18時～19時30分
場所 ヴェルクよこすか3階第3研修室
担当 障害福祉課 ☎822-9398
社会福祉審議会障害福祉専門分科会

（第46回）
日時 1月31日（火）13時～14時30分

場所 （一社）横須賀市医師会大会議室
（新港町）
担当 障害福祉課 ☎822-9398
社会福祉審議会福祉専門分科会（第16
回）
日時 1月31日（火）14時～16時
場所 消防局庁舎4階災害対策本部室
担当 福祉総務課 ☎822-8245
社会福祉審議会高齢福祉専門分科会

（第16回）
日時 2月2日（木）14時～15時
場所 市役所3階301会議室
担当 介護保険課 ☎822-8308
国民健康保険運営協議会（第2回）
日時 2月7日（火）13時30分～15時
場所 市役所3階301会議室
担当 健康保険課 ☎822-8231
都市計画審議会（第146回）
日時 2月10日（金）10時～12時
場所 消防局庁舎4階災害対策本部室
担当 都市計画課 ☎822-8507
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

市民協働審議会委員
任期 4月1日から2年間
対象 市内在住・在勤・在学で市民活動
の参加経験があり、年6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6日（月）
申込 必要項目、市民活動の参加履歴
と応募動機（800字程度）を郵送、FAX

（821-1522）、Eメール（shimin-
kyodo@city.yokosuka.kanagawa.
jp）か直接、担当へ。
担当 市民生活課（市役所2号館2階） 
☎822-9699
市民活動サポートセンター運営懇話会
構成員
任期 4月1日から2年間
対象 市民活動に関心があり、年4回程
度の会議に出席できる18歳以上で、
市内在住・在勤・在学か市内で市民活
動を行っている人
定員 選考9人　締切 2月24日（金）
申込 市民活動サポートセンター、行
政センター、市HPなどで配布する応
募用紙を郵送、FAX（821-1522）か 
Eメール（sh imin -kyodo@c i ty .

yokosuka.kanagawa.jp）で担当へ。
担当 市民生活課（市役所2号館2階） 
☎822-9699
▶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。

1月号の掲載記事はありません。

3月号掲載記事の申込 
（3月11日～4月10日の催し）
1月16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

●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。

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。

よこすか「地元の元気」
応援券コールセンター 
☎864-0006

選手への応援の気持ちを
寄付として届けてみませんか
スポーツ選手応援事業
国内や世界で活躍する、本市のスポーツ選手を応援できる制度が始
まります。市内・市外、個人・企業問わず、皆さんからの寄付をお待
ちしています。
▶ふるさと納税特例控除や、企業版ふるさと納税を活用して寄付できます。

⃝オリンピック・パラリンピック強化指定選手⃝オリンピック・パラリンピック強化指定選手
⃝�各種目団体（オリンピック・パラリンピック種目）の�⃝�各種目団体（オリンピック・パラリンピック種目）の�
強化指定選手強化指定選手
⃝JOCエリートアカデミー選手⃝JOCエリートアカデミー選手
▶いずれも市内在住・在勤・在学の人。▶いずれも市内在住・在勤・在学の人。

対象選手

対象選手も募集中です。
該当する人はスポーツ振興課へ。

スポーツ振興課
☎822-8493

市内27カ所に災害監視カメラを
設置しました 危機管理課 ☎822-8410

市公式LINEの「防災」メニューからいつでも確認できます。

映像は、市公式YouTubeでライブ配信しています。
災害時に危険箇所に行くことなく、リアルタイムで状況 
確認ができます。迅速な避難の判断にお役立てください。

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。

詳細はこちら

LINE登録方法

❶ ❷

＠yokosuka_officialLINE ID

よこすか「地元の元気」
応援券は
までにご利用ください

1月月31日日火

広報よこすか　令和５年（2023年）１月号 5



市・県民税（個人住民税）の申告 

確定申告をする人へ（税務署からのお知らせ）

その他のお知らせ

ことし1月1日現在、横須賀市内に住んでいた人
□  給与収入のみか、給与収入と公的年金の収入のみで、

医療費控除など追加の控除がない人
□  公的年金の収入のみで、医療費控除など追加の控除がない人
□  令和4年分の所得税の確定申告書を提出する人

1月23日（月）から市役所2階市民税課、行政センター、役所屋で配布します。
昨年申告しており、必要と思われる人には2月10日（金）に申告書を発送します。

□ 市・県民税（個人住民税）の申告書
□ 個人番号（マイナンバー）が分かる書類
□ 本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）

詳細は市HPをご覧ください。

１月23日（月）～3月15日（水）のうち月～金曜日、
2月19日（日）・26日（日）8時30分～16時受付

横須賀地方合同庁舎（新港町）
▶還付申告をする人は上記開設期間前でも相談を受け付けます。
▶入場整理券は、LINEによる事前発行が可能です。

▶�報告書は市役所2階市民税課、行政センター、
役所屋にあります。�
市HPからも入手できます。

▶�申告書が必要なときは郵送します。
詳細は資産税課へ。

▶オンラインによる事前申込ができます。
▶混雑時は、早めに受付を終了します。
▶車での来場はご遠慮ください。

国税庁
公式 LINE

⃝必ずマスクを着用の上、会場にお越しください。

● 所得税及び復興特別所得税・贈与税　　3月15日（水）
●�個人事業者の消費税及び地方消費税　  3月31日（金）

パソコン・スマートフォンで確定申告ができます。
詳細は国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を 
ご覧ください。

□ 所得金額が確認できるもの（源泉徴収票、給与明細など）
□ その他必要書類（受ける控除により異なります）

申告書はこちらから
ダウンロード

方法1　郵送による提出

方法2　申告会場に提出

ことしから市役所、行政センター、役所屋では確定申告書を配布しません。注 意

申告・納税の期限

給与支払報告書の提出
期　限　　１月31日（火）
対　象　　事業所・個人事業主
提出先　　給与受給者のことし１月１日

現在の住所がある市区町村

期　限　1月31日（火）
対　象　 ことし1月1日現在、� �

市内に事業用の資産� �
（機械・設備・備品など）がある人 ❶ 産業クラスター研究会   　❷ 横須賀国際交流協会

❸ アクションおっぱま   　　❹ YMCAコミュニティサポート
❺ アンガージュマン・よこすか

個人市民税から寄付金の最大6％を税額控除します。
①②⑤の法人は所得税から寄付金の最大40％が
税額控除されます。

償却資産の申告 指定NPO法人への寄付税額控除 

と　き

市HP

ところ

郵送申告にご協力ください。

提 出 先 　市民税課提出期限　 3月15日（水）

□  収入が無く、市内の親族の税法上の扶養親族になっている人ことし1月1日現在、横須賀市内に
事務所・事業所・家屋敷を有していた市外在住の人

【ただし、前年中に右のいずれかに該当する人は申告不要 】

市民税課 ☎822-81922月16日（木）～3月15日（水）

横須賀税務署 ☎824-5500
〒238-8565 新港町1の8

申告が必要な人

申告書の配布場所

申告に必要なもの

申告書の提出方法

税理士による無料申告相談
時 間　9時30分～12時・13時～15時30分

事前申込HP

2月1日（水） 
2月3日（金） 
2月7日（火）

久里浜コミセン
追浜コミセン北館
西コミセン

市民税課 ☎822-8192 資産税課 ☎822-8202 市民生活課 ☎822-9699

申告会場　受付時間 8時30分～16時

  市役所3階301会議室 2月16日（木）～3月15日（水）（土・日曜日、祝・休日を除く）

  田浦行政センター 2月21日（火）

  浦賀行政センター 2月22日（水）

  逸見行政センター 2月24日（金）

  久里浜行政センター 2月27日（月）・28日（火）

  追浜行政センター 3月1日（水）

  衣笠行政センター 3月2日（木）・3日（金）

  大津行政センター 3月6日（月）

  西行政センター 3月7日（火）

  北下浦行政センター 3月8日（水）

広報よこすか　令和5年（2023年）１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。



市民協働講習会
団体の強みや魅力を伝えるフレーズ制作セミナー

市民生活課 ☎822-9699

日時　 1月19日（木）14時～16時
場所　�産業交流プラザ　締切　1月16日（月）
申込　 団体名（所属している人のみ）、代表者と参加

者の氏名・連絡先（電話番号かメールアドレス）
を電話、F A Xか Eメールで市民生活課
（FAX821-1522�Eメールshimin-kyodo@
city.yokosuka.kanagawa.jp）へ。

▶申込多数の場合、お断りすることがあります。

カジュアル・コンサート

まなびかん ☎822-4838

日時　 1月22日（日）
　　　14時～16時
　　　（13時開場）
場所　よこすか芸術劇場　費用　 千円
申込　 横須賀芸術劇場HP、同劇場電話予約センター�

（☎823-9999）か直接、同劇場チケットセンター
（12月29日（木）～1月3日（火）・11日（水）は休館）へ。

▶申込多数の場合、お断りすることがあります。

伊豆大島へ行く市民クルーズ

東海汽船お客様センター ☎03-5472-9999

日時　2月4日（土）～10日（金）9時10分～16時30分
集合・解散場所　久里浜港�
対象　市内在住・在勤・在学の人を含む個人・グループ
定員　 各先着40人
費用　 月～金曜日�9,720円（小学生以下は6,570円）�

土・日曜日�10,620円（小学生以下は7,020円）
申込　�1月11日（水）～出発日前日に電話で東海汽船

お客様センターへ。

青少年育成推進員活動体験発表会

青少年会館 ☎824-5377

青少年の健全育成・非行防止に取り組む青少年育成
推進員が常葉・馬堀・鴨居中学校区での活動を発表
します。後半には講演もあります。
日時　2月11日（祝）
　　　14時～16時
場所　青少年会館
定員　当日先着200人

環境ポスターコンクール作品展示

ゼロカーボン推進課 ☎822-8327

期間・場所
1月14日（土）～19日（木）、湘南衣笠ゴルフ（大矢部）
1月23日（月）～27日（金）、市役所1階
2月2日（木）～8日（水）、横須賀グリーンゴルフ（佐原）
2月10日（金）～15日（水）、イオン久里浜店1階
2月17日（金）～28日（火）、横須賀モアーズシティ8階
3月2日（木）～7日（火）、（株）サガミ2階（衣笠町）
▶作品は市HPでもご覧いただけます。

節分豆まき鬼退治！

くりはま花の国 ☎833-8282

日時　 2月4日（土）
　　　11時～14時
場所　くりはま花の国
　　　ハーブ園（雨天中止）
対象　小学生以下（未就学児
　　　は保護者同伴）
定員　 当日先着50人
費用　200円

おりょうと龍馬の
全日本わらじ卓球大会

大津行政センター ☎836-3531

わらじをラケットにして卓球（ダブルス）をします。
日時　2月18日（土）10時～13時（9時30分練習開始）
場所　大津コミセン
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員　抽選12組　費用　1組千円　締切　2月3日（金）
申込　 必要項目、仮装の有無とペア名を往復はがきかEメール�

で大津地域運営協議会（〒239-0808�大津町3の34の
40�Eメールota-ci@city.yokosuka.kanagawa.jp）へ。

よこすかシティガイドツアー
ポックリ観音と走水神社参拝

横須賀市観光協会 ☎822-8256

日時　1月25日（水）9時30分～14時　�
場所　 走水神社ほか
定員　抽選50人
費用　500円
締切　 1月18日（水）
▶その他のツアー、申込方法など詳細はよこすかシ
ティガイド協会HPへ。

リサイクル体験教室
着物リフォーム（ベスト）

アイクル ☎866-1196

日時　 2月9日（木）9時30分～15時　�
場所　アイクル
対象　市内在住の人　定員　 抽選10人
締切　1月26日（木）
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。

働きざかり講演会
「これならできる！姿勢・コンディショニング」

健康増進課 ☎822-4537

日時　 2月18日（土）11時～12時
場所　ウェルシティ市民プラザ
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　 会場�先着100人、オンライン�先着90人
申込　 1月13日（金）～2月８日（水）に必要項目を�

ネット申込か、電話・FAXでコールセンター�
（オンライン視聴希望者はHP「e-kanagawa�
横須賀市」）へ。

日米合同原子力防災訓練見学

危機管理課 ☎822-8226

日時　 2月2日（木）
　　　9時30分～12時
場所　消防局庁舎
定員　 抽選10人
締切　1月20日（金）
申込　 必須項目を電話、
　　　FAX(827-3151)かEメール(ps-pc@city.
　　　yokosuka.kanagawa.jp)で危機管理課へ。

普通救命講習会

救急課 ☎821-6507

日時　2月9日（木）10時～12時
場所　中央消防署
定員　 先着18人
申込　 1月12日（木）～2月2日（木）に�

必要項目をネット申込か、�
電話でコールセンターへ。

▶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。

暮らしの中の人権を考える講座
「災害時における人権課題」

生涯学習課 ☎822-8483 FAX822-6849

日時　�2月1日(水)10時～11時30分（妊産婦・乳幼児
の災害支援）、2月7日(火)10時～11時30分
（多文化共生の視点から）、2月8日(水)10時～
11時30分（横須賀市の避難支援）

場所　まなびかん　定員　 各先着30人
申込　 1月11日(水)以降に必要項目を電話、FAXか�

Eメールで生涯学習課(Eメールse-bes@city.
yokosuka.kanagawa.jp)へ。

スマホひとつで簡単チャレンジ！
店舗経営にSNSとウェブショップを活用（事業者向け）

商業振興課 ☎822-8286

①楽しく続けられる！SNS発信のポイント
日時　 2月2日（木）14時～17時�
② その場で実践！参加体験型セミナー 

動画撮影のポイントと編集テクニック
日時　2月3日（金）14時～17時
場所　横須賀商工会議所　
対象　市内事業者　定員　 各抽選20人　
締切　1月29日（日）　申込　必要項目をネット申込へ。

事業承継セミナー

経済企画課 ☎822-9523

日時　2月9日（木）14時～16時�
場所　横須賀商工会議所
対象　中小企業経営者、後継者
定員　 抽選20人
締切　2月6日（月）
申込　 必要項目をHP「e-kanagawa横須賀市」か、�

電話で経済企画課へ。

食品衛生責任者養成講習会

横須賀食品衛生協会 ☎823-0233

日時　3月9日（木）10時～17時　�
場所　 ヴェルクよこすか
定員　先着130人　費用　1万1千円
申込　 1月11日（水）10時以降に
　　　電話で横須賀食品衛生協会へ。
▶飲食店などの営業を行うときに必要な資格が取得
できます。（公社）神奈川県食品衛生協会HPからも�
申込できます。

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。

YOKOSUKAうみかぜG
ご み ゼ ロ

omi0Park

うみかぜ公園 ☎826-2899

日時　 2月4日（土）、3月4日（土）10時～15時� �
（フリーマーケットは9時～15時）�

場所　うみかぜ公園
内容　エコマルシェ、フリーマーケット、
　　　プラスチックフリーバーベキュー
▶エコマルシェ、フリーマーケットへの出店とプラ
スチックフリーバーベキューへの参加は申込制です。
▶詳細は（公財）マリンスポーツ財団HPへ。

観音崎の地層観察会

観音崎公園パークセンター ☎843-8316

日時　 2月11日（祝）9時30分～12時30分
�場所　県立観音崎公園
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定員　先着15人
申込　1月11日（水）～2月9日（木）に電話、FAXか
　　　Eメールで観音崎公園パークセンター
　　　（FAX844-4150�Eメールkannonzaki-
　　　event@kanagawa-park.or.jp）へ。

よこすかシティ
ガイド協会HP

 会場 / オンライン

こども

市HP （公社）神奈川県
食品衛生協会HP

ネット申込

HP「e-kanagawa
横須賀市」
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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379,353人（前月比-367人）
世帯数165,891世帯（前月比-62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12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

優勝おめでとう！横浜F・マリノス！
©1992 Y.MARINOS

　久里浜1丁目に天然芝のグラウンドとクラブハウスを有する新し
い練習施設が完成しました。2023年からF・マリノスは久里浜を拠
点に活動を行います。Jリーグトップチームの練習を間近でご覧い
ただけます。

2022明治安田生命J1リーグで見事3年ぶりの優勝を果たした横浜F・マリノス。
F・マリノスとは、2005年からホームタウンチームとして共に歩んできました。

今後も本市はクラブとの関係を密にして、ホームタウンとして市を挙げて応援していきます。

新たな練習施設が久里浜に誕生
公園建設課 ☎️822-9850

と　き

所在地

1月11日（水）から順次運用開始予定

久里浜1の381の4 詳細はこちら

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