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和最初の成人式。令和2年1月12日、豊見城

中学校、長嶺中学校、伊良波中学校の3

中学校区にて、成人式が盛大に執り行われ、式に

参加した499人は、大人としての人生をスタート

させました。３中学校の体育館に集まった新成人

たちは、久しぶりに会う同級生とはしゃぎあう一方、

希望に満ち溢れた堂々とした姿がそこにはありま

した。式典が始まると、実行委員や来賓の挨拶を

真剣に聞く新成人。また、新成人代表が育てて

くれた親へ感謝の言葉も伝えました。さらに、

中学校の思い出のスライドショーも披露され、

新成人の懐かしい姿に、会場は盛り上がりを見せ、

思い出に残る成人式となりました。

令

令和２年１月１２日。各中学校体育館にて

式典・祝賀会が行われました。

が３中学校区で

開催されました！

成人式成人式

20thAnniversary

豊見城中学校

伊良波中学校

長嶺中学校

ResolutionResolution

\  司会頑張りました  /

\  大人になりました  /

２０歳の抱負

Resolution

２０歳の抱負

やりたいことを

やる！

２０歳の抱負

自分らしく

生きる！ 躍進！

今年度新成人になった皆さんの

２０歳の抱負・決意を紹介します。

上原 彪吾 さん

字平良

當銘 菜奈 さん

字保栄茂

高良 聖也 さん

字真玉橋

夢に向かって突き進め！！若者たち！！

抱負・決意を紹介！抱負・決意を紹介！

20歳って素晴らしい！20歳って素晴らしい！
本市では、新成人が自分たちで、企画運営、司会

まで行い、自分たちの成人式をつくっています。

自分たちでつくる成人式自分たちでつくる成人式
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長嶺中学校豊見城中学校豊見城中学校伊良波中学校伊良波中学校長嶺中学校

Resolution

２０歳の抱負

カッコいい大人

になる

Resolution

２０歳の抱負

新社会人1年

 頑張る！

Resolution

２０歳の抱負

うちなーたいむ

をなくす

Resolution

２０歳の抱負

人にやさしく

Resolution

２０歳の抱負

人として成長する

Resolution

２０歳の抱負

自立・成長

平良 樹奈 さん

字豊見城

東上里 桃 さん

字翁長

長崎 竜二 さん

字翁長

高嶺 佳恋 さん

字根差部

上村 英頼 さん

字豊見城

島袋 怜奈 さん

字真玉橋

新成人新成人 ２０歳の抱負２０歳の抱負×
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届け出内容 必要なもの

豊見城市立小中学校への入学・転校手続きについて

小中学校へ入学する児童生徒および保護者宛てに市教育委員会よ

り、1月下旬頃に指定校や入学案内が記載された入学通知書を発送

しています。入学説明会等につきましては、指定された学校へお問

い合わせください。

小中学校へ入学する児童生徒および保護者宛てに市教育委員会よ

り、1月下旬頃に指定校や入学案内が記載された入学通知書を発送

しています。入学説明会等につきましては、指定された学校へお問

い合わせください。

～以下のような場合は、市教育委員会へ届け出てください～～以下のような場合は、市教育委員会へ届け出てください～

入学通知書、認印

入学通知書

入学通知書（電話連絡可）

入学通知書、入学許可通知書または

合格通知書の写し（郵送も可）

住所が変わった場合

記載事項に誤りがあった場合

市外へ転出する場合

国・県・私立小中学校へ

入学する場合

■市外から転校（転入）する場合

■市外へ転校（転出）する場合

令和２年度入学準備金の事前支給について

令和２年度就学援助の申請について

届け出内容 必要なもの

市教育委員会では、令和2年度就学援助制度の入学準備金事前支給を予定しております。

対象世帯へは後日案内を送付いたします。詳細は案内文書をご覧ください。

対象者　令和2年度に小学校・中学校に入学する児童生徒の保護者で、現在就学援助を受給している兄弟児がいる世帯

令和2年度就学援助の受付は、4月を予定しています。

詳細は学校を通じて案内文書を配布しますので、そちらをご確認ください。

市役所の市民課で、転出の届け出（住民票の異動）時に「転学申出書」を記入し、①「転学通知書」をもらってください。

市民課で発行された①「転学通知書」を在籍している学校へ提出し、②「在学証明書」と③「教科書給与証明書」の交付を受けてく

ださい。（ただし、最終登校日の受取りとなります。）

市役所の市民課で、転入の届け出（住民票の異動）時に「転学申出書」を記入し、①「指定校通知書」をもらってください。

市民課で発行された①「指定校通知書」と、元の学校からもらった②「在学証明書」、③「教科書給与証明書」とを併せて、指定され

た学校へ直接ご持参ください。学校事務職員が手続きを行い、転校手続きは完了します。

★不明な点につきましては、学校教育課までお問い合わせください。

お問い合わせ　学校教育課　☎850-0961

お問い合わせ　学校教育課　☎850-0961

■申告時に持参するもの

■源泉徴収票持参忘れにご注意

■個人番号（マイナンバー）制度の導入

相談受付時間　結の街：9時～16時　　所轄税務署：9時～15時

（予約制ではありません。また、会場の混み具合によって受付終了時間が早

まる場合があります。）

※1月につきましては、申告相談期間を設けておりません。

　 （作成された申告書の提出については随時受付しております。）

※土日祝日は閉庁しておりますが、2月24日および3月1日の日曜日に

　 限り、浦添市産業振興センター・結の街において、申告の相談を行います。

※指定申告会場のみの相談となりますので、ご注意ください。

※「確定申告のお知らせ」通知が届いている方はご持参ください。

平成29年度（平成28年分）申告書等から、個人番号の記載が必要となっております。

※事業所得に係る経費の領収書等を持参して申告される方は、事前に金額をまと

　 めて（種類ごとに）おくとスムーズに申告できます。

※領収日が平成3１年1月1日から令和元年12月31日のものが対象です。医療費

　につきましては、平成31年度（30年分）申告から領収書の代わりに「医療費控除の

　 明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。

※最後の1週間は混雑が予想されるため、早めの申告に

　  ご協力お願いいたします。

※上記期限後の申告は、6月１日（月）から受付を再開しま

　 す。ただし、所得税の確定申告を除きます。

１.申告書　　２.印鑑　　３.収入や必要経費がわかるもの（給与や年金の源泉徴収票、

事業者の帳簿、経費の領収書等）　　４.本人・扶養親族等に係る個人番号確認書類

（マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等の番号確認書類）　　５.生命保

険料の控除証明書や社会保険料（国民健康保険税、国民年金保険料等）の領収書等

申告期間　2月17日（月）～3月16日（月）　※土・日、祝日を除く

受付時間　8時30分～11時30分/13時～16時30分

　　　　　　　※上記時間以外の受付はできません。

申告会場　豊見城市役所1階　市民交流・イベントスペース

2月17日（月）

2月18日（火）

2月19日（水）

2月20日（木）

2月21日（金）

2月25日（火）

2月26日（水）

2月27日（木）

2月28日（金）

3月2日（月）

3月3日（火）

3月4日（水）～

3月16日（月）

豊見城

宜保

我那覇、名嘉地

田頭、瀬長、与根、伊良波

座安、渡橋名、上田

渡嘉敷、翁長、保栄茂

高嶺、平良

高安、饒波、金良

長堂、嘉数

真玉橋

根差部、豊崎

指定日に

来られなかった方

日　程 受付指定地域

給与所得者・年金受給者等については「源泉徴収票」を持参してください。

所得税及

び復興特

別所得税

消費税

贈与税

2月1７日（月）～

3月1６日（月）

2月1７日（月）～

3月1６日（月）

3月1７日（火）～

３月３1日（火）

2月３日（月）～

2月1４日（金）

2月1７日（月）～

3月1６日（月）

浦添市産業振興センター・結の

街（浦添市勢理客4-13-1）

※国立劇場おきなわ向かい

浦添市産業振興センター・

結の街

所轄税務署

所轄税務署

浦添市産業振興センター・
結の街

お問い合わせ　那覇税務署　☎867-3101（音声案内にて①番を選択）

税 目 申告相談期間 指定申告会場

お問い合わせ　税務課　☎850-0245

申告受付日程

1.前年の収入が給与または公的年金のみの方

　 ※ただし、年末調整がお済みでない方、扶養・医療費控除等の追加や所得税の還付申告をされる方は申告が必要です。

■申告の必要がない方

１.株式の譲渡所得、配当所得、土地・建物の譲渡所得（収用を含む）があった方　　２.消費税の申告をされる方

３.住宅借入金等特別控除を初めて受ける方　　４.青色申告をされる方

■浦添市産業振興センター・「結の街」での申告が必要な方

１.市民税・県民税の賦課資料　　２.所得・課税・扶養などの諸証明の発行資料　　３.国民健康保険税の算定資料

４.国民年金保険料の免除などの判定資料　　５.老人医療費の負担割合の判定資料

※申告をしないと、様々な行政サービスを受けられなくなる場合があります。

※未成年や無収入の方、扶養に入っている方も、所得証明書等を発行する場合は申告が必要です。

※申告期間中は、職員が申告会場で受付対応のため、電話でのお問い合わせにはお時間がかかりますのでご了承ください。

■提出した申告書は主に次の資料となります

・ ・ ・
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12/20 年末・年始総合警戒および
交通安全県民運動出発式

沖縄県文化功労賞および
沖縄県文化協会賞受賞報告

市海外移住者子弟研修生
受入事業研修報告会

（株）沖縄総研より
「給水ろ過器」贈呈式

　市役所において、『年末・年始総合警戒および交通安全県民

運動出発式』が開催されました。

　「交通ルール　守るあなたが　守られる」をスローガンに掲げ、

12月21日からの15日間の交通事故ゼロのまち実現に向けて、

「年末年始交通安全県民運動」が実施されました。

　伝統芸能の普及に尽力し、文化振興に貢献した方に与えられ

る賞、「県文化功労賞」に赤嶺和子氏（市文化協会理事）、「県文

化協会賞功労賞」に玉那覇昭二氏（市文化協会理事）、「同賞

奨励賞」を上原妙子氏が受賞し、山川市長・照屋教育長へ受

賞報告のため市役所を訪れました。

12/27

12/23

12/20

1/6 シルバー人材センター
地域交流　新春もちつき大会

オリックス・バファローズ入団
宮城大弥選手 おめでとうございます！

　市立中央公民館において、『令和２年地域交流新春もちつき

大会』（主催：市シルバー人材センター）が開催され、ドレミ認定こ

ども園の園児たちの掛け声とともに元気に餅をつく姿に、会場

は賑わいをみせました。

　プロ野球オリックス・バファローズにドラフト１位指名で入団した

興南高校出身の宮城大弥選手が、山川市長へ入団報告のた

め市役所を訪れました。宮城選手は「両親に感謝をし、これから

も頑張っていきたい」と意気込みを語っていました。

12/26

12/26

　（株）沖縄総研より本市へ「給水ろ過器」１台の寄贈があり、市

役所にて贈呈式が行われました。山川市長は、「小・中学校プー

ルの水も飲料水として活用できることは、市の防災力に大きな

力となる」と感謝を述べました。「給水ろ過器」は、プールや井戸

水をろ過し、飲料水等の生成に役立てられます。

　10月から約３ヵ月間の研修を受けていた山本キム時江さん

（県系4世）の『研修報告会』が市役所にて行われ、多くの関係

者が出席しました。研修期間中に習得した琉舞や三線を披露

するなど、「ハワイに戻っても学ぶことを続け、この経験を豊見城

村人会の人々に分け合いたい」と報告しました。

第13回沖縄県子ども地域安全マップコンテスト受賞報告

12/812/19

　市立中央図書館において、忠孝酒造の大城勤社長による特

別講演会が行われ、泡盛の文化や沖縄・琉球の歴史等につい

て語られました。

　参加者からは「泡盛文化の大切さを強く感じた」、「文化を大

切にする心を引き継ぎたい」など高い評価を受けました。

　第13回県子ども地域安全マップコンテストにおいて最優秀賞の県知事賞に豊崎学童クラブ・志茂田児童クラブ、那覇地区安全なまち

づくり推進協議会長賞を豊崎学童クラブが受賞したことを受け、市役所にて、受賞報告会が行われました。

　地域安全マップとは、通学路、遊び場周辺など身近な場所を子ども達自ら赴き、危険な場所・安全な場所を地図にまとめたもので、子

ども達自身の危機回避能力や地域の親しみを培うことを目的としています。受賞した子どもたちは、「初めてのチャレンジで、こんな大き

な賞をもらえて嬉しかった」、「自治会長さんから安全に過ごすための方法も教えてもらえてよかった」など、思い思いに語っていました。

　大阪府で行われたダンス全国大会『STARZキッズダンスコ

ンテスト』において、県内中学生ダンスチーム「FUNKYU　

SIXERS」が見事優勝に輝き、本市出身の中西桜さん（長嶺中

学２年）が市役所へ訪れ、山川市長・照屋教育長へ優勝の喜び

を報告しました。

FUNKYU SIXERS
ダンス大会で全国優勝の報告

豊見城市から世界へ
『忠孝酒造』特別講演会

シクサーズファンキュー
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【親子上映会】

題目　世界名作劇場　『小公女セーラ』　　日時 2月29日（土）　14時～（約60分）

事業主の皆さま！市立中央図書館の雑誌カバーに広告を掲載してみません

か？詳しくは、市ホームページから「豊見城市立中央図書館」で検索！！

【おひざにだっこ】

日時　2月27日（木）　11時～（約20分）

内容　手遊び・歌を取り入れた絵本の読み聞かせ

対象　0歳〜2歳（保護者含む）

【おはなし会】

日時　2月8日（土）・22日（土）　15時～（約30分）

内容　ボランティアが選ぶ絵本

対象　３歳〜小学生

3月上旬まで瓦の修繕・壁面塗装工事を行います

雑誌スポンサー大募集！

▽　下記のイベント会場は、全て市立中央図書館　▽

上映会

入場無料

どなたでもお越しください。 入場無料・当日先着

楽しく、楽に、早く読める速読です！

日時　2月9日（日）　11時～12時

対象　小学生以上　定員　30名

講師　狩俣　八穂子氏・若林　光成氏

学習環境等を整備するため、3月上旬まで修繕等の工事を実施します。

期間中はご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

楽読（速読）体験会 図書館カウンターで受付

休館日のお知らせ

1～4日：館内特別整理期間

11日：建国記念の日

20日：館内整理日　23日：天皇誕生日

19日：館内整理日　20日：春分の日

図書館便だよりは、市ホームページで

もご覧になれます。「豊夢」で検索！

図書館だより「豊夢」2月号発刊

2月

3月

お問い合わせ

市立中央図書館

☎856-6006

開 館 時 間

火曜日～日曜日

月曜は定休日

10時～19時

市立中央図書館だより

図書館でのイベントや

お知らせなどをお届けします

おはなし会

皆さんの健康づくり

を応援します

皆さんは普段、どのくらいの野菜を食べていますか？

野菜は、糖尿病や高血圧などの病気や便秘の改善に繋がります。

また新しい細胞をつくったり、活性酸から細胞が傷つくのを守る働きのある栄養素も多く含んで

います。

①フライパンに油を入れ、

　 ブロッコリー（冷凍可）を炒める

②塩昆布を適量加えてできあがり

※ほかの野菜でも美味しくできます

①野菜を洗ってお皿に盛り、ふんわりとラップをかける

②レンジで３分ほど加熱（加熱時間は量やレンジの強さによる）

③レンジで蒸しあがったら、かつお節とポン酢をかけて完成

ほうれん草と白菜のレンジ蒸しブロッコリーの塩昆布炒め

400ｇ以上

350ｇ以上

400ｇ以上

300ｇ以上

妊産婦

大　人

野 菜 の 摂 取 量

子ども（15歳）

子ども（9歳）

お問い合わせ　健康推進課　特定健診班　☎850-0215

1/7

　市消防本部（平田真一消防長）において、新春恒例の『令和２年豊見城市消防出初式』が行われ、市女性防火クラブや幼年消防クラ

ブなど、400名あまりの市民や関係者らが出席しました。今年は一日消防長として、本市出身のプロ野球オリックス・バファローズの

大城滉二選手が参加。また消防職員による展示訓練では、病院などと連携して救急搬送する様子などが披露されました。

　平田消防長は「より一層防火体制を整え、今年も火災のない安全なまちづくりを目指していきたい」と語りました。

　『第45回新春健康マラソン・ウォーキング大会』が豊崎海浜公園にて行われ、市内外から多くの方が参加し、汗を流しました。

第４５回新春健康マラソン・
ウォーキング大会1/18

令和２年　豊見城市消防出初式

新教育委員　任命辞令交付式
令和２年
豊見城市「新春の集い」

1/71/6

 市立中央公民館において、『令和２年豊見城市新春の集い』

が開催され、多くの市民や市内外の企業の方が参加し、新春

の門出を祝いました。

　会場は、笑顔で新年のあいさつを交わす方や談笑を楽しむ

市民の様子で、賑やかな雰囲気に包まれました。

　１月６日、市役所において『教育委員会委員任命辞令交付

式』が行われ、大城安司氏が、令和２年１月１日付けで市教育

委員に任命されました。大城氏は、これまで、当山小学校校

長、久茂地小学校校長などを歴任するなど教育現場に携わっ

てこられました。任期は４年間となります。

5年

東恩納　盛寿

6年

山城　己珀1位

小学校5・6年生【男子（1.7km）】

男子

石戸　寛之

女子

大城　奈津子1位

高校・一般【男子・女子（6.1km）】

3年

大川　蓮介

4年

大城　琥太郎1位

小学校3・4年生【男子（1.3km）】

男子

池田　丞

女子

大城　ここの1位

中学生【男子・女子（3.0km）】

男子

知名　純希

女子

岩下　瑠華1位

小学校1・2年生【男子・女子（1.0km）】

比嘉　寿々愛1位

小学校3・4年生

【女子（1.3km）】

金城　蘭1位

小学校5・6年生

【女子（1.7km）】
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障がい・長寿課　☎856-4292

お
知

ら
せ障害者控除対象者認定書

の発行について

■すでに身体障害者手帳等で控除を受けている方

　 は手帳で控除を受ける必要があるため、

　 発行できませんのでご注意ください。

■認定書の発行には1週間程度かかります。

■申告をする対象月に要介護等

　 の認定を受けた市町村で

　 申請を行ってください。

障害者手帳等の交付を受けていない方でも、市の規定に基づ

く基準に該当すると認めた場合は、手帳の交付を受けている

方と同程度の障害があるとして、市が交付する「障害者控除対

象者認定書」を確定申告の際に添付することで、障害者控除を

受けることができます。

■乳がん・子宮頸がん無料クーポンは令和２年２月２９日まで

クーポン券の有効期限

令和元年度実施分　３月３１日（火）まで

※有効期限の過ぎたクーポン券は使用不可。事業実施期間中

（令和4年3月31日まで）であれば、再発行が可能。

実施医療機関

医療機関一覧は厚生労働省のHPをご確認ください。

抗体検査の対象者

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの市に住民票が

ある男性

予防接種の対象者

上記抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方

お
知

ら
せ

健康推進課　☎850-0162

公的な予防接種を受ける機会がなかった世代の男性を対象に

無料で抗体検査を行います。また、抗体検査の結果、抗体が不

十分な方は、無料で予防接種を受けることができます。

以下の受診券の有効期限は令和2年3月31日までとなってお

ります。年度末は医療機関が大変込み合いますので、ご予約は

お早めにお願いします。

・平成31年度がん検診受診券

・平成31年度豊見城市肝炎ウイルス検診受診券

・健康診査受診券

下記定期予防接種対象者のうち、未接種の方へ２月末までに

予診票を発送します。期間内に接種が出来なかった場合には

公費助成対象外となり、接種を受ける際に全額自己負担と

なってしまいます。

■７５歳以上で定期接種として受けたことがない方について

は、市独自事業にて来年度以降も接種可能ですので、今回の最

終通知は送付しません。予診票を紛失した等の理由により再発

行が必要な方は担当課までお問い合せください。

対 象 者

対象期間

開催場所

平成２５年４月２日から平成２６年４月１日生まれ

のお子さん（未接種の方）

３月３１日（火）まで

県医師会加盟の医療機関（離島除く）

令和元年度予防接種

の最終通知について

健康推進課　☎850-0162

お
知

ら
せ

お
知

ら
せ

各種健（検）診受診券

の有効期限について

令和2年3月31日（火）まで

本市在住の20歳以上の方で、お勤め先や学校、

または加入先の健康保険からの助成がない方

有効期限

対 象 者

障がい・長寿課　介護長寿班（市役所２階）

申請者の印鑑（認印）・身分証明証（運転免許証等）

※本人、親族以外の方からの申請は、委任状が必要

障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の

要支援・介護認定者およびその方を扶養する親族等

場 所

準 備 物

対　   象

成人男性を対象とした「風しん抗体検査

及び第5期定期接種」のお知らせ

健康推進課　☎850-0162

MR（麻しん・風しん）２期定期予防接種（無料）

高齢者肺炎球菌定期予防接種

対 象 者

対象期間

開催場所

自己負担

令和元年度（平成３１年４月１日から令和２年３月３

１日）中に、６５歳・７０歳になる方（未接種の方）

３月３１日（火）まで

県医師会加盟の医療機関（離島除く）

３，０００円（生活保護受給者は免除）

商品券の購入できるお店

サンエー豊見城ウイングシティ、サンエー糸満ロード、Ａコープ

とみえ～る店、メイクマン豊見城店、ホームセンターさくもとと

よみ店、マックスバリュ豊見城店、マックスバリュとよみ店、リウ

ボウ豊崎食品館

商品券の使用できるお店

現在、市内の200店舗以上の登録店舗で使用できます。

商品券の使用できるお店にはステッカーやポスターが掲示さ

れています。ご使用の際はあらかじめご確認ください。

お
知

ら
せプレミアム付商品券

の購入は今月末まで！

豊見城市プレミアム付商品券窓口　☎850-0547

販売期限

販 売 額

購入方法

2月29日（土）まで

※商品券使用は３月３１日（火）まで

1冊（500円券×10枚綴り）

4,000円

※購入引換券1枚につき、

　 最大5冊まで購入可能

商品券の販売店に①プレミアム付商品券購入引換

券　②本人確認書類　③購入代金（現金のみ）を持

参し商品券を購入する。

市の発注する「建設工事」・「測量及び建設コンサルタント等業

務」（追加受付）、「物品関係」・「建物管理」（定期受付）の競争入

札参加希望者の資格審査申請の受付を行います。

※「建設工事｣・｢測量及び建設コンサルタント等業務｣受付時間

　 9時～16時30分（11時３０分～13時30分は除く）

お
知

ら
せ市競争入札参加資格審査申請

の受付について

競争入札参加資格審査申請受付専用電話番号　☎850-0153

受付期間

■「建設工事」・「測量及び建設コンサルタント等業務」

市役所3階　都市計画課　窓口にて受付

■「物品関係」・「建物管理」　郵送にて受付

※提出要領および申請書等につきましては、市HPおよび

　 都市計画課窓口にて配布

「建設工事」・「測量及び建設

コンサルタント等業務」（追加受付）　⇒

「物品関係」「建物管理」（定期受付）　⇒

受付場所

2月28日（金）まで

令和２年１月１日付けで職員の人事異動がありました。

（　）は前職です。課長級以上を掲載しています。 

人事異動
Ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ ｃｈａｎｇｅ

【略歴】 

平成3年8月、総務部企画調整課職員

として採用。平成26年4月、市民健康部

生活環境課参事（糸満市・豊見城市清

掃施設組合へ派遣）、平成28年4月選

挙管理委員会事務局長（監査事務局長併任）を歴任し、現在に

至る。

総務企画部

　▶総務企画部長　久手堅　勝（選挙管理委員会事務局長 

　 【監査事務局長併任】）＝昇任

新部長紹介

久手堅　勝（総務企画部長）

く  で けん まさる

土砂災害防止法に基づき、沖縄県が「土砂災害警戒区域」「土

砂災害特別警戒区域」として指定します。

土砂災害防止法は、土砂災害（急傾斜地〈がけ崩れ〉、土石流、

地すべり）から国民の生命・身体を守るために、土砂災害が発

生する恐れがある区域を明らかにし、危険の周知・警戒避難体

制の整備などのソフト施策を推進しようとするものです。

今回、新規で区域指定の予定がありますので当該区域にお住

まいの方や土地をお持ちの方、並びに関心のある方を対象に

説明会を開催します。

お
知

ら
せ土砂災害特別警戒区域等指定

の住民説明会の開催について

道路課　☎850-5306／県南部土木事務所　☎869-1788

日    時

場    所

■詳しい区域図は、県南部土木事務所のホームページをご覧く

　 ださい。

■県が『土砂災害特別警戒区域』を指定すると、建築物の構造

   規制がされ、住宅宅地分譲などの開発行為は県の許可が必

   要です。

2月20日（木）1９時～（約１時間）

市役所５階　多目的ホール

募集・お知らせTomigusuku Information
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ア、 業務の状況            

　業務量につきましては、本年度末給水栓数は22，984栓で前年度に比べ410栓（1．82％）増加し、給水人口は64，163人で前年

度に比べ468人（0.73％）増加しました。また、年間総配水量は6，679，103㎥で前年度に比べ46，109㎥（0．70％）の増となり、

年間有収水量は6，399，039㎥で前年度に比べ16，866㎥（0．26％）の増となりました。有収率は、前年度より0．41ポイント減少し

95．81％となりました。

イ、 施設の状況
　資本的事業につきましては、現在、本市の受水点は沖縄県企業局からの真玉橋分岐点１点であるので地震等の災害時に破断した場合に

対応する為、２点分岐受水を目的とした耐震管（ＮＳ形）の延伸工事を継続するとともに、また上田・宜保地域の既設管が耐用年数を超え、老

朽化による漏水が多い為、耐震管（ＧＸ形）の布設替えを行い、高安・根差部・与根地域については耐震管（ＧＸ形）の新設工事を行いました。

ウ、 財政の状況
　収益的収支（税抜き）につきましては、総事業収益は 1，552，502，577円で前年度に比べ 15，990，568円（1．02％）の減、それに対

して総事業費用は1，330，927，202円で前年度に比べ8，827，040円（0．67％）の増、収支差引当年度純利益は、221，575，375円

となりました。一方、資本的収支(税込み)につきましては、資本的収入135，620，000円に対し、資本的支出は507，752，917円となり、

この不足額372，132，917円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補

填しました。

都市計画審議会を開催します。

会 議 名　令和元年度第１回豊見城市都市計画審議会

案　　 件　①那覇広域都市計画地区計画の変更

　　　　　　  （豊見城・高安地区）

　　　　　　 ②那覇広域都市計画地区計画の変更

　　　　　　  （座安地区）

日　　  時　２月 2７日（木）　１４時～1６時

場　　  所　市役所３階  第１会議室

傍聴について

審議会の傍聴を希望される方は、審議会の開催予定時

刻の30分前から先着順で受付を行います。

■公開・非公開の決定は、審議会の冒頭に行われます。

■傍聴定員は、会場の広さ等を考慮して決定されます。

　 定員を超える場合は先着順となりますので、あらかじ　 

　 めご了承ください。

■都市計画の変更手続きなどにより開催日が変更にな

　 る場合は、市ホームページでお知らせします。

縦覧場所　都市計画課（市役所３階）

縦覧時間　８時３０分～１７時１５分

　　　　　　　（平日１２時～１３時、土日祝日除く）

■豊見城・高安地区については、道路事業実施に合わせた

　 道路のみの変更です。

■この内容は、市ホームページにも掲載しており、都市計画

　 の変更手続きなどにより日程等が変更になる場合も、市

　 ホームページでお知らせします。

■平成30年度豊見城市水道事業損益計算書

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

■平成30年度豊見城市水道事業報告書

■平成30年度豊見城市水道事業貸借対照表

（平成31年3月31日）

費　　　　　 用

  

収　　　　　 益 資　　　　　 産 負債及び資本
営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 損 失

　 合 計 　

1,305,419,510

25,465,131

42,561

1,330,927,202

営 業 収 益

営 業 外 収 益

特 別 利 益

　 合 計 　

1,418,323,083

134,179,494

0

1,552,502,577

固 定 資 産

流 動 資 産

資 産 合 計

7,448,868,556

1,553,073,142

9,001,941,698

固 定 負 債

流 動 負 債

繰 延 収 益

資 本 金

剰 余 金

負 債 ・ 資 本 合 計

931,979,740

277,878,019

4,025,060,146

2,552,727,838

1,214,295,955

9,001,941,698

単位：円 単位：円

概況  総括事項

都市計画審議会
の開催について

都市計画に関する情報
の縦覧について

平成30年度豊見城市水道事業報告書

Tomigusuku Information 募集・お知らせ

お
知

ら
せ

お
知

ら
せ

都市計画課　☎850-5332

上下水道部総務課　☎850-1516

都市計画課　☎850-5332

①那覇広域都市計画地区計画の変更

（豊見城・高安地区）

②那覇広域都市計画地区計画の変更

（座安地区）

２月１０日（月）～２５日（火）まで

２月２５日（火）までに都市計画課へ

種類及び名称

縦覧期間（予定）
意見書提出期間

那覇広域都市計画地区計画の変更

（与根西部地区地区計画）

豊見城市字与根の一部

２月１3日（木）～２７日（木）まで

３月５日（木）までに都市計画課へ

種類及び名称

位置及び区域
縦覧期間（予定）
意見書提出期間

引っ越しや大掃除で、家庭等から出た

多量の廃棄物（一時多量ごみ）の収集

運搬が可能な業者を公募しています。

募
集

一時多量ごみ等の排出に係る

許可業者の公募について

参
加無

料2人で育む思いやり

～もっとハッピーに過ごす秘訣～

協働のまち推進課　☎850-0159/FAX850-5820

「大切なパートナーとこれからも仲良く支えあっていきたい。」

この講座を通して、県内6市町村において男女共同参画審議会

委員を務める新垣誠先生（沖縄キリスト教学院大学教授）が、そ

んな素敵な想いを形にするお手伝いをいたします！大切な人

との未来について、一緒に考えてみませんか？

■託児：市内在住、在勤の方の生後６ヶ月～小学６年生のお子

さまを無料でお預かりします。2月19日（水）までにお申し込

みが必要で、人数には制限があります。

日 時

場 所

対 象

申込方法

2月29日（土）　１０時～１２時

市役所５階　多目的室

テーマに興味がある方

電話またはＦＡＸにて２日前までに申込み

HAPPY

申
込不

要骨コツ（こつこつ）貯筋運動教室

の体験教室（２時間無料！）

障がい・長寿課　☎856-4292

生活環境課　☎850-5520

市内内各地域の公民館等で月に１回行っている骨コツ貯筋運

動教室の体験教室を開催します。この教室は、地域で人気の理

学療法士が行う運動指導を、無料で受ける事が出来る、とても

楽しく有意義な教室となっています。これまで気になっていた

けど、なかなか地域の公民館へ足を運びづらかった方や、教室

自体を知らなかった方、対象者に運動を勧めたいご家族の方

など、この機会に是非ご参加ください。

資　　格　

豊見城市一般廃棄物処理業等の許可に関する業者の選定要綱

第2条

①廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項に定める

者。

②豊見城市に3年以上住所を有し、引き続き住所を有する者。

（法人にあっては、代表者又は事業所が3年以上市内に住所

を有する者）

③心身ともに健康である者。

④普通運転免許を有している者。

⑤収集運搬車両の名義が申請者と一致し、申請者自ら業務を

実施すること。

⑥許可車輌は、各許可業者1台とし、衛生機材が整備されてい

ること。

⑦その他市長が特に必要と認める要件を満たすこと。

募 集 枠　若干名　　　募集期間　随時

※対象者のご家族も参加する場合は、年齢は問いません。

事前申込不要。開催日に開催場所までお越しください。

日 時

場 所

対 象

準 備 物

2月12日（水）　１０時～１２時

市役所５階　多目的室

おおむね65歳以上の市民

動きやすい服装（ズボン）でお越しください。

受
講無

料豊見城市家族介護教室

受講者募集のご案内

障がい・長寿課　☎856-4292

現在在宅で介護を行っている方、また万が一在宅で介護をす

ることになったときに備えて、介護の負担を軽くするための知

識について学んでみませんか？

■受講決定者には受講決定通知と申込書を送付します。応募

者多数の場合は障がい・長寿課にて選考を行います。

日 時

場 所

対 象

申込方法

内 容

2月22・29日、3月7・14・21・28日

毎週土曜日　１３時～１4時３０分（全6回）

市役所２階　第一会議室

本市に住所を有する方（定員１５名）

２月１４日（金）までに担当課へ電話にて申込み

介護保険制度・介護者の基礎知識など

※変更となる場合があります。

募集・お知らせTomigusuku Information
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日 ：日時	 場 ：場所	 定 ：定員

対 ：対象者	 準 ：準備物	 内 ：内容

申 ：申込み	 期 ：期限	 問 ：問合せ

ー税・保険・年金ー

税金の納付期限
はコチラです！

固定資産税 市・県民税 軽自動車税

1期 5月7日 ７月1日

5月31日
2期 7月31日 9月2日

3期 12月25日 10月31日

4期 3月2日 1月31日

今月(8期)の国民健康保険税　納付期限 2月25日

納付期限を過ぎた場合は、各担当課まで

国保税の
納め忘れはありませんか？

令和２年度の保険証（カード型）は、令和２

年３月中に簡易書類でご自宅へ郵送しま

す。７期（納付期限：１月２７日）までの課税に

未納がある世帯へは国民健康保険証切り

替えのお知らせハガキを郵送しますので、

国保年金課で切り替えをお願いします。

期３月２日（月）～３１日（火）

準①		現在お持ちの国民健康保険被保険者

証（カード型）※世帯全員分

	 ②国民健康保険証切替えのお知らせハガキ

※納付が確認できる領収書等があればお持

ちください。問国保年金課　☎850-0142

国民年金付加年金制度を
ご存知ですか？

国民年金の定額保険料（令和元年度：

16,410円）に加えて、付加保険料（月額400

円）を納めると、年金受給時に年額で【200

円×付加保険料を納めた月数】の付加年金が

加算されます。つまり年金を受け取り始めて

２年で、納付した付加保険料の合計額に見合

う付加年金額を受け取ることができます。

1.		付加保険料を納めるには、申込みが必要

です。申込みの際は、年金手帳もしくは身

分証・印鑑をご持参ください。

2.		付加保険料の納付は、申込んだ月分から

となります。

3.納期限は、翌月末日となっています。

4.		国民年金基金に加入している方は付加

保険料を納めることはできません。

学生納付特例制度について　　

学生の方の申請により、保険料の納付を

猶予（先送り）する制度です。この制度を活

用することで、学生の方が、不慮の事故や

病気により障害が残ってしまった場合等、

障害基礎年金等を受給できなくなること

を防止できます。対象者は、学校教育法に

規定する大学（大学院）、短期大学、高等学

校、高等専門学校、専修学校および各種学

校（就業年限１年以上である課程）に在学す

る学生等で、ご本人の所得が一定以下で

あることが条件です。申請される際は、学

生証または在学証明書と年金手帳をご持

参ください。

問国保年金課　年金窓口　☎850-0139

	 那覇年金事務所　　　　　☎855-1122

国民健康保険医療費の一部負担金
（自己負担額）の減免等について

世帯主または世帯に属する方が災害等特別

な事情により収入が著しく減少し、生活困

難となっている場合、一部負担金の減額ま

たは免除等を受けられる場合があります。

準 		①一部負担金免除等申請書　②給与証

明書　③生活状況申告書　④その他申

請理由を証明する資料など

問国保年金課　☎850-0160

高額療養費資金貸付制度

本市の国保加入者で、病気・ケガで医療機

関を受診したが限度額適用認定証が利用

できず、医療費を支払うのが困難な場合、

高額療養費資金貸付制度を利用すること

で、支払額を自己負担額まで軽減すること

ができます。病院からの請求金額のうち、

高額療養費に該当する金額を本市から貸

付し、直接病院に支払いをする制度です。

貸付金の返済は、後日、本市からご本人へ

支払われる高額療養費が充てられますの

で、新たな負担にはなりません。この制度

を利用するには、病院側に了承を得る必要

があります。詳しくは担当課まで。

問国保年金課　☎850-0160

交通事故などにあった時も
保険証が使えます！

交通事故など、第三者の行為によってケ

ガ、病気になった場合、その医療費は本来

加害者が負担するのが原則です。しかし、

加害者がすぐにお金を負担できないとき

は、届け出により国民健康保険証を使い、

かかった医療費の一部の負担（２割または

３割）で治療を受けることができます。ただ

し、その場合は国民健康保険が医療費の一

時的な立て替えをしているだけであって、

あとから加害者に請求します。

準①第三者の行為による傷病届　②念書

	 ③傷病原因届出書

問国保年金課　☎850-0160

収入がなくても申告を！

２月１７日（月）～３月１６日（月）は、令和元年

分（平成31年分）の所得申告時期となってい

ます。国民健康保険および後期高齢者医療

保険に加入している人は、収入がない場合で

も所得申告が必要です。未申告のままでは

保険税(料)の軽減を受けることができませ

ん。適正な保険税(料)の算出のため、早めに

所得申告を行ってください。所得申告につい

ての詳細は、７ページをご確認ください。

問国保年金課　高齢者医療班☎850-0160

	 国保年金課　賦課班　　　　 ☎850-0142

（１）業務量

１ 事業の概況　本年度上半期の給水人口は64,811人、給水栓数は23,326栓、配水量は3,366,680㎥でした。上半期の資

本的事業につきましては、安定給水確保のため、配水管設計、配水管布設工事を発注しました。上半期の業務状況等につきまして

は、以下のとおりです。　

豊見城市公共下水道事業及び農業集落排水事業は、平成３１年４月１日から地方公営企業法の全部を適用し、公営企業会計に

移行しました。

令和元年度上半期豊見城市水道事業の業務の状況

項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

　給水区域総人口 人

　給水人口 人

　計画給水人口 人

　給水栓数 栓

㎥

㎥

　配水量

　有収水量

区　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計

新　設

臨　時

改　造

撤　去

計

予算科目
予算額

（Ａ）

上半期執行額

（Ｂ）

執行率

（Ｂ/Ａ）

水道事業収益

営業収益
うち給水収益

営業外収益

特別利益

水道事業費用

営業費用

営業外費用

特別損失

予備費

（２）給水工事の状況 単位：件

２ 経理の状況　予算の執行状況

（１）収益的収入及び支出 単位：円
予算科目

予算額

（Ａ）

上半期執行額

（Ｂ）

執行率

（Ｂ/Ａ）

資本的収入

補助金

工事負担金

その他資本収入

資本的支出

建設改良費

企業債償還金

他会計貸付金

予備費

（２）資本的収入及び支出 単位：円

令和元年度上半期豊見城市下水道事業の業務の状況

項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

行政区域内人口 人

現在処理区域内人口 人

現在水洗便所設置済

人口
人

全体計画面積

現在処理区域面積

汚水処理水量

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上半期計

新規接続

予算科目
予算額

（Ａ）

上半期執行額

（Ｂ）

執行率

（Ｂ/Ａ）

下水道事業収益

営業収益

うち下水道料金

営業外収益

特別利益

下水道事業費用

営業費用

営業外費用

特別損失

予備費

予算科目
予算額

（Ａ）

上半期執行額

（Ｂ）

執行率

（Ｂ/Ａ）

資本的収入

企業債

国・県補助金

他会計補助金

他会計借入金

負担金等

長期貸付金償還金

その他資本収入

資本的支出

建設改良費

固定資産購入費

企業債償還金

他会計借入金償還

金

予備費

１ 事業の概況　 （１）業務量

（１）収益的収入及び支出
２ 経理の状況　予算の執行状況 （２）資本的収入及び支出

単位：円
単位：円

（２）新規接続の状況

上下水道部  総務課　☎850-1516

㎥
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固定資産税、国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の納付

２月は固定資産税第４期・国民健康保険税・

後期高齢者医療保険料第８期の納期月と

なっています。納期内に自主納付をお願い

します。コンビニでの納付も可能ですので、

ぜひご活用ください。風水害の被害を受け

た場合等、やむを得ない事情で期限内に納

付できない場合は、「納税相談」「分割によ

る納付手続き」等もあります。早めにお問

い合わせください。

※		分割による納付手続きを行った市税等

は口座振替ができません。

納付期限が過ぎた市税等の納付について　　

お手持ちの納税通知書・再発行納付書等の

納付期限が過ぎた場合、各金融機関での納

付ができなくなり、延滞金が加算されます

のでご注意ください。納付期限が過ぎた場

合は、担当課までお問い合わせください。

問 納税課（固定資産税）　☎850-0242

	 国保年金課（国保税）　☎850-0142

　　　　　　（後期保険料）　☎850-0160

令和元年中（平成31年中）に
土地を売られた方へ　

国民健康保険または後期高齢者医療保険

に加入している方が土地などを売った場

合、売った翌年度の保険税(料)は、譲渡所

得も含めて所得に応じて賦課されます。ま

た、本人および世帯員の窓口負担割合にも

影響があります。

問 国保年金課　高齢者医療班	☎850-0160

	 国保年金課　賦課班　　　　　☎850-0142

「柔道整復師」の上手なかかり方

接骨院や整骨院で施術を行うのが柔道整

復師です。保険で受けられるケースは限定

され、保険が適応されない場合は全額自己

負担になるので、次の点に注意しましょう。

■医療機関との重複受診は出来ません。

■施術が長引く時は医師の診断を。

■「療養費支給申請書」に署名をしてください。

問国保年金課　☎850-0160

はり・きゅう等施術等施術利用券
交付について

はり・きゅう等施術利用券は、本市の国保加

入者で下記に該当する方が施術を受ける

際に費用の一部助成により、負担の軽減と

疾病の早期治療を図り、健康で豊かな生活

づくりを支援することを目的としています。

補助金額　1枚1,000円　

交付枚数　一人1回の申請につき6枚交付

有効期間　令和2年3月31日まで（先着順）

場健康推進課

対 		本市の国保加入者（74歳まで）で、末しょ

う神経疾患または運動器疾患のある方

準国民健康保険被保険者証

※電話申込み不可

問 健康推進課　☎850-0215

ー暮らし・福祉ー

マイナンバーカードの
「休日交付」実施

マイナンバーカード交付通知書が届いてい

る方で、平日の受け取りが難しい方は、次

の日程の休日交付窓口をご利用ください。

交 付 日　２月１5日（土）

交付時間　9時～12時

交付場所　市民課窓口（市役所１階）

申込方法　電話で事前予約

予約受付は平日8時30分～17時15分

問市民課　☎850-0103

精神保健福祉士による

対面（個別）相談会のご案内

心の悩みを抱えている方やそのご家族の

さまざまな悩み事に、無料で相談に応じま

す。ぜひご相談下さい。　※一人/約1時間

程度

日２月２１日（金）　13時～１７時

場市社会福祉センター　1階相談室

※下記の電話番号へ事前にご予約ください

問障がい・長寿課　☎850-5320

要予約

おむつ代の医療費控除事項証
明書の発行について

次の要件をみたしていると市で確認でき

る場合は、市が交付する「おむつ代の医療

費控除事項証明書」を確定申告等の際に

添付することで、医療費控除を受けること

ができます。

場障がい・長寿課　介護長寿班（市役所２階）

準 		申請者の印鑑（認印）・身分証明証（運転

免許証等）※本人、親族以外の方からの

申請は、委任状が必要

対 		要支援・要介護認定者およびその者を

扶養する親族等、おむつ代について医

療費控除を受けるのが2年目以降であ

る者およびその者を扶養する親族等

■おむつ代について医療費控除を受けるのが

初めての方は、医師の証明書が必要です。

（証明書様式は介護長寿班窓口にて配布）

■申告をする対象月に要介護等の認定を

受けた市町村で申請を行ってください。

■証明書の発行には1週間程度かかります。

問障がい・長寿課　☎856-4292

大災害に備えて
「避難支援プラン」を作成しましょう

災害発生時、手助けが必要と思われる下記

の対象者に対し、６月に「避難支援プラン」

の作成依頼文を自宅へ郵送しています。災

害に備え、早めの提出をお願いします。

区　分 程　度

❶ 要介護認定 3以上の者

② 身体障害者手帳
総合等級・代表部位
1級または2級の者

（聴覚、視覚、肢体機能障害）

③ 療育手帳 A1またはA2の者

④
精神障害者

保健福祉手帳
１級の者

❺
その他、特別な事情で避難支援を希望する者
は電話・窓口等にてお問い合わせください。

詳しくは市HPから「災害弱者」で検索！また

は担当課へお気軽にお問い合わせください。

問障がい・長寿課　FAX　856-7876

	 ❶・❺の方　介護長寿班　☎856-4292

	 ②～④の方　障がい福祉班　☎850-5320

国保税の減免制度を
ご存知ですか？　

次の条件に該当する場合は、審査により国

民健康保険税の「所得割額」が一部もしく

は全額免除される場合があります。

■失業、疾病、負傷等により、令和元年中

（平成31年中）の世帯の国保加入者およ

び擬主（国保加入者ではない世帯主）の

所得の合計額が、昨年と比較して３割以

上減少している

■被保険者名義の居住宅が、天災・災害等

にあって納付困難になった

■債務返済のため住んでいる家を譲渡し

た際に、その譲渡所得に対し高額の保険

税が課税された

【手続きに必要なもの】

①国民健康保険被保険者証または納税通

知書(国保番号がわかるもの)　②	認め印

③令和元年分（平成３１年分）の世帯主（国

保加入者ではない世帯主を含む）および世

帯の国保加入者の所得額を証明する書類

・		令和２年度(平成３１年分)市県民税または

確定申告書の写し

・給与所得の源泉徴収票（令和元年分）

※勤務先にて発行

・公的年金の源泉徴収票（令和元年分）

※日本年金機構より１月に郵送

世帯の状況により、その他の提出書類が必

要になる場合がありますので賦課班まで。

【減免の相談および申請期間】

令和２年３月１８日（水）まで

問国保年金課　高齢者医療班☎850-0160

	 国保年金課　賦課班　　　　 ☎850-0142

令和2年度　国民健康保険
被保険者証（コスモス色）の送付

令和２年４月１日から使用できる保険証（コ

スモス色）を３月１日～３１日の期間中に各

世帯へ郵送します。現在お持ちの保険証

（うぐいす色）は令和２年３月３１日までご使

用いただくことになりますので、それまで

大切に保管するようお願いします。

問国保年金課　☎850-0160

豊見城市『助け合い 支え愛』地域づくり
第3回3中学校区合同定例会

地域の皆さんが元気で安心して暮らしてい

く為に何が必要か一緒に考えてみません

か？今年度の1年間の振り返りと、地域資

源の見える化についての報告・協議を予定

しております。

日 ３月６日（金）　１３時３０分～１５時

場市社会福祉センター2階　レク室

対 		市内在住で地域づくりに興味のある方

など、どなたでも参加可能

申		開催日の３日前までに電話またはFAX

でお申し込み下さい

問市社会福祉協議会　☎856-2782

	 FAX 856-2774

ー生活・環境・安全ー

指定給水装置工事事業者

（２月・３月）
▼宅地内修理当番（※宅地内修理は有料）

2月　	(有)広設備工業　　	☎856-1221

３月　	(有)大皓設備　　　		☎850-4828

▼道路側修理当番

2月　	(有)上原設備工業　☎856-3000

3月　	(株)三星建設　　　　☎850-6089

公共下水道・農業集落排水に

接続しましょう
公共下水道区域および農業集落排水区域

で下水道接続がまだのご家庭は、早めの接

続をお願いします。汲み取り便所、し尿浄

化槽を廃止して接続する場合は、工事の資

金を無利子で貸しています。※農業集落排

水とは保栄茂・翁長の一部の下水道です

貸付限度額　個人住宅　30万円

　　　　　　　　	集合住宅　80万円

返済方法　40回以内の毎月元金均等払い（無利息）

問 上下水道部　総務課　☎850-1516

農薬の適正使用・適正管理を
お願いします！

与根の排水路にて魚の大量死が発生しま

した。農薬が原因であると考えられます。農

薬の適正管理・適正使用をお願いします。

問農林水産課　☎850-5305

「はり・きゅう・マッサージ」の
かかり方

施術を受けるときに、医師の同意がある場

合に限り、国保や健康保険を使うことがで

きます。ただし、いったん料金を支払った後

に、払い戻しを受けることになります。

健康保険が使える場合

【はり・きゅう】神経痛・リウマチ・頚腕症候

群・五十肩・腰痛症・頸椎ねんざ後遺症

【マッサージ】筋麻痺・関節拘縮

※整骨院や針灸院などで施術を受けた方

の保険給付の請求内容を確認します。点検

委託業者「ガリバー・インターナショナル㈱」

が受診内容を文書か電話で確認する場合

があります。

問国保年金課　☎850-0160

ー健康ー

臨床心理士による
子育て心理相談のご案内

お子さんの発達で気になる事や関わり方

について、臨床心理士が相談に応じます。

日2月14日（金）・3月１2日（木）

	 10時～15時（1人/30分～1時間程度）

対就学前のお子さんの保護者

場市保健センター（市役所2階）

準親子健康手帳（母子手帳）

申3日前までに担当課へ申込み

問 健康推進課　☎850-0162

年に一度は必ず
特定健診を受けましょう！

本市国保加入者は、保険証と一体型の受

診券で令和２年３月３１日まで健診が受け

られます。お近くの病院、クリニックで受診

してください。

問 健康推進課　☎850-0215

母子健康手帳アプリ
をダウンロードしましょう！

母子健康手帳と併用を推奨するスマホ・

PC向けサービスです。市や病院から

役立つ情報をお届けします。

問 健康推進課　☎850-0162

要予約
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防ごう！サイバー犯罪

サイバー犯罪とは「インターネットやスマホを

悪用した犯罪」です。パソコンやスマホが普及

した今、誰もが詐欺などの被害にあう可能性

があります。また、軽い気持ちで個人の悪口

を書き込むと加害者になる恐れがあります。

【サイバー犯罪から身を守るには】

1.一人で悩まず周りに相談する

2.		ネットで知り合った見知らぬ相手とは会

わない・個人情報を送らないなど

問豊見城警察署　☎850-0110

ー子育て・教育ー

性暴力被害者
ワンストップ支援センター

もし、あなたや身近な人が被害にあったら、年

齢、性別、相手との関係、セクシュアリティなど

は関係なく、ひとりで悩まずご連絡ください。	

望まない妊娠を回避するためには被害後72

時間以内の緊急避妊ピル（医療機関で処方）

の服用が有効です。（24時間　365日体制）

電話相談　#7001　または　☎975-0166

離乳食教室　受講者募集

毎日作れる離乳食のご紹介！ミニ調理実習

をします。お子様も是非ご一緒にどうぞ。

①2月28日（金）13時30分～15時30分

②3月19日（木）13時30分～15時30分

場市立中央公民館　1階和室

対生後５～６ヶ月児の保護者　15組程度

申 		①2月21日（金）　②3月13日（金）まで

に担当課へ電話で申込み

準親子健康手帳、筆記用具、授乳ケープ

問 健康推進課　☎850-0162

乳幼児健診の（乳児・
１歳６か月児・３歳児）ご案内

小児科医による診察をはじめ、お子様の発

育、健康に関する相談や情報提供を行いま

す。事前に対象者へ受診票を送付します。

場市役所２階　保健センター

問 健康推進課　☎850-0162

令和２年
春季全国火災予防運動実施中

■令和元年度　全国統一防火標語

「ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心」

3月1日（日）～7日（土）の期間中、火災予防

運動を実施します。全国で発生した住宅火

災の死亡者数は926人であり、そのうち死

亡者の約７０％は65歳以上の高齢者です。

（H30年１月～12月）住宅用火災警報器を

設置していない方は取り付けましょう。詳し

くは、下記へお問い合わせください。

問市消防本部　予防課　☎850-3105

消防団員随時募集

対市内在住または在勤する20歳以上

	 （大学生・専門学生可、男女問わず）

受付場所　市消防本部　警防課

※「若い力」を必要としています。ぜひ消防　　

団員に興味のある方やサークル団体のメン

バーは消防団担当の警防課までご連絡く

ださい。

問市消防本部　警防課　☎850-9108　

救命講習会について

市消防本部では、救命講習会を実施してい

ます。

普通救命講習会　（毎月3回/水・木・金）

(暦)日曜日をスタートとする第3週目の
「水・木・金」開催

水 9時30分～12時30分

木・金 18時30分～21時30分

上級救命講習会　（年2回/11月・2月）

8時間講習（効果試験あり）

第３日曜 9時～18時

場市消防本部　4階　多目的ホール

対市内在住・在勤　準筆記用具・軽装

■申込み人数は50人まで（3名未満は中止）

■講習日の１４日前までに申込書を市消防

本部に提出（申込書は市HPに掲載）

問 消防本部　消防署　☎850-0529

2020年
農林業センサスを実施します！

調査期間　令和2年1月中旬～3月中旬

調査員が農林業に従事している世帯を訪問

し、調査票の配布・回収を行いますので、調

査活動へのご協力をよろしくお願いします。

問商工観光課　☎850-5876

国勢調査2020 調査員募集

業務期間　令和２年８月下旬から１０月（予定）

業務内容　		担当する地域を確認し、調査につい

ての説明と調査書類の配布、回収

国勢調査2020

キャンペーンサイトはこちら！

詳しくは担当課まで。

問商工観光課　☎850-5876

「緑の募金」に
ご協力をおねがいします

緑の募金は、身近な緑づくりに活用するほ

か、貴重な水資源を確保するための森林の

整備や地球規模での緑の環境を守り育て

ることを目的としています。募金活動は、家

庭・職場・街頭・企業などで実施する予定で

すので、ご協力をお願いいたします。

日 4月30日（木）まで

場農林水産課（市役所３階）

問農林水産課　☎850-5305

令和2年度
不発弾等探査要望箇所の募集

県では、畑として利用している土地、将来

的に住宅建築を予定している土地などを

対象に磁気探査（不発弾探査）を実施する

【広域探査発掘加速化事業】に取り組んで

います。不発弾等の探査・発掘を要望され

る方は申込みください。

期３月９日（月）　17時まで

申請先　総務課　防災危機管理班（市役所4階）

申請様式　市ホームページより取得

問 総務課　防災危機管理班　☎850-8165

	 県防災危機管理課　☎866-2143

下水道事業からのお願い

【戸別訪問】

本市ではこの２月に市シルバー人材セン

ターの会員の方が、下水道未接続のお宅に

伺い、接続普及のパンフレット配布を行い

ます。皆さまには下水道接続へのご理解と

ご協力をお願いいたします。

※		訪問する会員の方が金銭を要求するこ

とや契約を結ぶことは一切ありませんの

で、そのような要求に応じないようにご

注意ください。

【適正な使用】

公共下水道、農業集落排水の排水管の詰

まりが多発しています。施設管理は、皆さま

からの使用料金で行なっていますので、大

事な資金を適切に使用するために、ご協力

をお願いします。

■排水管には分解できない固形物を流さ

ないようにしましょう。

■使い終わった天ぷら油、炒め物、カレーな

どの油や野菜のくずなどは、古新聞や古

い布に吸わせ、拭き取るようにしましょう。

■風呂場、洗面台の髪の毛は小まめに取り

除くようにしましょう。

問 上下水道部　総務課　☎850-1516

野焼き（野外焼却）は禁止です！

野外での廃棄物焼却行為（野焼き）また、一

定の構造基準を満たしていない廃棄物焼却

炉の使用は法律等により禁止されており、

違反者には5年以下の懲役もしくは1千万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

罰則が定められています。改善命令等に従

わず、常習的に「野焼き」を行った場合、警察

署へ通報し、しかるべき措置を図ります。

※		平日8時30分以前（市役所開庁前）17

時15分（市役所閉庁後）、または土日・祝

日に野焼き行為を見つけましたら、豊見

城警察署に通報をお願いいたします。

問生活環境課　☎850-5520

生ごみ自己処理奨励金

家庭から出る生ごみの堆肥化・減量化を目

的とした処理機等や普及啓発活動に対し

て奨励金を交付しています。

対象内容 対象世帯・団体 助成交付額

生ごみ
処理機

過去4年以内に
奨励金を受けて
いない世帯

購入価格の4/5
上限：
個人3万5千円
団体35万円

生ごみ
処理容器

過去2年以内に
奨励金を受けて
いない世帯

購入価格の4/5
上限：個人４千円
団体４万円

生ごみ
処理菌

同一会計年度に
奨励金を受けて
いない世帯

購入価格の4/5
上限：個人２千円
団体２万円

生ごみ
自己処理
普及啓発
活動

市内に事務所、
事業所等を
有している団体

1団体につき
上限5千円

問生活環境課　☎850-5520

浄化槽の清掃および
点検をしましょう

清掃　浄化槽を使用していると汚泥やスカ

ムがたまり、そのままにしておくと悪臭や機

能低下に繋がります。年１回以上清掃が必

要です。

【清掃（汲み取り）業者】

比嘉　　	健　☎850-7087

赤嶺　英和　☎856-0514

山内　昌真　☎856-1319

(有)リングキープ沖縄　☎850-9297

保守点検　年に３～４回以上必要です。

保守点検業者は沖縄県のHPをご覧ください。

法定検査　指定検査機関

㈳沖縄県環境整備協会　☎835-8833

粗大ごみ収集に係る電話受付・動物
死骸処理のお問い合わせ先はこちら

沖縄道路メンテナンス（株）☎850-1010

■閉庁時は動物死骸処理のみ次の番号で

受付可能です。　☎850-0024

<粗大ごみ収集電話受付について>

■受付期間は、週5日（月～金）で

　	8時30分～17時15分まで

■休業日は、市役所の閉庁日と同様です。

子・そ・だ・て・
お・う・え・ん！

地域子育て出前支援（利用料無料）

保育士と一緒に親子で遊びませんか？

▶県営真玉橋団地集会所

日2月27日（木)

時 13時30分～15時30分

対真玉橋在住の0歳～就学前の親子

育児講座

▶「スクラップ　ブッキング」講座

日2月18日(火)

時 13時30分～15時30分

場 		豊崎地域連携室

	 (豊崎小学校体育館２階)

対０歳～就学前の親子5組

材料費 ８００円

期2月7日(金)から（先着順）

準 		写真１０枚（２ページ分）、乳幼児は

お気に入りの玩具　

▶「足育入門講座」　

日2月20日(木)　時 10時～12時

場子育て支援センターぐっぴー　

対０歳～就学前の親子12組

期2月12日(水)から（先着順）

準親子共に普段よくはいている履物

※		祖父母の参加も可能。お子さんの安全

管理は保護者の方がご配慮ください。

※講座の受付開始時間は9時30分から。

SupportSupport

問	子育て支援センターぐっぴー

☎	850-9214
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児童生徒派遣費補助金の申請

についてお知らせ

市内在住の小中学生が、スポーツや文化活

動において優秀な成績を収め、離島や県外

の大会に参加する際に、参加選手へ補助金

を交付するものです。派遣費補助金の申請

は、大会出場10日前です。(※大会後の申

請は原則受付不可。)実績報告は、大会終

了後20日以内に行う必要があります。

対市内在住の小中学生

問生涯学習振興課　☎850-5391

ーイベント・募集ー

令和元年度
ママフィット＆ベビービクス教室

日 ３月１５日（日）　１０時～１１時３０分

場市民体育館　多目的室　定１０組（先着）

対生後３ヶ月～１歳半のお子様とその母親

講師　知念　康代氏　受講料　1,000円

申2月１３日（木）より窓口にて直接申込

問市民体育館　☎８５０-１５５０

沖縄の女性の健康と乳がんのお話
明るく楽しく元気よくお勉強しましょう

日 ３月７日（土）　１５時～１７時

場市立中央公民館　１階会議室

対どなたでも参加できます　定40名程度

講師　玉城　研太朗（那覇西クリニック医

師・県医師会理事）

主催　市女性団体連絡協議会

問事務局　☎090-1943-3989

５０代からのスマホ講座
第２弾　受講無料

スマホの使い方を色々体験できます。初め

て受講される方を優先します。

日２月１８日（火）～20日（木）

 13時30分～16時

場市立中央公民館　対５０代以上の市民

講師　那覇市シルバー人材センター　

定16名　

申 2月12日（水）より市立中央公民館へ電

話、または直接窓口にて申込み（先着順）

問生涯学習振興課　☎850-3280

フェスタ　IN　まかぶ！

日２月22日（土）　13時30分～16時

場真嘉部コミュニティセンター

内 【舞台の部】13時30分～１４時３０分

 三線クラブ、親子クラブ、ダンスなど

 【あそびの部】１４時30分～16時

 ストラックアウト、工作、パン・お菓子販売など

■行事の様子は写真撮影し、ブログ等に掲載

する場合がありますのでご了承ください。

問 真嘉部コミュニティセンター　☎840-6828

■会員募集　※直接活動日にお越しください。

サークル名 活動日時 場所

happy
きつけ
サークル

毎週火曜日
18時３０分～
20時30分 市立中央

公民館
琉舞サークル

華実會

毎週金曜日
１０時３０分～
１２時３０分

入場無料

ーその他ー

令和2年4月以降の
市立中央公民館予約について

令和2年4月以降の市立中央公民館予約を

3月2日（月）から開催します。初日の受付は、

窓口受付を優先します。詳しい予約方法につ

いては、ホームページをご確認ください。

予約開始日　3月2日（月）

場市立中央公民館窓口

問生涯学習振興課　☎850-3280

市シルバー人材センター
会員募集

地域で社会貢献してみませんか。

対市内に居住する原則60歳以上の方

場当センター会議室（陸上競技場1階）

年会費　２，０００円

※生涯現役で頑張る女性会員も大歓迎

※マイクロバス運転手経験者大歓迎

※サークル活動の参加もお待ちしています。

問 市シルバー人材センター　☎850-7716

ーご芳志ー

市育英会へ

沖縄空手・古武道連盟様より寄附金として

１０万円

人材育成基金へ

豊見城市建設業協会様より寄附金として

25万円、三金会様より寄附金として10万円

　　■臨時職員・嘱託員募集

職種・勤務先 勤務時間等 採用期間 賃　　金 応募方法 お問い合わせ

情報教育指導補助員

（市立小中学校）
8時30分～17時15分 令和２年

３月末まで

(更新未定)

時給880円
履歴書を学校教育課へ提出

※各種情報処理資格者優先 学校教育課

☎850-0961特別支援教育支援員

（市立小中学校）
8時15分～16時45分 時給880円

履歴書を学校教育課へ提出

※教員免許保持者優先

調理員（座安保育所） ８時～16時３０分 随時 時給8６0円 履歴書・調理士資格の写しを座安保育所へ提出
座安保育所

☎85０-４３８２

図書館職員

（市立中央図書館）

8時30分～17時15分または

10時45分～19時３０分のシフト制

令和２年

３月末まで

司書：時給880円

一般：時給825円
履歴書、司書資格の写しを市立中央図書館へ提出

市立中央図書館

☎856-6006

運転手

（秘書広報課）
8時30分～17時15分 随時 時給910円

履歴書を秘書広報課へ提出

※PCの基本操作ができる方

秘書広報課

☎85０-0023

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

■ひとのうごき広報の音訳ＣＤ
を届けます

全体

男性

女性

世帯数

編 集 後 記

目が不自由な方に豊見城市
の情報を届けるため広報とみ
ぐすくをＣＤに吹き込んで配布
しています。配布を希望する
方は、秘書広報課までお問い
合わせください。

令和元年12月末日 先月比

+54人

+38人

+16人

+64世帯

64,953人

31,962人

32,991人

26,475世帯

2
2020

家庭ごみ量（月

月

世帯） 瀬長島ごみ回収量

Cleanなまち、とみぐすくを目指そう！

直近１２ヵ月平均

52.6㎏

直近１２ヵ月平均

499.2㎏

約58.4㎏ 約260㎏

12 月12

+5
.8㎏

-239.2㎏
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3歳児健診（市保健センター）
受付13時15分～14時45分
弁護士相談
（市役所2階第3相談室）
9時～12時※要予約

集団健診
（市保健センター）
8時30分～10時30分

乳児健診
（市保健センター）
受付9時～10時30分
対象　10ヵ月児
受付13時～14時30分
対象　4ヵ月児
家庭の日ファミリー読書

就労相談
（市役所1階市民交流スペース）
14時～17時

消費生活相談
（市役所2階第3相談室）
10時～12時/13時～16時

弁護士相談
（市役所2階第3相談室）
9時～12時※要予約

1歳6カ月児健診
（市保健センター）
受付13時15分～14時45分

消費生活相談
（市役所2階第3相談室）
10時～12時/13時～16時

弁護士相談
（市役所2階第3相談室）
9時～12時※要予約

1歳6カ月児健診
（市保健センター）
受付13時15分～14時45分

市民健康公開講座
（市役所5階）
15時～16時
司法書士相談
（市役所2階第3相談室）
10時～12時※要予約

婦人がん検診
（市立中央公民館）
14時～15時

離乳食教室
（市立中央公民館）
13時30分～15時30分

国民健康保険税・後期高齢者
医療保険料第8期納付期限

固定資産税第４期納付期限

台風時、災害時の警報発令により全庁舎の閉鎖、
業務停止となった際には国保年金課夜間窓口は
中止となります。

今年も成人式の取材に行かせてい
ただきましたが、新成人の希望に満
ち溢れた姿からパワーをいただきま
した。新成人の皆さん、それぞれの
夢に向かって頑張ってください。
（わたる）

沖縄は桜のシーズンを迎え、市内で
も綺麗なピンクが目立つようにな
り、外に出歩くのが楽しくなります
ね！皆さんはお気に入りのスポット
はありますか？たまにはお弁当を
持ってお花見ピクニックをして過ご
すのもオススメですよ♪（さき）

天皇誕生日

建国記念の日

振替休日

■豊見城市ごみカレンダー

豊見城（県道7号線東側）、高安の一部、根差部、嘉数、
真玉橋、豊見城ニュータウン、金良、長堂、饒波の一部 月・木曜日 第1・第3

火曜日 金曜日火曜日

第1・第3
水曜日 土曜日火・金曜日 水曜日

水・土曜日 第1・第3
月曜日 月曜日 木曜日

高安の一部、饒波の一部、豊見城団地、県営豊見城団地、
平良、高嶺、上田（市道25号線東側）、渡嘉敷、保栄茂、
翁長、豊崎、渡橋名の一部
豊見城（県道7号線西側）、宜保、我那覇、名嘉地、田頭、
瀬長、与根、伊良波、座安、渡橋名の一部、上田（市道25
号線西側）

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

地区 収集区域
燃やせる

ごみ
燃やせないごみ

危険ごみ

資源ごみ

缶・びん類 紙・ペットボトル

3歳児健診（市保健センター）
受付13時15分～14時45分
司法書士相談
（市役所2階第3相談室）
10時～12時※要予約
国保年金課　夜間窓口
17時15分～20時

行政相談
（市役所1階第2相談室）
10時～12時
国保年金課　夜間窓口
17時15分～20時
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ＣＯＶＥＲ 成人式で、艶やかな振袖に身を包む新成人たち

豊見城市立小中学校への入学・転校手続き

令和2年度市・県民税申告のご案内

新成人×２０歳の抱負
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