
和を迎え、早や 2 度目の成人式。

1 月 10 日、豊見城中学校・伊

良波中学校・長嶺中学校の市内 3 中学

校体育館において、成人式が執り行わ

れ、晴れ着やスーツに身を包んだ新成

人らが恩師や友人との再会を喜んでい

ました。今年の成人式は、コロナ禍の

中、開催が危ぶまれていたこともあり、

無事に式典を挙行することができた喜

びはひとしお。式典会場では、新型コ

ロナウイルス感染症の感染防止のた

め、実行委員会などによる入場の際の

検温・手指消毒・マスク着用徹底の呼

びかけを実施。例年行われる式典後の

祝賀会の中止や、ユーチューブでの市

長挨拶配信など、異例づくしの中、成

人式実行委員会や関係者の方々の「無

事に新たな門出の日を仲間と迎えた

い、迎えさせた」という強い思いのも

と、新生活様式を取り入れながら、例

年と変わらぬ感動の多い素敵な式典と

なりました。

令和 3 年 1 月 10 日。
豊見城市では 548 名の新成人
が式典へ出席しました。

令和　　年

成人式
新 た な 門 出 の 日

令

有言実行

#01 有希さん 長嶺中学校区

20歳の抱負　♯01

◀◀◀◀実行委
員会や司会、受付
など縁の下の力
持ちをご紹介し
ます !

1. 伊良波中学校司会の髙安
コンビ。息がぴったり !

2. 髙安コンビに負けず、舞
台から会場を盛り上げる
元気な 2 人組。

4. 新成人の受付を手伝う保
護者や地域の方々。

5. 司会進行を担当。事前の
チェックに余念がありま
せん。

6. 豊見城中学校の実行委員
会の皆さん。早めに会場
入りして最後の準備 !

7. 長嶺中学校の司会は笑顔
が素敵な 2 人が担当。

8. 長嶺中学校実行委員会の
皆さん。

9. 楽しい式典の後には、き
ちんと消毒も忘れずに !

10. 来年の実行委員会を担
う後輩たち。コロナ対策
はしっかりと。来年が楽
しみだ !

■取材の際は感染症対策を徹底
し、写真撮影時のみマスクを
外して撮影を行なっています

3. 新成人代表挨拶。大人と
して社会に踏み出す決意
を力強く語る安慶名さん。

久々に元
野球部が

そろった
ー !

今日はおばあちゃんから譲り受けた着物できました♪
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この日を成功させるため、みんなで力を合わせて準
備してきました。例年よりは賑やかには出来ないけ
ど、コロナに気を付けながら楽しめる式にしようと
一生懸命頑張りました。

保護者や地域の大人たち、また後輩の協力など、ま
わりに支えらながら今年も無事に式典を開催するこ
とができました。

後輩たちの力も借りながら、式典をまとめ上げた実
行委員会の皆さん。コロナ対策もしっかり行い、安心・
安全な運営に努めました。

伊良波中学校

豊見城中学校

長嶺中学校

2

4

9

7

3

5

10

Check the next page!!

1

司会進行は私たち
“髙安コンビ”で頑張りました!

6

8

緊張したけど頑張りました
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202021　♡　成人式　スナップショット

私たちの「晴れの日」
ぜひ、ご覧ください

毎日笑顔♪　社会人としての自
覚を持つ。 好きなことをする !

迷惑かけません
かっこいい大人になる

人 に 優 し く

何事にも全力 !

#02 奈子さん  #03 穂乃佳さん
#04 涼香さん  伊良波中学校区

お父さん　お母さん　いつもありがとう♪
大人の仲間入りできるよう頑張ります

#05 朝遼さん #06 倫大さん
長嶺中学校区

#08 匠さん
伊良波中学校区

#07 舞音さん 長嶺中学校区

♯02♯03
♯05

♯04
♯06

♯08

♯07
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2021　♡　成人式　スナップショット

楽しむ !
大きくなりたい !!

自分の足で
立てるようになる!!

ステキな女性になる

早寝・早起き

たくさん笑って平和に過ごす !

アラブの国からきました〜

#11 恭平さん  #10 天丸さん
伊良波中学校区

#09 萌子さん
伊良波中学校区

#13 実夢さん
豊見城中学校区

#12 采さん
豊見城中学校区

#14 唯さん 豊見城中学校区

♯10♯11

♯09

♯13

♯12

♯14
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マイナンバーカード交付申請書が再送付されます！
　マイナンバーカードの普及促進のため、令和2年12月下旬から令
和3年3月末にかけて、マイナンバーカードを取得していない方に、
順次、地方公共団体情報システム機構から交付申請書が再送付され
ます。これからマイナンバーカードの申請を希望される方はご活用く
ださい。

以下の方には今回の交付申請書の再送付は行われません。

①令和２年10月31日時点で75歳以上の方（後期高齢者広域連合
において郵送用の交付申請書が送付される予定）

②乳児、国外転入者等、令和２年中に出生、転入等により、ＱＲ
コード付き申請書が添付された個人番号通知書または通知カー
ドの送付を受けた方

③中長期在留者等の外国人住民の方で、出入国在留管理局でマイ
ナンバーカードの交付申請等についてお知らせを受けた方

■申請には4つの方法がございますので、下記手順をご確認くだ
　さい。

6TOMIGUSUKU



　　学校教育課からのお知らせ

小中学校の入学案内について
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月中旬に指定
校等が記載された入学通知書 (ハガキ ) 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、市教育委員会へ連絡または届出をお願いします。

■通知書に記載の住所に変更がある場合　　■通知書の記載事項に誤りがあった場合
■市外へ転出する場合　　　　　　　　　　■指定校以外の学校へ入学する場合

転入学・転出学に際してのお手続きについて
■市内の学校へ転入学する場合
転出前の学校にて①「在学証明書」、②「教科書給与証明書」をもらってください。

次に、豊見城市役所の市民課にて転入の届け出 (住民票の異動 )の際に「転学申出書」を記入し③「転入学通知書」を

もらってください。当市指定学校へ①②③を直接ご持参ください。　

■市外の学校へ転出学する場合
豊見城市役所の市民課で、転出の届け出 (住民票の異動 )の際に「転学申出書」を記入し①「転出学通知書」をもらっ

てください。市民課で発行された①を転出前の学校へ提出し、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、最終登校日の受け取りとなります。)

②および③は転出先の学校へ提出が必要になりますのでご留意ください。

伊良波小学校から上田小学校への指定校変更について
伊良波小学校から上田小学校への無条件での指定校変更については伊良波小学校の規模適正化に伴い、令和２年 3月
に受付を終了していますが、下記の通り受付期間を延長しますので、指定校変更を希望される場合は市教育委員会（学
校教育課）　にてお手続きください。

▶対 象 児 童　令和５年４月までに小学校へ入学する児童で、申請日時点で伊良波小学校区にお住いの児童
▶変更許可校　上田小学校
▶許 可 期 間　令和５年３月末日まで (就学については対象児童の小学校卒業まで )
▶申 請 方 法　「指定校変更願」を記入の上、市教育委員会（学校教育課）へ提出ください。
　　　　　　　(申請書は当委員会窓口にて取得、または市ホームページからダウンロードできます。)
▶申 請 期 間　入学通知書を受け取り後、同年２月末までにお手続きください。

お問い合わせ　市教育委員会（学校教育課）　☎ 850-0035
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上下水道料金の
スマホ決済はじめます

支払い方法追加でもっと便利に !

24 時間
どこからでも
お支払い

専用アプリをダウンロードして、水道料金の納付書のバーコードをスマートフォンアプリのカメラで読み込むだけで、
24 時間どこからでもお支払いができます。ぜひご利用ください。※現在、納付書でお支払い中の方が対象となります。

▶▶▶ 使用可能アプリ ( 全 6 種 ) LINE Pay/PayPay/au PAY/ 楽天銀行 /PayB/ 銀行 Pay( ゆうちょ Pay 等 )

ご利用できるアプリは以下の６種類です。詳しい操作方法はアプリ毎に異なります。詳しくは、市ホームページに掲載
のアプリ提供各社のホームページをご覧ください。
◆ LINE pay 請求書支払いで決済可能な金額は 49,999 円までです。
◆ au PAY（請求書支払い）で決済可能な金額は 250,000 円までです。

▶▶▶ 注意事項

◆領収書は発行されません。領収書が必要な場合はスマートフォン決済での納付はせずに、納付書に記載の金融機関ま
たはコンビニエンスストアで納付してください。

◆納期限が過ぎているもの、破損、汚損等によりバーコードを読み取れないものはスマートフォン決済アプリで納付が
できません。

◆支払い後も、領収印のない納付書が手元に残ります。アプリ決済サービスでお支払い後、他のアプリやコンビニ店頭
などでお支払いされないようにご注意ください。 

￼ お問い合わせ￼上下水道部￼総務課￼☎ 850-1516

相談受付時間　所轄税務署：９時～ 15 時　結の街：９時～ 16 時　　
サンエーパルコシティ：９時～ 17 時

（会場のこ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 月は、申告相談期間を設けていません。
　（作成された申告書の提出については随時受付しています。）
※土日祝日は閉庁していますが、２月 21 日および２月 28 日の日曜

日に限り、浦添市産業振興センター・結の街、サンエーパルコシ
ティ・オレンジゾーン５階にて、受付を行います。

※サンエーパルコシティでは、申告書等の提出の受付のみを行ってお
り、内容の確認や検算等は行っていませんので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和元年分の確定申告がお済でない方は、令和 2 年分の確定申告を行う前に、令和元
年分の確定申告を先に行うようお願いします。また、令和元年分は、令和 2 年分の確定申告後に申告した場合は、原則とし
て期限後申告として取り扱われる事となりますので、ご注意ください。
※期限後申告として取り扱われると、無申告加算税・延滞税が課される場合があります。

￼ 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
所得税
および

復興特別
所得税

2 月 16 日 ( 火 ) ～
3 月 15 日 ( 月 )

浦添市産業振興センター・ 
結の街 ( 申告相談会場 )
サンエーパルコシティ・ 
オレンジゾーン 5 階 ( 提出会場 )

消費税

2 月 16 日 ( 火 ) ～
3 月 15 日 ( 月 )

浦添市産業振興センター・
結の街

3 月 16 日 ( 火 ) ～
3 月 31 日 ( 水 ) 所轄税務署

贈与税

1 月 25 日 ( 月 ) ～
2 月 15 日 ( 月 ) 所轄税務署

2 月 16 日 ( 火 ) ～
3 月 15 日 ( 月 )

浦添市産業振興センター・
結の街

豊見城市役所 上下水道料金 スマホ決済 検索 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

令和 3年 3月 1日より

上下水道料金の
スマホ決済はじめます

令和２年分の各税目の申告相談日程について
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申告期間　2 月 16 日（火）～ 3 月 15 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

■申告時に持参するもの
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

■源泉徴収票持参忘れにご注意
給与所得者・年金受給者等については「源泉徴収票」を持参して下さい。

■個人番号 ( マイナンバー ) 制度の導入
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。
※領収日が令和２年１月１日から令和２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。

■申告の必要がない方
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。

■浦添市産業振興センター・「結の街」での申告が必要な方
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

■提出した申告書は主に次の資料となります

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。

■申告受付地域の日程を一部変更しました。日程表の確認を再度お願いします

申告受付日程につきまして、新型コロナウイルス感染症対策も兼ね、分散し、申告するように受付指定地域日程表の一部見直し
を行っておりますので、日程表を再度ご確認ください。

■郵送による申告のご協力をお願いします

感染リスク軽減のため「郵送による申告」へのご協力をお願いいたします。前年中に収入がなかった方で申告が必要な方に、郵
送による申告を推奨しております。

■「令和 3 年度市民税・県民税兼国民健康保険税申告書」に必要事項を記載し、源泉徴収票や保険料控除の証明書等書類（す
べて原本）を添付して、下記の宛先まで郵送をお願いいたします。

■発送前に記載・押印漏れや必要書類が同封されていない等の不備がないか、ご確認ください。不備があった場合は、受理せず
返送いたしますのでご了承ください。

■申告書の控えが必要な方は、宛先を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
■確認のため、連絡先の電話番号は必ずご記入ください。

宛先 : 〒 901-0292￼沖縄県豊見城市宜保一丁目 1番地 1豊見城市役所￼市民部￼税務課￼市民税班￼
お問い合わせ￼税務課￼☎ 850-0245

申告受付日程
日程 受付指定地域

2月16日（火） 豊見城
2月17日（水） 宜保
2月18日（木） 我那覇、名嘉地

2月19日（金） 田頭、瀬長、与根、伊良波、
座安

2月22日（月） 渡橋名、上田
2月24日（水） 渡嘉敷、翁長、保栄茂
2月25日（木） 高嶺、平良
2月26日（金） 長堂、嘉数、金良
3月1日（月） 高安、饒波
3月2日（火） 真玉橋、根差部
3月3日（水） 豊崎
3月4日（木）～
3月15日（月）

指定日に
来られなかった方

※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致します。

※上記期限後の申告は、６月１日（火）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。

令和３年度（令和２年分）市・県民税申告のご案内

9 TOMIGUSUKU



― ―

12/19

12/22

沖縄県立豊見城南高等学校
創立40周年を迎え式典開催

沖縄県文化協会賞功労賞および
沖縄県文化協会賞奨励賞受賞報告

『ジェンダーってなに!?〜皆で支えあう
社会を目指して〜』講演会

本市出身の男子幅跳び選手
津波響樹さん大会優勝の報告

県立豊見城南高等学校 ( 儀間昌子校長 )にて、『創立
40 周年記念式典』が執り行われ、感染症拡大を考慮し、
出席者は40 年の節目を静かに祝いました。式典は、保護
者による「かぎやで風」でスタート。関係者らの挨拶や記
念事業期成会の玉城安男会長より記念品目録の贈呈が行
われました。

伝統芸能の普及継承や発展に尽力し、文化振興に貢献し
た方に贈られる「県文化協会賞功労賞」に山城安子氏 ( 琉
球筝曲興陽会師範 )、「同賞奨励賞」を與座盛康氏 ( 琉球
古典音楽安冨祖流絃聲会師範 )が受賞し、照屋教育長へ受
賞の喜びを報告するため、市役所を訪れました。

市役所にて、新垣誠教授（沖縄キリスト教学院大学）が
講師を務める、市男女共同参画講座『ジェンダーって！？～皆
で支え合う社会を目指して～』が開かれ、市民らが参加しまし
た。参加者は「みんなが生きやすい社会をつくるためにも、ジェ
ンダーを学ぶ機会があってよかった」と述べていました。

本市出身 ( 字与根 )の津波響樹選手が、昨年 10月に新
潟県で行われた陸上日本選手権において、見事優勝果たした
喜びの報告のため市役所を訪れました。津波選手は「選手
権で優勝できたことは嬉しいが、これからオリンピックを見据え
て頑張りたい。」と力強い眼差しで語っていました。

12/19

12/21

スマホなどでQRコードを読み込むと、動画が視聴できます。
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1/19

1/5 12/22

1/28

−第52回沖縄県公衆衛生大会−
沖縄県公衆衛生大会長表彰の報告

ー市民の安全と無病息災を祈念しー

令和3年豊見城市消防出初式

地元食材を活かし
子どもたちの食を支えよう！

本市で12番目!
田頭自治会自主防災会設立の報告

美らSUN会より市社会福祉協議会へ
食品・クリスマスチキンを寄贈

令和2年7月豪雨災害
義援金贈呈式

『第52回沖縄県公衆衛生大会』にて、沖縄県公衆衛生大
会長表彰を受けた市食生活改善推進員の上原八重子さんが
市長へ受賞報告を行いました。上原さんは15 年にわたり、
各世代へ食を通じた健康づくり活動を行うとともに、市の食
育推進事業に積極的に協力し公衆衛生の向上に貢献。今後、
より一層の活躍が期待されます。

市消防本部 ( 平田真一消防長 )において『令和 3年豊見
城市消防出初式』が開かれ、今年は感染症拡大防止のため、
規模を縮小し執り行われました。山川市長は「消防職員・消
防団員は地域との連携を一層強め、地域消防力・防災力の
向上に努めて頂きたい」と期待を述べました。

市役所にて、㈱にじいろ（大城徹也代表）より本市へ同
社が経営する豊見城きくらげ園の「きくらげ」の寄贈があり
ました。この「きくらげ」は、就労支援事業所にじいろで働
く方々が栽培しており、とても栄養価が高く本市の学校給
食の食材に使用されています。今回寄贈された「きくらげ」は、
市内の子どもたちのために活用されます。

市役所において、『田頭自治会自主防災会設立の報告』
が山川市長へ行われました。
田頭自治会の上原久雄会長は、「高齢者も多い。できる事

からやっていきたい」と意気込みを語りました。本市では桜ヶ
丘ハイツ自治会に続き、１２番目の設立となります。

豊崎・美らSUN会 ( 平山達也会長 )と協力店より、市社
会福祉協議会「ささえあい福祉銀行」へ、多くの食品の寄
贈があり、支援が必要な世帯へ送られました。また親子の楽
しいひと時を過ごしてもらおうと、市内の「子どもの広場」を
利用する児童らへは、クリスマスチキンの寄贈がありました。

市役所にて『令和2年 7月豪雨災害義援金贈呈式』が行
われ、山川市長 (日本赤十字社県支部豊見城地区長 )より島
田局長(日本赤十字社沖縄支部)へ義援金が手渡されました。
山川市長は「一日も早い復旧のため、被災地域にお役立
てください」と述べました。

ま ち の で き ご と

1/13

1/20
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▶ひろがっています！望まない受動喫煙対策
■「健康増進法」が改正されました

■その受動喫煙対策、本当に大丈夫?

■市内でも禁煙施設が広がっています!

厚生労働省の報告では、受動喫煙に関連して亡くなる方は1日に
41人、年間で1万5千人(肺がん、虚血性心疾患、および脳卒中に
よる死亡)になると言われています。(※1)これまではたばこを吸
わない人が、望んでいないのに受動喫煙にさらされてしまうとい
う問題があり「健康増進法」が改正されました。
※1厚生労働省喫煙と健康喫煙の健康影響に関する検討会報告書.2016

①換気扇・空気清浄機のそばで喫煙▶▶▶不十分です。たばこの有害物質は部屋の中に残ります。
②加熱式たばこに変えた▶▶▶副流煙は出ませんが、呼出煙には有害物質が含まれており部屋の中残ります。
③ベランダで喫煙▶▶▶部屋に戻る際、窓のサッシのすき間等から煙は室内へ入ります。

今回の法律では、一定の場所を除いて禁煙となっていますが、家庭や路上などの喫煙
が可能な場所であっても、周囲への配慮が必要です。喫煙をする方もしない方もお互
いに尊重し合い、気持ちよく過ごせる環境をつくっていけるようご協力お願いします。

2018年
７月

受動喫煙対策の強化を盛り込んだ「健康増進法の一部を改
正する法律（改正健康増進法）」が成立

2019年
７月 病院や学校、行政機関で敷地内禁煙のルールがスタート

2020年
４月

飲食店やオフィス・事業所などでも、原則屋内禁煙／20歳未満
の方の喫煙エリアへの立入禁止／改正健康増進法が全面施行

受動喫煙に関する
相談等問い合わせ
南部保健所　
☎889-6591

県内の禁
煙外来に
ついて県
HP

禁煙施設

市立小・中学校(全11校)

以前から

豊見城市役所/市消防署/市立中央図書館

2019年7月から

市立中央公民館/市陸上競技場

2020年7月から

▽下記のイベント会場は、全て市立中央図書館▽

図書館行事のお知らせ 参加無料・入場無料

【絵本でヨガ】　日時￼2月27日（土）１４時３０分〜（約６０分）
内　容　手遊び、読み聞かせ、ヨガで楽しい時間を過ごしましょう!
対　象　親子5組10人(子どもは2歳〜5歳まで)　講￼￼師　神山美佳氏ほか
申込み　インターネットや窓口にて申込み（先着順）※電話受付は不可

イベント 日　時 対　象

① おはなし会 2月28日（日）
14時３０分～（約30分） 3歳～小学生

② おひざにだっこ 2月２5日（木）
１４時３０分～（約２０分）

0～2歳
（保護者含む）　

③ 子ども上映会
【母を訪ねて三千里】

2月21日（日）
１４時３０分～（約90分） ※整理券あり

■③のみ、１週間前より整理券配布予定。①・②は申込不要です。

特別館内整理により 2月 14日 ( 日 ) まで休館です
特別館内整理中は、返却ポストによる返却がご利用いただけますが、貸出、電話等の
対応はできません。ご理解とご協力をお願いします。とみぐすく電子図書館は休ま
ず運用しますので、ご利用ください。

窓口手続のオンライン化を始めました
次の窓口手続きは、Webで可能です。ぜひご利用ください。
■図書館利用の申込み■図書館資料のリクエスト■相互貸借など
詳しくは市HPにてご確認ください。

68

サンエー
ぎぼ店
●

●
豊見城
中央病院

豊見城市立
中央図書館

←瀬長 真玉橋→

伊良波幼稚園●
伊良波小学校●

お問い合わせ

開館時間

市立中央図書館
☎ 856-6006

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

休館日のお知らせ
2月
2～13日:特別整理期間
14日:館内整理日　23日:天皇誕生日　
3月
11日:館内整理日　20日:春分の日

図書館
HP▶▶▶

登録
はこちら▶▶▶

お問い合わせ　健康推進課（保健予防班）　☎850-0162

申込み ▶

こんにちは !
保健師です
皆さんの健康づくり

を応援します
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TomigusukuInformation　募集・お知らせ

―豊見城市に関係する各種スポーツ等の情報についてお知らせします―

　　第52回市スポーツ少年団サッカー大会結果

12月26日、伊良波小学校運動場において「第52
回豊見城市スポーツ少年団サッカー大会」が開催
されました。結果は、次のとおりです。

優勝 とみしろ GMC
準優勝 豊見城キッカーズ
3 位 上田 FC
4 位 伊良波シューターズ

 

糸豊環境美化センター
日曜受け入れ停止について

糸豊環境美化センターは、これまで日曜日もごみの受
け入れをしてきましたが、ごみ排出量の抑制とリサイ
クル意識の高揚を促進し、施設の安定した管理・運営
が出来るよう、日曜日のごみ受け入れを停止する事に
なりました。なお、月曜日から土曜日までは、通常どお
り受け入れしていますのでご理解とご協力よろしくお
願いします。

受け入れ停止日
令和３年４月から毎週日曜日

■1月1日～3日、こどもの日(5月5日)、勤労感謝の日
(11月23日)、台風により暴風域に入ることが予
想される場合は従来より受け入れ停止となって
います。
■受け入れ時間:8時30分～11時45分、13時～17時

糸豊環境美化センター　☎997-3078

お知らせ障害者控除対象者認定書
の発行について

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。
▶場 所	 障がい・長寿課介護長寿班窓口
▶対 象 者	 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
の者を扶養する親族等(本人、親族以外
の方は委任状が必要)

▶準 備 物	 申請者の印鑑(認印)・身分証明証(運転
免許証等)

■すでに身体障害者手帳等で控除を受けている方は
発行できませんのでご注意ください。
■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。

障がい・長寿課　☎856-4292

「豊見城市交通基本計画」に対するパブリックコメントを実施します
本市では、将来の交通のあり方に関する基本的な考え方を示し、市民生活の向上や地域経済を支える道路交通体系
の構築などの取り組みを総合的かつ戦略的に推進するため必要となる「市交通基本計画」を策定します。
つきましては、「豊見城市交通基本計画」に対する市民の皆さまのご意見をお伺いするため、パブリックコメントを実施
しますので、ご意見をお寄せください。提出されたご意見も参考にしながら交通基本計画を作成します。
なお、ご意見に対する対応は市HPに掲載し、個別の回答は行いません。
また、いただいたご意見は、個人情報を除き公表させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
▶募 集 対 象　	豊見城市交通基本計画に対するご意見
▶募 集 期 間	 		2月18日(木)	17時15分まで※郵送の場合は必着
▶応 募 資 格	 		本市に住所がある方、市内に事務所、事業所を有する方、法人、団体

		市内の事業所、学校等に勤務・在学されている方
▶資料の閲覧方法				(1)市ホームページ	(2)文書閲覧（市役所3階都市計画課窓口）

		※来庁の際は、マスク着用のご協力をお願いします
▶提 出 様 式	 		市ホームページからダウンロードまたは都市計画課にて配布
▶提出方法・提出先    (1)郵送・持参　〒901-0292	豊見城市宜保一丁目１番地１	豊見城市役所	都市計画課

			(2)メール	koutsuseisaku-g@city.tomigusuku.lg.jp		(3)FAX	850-6323
都市計画課　☎850-5332

お知らせ

お知らせ
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Tomigusuku Information　募集・お知らせ

募集
お知らせ

お知らせ

参加無料 とみぐすく事業所応援クーポン券の
利用期間延長について

令和3年1月19日に発表された、沖縄県独自の緊急事
態宣言を受けて、利用店舗の混雑などを避けるために、
クーポン券の利用期間を延長いたします。変更後は以
下のとおりとなります。クーポン券に記載されている利
用期間と異なりますのでご注意ください。
▶延長後	 令和3年2月28日（日）まで
▶延長前	 令和3年1月31日（日）まで

とみぐすく事業所応援助成金
申請受付終了について

助成金の申請について、令和3年1月31日を持ちまし
て、受付を終了いたしました。令和3年2月1日以降は
郵送やメール、窓口での直接申請等も含めて受け付
けできませんので、ご了承ください。事業所の皆様、ご
協力ありがとうございました。引き続き感染予防対策
についてご協力の程よろしくお願いいたします。

産業振興課　☎850-5876

高齢者健康運動教室
受講生募集

体を動かすことは、心身の健康を保つ
ためにとても大切ですが、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止のため、運
動不足を感じている方も多いことと思
います。運動器の機能低下を防止する
為に、自宅でも簡単に出来る運動教室
を開催します。
▶日 時	 ①2月26日(金)14時～16時
	 ②3月7日(日)10時～12時
	 ※上記の日程から1つ選択。内容は全て同様。
▶開催場所	 沖縄空手会館　
▶内 容	 空手体操、転倒予防体操など
▶対 象	 65歳以上の市民
	 (教室参加に補助を必要としない方)
▶定 員	 各25人　　▶参加費　無料
▶申 込 み　沖縄空手会館へ直接、電話にて申込み
	 ください。
■医師から運動制限の指示のある方は安全管理上、
対象外とさせていただきます。
■新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる
場合があります。

沖縄空手会館　☎851-1025

「経済センサス活動調査」
の調査員を募集します!

令和3年6月1日を基準日として「企業の国勢調査」と
もいえる経済センサス活動調査が実施されます!
それに伴い、本市では実際に現地で調査を行う調査員
を募集します。

▶募集資格	 20歳以上の方(自営業・学生・主婦・ご高
齢の方など、幅広く募集)

▶仕事内容	 担当する調査区の事業所を訪問し、調査
票の配布・回収

▶報　　酬	 1調査区(約70事業所)あたり5～6万円程度
(調査区を2つ受け持つことも可能)

▶任命期間	 5月上旬～7月上旬の約2か月間
▶募集期限	 2月28日（日）
▶応募方法	 市HP掲載されている応募用紙をダウン

ロード、必要事項を記入し、企画調整課
窓口へ提出
※応募用紙をダウンロードできない場合
は郵送いたしますので下記担当までお電
話ください。

▶選考方法	 窓口へ応募用紙をお持ちいただいた際
に、簡単な面談を行います。

企画調整課　☎850-0364

農業者の皆様
「農業者年金」をご存知ですか?

農業者年金は農業者の方なら広く加入できる制度で
す。国民年金に上乗せされる終身年金となりますので
老後の安心に役立ちます。また、保険料は全額社会保
険料控除の対象となり、農業の担い手の方で一定の
要件を満たす方には保険料の国庫補助があります。制
度の内容を詳しく知りたい方は、ぜひ一度、農業委員
会へおたずねください。

農業委員会　☎850-5339
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お知らせ

お知らせ

令和3年度幼児教育・保育
の無償化のご案内

幼児教育・保育の無償化の対象となるには、施設等利
用給付認定を受ける必要があります。

利用施設 無償化の対象経費 無償化の手続き
認可保育所 保育料 不要
認定こども園
幼稚園
(新制度移行済 )

保育料 不要
預かり保育料 必要

幼稚園
(新制度未移行 )

保育料 必要預かり保育料
認可外
保育施設等 保育料 必要

▶受付期間　3月1日(月)から3月19日(金)まで
■認定の開始日は、認定の申請日より前に遡ることが
できません。令和3年4月から無償化の認
定を希望する方は、令和3年3月中に手続
きを行う必要があります。詳細はこちら⇒

保育こども園課　☎850-5088

募集

募集

豊見城市豊寿大学第14期生
の募集について

豊寿大学とは?
高齢者の総合的な学習や地域における
指導者の養成等を目的としており、2年
間をとおして一般教養や文化、芸能、ス
ポーツなどの様々な講座を受講します。
▶開講期間	 令和3年4月～令和5年3月までの2年間
▶講座回数	 年間20回程度
▶講座日時	 月2回第1・3金曜	9時30分～11時30分
	 (講座内容により日程・時間を変更する場合有)
▶場　　所	 主に市立中央公民館
▶費　　用	 教材費、移動講座の費用、保険料等は自己負担
▶応募資格	 学習意欲のある60歳以上で講座に出席

できる市民
▶定　　員	 60名程度(ただし、応募多数の場合は抽選)
▶応募受付	 2月12日(金)～26日(金)
	 (平日8時30分～17時15分)
▶申込方法	 所定の申込用紙に必要事項を記入のう

え(要写真)担当課(市立中央公民館)ま
で提出してください。

■募集要項(申込用紙)は市HP、市立中央公民館窓口
(生涯学習振興課)で取得できます。

生涯学習振興課(市立中央公民館)　☎850-3280

離乳食個別相談
離乳食教室のご案内

離乳食のすすめ方の講話とミニ実習をします。お子様も是
非ご一緒にどうぞ。個別の離乳食相談も行っています。
▶日　　時 ①2月26日(金)　②3月26日(金)
	 13時30分～14時45分
▶場　　所	 市立中央公民館		１階和室
▶対　　象	 生後4～6か月児の保護者12組程度
▶準 備 物	 親子健康手帳、筆記用具、授乳ケープ
▶申込方法	 ①2月22日(月)　②3月22日(月)まで
	 に電話または予約フォームより申込み

子育て支援課　☎850-0143

第２５回市生涯学習フェスティバル
中止のお知らせ

令和3年2月20日(土)、21日(日)に
開催予定の「第25回豊見城市生涯
学習フェスティバル」は、新型コロナ
ウイルス感染拡大予防のため中止
いたします。何卒ご理解のほどよろ
しくお願いいたします。

生涯学習振興課　☎850-3591

市競争入札参加資格審査申請
の受付について

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。
※「物品関係」・「建物管理」について、すでに令和2・3年度
の資格審査申請がお済みの方は申請の必要はありません。
▶受付期間　2月12日(金)まで
▶受付方法　全種目郵送にて受付(当日消印有効)
▶対 象 者　競争入札参加希望者
▶提出要領および申請書等については、市HPより取得可。
必要書類提出の他に下記アドレスよりデータ入力もあり。

建設工事https://logoform.jp/form/MfJx/4140
測量および経営コンサルタント等業務
https://logoform.jp/form/MfJx/4098
物品管理https://logoform.jp/form/MfJx/5552
建物管理https://logoform.jp/form/MfJx/5332

都市計画課　☎850-5332

「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）
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（１）業務量
項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

行政区域内人口 人 64,862 64,914 65,051 65,159 65,369 65,483
現在処理区域内人口 人 48,857 48,869 48,850 48,889 48,846 48,907
現在水洗便所設置済人口 人 42,391 42,713 42,809 42,927 42,934 42,952
全体計画面積 ha 1,105
現在処理区域面積 ha 603
汚水処理水量 ㎥ 341,228 333,448 358,104 351,323 366,242 355,138

（１）業務量
項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

　給水区域総人口 人 64,862 64,914 65,051 65,159 65,369 65,483
　給水人口 人 64,862 64,914 65,051 65,159 65,369 65,483

　計画給水人口 人 64,840
　給水栓数 栓 23,619 23,623 23,629 23,703 23,765 23,830
　配水量 ㎥ 544,120 559,890 578,440 600,950 600,899 575,490
　有収水量 ㎥ 540,767 526,549 573,849 560,398 584,035 569,670

（２）給水工事の状況� 単位：件
区　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計
新　設 11	 8	 20	 14	 15	 9	 77	
臨　時 22	 13	 11	 10	 24	 13	 93	
改　造 7	 4	 5	 4	 3	 6	 29	
撤　去 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1	
計 40	 26	 36	 28	 42	 28	 200	

（１）収益的収入および支出� 単位：円
予算科目 予算額

（Ａ）
上半期執行額

（Ｂ）
執行率

（Ｂ /Ａ）
水道事業収益 1,751,270,000 737,346,631 42.1%

営業収益 1,621,046,000 736,199,431 45.4%
うち給水収益 1,554,542,000 724,005,781 46.6%

営業外収益 130,221,000 908,968 0.7%
特別利益 3,000 238,232 7941.1%
水道事業費用 1,540,698,000 659,788,292 42.8%

営業費用 1,487,036,000 649,920,433 43.7%
営業外費用 49,665,000 9,851,043 19.8%
特別損失 997,000 16,816 1.7%
予備費 3,000,000 0 0.0%

（２）資本的収入および支出� 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 129,914,000 11,049,027 8.5%

補助金 96,000,000 0 0.0%
工事負担金 6,000,000 0 0.0%
他会計貸付金
償還金 27,911,000 11,049,027 39.6%
その他資本収入 3,000 0 0.0%
資本的支出 618,290,000 306,868,202 49.6%

建設改良費 403,338,000 256,121,700 63.5%
企業債償還金 102,132,000 50,746,502 49.7%
他会計貸付金 111,820,000 0 0.0%
予備費 1,000,000 0 0.0%

（２）新規接続の状況
区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上半期計

新規接続 16 5 7 11 15 12 66

（１）収益的収入および支出� 単位：円
予算科目 予算額

（Ａ）
上半期執行額

（Ｂ）
執行率

（Ｂ /Ａ）
下水道事業収益 903,570,000 414,087,080 45.8%

営業収益 417,987,000 290,066,826 69.4%
うち下水道料金 305,709,000 178,304,826 58.3%

営業外収益 485,581,000 123,837,000 25.5%
特別利益 2,000 183,254 9162.7%
下水道事業費用 975,210,000 168,949,126 17.3%

営業費用 904,542,000 137,119,420 15.2%
営業外費用 67,637,000 31,826,452 47.1%
特別損失 31,000 3,254 10.5%
予備費 3,000,000 0 0.0%

（２）資本的収入および支出� 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 1,049,488,200 93,663,800 8.9%

企業債 398,900,000 0 0.0%
国・県補助金 516,967,200 0 0.0%
他会計補助金 93,440,000 93,440,000 100.0%
他会計借入金 40,180,000 0 0.0%
負担金等 1,000 0 0.0%
長期貸付金償還金 0 223,800 -

資本的支出 1,347,078,000 904,934,407 67.2%
建設改良費 919,636,000 714,253,579 77.7%
固定資産購入費 1,000 0 0.0%
企業債償還金 398,530,000 179,631,801 45.1%
他会計借入金償還金 27,911,000 11,049,027 39.6%
予備費 1,000,000 0 0.0%

令和２年度上半期豊見城市水道事業の業務の状況
１　事業の概況　　本年度上半期の給水人口は65,483人、給水栓数は23,830栓、配水量は3,459,789㎥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。

２　経理の状況　　予算の執行状況

２　経理の状況　　予算の執行状況

令和２年度上半期豊見城市下水道事業の業務の状況
１　事業の概況		本年度上半期の現在処理区域内人口は 48,907 人、現在水洗便所設置済人口は 42,952 人、汚水処理水量は 2,105,483㎥
でした。上半期の資本的事業につきましては、汚水圧送管布設工事、農業集落排水施設機能強化対策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。

上下水道部総務課　☎ 850-1516
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地域の皆さまに『寄り添う医療』を提供致します。

糸満市字潮平705-4 イ イ ミ ミ

（098）994-1133TEL

耳 鼻
咽 喉 科 かおる医院

午前 09：00～12：00
午後 14：30～18：00
土曜午後 14：00～17：00

休診日
木・日

開院30年
おかげ様で

新機器
2時間以内・限定10名 18,000円

コロナPCR
判定

［海外渡航目的の方は別途設定あり］
/日 /回
導入 予約制
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INFORMATION

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 4月30日 6月30日

6月1日
2期 7月31日 8月31日
3期 12月25日 11月2日
4期 3月1日 2月1日

今月(8期)の国民健康保険税 納付期限 ２月25日
納付期限の過ぎた場合は、各担当課まで。

国保税の
納め忘れはありませんか？

令和３年度の保険証（カード型）は、令和３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２５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、担
当課窓口で切り替えをお願いします。
期３月１日（月）～３１日（水）
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。
問国民健康保険課　☎850-0142

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

問国民健康保険課　☎850-0160

国民健康保険税の減免制度を
ご存知ですか？

以下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。
対▶失業、疾病、負傷等により、令和２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２年分の世帯の国保加入者および
擬主の所得額を証明する書類
・令和３年度(令和２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２年分）　
	※勤務先にて発行
・公的年金の源泉徴収票（令和２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お
問い合わせ下さい。
減免の相談および申請期間	３月１８日（木）まで
問国民健康保険課	賦課班	☎850-0142
　 															高齢者医療班		☎850-0160

高額療養費資金貸付制度

本市の国保加入者の方で、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。
問国民健康保険課　☎850-0160

新型コロナウイルス感染症に係る
国保税・後期保険料の減免申請

主たる生計維持者が新型コロナウイルス感
染症によって失業や減収などの影響を受け
た世帯に対して減免申請の受付を行ってい
ます。国保税の減免申請期限は３月３１日で
す。また、減免決定までは2～3か月ほど時
間を要します。詳しくは市ＨＰにて確認、また
は担当課までお問い合わせください。
問国民健康保険課	賦課班	☎850-0142
　													高齢者医療班	☎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
問国民健康保険課　☎850-0160
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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
　国民健康保険課（国保税）		☎850-0142
　														（後期保険料）		☎850-0160

収入がなくても申告を！
２月１６日～３月１５日の期間は、令和２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。所得申告の詳細は、8・９
ページをご確認ください。
問国民健康保険課	賦課班	☎850-0142
　													高齢者医療班		☎850-0160

令和３年度　国民健康保険
被保険者証（そら色）の送付

令和３年４月１日から使用できる保険証（そら
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（コスモス色）
は令和３年３月３１日まで使用しますので、そ
れまで大切に保管するようお願いします。　　
問国民健康保険課　☎850-0160

令和２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
に加入している人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。
問国民健康保険課	賦課班		☎850-0142
　															高齢者医療班		☎850-0160

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２年度：16,5４0
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ためには、申し込み
が必要です。申し込みの際は、年金手帳
もしくは身分証・印鑑をご持参下さい。
2.付加保険料の納付は、申し込んだ月分か
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。対象となる方は、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。
問市民課	国民年金班	☎850-0139
　那覇年金事務所					☎855-1122

国税の納付はキャッシュレス
納付が便利です

国税の所得税および復興特別所得税の納
期限は、３月１５日（月）です。クレジットカー
ド納付、コンビニ納付、振替納付、ダイレク
ト納付のいずれかの方法で、納期限までに
納付してください。令和３年１月以降、「個
人」の口座振替依頼書、ダイレクト納付利
用届出書をオンラインで
提出できるようになりました。
詳しくはこちら▶▶▶

原付バイク等の
試乗標識を貸与します！

令和３年４月１日より、商品である原付バイ
ク等を、整備・販売業者が自ら試乗、もしく
は購入者に試乗させる場合に使用する試
乗標識（プレート）を貸与します。
１枚のプレートで複数の商品である原付バ
イク等に取り付けが可能なプレートです。
対象車両 125ｃｃ以下のバイク、ミニカー
（50ｃｃ以下）、小型特殊自動車
対市内に事業所（店舗）があり、対象車両
の整備・販売を行っているもの

期貸与の日から到来する９月３０日まで（最長
１年）※更新をする場合は毎年申請が必要

枚数 1事業所につき１枚			手数料３００円
申請方法 試乗標識交付申請書に必要事項
を記入の上、以下の書類をそろえて提出し
てください。
1	申請者名義の古物商許可証（原本）
2	店舗外観の写真
3	届出者の本人確認ができる書類
4	確定申告または市県民税申告の写し（直
近のもの）【個人事業者の方】

5	代表者住民票【個人事業者で事業主が
本市以外にお住まいの場合】

6	登記簿の写し【法人で豊見城市に法人
市民税の申告をしていない場合】

問税務課　☎85０-0245
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安心・確実・スピーディー
信頼と実績の紙リサイクルシステムです。

古紙リサイクル
段ボール・新聞・雑誌・紙パックなど、
古紙を良質な紙にリサイクルします

ペットボトル粉砕・発砲スチロール減容
ペットボトル粉砕及び、発砲スチロール
減容機で、再資源化（リサイクル）

機密文書処理
お客様の目の前で裁断処理し、
かつ資源リサイクルを行う仕組みです

データイレースサービス
磁気・光メディア内のデータを完全消去する
全国初の「出張データ消去サービス」

株式会社ふじ産業
TEL.098-851-1122
［豊崎営業所］ 沖縄県豊見城市豊崎3-23番地

営業時間ー
8:30～17:30
定休日ー
毎週日曜日
正月（1月1日～3日）

株式会社 ふじ産業｜広報とみぐすく 広告 （175×44）
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感染リスク軽減のためパソコンや
スマートフォンでの申告のお願い

所得税および復興特別所得税の
確定申告・納期限　３月１５日（月）
振替納税の振替日　４月１９日（月）
パソコンやスマホで、申告書を作成するこ
とができます。詳しくは、国税庁ＨＰの確定
申告特集で。「国税庁」で検索！
問那覇税務署　☎8６７-３１０１

ー健康ー

定期予防接種の機会を
逃した方へ

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う特別
の事情により、定期予防接種の機会を逃した
方は、接種期間を延長できる場合があります。
対令和２年２月１４日から５月１４日までに次
の予防接種の機会をのがした方

　Ｂ型肝炎・ＭＲ・水痘・４種混合・日本脳炎・
２種混合・子宮頸がん・高齢者肺炎球菌

予防接種期限 令和３年２月１３日まで
■ 接種する前に申請書を提出してください。
■ 対象者で、すでに自己負担で接種した
方については、担当課へご相談ください。

問子育て支援課（小児予防接種）	☎850-0143
　健康推進課（成人の予防接種）	☎850-0162

就学前乳幼児を対象とした
インフルエンザ任意予防接種費用の一部助成

日２月２８日（日）まで
対生後６か月から就学前の乳幼児（接種日時点）
助成額 接種1回あたり１，０００円　
助成回数２回
■委託医療機関にて個別接種ください。
■ 最新の委託医療機関一覧については市
ＨＰをご覧ください。

■ 委託医療機関以外で接種された場合は
償還払制度がありますので、詳細は市Ｈ
Ｐをご確認ください。

■ 接種費用から1,000円を除いた額が自
己負担額です。

問子育て支援課　☎８５０-０１４３

２月２０日（土）の集団健診を
予約された皆さまへ

健康推進課が開催する集団健診では、新
型コロナウイルス感染対策のため受付時
間毎に入場人数の制限をしています。事前
郵送の大判封筒に貼られている入場時間
を確認してお越しください。指定された時
間外の方、ご予約のない方は入場できませ
んのでご了承ください。
問健康推進課　☎850-０２１５

２月の乳幼児健診について

乳幼児健診では、小児科医による診察をはじ
め、お子様の発育発達や健康に関する相談に
保健師、栄養士、臨床心理士が応じています。
場市役所２階	保健センター
乳児一般健康診査２月１４日（日）午前
3歳児健康診査２月１０日（水）午後・１４日（日）午後
■ 受付時間については対象者へ個別通知
でご案内しますので、ご確認ください。

問子育て支援課　☎850-0143

成人男性を対象とした風しん抗体検査
定期接種のお知らせ

平成３０年７月以降、３０代から５０代の男性
を中心に全国的に風しんの流行があったこ
とから、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。
期令和４年３月３１日まで
　（クーポン券が使用できるのは期間中に一度）
場各実施医療機関
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
の本市に住民票がある男性（令和元年度にす
でにクーポンを使用し検査を受けた方は除く）
予防接種の対象者　
上記抗体検査の結果、十分な量の風しん
の抗体がないことが判明した方
問健康推進課　☎850-0162

ー暮らし・福祉ー

マイナンバーカードの
「休日・平日夜間交付」について

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、下
記の日程にて交付窓口をご利用ください。

休	日（９時～１２時）
２月６日（土）・14日（日）・20日（土）・

28日（日）・３月６日（土）
平	日（18時～20時）

2月１８日（木）・２５日（木）・３月４日（木）
場市民課窓口　申前日までに電話予約
■ 来所の際は、平日８時３０分～１７時１５分
までに担当課へ電話にて事前予約

問市民課　☎850-0103

マイナポイントの
申込支援を行なっています

マイナポイントとは、マイナンバーカードを
活用した消費活性化策として国が実施を予
定している事業です。キャッシュレス（○○
ペイやクレジットカードなど）でチャージまた
はお買い物をすると、買い物に使えるポイン
ト（上限5,000円分）が付与されます。
日平日	９時～17時　場市民課
▶ポイント利用方法
①マイナンバーカードの取得
②マイナポイントの予約（マイキーＩＤの設
定)と申込み

■ 予約・申込みはスマートフォン（一部非対応
の機種あり）やパソコン（別途ＩＣカードリー
ダが必要）があればご自身でもできます
が、本市では設定の支援を行っています。

　※決済サービスによっては支援窓口での「マイ
ナポイント申込」ができない場合があります。

準マイナンバーカード、利用者証明用電子
証明書のパスワード（マイナンバーカード
交付時に設定した数字４桁のパスワード）

　※申込をする際は、決済サービスのカー
ドやアプリ等

マイナンバー総合フリーダイヤル　
0120-95-0178（ダイヤルの「5番」選択）
問 IT管財課　☎850-0246



借金
交通事故

離婚・相続
不動産

など、借金の相談についてはご本人の
相談に限り初回相談料（３０分）が無料です。

にし　　ばた　  ゆう　　こ

旧豊見城市役所
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生活困窮者自立支援の相談

仕事や生活について困りごとや不安を抱え
ている方の相談に無料で応じています。相
談窓口では、ひとりひとりの状況に合わせ
た支援プランを作成し、専門の支援員が寄
り添いながら、他の専門機関と連携して、
解決に向けた支援を行います。
日月～金曜日	9時～17時	相談受付 16時まで
　（12時～13時、祝日・年末年始除く）
場市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
　（市役所２階		社会福祉課内）
対仕事や生活で困り事や不安を抱えている方
■ 電話で面談日の予約をするとスムーズです。
問市就職・生活支援パーソナルサポートセンター　
　☎850-1067

精神保健福祉士による
対面（個別）相談会を行います

心の悩みを抱えている方や、その家族の
様々な悩み事に精神保健福祉士が相談に
応じます。相談は無料で事前予約制です。
日 2月１９日（金）	１４時～17時（１人/１時間）
場市社会福祉センター	１階相談室
■ 当日申込も可能ですが、予約優先のた
め、希望に添えない場合もあります。

問障がい・長寿課　☎850-5320

救急医療情報キット
無料配布中

緊急事態で搬送される際に自身の病状な
どを説明できない場合、キットを活用して救
急隊員へ情報伝達できます。必要な方は下
記にて申請してください。※1世帯1セット
時月～金曜日（祝日除く）
　８時３０分～１７時１５分まで
場障がい・長寿課（市役所２階）
対市内在住の①65歳以上の高齢者
　②障がい者	③健康上不安を抱えている方
準①健康保険証	
　②かかりつけ医療機関の診察券　
　③薬剤情報提供書または薬の説明書
問障がい・長寿課　☎856-4292

おむつ代の医療費控除
事項証明書の発行について

介護認定に係る主治医意見書の内容が対
象者の要件をみたしている場合は、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。
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

場障がい・長寿課　介護長寿班　窓口
問障がい・長寿課　☎85６-4292

骨コツ貯筋運動教室のご案内
 要予約（先着順）

理学療法士が、主にセラバンドというゴム
を使用した運動指導を行います。
日①２月２７日（土）	②３月１３日（土）
　　9時30分～11時30分
場①②JAおきなわ豊見城支店	２階ホール　
　(市役所向かいＡコープとみえ～る店２階）
■市役所駐車場を利用。ＪＡは駐車禁止。
対６５歳以上の市民　定３０名
準運動の出来る服装(室内履き不要)
　780円（初回のみセラバンド購入費用）
申①２月２４・２５日	②３月１０・１１日に担当
課へ連絡ください。

問障がい・長寿課	介護長寿班☎85６-４２９２

ゲートキーパー養成講座
（自殺予防対策）を実施します

ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づ
き、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につ
なげ、見守る人のことです。自殺対策にお
けるゲートキーパーの役割は、悩みを抱え
た人々に気づき適切にかかわることが重
要です。資格等の取得はありませんが、講
座受講を希望される方を募集します。
日３月４日（木）	１４時～１６時
場市役所５階	多目的室　定20人
申事前に担当課へ電話で申込み
問障がい・長寿課　☎85０-５３２０

ー生活・環境・安全ー

市中小企業支援給付金
～今月末まで～

市内に事業所を有しており、新型コロナウ
イルス感染症関連金融支援制度を利用し
融資を受けていることを条件に、融資額の
1％（上限10万円）を給付しています。
※本社機能が市外にある場合でも、市内に
事業所を有し、上記条件に該当するのであ
れば、給付を受けられるように、給付の対
象を拡大しています。ご自身が給付対象か
不明な場合は担当課までご連絡ください。
申請期間２月２８日まで
問産業振興課　☎85０-５８７６

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	（株）和高建設工業	☎850-9670
3月	日信工業（株）		　		☎852-2022
▼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
金を無利子で貸付しています。※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	

家畜伝染病防疫について
市内で牛・豚（猪含む）・鳥（食用や採卵用の
み）・山羊・馬を飼育している方は、家畜伝染病
防疫のため飼育場所や頭羽数を確認する必
要がありますのでご連絡ください。市内在住
で市外にて飼育している方もお願いします。
問農林水産課　☎850-5305
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資源ごみ（缶類・古紙類等）
無断持去り行為は禁止です！

市では、ごみの排出方法については「決め
られた方法」で、「決められた日」に、「決めら
れた場所」に出されたごみを、「決められた
収集業者」が収集することになっています。
その中でも資源ごみについては、市におけ
るリサイクル体制の安定化につながってい
ます。その資源ごみを無断で持ち去る行為
は、市におけるリサイクル体制の安定が図
れなくなることにもつながります。皆様のご
理解とご協力をお願いします。
問生活環境課　☎850-5520

農地の売買、貸借、転用等をする
ときは、農地法の手続きが必要です

農地の売買、貸借、転用等を行う際は事前
に農業委員会へ申請、届出が必要となりま
す。申請や届出をせずに行なった場合には
罰則の規定があります。
問農業委員会　☎850-5339

排水路への土砂流出
不法投棄について

排水路への農地からの土砂流出や廃棄物
の不法投棄は、浸水被害や水質汚濁の原
因となりますので農地の適正管理、廃棄物
の適正処理をお願いします。
問農林水産課　☎850-5305

豊見城団地市改良住宅の
家賃減免および徴収猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響による収入
の減少等により、家賃の支払いが困難となった
世帯については、家賃の減免または徴収猶予
が可能となる場合がありますので、ご相談を希
望される場合は下記までご連絡ください。
問沖縄県住宅供給公社　☎917-2435

あなたも公園の美化サポーター
になってみませんか？

詳しい内容は、担当課までお問い合わせく
ださい。	問公園緑地課	☎850-0096

粗大ごみの収集には
事前予約が必要です！

予約先	沖縄道路メンテナンス株式会社
電話番号(専用)		850-1010
現在生活環境課では受付は行っておりません。

家庭ごみの
一時多量ごみについて

引越しや大掃除などで多量に出たごみは、ご
自身で糸豊環境美化センターへの直接搬入
も可能ですが、それができない場合は下記の
業者に依頼することも可能です。処理費用な
どの詳細についてはお問い合わせ下さい。

業者名 電話番号
市シルバー人材センター 850-7716
（株）タイラ産業 850-1943
（有）タイラ衛生社 856-4488
（有）大繁建設 850-5059
あきづ産業 960-7498

狂犬病の予防注射にについて　　　　　	
犬を飼育する際は、登録と狂犬病予防注射
が義務付けられています。犬の登録は終生
１回です。（各市町村、指定動物病院で手
続き可）指定動物病院では、年中接種でき
ます。接種料金は、病院により異なりますの
で、動物病院へお問い合わせください。
問生活環境課　☎850-5520

令和３年春季全国火災予防
運動実施中

令和２年度全国統一防火標語
「その火事を　防ぐあなたに　金メダル」
日３月１日（月）～７日（日）
■全国で発生した住宅火災の死亡者数
は８５８人であり、そのうち死亡者の約
７３％は６５歳以上の高齢者です。

■もうつけましたか？「住宅用火災警報器」
住宅用火災警報器・消火器の不正販売
に注意しましょう。詳しくは担当課まで
お問い合わせください。

問消防本部	予防課　☎850-3105

問 子育て支援センターぐっぴー
　☎850-9214

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？	
▶地域連携室(豊崎小学校体育館２階)
日 2月16日(火)	13時30分～15時30分
対 0歳児～就学前の親子
▶市立中央公民館（1階和室）
日２月25日（木)	１3時30分～15時30分
対 0歳児～就学前の親子
育児講座
▶キッズ(ベビー)＆ママヨガ
日２月１5日(月)	１０時１５分～11時45分
場豊見城団地集会所（子育て支援所）
対０歳～就学前の親子	１０組
申２月８日(月)から（先着順）
準ヨガマットなど　参加費 100円
▶心が育つ絵本講座
日２月１8日(木)	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	８組
申２月９日(火)から（先着順）
▶足育入門講座
日２月１9日(金)	１3時～１５時
場子育て支援センターぐっぴー
対０歳～就学前の親子	８組
申２月１０日(水)から（先着順）
準普段履いている靴で来所（親子分）
※新型コロナの影響で中止になる可能性あり。
※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。

救命講習会について

新型コロナウイルスの感染が拡大している状
況を踏まえ、中止といたします。今後の開催に
ついては、消防署までお問い合わせください。
問消防本部　消防署　☎850-0529
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INFORMATION

粗大ごみの出し方について

１．沖縄道路メンテナンス(850-1010)に電話
して、予約をする。（1回につき６点まで）。

２．近くのスーパーやコンビニで粗大ごみ処券
を購入する。(１０キロ以上：大３２４円、１０キ
ロ未満：小１６２円)

３．指定された日の８時３０分までに家の前に、
粗大ごみ処理券を貼って出す。

■受付時間：週５日(月～金)、8時30分～１７　
時15分。休業日は、市役所閉庁日と同様。

■予約の取消しや日にちの変更、出すごみの
追加等の問い合わせも直接、沖縄道路メン
テナンスへお願いします。

■以下のものは、粗大ごみとなります。
　炊飯器(５合炊き)、掃除機、扇風機、ミキサー

下水道事業からのお願い　　　　　
皆さまからの使用料金で施設の管理を行っ
ています。大事な施設を適切に使用するため
に、排水管には分解できない固形物を絶対
に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
の毛はこ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

安全運転相談ダイヤルについて

加齢に伴って「周りが見えづらくなった」「か
らだの動きが鈍くなった」など、身体機能に
変化はありませんか？身体機能が低下する
と運転操作のミスへとつながり、交通事故を
引き起こす可能性が高まります。高齢ドライ
バーや家族のみなさん、高齢や病気等で自
動車の運転を続けることに不安を感じたら、
安全運転相談ダイヤル＃8080(シャープハレバレ)
に電話ください。
問豊見城警察署　☎850-0110

「はかり」定期検査のお知らせ　　　　　
軽量法の規定により、「はかり」の定期検査を
行います。２年に１回の定期検査を受けていな
い「はかり」を取引や証明に使用することは、
計量法違反行為となり罰金に処せられます。
日２月２２日（月）１０時～１２時、１３時～１５時
場市役所４階　第１会議室
詳細は、市ＨＰをご覧ください。
問産業振興課　☎850-５８７６

ー子育て・教育ー

園庭開放を行っています
お気軽にお問い合わせください

問ゆたかこども園	☎850-2700
　豊崎こども園　	☎851-3887
　上田こども園　	☎850-7876

豊見城市
新生児子育て応援特別給付金

本市では、国の特別給付金の対象とならない
基準日（令和2年4月27日）の翌日～今年度中
に出生した新生児の父または母を対象に、本
市独自対策として特別給付金を給付します。
給付金額 お一人につき５万円
期４月30日（金）まで
申 申請所に必要書類を添えて、担当課へ
郵送もしくは窓口にて提出

詳しくは担当課、またはこち
らよりご確認ください▶▶▶
問こども応援課	☎850-6775

ーイベント・募集ー

県立浦添職業能力開発校
令和３年度職業訓練生募集

募集期間	２月26日（金）まで
授業料	無料（但しテキスト代等は自己負担）

訓練科名 人数 訓練期間
自動車整備科 ８ ２年
電気工事科 28

１年
建設機械整備科 １２
配管・建物設備科 １８
溶接・板金塗装科 １７
エクステリア科 １０
オフィスビジネス科
（身体障がい者対象） １０ ６か月

問浦添職業能力開発校　☎8７９-２５６０

令和２年度
とみんちゅ手作り市

布小物、アクセサリー、木工品、雑貨など手作り
の品々を出店できる「手作り市」を開催します。
日２月2３日（火）１０時３０分～１５時
場市民体育館	問市民体育館	☎850-１５５０

ーご芳志ー

市社会福祉協議会へ
前里英之様より、故・父・榮吉様の香典返しとして１０万円　　　
ダイセーロジスティクス（株）より寄附金として３万円　
山岡清子様より市社会福祉協議会・子供の
居場所事業への寄附金として３万円

市上下水道事業経営戦略（素案）に
対するパブリックコメント実施

本市の公営企業が実施する上下水道
事業について、その基本理念である独
立採算制に則り安定的な経営を維持し
ていくための戦略を定める「豊見城市
上下水道事業経営戦略」を策定するに
あたり、市民等に対しパブリックコメン
トを実施します。
期２月２６日（金）まで
資料の配布・閲覧場所
①上下水道部総務課窓口（市役所３階）
②市ホームページ
※詳細は、配布資料をご覧ください。
問上下水道部総務課　☎850-１５１６

市国土強靭化地域計画の
策定に係る市民意見募集

本市の強靭化に資する計画を策定する
にあたり、市民の皆様の意見を募集し
ます。提出方法などの詳細は、市のＨＰ
をご覧ください。
日２月中旬まで（予定）
問総務課防災危機管理班	☎850-８１６５



広報の音訳ＣＤ
を届けます

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。

今回の特集は、本市の成人式でした
が、コロナ禍のなか、取材に行くと、
実行委員を中心にしっかりと感染予
防対策がされており、限られた中で、
工夫が凝らされていて、とても素晴
らしい式典でした。新成人の皆様お
めでとうございます。（わたる）

令和3年成人式。今年は開催が危ぶま
れる中、無事に行えたのは実行委員会
はじめ縁の下の力持ちの存在が大きい
なと取材を通して感じました。20歳とい
うと、まだ若い、大人の入口のような印
象でしたが、式典をまとめる姿を見て、
私も見習う部分あるなと思わされまし
た。皆さんはもう立派な大人だ！（さき）

■ひとのうごき
令和2年12月末日 先月比

全体 65,766人 +79人

男性 32,383人 +49人

女性 33,383人 +30人

世帯数 27,289世帯 +54世帯
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ファミリー読書の日

旧 1.10 27 旧 1.1626 旧 1.1525
国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料第8期納付期限
行政相談
(市役所1階第2相談室)
10時～12時
国民健康保険課夜間窓口
17時15分～20時

旧 1.1424
司法書士相談

（市役所2階第1会議室）
9時～12時※要予約
国民健康保険課夜間窓口
17時15分～20時

旧 1.1323
天皇誕生日

旧 1.1222
就労相談
(ハローワーク側玄関通路)
14時～17時

旧 1.11

28 旧 1.17 6 旧 1.235 旧 1.224
国民健康保険課 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

旧 1.213
弁護士相談
(市役所2階第1会議室)
9時～12時※要予約

旧 1.202
消費生活相談
(市役所2階第３相談室)
10時～12時/13時～16時

旧 1.193/1
国民健康保険税・後期高齢
者医療保険料第7期納付
期限

旧 1.18

14 旧 1.3 20
おきなわの地域教育の日

旧 1.919
市シルバー人材センター
入会説明会
(市陸上競技場1階)
10時～12時
市青少年育成市民会議　
夜間パトロール
少年を守る日

旧 1.818 旧 1.717
弁護士相談
(市役所2階第1会議室)
9時～12時※要予約

旧 1.616
消費生活相談
(市役所2階第3相談室)
10時～12時/13時～16時

旧 1.515
成人の日成人式

旧 1.4

7 旧 12.26 13 旧 1.212
少年を守る日
食育ボランティア養成講座③

（市立中央公民館）
9時30分～16時30分

旧 1.111
建国記念の日

旧 12.3010
司法書士相談

（市役所2階第1会議室）
9時～12時※要予約

旧 12.299
消費生活相談
(市役所2階第３相談室)
10時～12時/13時～16時

旧 12.288
市役所仕事始め

旧 12.27

1/31
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

旧 12.19 6 旧 12.255
元日

旧 12.244 旧 12.233
大晦日

旧 12.222 旧 12.211
市役所仕事納め

旧 12.20

Cleanなまち、とみぐすくを目指そう！2
2021

家庭ごみ量（月/世帯） 瀬長島ごみ回収量
直近12カ月平均

58.9㎏
直近12カ月平均

433.3㎏

約62．５㎏ 約２4０㎏

12月 12月

＋3.6
kg

-193.3kg

新型コロナウイルス発生により、各種イベント・相談等は中止または延期になる場合がありますので、ご了承ください。

■豊見城市ごみカレンダー

■粗大ごみ収集に係る電話受付のお問い合わせ先　沖縄道路メンテナンス（株） ☎850-1010
▶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

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

A地区 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 火曜日 金曜日

B地区 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 火・金曜日 第1・第３水曜日 水曜日 土曜日

C地区 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） 水・土曜日 第１・第３月曜日 月曜日 木曜日
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　　こども・子育て応援団PR活動 さあ、みんなで支援の輪を広げよう

　本市では、社会全体で子どもと子育て家庭を応援
する取り組みを実施し、子育てしやすい環境づくりを
推進する 「こども・子育て応援団」を募集しています。
今回は「こども・子育
て応援団」によるチャ
リティーイベントな
ど実際の活動や紹介
等を行います。

ゲラジョブセンター作成▶︎

こども応援課 850-6775

　　豊見城市 彩発見♪  市内事業所を応援しよう  新型コロナウイルス感染症に係る事業所応援

　地元商品の販売強化を図る目的で、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが落ち込んでいる地元事
業所を支援するために、「イーアス沖縄豊崎」さんのご協力のもと豊見城市物産展を開催します。豊見城市の再発見
ができるかも!?新たな豊見城市の魅力を探してみませんか?お買い物のついでにぜひお立ち寄りください。

産業振興課 850-5876

ご自宅等で眠っている「本」を寄附しませんか?
会場にお持ち頂いた「本」をお預かりして、
事業者に査定してもらい、査定金額を市内団体へ寄附します。
▶取り扱いできない商品 

「ISBN」のない本、百科事典、漫画雑誌など
不明な場合は、チャリティー主催側にて分類します
■チャリティー主催 Thank’s mama(サンクスママ)【こども・子育て応援団登録団体】 
☎090-7292-4431(代表:元 麻美)

チャリティーイベント

〜きっと〜Kitt

2021.February

No.659

2
TOMIGUSUKU

新型コロナウイルスの影響により、掲載した内容が変更される場合があります。
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［ 内　容 ］
市内某所にて、市観光大使かりゆし58をはじめ、沖縄の有
名アーティストによる無観客ライブを開催!その様子をFM
とよみ (無料)と Streaming+(有料)で生放送♪
FMとよみが聞ける豊見城市全体がライブ会場!お隣さん
からも同じ音が鳴っている!?街が巨大なスピーカーになる!
新しいカタチでおうち時間を楽しもう!
遠方の方はストリーミングでお楽しみ下さい♪

［ 参加方法 ］
FMとよみ(83.2MHz)の電波圏内で無料音声が聞けます。
Streaming+にて動画有料配信(￥3,000)も行います。
詳しくは、
https://www.tomigusukuokinawa.jp/#festival

(一社)豊見城市観光協会 ☎856-8766

2021.02.07
17:00〜

街  NARASU フェスティバル
in TOMIGUSUKU

■詳細は２月中旬頃に市ホームページへ掲載予定ですので、ご確認ください。■新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または中止となる場合がございます。

2つの応援イベントを開催します

日時  2/27Sat ▶ 28Sun　10:00〜17:00　 会場  イーアス沖縄豊崎


