
～大切にしようあなたの一票 必ず投票に行こう！～～大切にしようあなたの一票 必ず投票に行こう！～

７ 月 ２ １ 日 （ 日 ） は

第２５回　 参議院議員通常選挙

豊見城市で投票できる方

美らＳＵＮビーチ 時間帯 時間料金 最大料金
昼間 6時～２２時 ６０分/100円 500円
夜間 閉鎖 ー ー

美らＳＵＮビーチ 時間帯 時間料金 最大料金
昼間 6時～２２時 ６０分/２00円 500円
夜間 閉鎖 ー ー

※駐車場利用料金の変更はございません。

今般の無料時間の変更については、公園の維持管理費として駐車料金を使用しており今後とも多くの

利用者に安全・快適に過ごしていただくために社会実験として実施するものです。

■通常期（１～４月、１１月～１２月） ※入庫後６０分は無料 → 無料時間なし

■夏期（5～10月） ※入庫後６０分は無料 → 無料時間なし

実施予定日 令和元年８月１日 （木）～

投票所 第１投票所 第２投票所 第３投票所 第４投票所 第５投票所 第６投票所 第７投票所 第８投票所

座安小学校 伊良波小学校 市役所 とよみ小学校 長嶺小学校 中央公民館 豊崎小学校 ゆたか小学校

玄関ホール 体育館 １階 体育館 玄関ホール 1階ロビー 体育館 体育館
施設名

お問い合わせ 市選挙管理委員会事務局 ☎850-8859

入場券および投票所

投票時間：7時～20時投票時間：7時～20時

豊崎美らＳＵＮビーチ内の公園駐車場の

無料時間変更 のお知らせ

お問い合わせ 公園緑地課 ☎850-0096

期日前投票

期間　7月5（金）～20日（土） 時間 8時30分～20時　場所 市役所1階

■投票所入場券は、郵便によりお届けします。

■入場券に各自の投票所が記載してありますので、お間

　 違えのないようにお確かめ下さい。

■入場券が投票日までに届かなかった場合や紛失した場

　 合は、投票日当日に再発行します。身分が証明できる

　 書類（運転免許証・健康保険証など）をご持参下さい。

豊見城市の選挙人名簿に登録があり、投票日当日に選

挙権がある方です。 ①平成１３年７月２２日以前に生まれ

た方 ②平成３１年４月３日以前から引き続き住んでいる

方 ③転出後４ヶ月を経過しない方で、かつ他の市町村の

選挙人名簿に登録されていない方
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振る舞われたマンゴーを見つめる男の子

後期高齢者医療被保険者の皆さまへ
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キ ッ ズ 体 操 苦 手 克 服 教 室小学生陸上教室  受講者募集

時  とび箱：13時30分～15時

　　 てつ棒：15時15分～16時45分

場  市民体育館　 対  小学生　

参加費  700円

定  各コース20名（先着順）　

講師  呉屋 京辰氏、仲里 佳朗氏、ほか

申  7月11日（木）より直接窓口にて申込み

時  1８時～19時30分（全5回）

場  総合公園陸上競技場

　　 ※雨天時は競技場スタント下

対  市内在住の小学生（参加費は無料）

定  30名（先着順）

申  7月8日（月）～19日（金）まで

　　 生涯学習振興課にて受付

　　 （平日8時30分～17時15分）

■詳しくは下記までお問い合わせ

　 ください

8/10
（土）

8/11
（日）

7/22（月）
～

7/26（金） ー とび箱コース ＆ てつ棒コース ―

ー 市青少年リーダー育成事業 ―

市民体育館　☎850-1550生涯学習振興課（市立中央公民館）　☎850-3591

夏休みの間に「とび箱」と「てつ

棒」を克服しよう！体操で基本の

動作を指導します。

児童水泳教室  受講者募集
時  A.10時～10時50分　

　   B.11時～11時50分　

　　 C.13時～13時50分　

　　 D.14時～14時50分

場  豊見城総合公園水泳プール

対  市内在住の小学生　

定  各30名（先着順）

申  7月10日（水）～19日（金）まで

　　 生涯学習振興課にて受付

　　 （平日8時30分～17時15分）

■代理人提出もできますが、本人

　 （保護者）の申請を優先します

■悪天候時は、市HPを事前に

　 ご確認ください

7/30（火）
～

8/9（金）

生涯学習振興課（市立中央公民館）　☎850-3591

サンゴランプ 作 り 教 室

市民体育館　☎850-1550

時  ①10時～11時30分　

　　 ②12時～13時30分　

　　 ③14時～15時30分

場  市民体育館　多目的室　 

対  小学生（保護者同伴）　

定  各部15名（先着順）　参加費  500円

申  7月11日（木）より直接窓口にて申込み

　　 9時～21時（火曜休館）

豊見城で採取したサンゴや貝殻を

使用し、ランプをつくります。夏休

みの工作にいかがですか？

8/12
（月）

ふ れ あ い キ ャ ン プ

場  石川青少年の家

対  市内在住の小学5年～中学3年生

　　 （小学生20名、中学生10名）で

　　 事前研修に参加可能な方　

　　 ※多い場合は抽選にて決定

事前研修  8月3日（土） 市立中央公民館

申  7月26日（金）までに申込用紙、健康

　　 調査票、健康保険証（写し）を併せて、

　　 生涯学習振興課に提出

　　 （平日8時30分～17時15分）

8/19（月）
～

20（火）

生涯学習振興課（市立中央公民館）　☎850-3280

夏休み かけっこ教室

市民体育館　☎850-1550

時  17時～19時

定  30名（先着順）

場  豊崎海浜公園　多目的広場　

　　※雨天時は市民体育館

対  小学生（1～6年生）　参加費  500円

講師  譜久里 武氏

申  7月11日（木）より直接窓口にて申込み

　　 9時～21時（火曜休館）

「運動が苦手」「早く走りたい」など

運動の基礎となる走りのコツを

子ども達に楽しく教えます。

第 4 回  与根漁港 まつり

時  11時～18時

場  与根漁港内

7/20
（土）

農林水産課　☎850-5305

「つくり育てる漁業」への理解を

深め、水産業の振興に寄与する

ことを目的に開催します。今年も

鮮魚直売会、解体ショー、魚つかみ

どり、稚魚放流などのイベントが

盛りだくさんです。

第12回  豊見城ハーリー大会

時  9時～18時

場  豊崎海浜公園

　　 豊崎美らSUNビーチ北側

7/28
（日）

豊見城龍船協会　☎090-8291-4909（赤嶺）

沖縄における爬龍船の歴史は古

く、約600年前の汪応祖の時代

までさかのぼります。貴重な文化

遺産を再現した「豊見城ハーリー

大会」も今年で12回目。熱戦が

繰り広げられること間違いない！

超超 夏 休 み夏 休 み使 え る イベントカレンダー

S U M M E RVACATION

生涯学習振興課＠市立中央公民館

豊見城市民体育館

＼カン カン♪／

♪♫ ♪

今年の夏休みはどう過ごす？

夏休み期間中、市内では

色々 なイベント開催！

みんなで遊びに行こう♪

まずはこちらから！
CH
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!

人間には
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＼ 夏休みだー！ ／
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時  10時～11時15分　 定  各回10名

場  ひまわりファクトリー（字渡橋名）

内  素焼きの鉢に色を塗り、絵を描きます

参加費  500円（おやつ付き）

申  施設窓口で申込み、もしくは電話・

　　 FAXで申込み　※先着順

■汚れてもいい服装でお越しください

ひまわりファクトリー ☎856-6639 / FAX856-6030

レ ザ ー 制 作

時  10時～12時

場  わくわく児童館　 

対  小学3年生～(児童のみの参加)

定  10名　　参加費  250円　

講師  佐々木 美智子さん（皮工房きくや）

申  7月10日（水）～14日（日）※先着順

　　 10時～17時（12時～13時のぞく）

■電話、代理での受付不可

■受付後のキャンセルは返金不可

■日曜・祝日も受付しています

7/22
（月）

8/20
（火） ー コイン入れをつくろう ―

わくわく児童館　☎856-7124わくわく児童館　☎856-7124

時  10時～12時

場  わくわく児童館　 

対  小学生（小学1・２年生は保護者同伴）

定  10名　　参加費  100円　

講師  児童厚生員

申  7月10日（水）～14日（日）※先着順

　　 10時～17時（12時～13時のぞく）

■電話、代理での受付不可

■受付後のキャンセルは返金不可

■日曜・祝日も受付しています

夏休み企画①折 り 紙 教 室
ー 美ら海リース ―

8/19
（月）

時  10時～11時30分/13時30分～15時

場  真嘉部コミュニティセンター

定  午前20名・午後20名　　参加費  無料　

対  小学生（小学1〜3年生保護者同伴）

講師  沖縄こどもの国 子供科学技術人材育成事業

申  7月10日（水）～14日（日）※先着順

　　 10時～12時/13時～17時

■電話、代理での受付不可

■受付後のキャンセルは返金不可

■日曜・祝日も受付しています

サイエンス実験ショー・科学工作
ー 温度マイナス196 / 自在バランサー ―

夏休み企画④7/22
（月）

7/26
（金）

真嘉部コミュニティセンター　☎840-6828真嘉部コミュニティセンター　☎840-6828

時  14時～16時　  参加費  200円

場  真嘉部コミュニティセンター

定  15名　 

対  小学生〜中学生（小学1〜3年生保護者同伴）

申  7月10日（水）～14日（日）※先着順

　　 10時～17時（12時～13時のぞく）

■⑴⑵は、1人1講座の受講です

■電話、代理での受付不可

■受付後のキャンセルは返金不可

■日曜・祝日も受付しています

真嘉部コミュニティセンター　☎840-6828

■⑴⑵は、1人1講座の受講です

■電話、代理での受付不可

■受付後のキャンセルは返金不可

■日曜・祝日も受付しています

レザ ー ク ラ フ ト
ー 三角コインケース＆ペン立て ―

時  14時～16時　  参加費  500円

場  真嘉部コミュニティセンター　 定  15名　 

対  小学生（小学1〜3年生保護者同伴）

講師  かかず　かずこさん　

持参  絵筆（小・中各1本）

申  7月10日（水）～14日（日）※先着順

　　 10時～17時（12時～13時のぞく）

漆喰シーサーづくり

素焼き鉢で 風鈴づくり

真嘉部コミュニティセンター　☎840-6828

時  【団体】 ※団体は要予約

　　 9日（金） 10時～11時30分/

　　　　　　　　 13時～15時

　　 10日（土）10時～11時30分

　　 【一般】

　　 10日（土）13時～15時

　　 11日（日）10時～11時30分/

　　 　　　　　　 13時～15時　

場  真嘉部コミュニティセンター

おばけやしき 2019

夏休み講座⑴

夏休み講座⑵ 折 り 紙 教 室

時  10時～12時

場  わくわく児童館　 

対  小学生（小学1・２年生は保護者同伴）

定  10名　　参加費  100円　

講師  古堅 幸江さん（日本折紙協会講師）

申  7月10日（水）～14日（日）※先着順

　　 10時～17時（12時～13時のぞく）

■電話、代理での受付不可

■受付後のキャンセルは返金不可

■日曜・祝日も受付しています

8/7
（水）

8/27
（火） ー 宝箱を折ってみよう ―

わくわく児童館　☎856-7124わくわく児童館　☎856-7124

時  10時～12時

場  わくわく児童館　 

対  小学生（小学1・２年生は保護者同伴）

定  10名　　参加費  100円　

講師  児童厚生員

申  7月10日（水）～14日（日）※先着順

　　 10時～17時（12時～13時のぞく）

■電話、代理での受付不可

■受付後のキャンセルは返金不可

■日曜・祝日も受付しています

夏休み企画②かんたん実 験 工 作
ー 色んなスライムづくり ―

夏休み企画⑤

わ く わ く 工 作

時  10時～12時

場  わくわく児童館　 

対  小学生（小学1・２年生は保護者同伴）

定  10名　　参加費  200円　

講師  児童厚生員

申  7月10日（水）～14日（日）※先着順

　　 10時～17時（12時～13時のぞく）

■電話、代理での受付不可

■受付後のキャンセルは返金不可

■日曜・祝日も受付しています

8/16
（金） ー 万華鏡づくり ―

お 化 け 迷 路
ー おきなわの廃墟 ―

わくわく児童館　☎856-7124

わくわく児童館　☎856-7124

時  団体優先：10時～11時

　　 個人優先：14時～15時30分

　　 ※3日（土）は午前のみ　

　　 ※団体利用は要予約　

場  わくわく児童館

申  7月10日（水）～14日（日）※先着順

　　 10時～17時（12時～13時のぞく）

『わくわく児童館の夏休み企画（黄色）』は①～⑤のうち、

おひとり様につき2つまで受講可能です。※写真はイメージです

夏休み企画③8/1（木）
～

3（土）

8/9（金）
～

11（日）

7/26（金）  8/2（金）  8/9（金）  8/16（金）  8/23（金）　

時  10時～11時15分　 定  各回10名

場  ひまわりファクトリー（字渡橋名）

内  お洒落でかわいいハーバリウム作り

参加費  500円（おやつ付き）

申  施設窓口で申込み、もしくは電話・

　　 FAXで申込み　※先着順

■園児などの付き添いが必要な方は、

　  保護者同伴

ひまわりファクトリー ☎856-6639 / FAX856-6030

ハーバリウムづくり

7/26（金）  8/2（金）  8/9（金）  8/16（金）  8/23（金）　

わくわく児童館  ひ
まわりファクトリー

真嘉部コミュニティセンター
＼ やっほー♥ ／

＼
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ん ／

超超 夏 休 み夏 休 み使 え る イベントカレンダー

あそびに
つれっててね TOMIGUSUKU 45 TOMIGUSUKU



被保険者間の保険税負担の公平性を図るため国の基準が改正されたことに伴い、 国民健康保険税の賦課限度額が引き上げとなり

ました。 被保険者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

◆ハブクラゲ刺症を未然に防ぐには

①海水浴をする際は、 できるだけ肌の露出を避けハブクラゲ侵入防止ネット内側で泳ぐ。

②海に出かける際は、 酢 （食酢） を持参する。

◆刺された場合は、 落ち着いて対処し、

①海からあがり、 激しい動きをしないで、 身近な人に助けを求める。

②刺された部分をこすらずに、 酢 （食酢） をかけて触手を取り除き氷や冷水で冷やす。

③応急処置をし、 早急に医療機関で治療を受ける。

◆予防１ 刺されないように

①蚊が多い場所に行くときは、 肌を露出せず、 素足やサンダルはできるだけ避ける。

②虫よけスプレーを使い、 家などへの侵入を防ぐ。

◆予防２ 増やさないように

①雨ざらしのバケツなどに、 水をためない。

②海外から帰国したら症状の有無にかかわらず、 ２週間程度は蚊にさされないように。

沖縄県には、 猛毒を有するハブが生息し、 年間１００人前後のハブ咬症患者が発生して

います。 ハブによる咬症被害を未然に防ぐために、 草刈りやネズミの駆除を行い、 環境

を整えましょう。 また、 草むらや農地、 夜間に歩行する際には十分注意するよう心がけ

ましょう。

◆ハブ抗毒素常備医療機関

豊見城中央病院 ☎８５０－３８１１　沖縄協同病院 ☎８５３－１２００

【住民税非課税世帯の所得区分】

所得区分

低所得

区分Ⅱ 住民税非課税

区分Ⅰ
住民税非課税かつ

世帯全員が年金収入８０万円以下

一般 課税所得１４５万円未満

※所得区分が一般の方は減額認定証の申請は不要です。

所得区分 ２割軽減 ５割軽減

平成３０年度【改正前】 基礎控除額３３万円＋５０万円×被保険者数 基礎控除額３３万円＋２７．５万円×被保険者数

平成３１年度【改正後】 基礎控除額３３万円＋５１万円×被保険者数 基礎控除額３３万円＋２８万円×被保険者数

所得区分 医 療 分 支 援 分 介 護 分 合 計

平成３０年度【改正前】 ５８万円 １９万円 １６万円 ９３万円

平成３１年度【改正後】 ６１万円 １９万円 １６万円 ９６万円

【現役並み所得者の所得区分】

所得区分

現役

並み

区分Ⅲ 課税所得６９０万円以上

区分Ⅱ 課税所得３８０万円以上６９０万円未満

区分Ⅰ 課税所得１４５万円以上３８０万円未満

所得区分が区分Ⅲの方は限度額適用認定証の申請は不要です。

７５歳以上の後期高齢者医療の被保険者の皆さまへ平成３１年度国民健康保険税の改正点

～後期高齢者医療被保険者の皆さまへ～

令和元年８月から被保険者証が切り替わります！

◯限度額適用 ・標準負担額減額認定証 （減額認定証） について◯軽減対象世帯の拡大

令和元年ハブクラゲ発生注意報！

デング熱等、蚊媒介感染に注意！

ハブに注意！！

◯賦課限度額の引き上げ

◯長期入院該当候補者の方へ

◯限度額適用認定証について

◯申請方法について

有効期限が令和２年７月３１日となります。

被保険者証の色 （ピンク） の変更はありません。

新しい被保険者証は、７月下旬までに、国保年金課から郵送または窓口で交付します。 ８月からは、

医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してください。 被保険者証が届いたら、 住所 ・ 氏名 ・

一部負担金の割合を確認してください。

減額認定証とは？

後期高齢者医療の被保険者で、 １割負担の保険証をお持ち

の方のうち、 住民税非課税世帯の方が診療 （入院 ・ 外来 ・

調剤） を受ける場合に、 減額認定証と被保険者証を医療機

関の窓口で提示することで、 一部負担金限度額の適用およ

び入院時の食事代などが減額される証です。

国民健康保険税には、 低所得世帯の納付負担を軽減することを目的に、 均等割および平均割を減額する７割 ・ ５割 ・ ２割の軽減措

置があります。 このうち、 ５割 ・ ２割軽減の基準が拡大されます。 軽減措置は、 世帯主および国保加入者全員の昨年中の所得申告

がされていないと、 軽減に該当するのかの判定ができません。

限度額適用認定証とは？

後期高齢者医療の被保険者で３割負担の保険証をお持ちの

方のうち、所得区分が区分（現役並み）Ⅰ・Ⅱの方が診療（入

院 ・ 外来 ・ 調剤） を受ける場合に、 限度額適用認定証と被

保険者証を医療機関の窓口で提示することにより、 一部負

担金限度額が適用される証です。

限度額適用認定証、 限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証 （減額認定証） を初めて申請する時は、 国保年金課 （市役所１階） で

被保険者証、 印鑑を持参してください。 限度額適用認定証、 減額認定証が適用となる場合は、 申請した月の初日からの適用と

なります。 代理人が申請する場合には被保険者証、被保険者本人の印鑑、代理人の印鑑、代理人の身分証明書をご持参ください。

前年度に交付を受けている方が引き続き今年度も該当する場合は、 ８月の定期更新時に被保険者証と同封します。

※同じ世帯に平成３１年度 （平成３０年中） の所得が不明な方 （未申告者など） がいる場合は、所得区分の判定ができませんので、

まだの方はお早めに所得申告するようお願いします。

減額認定証 （区分Ⅱ） を交付された方で、 平成３０年８月から令和元年７月の減額認定証 （区分Ⅱ） に該当する期間のうち、 入院

日数が９０日を超える方は、 申請するとさらに食事代が減額されます。 申請は、 医療機関が発行した直近３ヶ月分の入院日数が確

認できるもの （領収書など） を持参してお手続きください。

お問い合わせ　国保年金課　高齢者医療班　☎８５０－０１６０

お問い合わせ　国保年金課　年金窓口　☎８５０－０１３９

お問い合わせ　国保年金課　☎８５０－０１６０　／　沖縄県後期高齢者医療広域連合　☎９６３－８０１２

夏の危険な生き物に注意してください！

注意１

注意２

注意３

お問い合わせ 生活環境課 ☎８５０－５５２０

令和2年　　7月31日

令和  元  年

豊見城市

TOMIGUSUKU 67 TOMIGUSUKU



TOMIGUSUKU 89 TOMIGUSUKU

― ―

５/２５ 第70回沖縄県植樹祭 ～緑と心を調和させ 安らぎをつくろう とみぐすく～

市立ゆたか小学校において、 「緑と心を調和させ 安らぎをつくろう とみぐすく」を大会テーマに『第 70 回沖縄県植樹祭』が開

催され、市内外から関係者など約 800 人が参加しました。山川市長は、「緑豊かな故郷を次世代に引き継いでいけるよう、緑化活

動を推進したい」と開催地挨拶を行い、ゆたか小学校の児童らが「豊かな自然に感謝し、緑を大切に育てます」と大会決議を宣言。

その後、参加者により市木のリュウキュウコクタンやクロトンなどの約 1,400 株の苗木を植樹しました。今年の 12 月 14・15 日には、

『第４３回全国育樹祭』が沖縄県で初開催されます。

５/２２ 本市行政相談委員が表彰されました！５/２９

県行政評価事務所で行われた行政相談委員全体会議にお

いて、多年にわたり、国民の行政に対する苦情の解決に多大

な貢献をされた本市の行政相談委員である比嘉健夫さん、

金城房江さんに表彰状及び感謝状の贈呈がありました。

南部地区公民館連絡協議会総会において、長年にわたり

自治公民館長として地域活動に携わった、大城利博さん（饒波

公民館）、仲村良治さん（県営上田団地自治会公民館）の2人

が公民館振興功労者として表彰を受けました。

令和元年度 南部地区公民館連絡
協議会 公民館振興功労者表彰

ま ち の で き ご と

６/１ まるごと沖縄クリーンビーチ2019 ５/３０

豊崎美らＳＵＮビーチにおいて、 沖縄クリーンコーストネット

ワーク （ ＯＣＣＮ ） 主催で、 『まるごと沖縄クリーンビーチ

2019』が行われ、 快晴の中、 過去最多の 831 人が参加しま

した。家族連れなどの参加者たちは、 海岸沿いのゴミや藻など

を拾い集め、美らＳＵＮビーチのクリーンアップを行いました。

5 月 30 日 ( ゴミゼロの日 ) に本市において、 『令和元年度

不法投棄等防止県下一斉パトロール』が実施され、 本市をはじ

め、沖縄県、警察署、産業廃棄物不法処理連絡協議会の方々

などが参加。本市の現状を見てもらいながら、 清掃活動が実

施され、今回のパトロールで約 1 トンのゴミが回収されました。

令和元年度 不法投棄等防止
県下一斉パトロール出発式

６/２ 豊見城市バスケットボール協会
設立記念式典６/３

ＪＡおきなわ豊見城支店ホールにおいて、 『市バスケットボー

ル協会設立記念式典』 が行われ、 市内外のバスケ関係者約

100 人が出席。初代会長に就任した比嘉彰会長は 「市体育協

会が担っていたことを、今後はバスケ協会が中心となり、競技力

の向上、選手育成などに努めたい」と挨拶を述べました。

市役所にて行われた交通安全推進協議会総会において

『市交通安全功労者表彰』が行われ、 永年にわたり交通安全

運動および交通事故防止に多大な貢献をされたとして、 下地

鉄夫さん、 有限会社上原設備工業、 株式会社大生通信の功

労者に表彰状が贈呈されました。

令和元年度
豊見城市交通安全功労者表彰

６/５

市立上田小学校において、プログラミング教育教材の人型ロボット「ペッパー」のお披露目式が行われました。ペッパーが動いたり、

話したりする姿に、子供たちは歓声を上げ、興味津々の様子でした。山川市長は、「プログラミングを行って、ペッパーが動く姿などを

楽しんでください」と話しました。ペッパーは、 児童の論理的思考や問題解決力、 想像力の育成を図ることを目的として導入。今年度

に市内の８小学校をまわり、プログラミング教材として活用される予定です。小学校へのロボット導入は、沖縄県内で初となります。

プログラミング教育教材PePPer(ペッパー)お披露目式＠上田小学校
＼登場です！

＼

＼pepperです！

＼



消防訓練報告書の変更

■飲食店、物品販売店、福祉施設などの新規入居

■増築、改築、隣接建物との接続工事

■窓や扉などの開口部の閉鎖工事

施行日は令和２年４月１日

違反対象物の公表制度が始まります！

■違反対象物の公表制度

　防火対象物（店舗など）を安心して利用できるよう、消防法令に関する重大な違反のある建物を公表する制度

■目的

防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物関係者による防火管理業務および消防設備な

どの適正化を促進するため

■建物関係者の方へ

所有（管理・占有）する建物で次のことを行う

際、新たに消防用設備などの設置が必要となる場

合がありますので、事前にご相談ください。

防 　 火

対 象 物
飲食店、百貨店、ホテル、病院などの不特定多数の方が利用する建物 

重 大 な

法令違反

①屋内消火栓設備　②スプリンクラー設備　③自動火災報知設備

いずれかの設備が一切設置されていないもの

公 表 の

時 期

消防が立入検査で違反を確認し、防火対象物関係者に違反の公表予告した日から１４日が

経過しても、その違反が認められる場合に公表

公 表 の

方 法
本市ホームページなどで公表

公表する

内 容

①建物の名称　②建物の所在地　③違反の内容

④その他消防長が必要と認める事項

お問い合わせ 市消防本部 予防課 ☎８５０－３１０５

市消防本部 予防課 ☎８５０－３１０５ 市消防本部 消防署 ☎８５０－０５２９ 

救命講習会について
ー市内防火対象物の防火管理者へー

「豊見城市火災予防条例施行に関する規則」の一部改正に

より、届出様式が令和元年７月１日より変わりました。

■各種救命講習会のスケジュール

【変更後の新様式】

■消防訓練実施届出書（様式第１５号）

　→従来どおり消防へ提出が必要

■消防訓練実施結果記録書（様式第１６号）

　→消防への提出は不要

　※訓練終了後は、各防火対象物で消防訓練実施結果

　記録書（様式第１６号）を作成し３年間保存してください。

各様式については、本市ホームページの中の消防本部（予

防課）より取得してください。

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１０
月

１１
月

１２
月

１
月

２
月

３
月

コース 水曜日 木曜日 金曜日

入門コース
９時３０分～

１１時

１８時３０分～

２０時

１８時３０分～

２０時

普通救命講習
９時３０分～

１２時３０分

１８時３０分～

２１時３０分

１８時３０分～

２１時３０分

上級救命講習 第３日曜日 ９時～１８時（８時間）

※日曜日をスタートとする第３週目の「水・木・金曜日」

詳しくは下記までお問い合わせください

■入門コース　　　■普通救命講習　　　■上級救命講習

□場 消防本部４階多目的ホール

□対 市内在住・在勤の方

受講者３名以上５０名以内

（３名未満の場合は中止）

□申 講習会２週間前までに電話にて申込み

　　※出張の講習会は行いません

６/５ 第３１回市ちびっこクリーン
アドベンチャー出発式

６/４

市立中央公民館において、『第 31 回市ちびっこクリーンアド

ベンチャー出発式』が行われ、 市内の認可保育園、 認定こども

園の１５園の４～５歳児約350人が参加しました。

関係者らによる挨拶の後、 山川市長から、 バケツやほうきな

どの清掃用具が子どもたちに贈呈されました。

「ヒバクシャ国際署名」 とは、 ヒロシマ ・ ナガサキの被爆者が

訴える核兵器廃絶国際署名のことで、 すみやかな核兵器廃絶を

願うとともに、 すべての国に対して、 核兵器を禁止し廃絶する条

約を結ぶことを求めるものです。6 月 4 日、 山川市長は同署名

の趣旨に賛同し、署名を行いました。

山川市長が「ヒバクシャ国際署名」に署名

６/７ 水道週間にちなみ清掃活動を実施６/１３

第 61 回水道週間の一環として、 豊見城市管工事組合 ( 大

城忠組合長 ) 主催により、平良配水池およびニュータウン配水

池など水道施設周辺のボランティア清掃活動が実施され、 市

管工事組合員 ・ 準組合員 18 業者、 豊見城土木設計業協会

11 業者、市水道事業職員も加わり清掃活動に汗を流しました。

市役所において、『県高校総体 2019 空手男子個人

形』 で見事優勝をはたした本市出身の川村真太郎選

手が市長に喜びの優勝報告を行いました。川村選手

は、「全国大会は沖縄開催ということで沖縄代表として、

誇りをもって戦いたい」と熱い意気込みを語りました。

県高総体２０１９
空手男子個人形優勝報告

６/１５

平成 21 年に「マンゴーの里宣言」を行い、10 周年目を迎える本市において、マンゴーの販売成功を祈願し、『マンゴーはさみ入れ式』およ

び『市マンゴーの里宣言 10 周年記念祭 ・ 豊見城マンゴー防犯パトロール出発式』が開催されました。字饒波内のハウスにおいて、 山川市

長らが、 おいしそうに実ったマンゴーにハサミ入れを行い、その後、ＪＡおきなわ菜々色畑において、 記念祭および防犯パトロール出発式が

行われ、砂川豊見城警察署長が「農家の皆さんが無事出荷できるようにパトロールしたい」と挨拶しました。また、カットマンゴーなども振舞

われ、家族連れなどの来場者が笑顔で頬張っていました。今期は、アーウィン 200 トン ・ キーツ 20 トンの事業計画を予定しています。

マンゴーはさみ入れ式&市マンゴーの里１０周年記念祭
および豊見城マンゴー防犯パトロール出発式

＼マンゴー当たりました♪

＼
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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 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 2月28日 1月31日

納付期限の過ぎた場合は、各担当課まで

7月は県産品奨励月間
県産品をご愛用ください！

問県ものづくり振興課　☎866-2337

	 沖縄県工業連合会　☎859-6191

国民年金保険料免除制度
平成31年度免除等の受付開始

国民年金保険料の納付が困難な時は、免

除または猶予される場合があります。免除

や猶予された期間は老齢・障害・遺族年金

を受ける為に必要な期間に算入されます。

保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や

死亡など不慮の事態が発生すると、障害基

礎年金や遺族基礎年金が受けられない場

合があります。

■一般（対象期間　７月分～令和2年６月分）

本人・世帯主・配偶者の平成31年度（平成

30年分）の所得が一定額以下の場合、申請

手続きをする事により、平成31年度の保険

料が全額または一部免除になります。また

50歳未満の方は、本人と配偶者の所得が

一定額以下の場合納付が猶予されます。

準①年金手帳など年金番号が分かるもの

	 ②離職票または雇用保険受給資格者証など

	 （離職された方のみ）※代理申請の場合は認印

継続申請にて免除・納付猶予承認を受けて

いる方は毎年度の申請は必要ありません。

年金事務所からの「国民年金保険料免除・

納付猶予申請承認通知書」をご覧くださ

い。ただし、税の未申告などにより申請が

必要な場合もあります。

問国保年金課　年金窓口　☎850-0139

	 那覇年金事務所　☎855-1122

75歳以上の方へ
長寿健診を受けましょう

後期高齢者医療制度の被保険者を対象

に、1年度（4月～3月）に1回無料で健康診

査を実施しています。

日 個別健診(医療機関)か集団健診を選択

対 		対象の方には、4月～5月に受診券（オレ

ンジ色の封筒）と案内を送付していま

す。無くされた場合は、お問い合わせく

ださい。

準後期高齢者医療被保険者証

	 長寿健康診査受診券

※詳しくは、受診券に同封されている案内

をご確認、またはお問い合わせください。

問国保年金課	高齢者医療班	☎850-0160

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

７月は固定資産税第２期、国民健康保険

税・後期高齢者医療保険料第１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、ご活用ください。やむを得ない事情で

期限内に納付できない場合には、「納税相

談」や「分割による納付手続き」などもあり

ますので早めにお問い合わせを！

■口座振替をご利用になると便利です！

金融機関から自動的に振り替えられるため、

納めに行く手間が省け、納め忘れもなくなり

ます。手続きは金融機関に、通帳届出印、通

帳、納付書を持参し、備えつけの口座振替依

頼書へ必要事項を記入し申し込みます。

■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。納

付期限が過ぎた場合はご連絡ください。

問 納税課　固定資産税　☎850-0242

	 国保年金課　国保税　☎850-0142

	 国保年金課　後期保険料　☎850-0160

療養費レセプト内容の点検を
実施します

国民健康保険は年々医療費が増え続け、

財源の確保が難しくなっています。医療費

の節減対策として「療養費（柔道整復、鍼

灸、マッサージ）レセプト内容点検」を今年

度も実施します。接骨院、鍼灸院などでは、

保険適用は限定されています。

対国民健康保険に加入している人

内 	整骨院、接骨院、鍼灸院、マッサージ施術

院などで施術を受けた人の保険給付の請求

内容を確認・点検します。点検委託業者「ガリ

バー・インターナショナル（株）」が受診内容を

文書か電話で確認する場合があります。

【柔道整復・鍼灸・マッサージの正しいかかり方】

■領収書をもらい、金額を確認。

■療養費支給申請書の内容をよく確認して、署名。

■往療を保険給付できない場合あり。

問国保年金課　☎850-0160

 

（株）琉球バス交通 ☎851-4384 学校教育課 ☎850-0961

留守番電話の設置

 

応答時間 平日：18時から翌朝７時30分まで

土日祝日：終日

※学校行事などにより変更することがあります。

夏休み期間中の学校閉庁期間

学校閉庁期間の緊急時連絡先

学校教育課　電話 098-850-0961

学校教育課からのお知らせ市内一周線バス（105番）

４月１日よりルート変更！

■普通運賃（現金）※詳しくはHPで！

項 目
普 通
運 賃

身 体
障 が い

免 許
返 納 者

大 人 運 賃

（ 中 学 生 以 上 ）
160円 ８０円 ８０円

小 人 運 賃

（ 小 学 生 以 下 ）
80円 40円 ー

1 歳 未 満 無賃 無賃 ー

 

無料相談日　毎週水曜日午後 （受付：平日10時～17時）　　場　所　（有）コノ街デザイン：字豊崎３-５９（トヨプラ）

対象者　市内での創業を考えている方、または創業して５年未満の方でご相談希望者。

　　　　　　事業計画やビジネスモデルの作り方の相談も可能。

ワンストップ相談窓口　コノ街デザイン（トヨプラ）　851-339６

創業・起業を考えている方へ！相談窓口を活用してみませんか？

講座名および場所 日程 時間 対象者 定員 申込期限

Ａ
健康スリム倶楽部（生活習慣病予防教室）

【豊見城中央病院附属健康管理センター】
7月25日（木） 時～ 時

市内在住の

歳～ 歳

15名

予約制

7月16日（火）

※多数の場合選考

Ｂ
離乳食教室

【市立中央公民館1階　和室】

①7月26日（金）

②8月23日（金）

13時30分～

15時30分

生後5～6ヶ月児

の保護者

15組

程 度

①7月23日（火）

②8月20日（火）

健康スリム倶楽部・離乳食教室　受講者募集

〈各講座の申込方法〉

健康推進課 ☎850-0162 ＦＡＸ856-7046 メール

 

 

商工観光課 ☎850-5876
 

 

 

 

Tomigusuku Information 募集・お知らせ

市内一周線のルートが変更になりました。２月号の広報とみ

ぐすくにおいても掲載していますが、改めてお知らせいたし

ます。新ルートは本市のホームページに掲載しております。ど

の行き先においても運賃は定額で、財布に優しいバスとなっ

ております。ぜひ市内一周線（105番）をご利用ください。

【ホームページ】 トップページ ＞ くらし・子育て ＞ 交通・

道路 ＞ 市内一周バス ＞ 豊見城市内一周バス（105番）の

ルートが変わりました

８０円

教職員の勤務時間は原則８時１５分から16時４５分までと

なっています。そのため、7月19日（金）より以下の時間帯

は留守番電話（伝言録音なし）が応答します。

令和元年８月１３日（火）から１６日（金）まで

＊学校閉庁期間は日直がおりません。

休日と同じ扱いになります。

＊緊急時とは児童生徒の生命・身体に関わるような重大

かつ緊急を要する事件事故で、緊急に学校と連絡を取る

必要がある場合です。

市では創業支援等事業計画を策定し、豊見城市・商工会・コノ街デザイン（トヨプラ）・沖縄インキュベーションプラザ・金融機関

の創業支援事業者間で連携しながら、創業をお考えの方への支援をいたします。まずは無料相談窓口をご利用ください。

Ａ.電話にて申込みまたは申込用紙にご記入の上、健康推進課へ提出してください。

※申込用紙は、健康推進課で配布、または市ホームページからダウンロードください。

※妊娠中の方や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。

Ｂ.申込み・お問い合わせは健康推進課までご連絡ください。
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ー健康ー

食生活改善推進員養成講座

受講者募集！

仲間づくり、健康づくりに興味のある方、ご

一緒に活動してみませんか。お気軽にお申

込みください。

場所 時間

1日目 7月24日（水）
9時30分～
16時30分

2日目 7月30日（火）

３日目 8月2日（金）

場市立中央公民館　１階会議室・調理室

対市在住の20歳～70歳の方（定員20名）

※		終了後、市食生活改善推進員協議会に

所属してボランティア活動できる方。

※入会時に1,500円の支払い有り。

準筆記用具他※日程によりエプロンなど

7月１6日（火）までに電話またはメールで

氏名・連絡先をご連絡ください。

メール boshihoken-g@city.tomigusuku.lg.jp

問 健康推進課　☎850-0162

歯周病検診を受けましょう

6月3日付で、対象年齢の方へ向けて受診

券（黄色のハガキ）送付しました。ぜひこの

機会に受診してください。（令和2年3月31

日まで有効）受診券に記載の医療機関へ電

話にてご予約ください。

対市内在住40歳・50歳・60歳・70歳の方

準 		令和元年度市歯周病検診受診券（黄色

のハガキ）、後期高齢者医療被保険者

証、生活保護受給者証

検診料金　1,000円（生活保護受給世帯の

方、後期高齢者医療保険ご加入の方は無料）

問 健康推進課　☎850-0162

証明書コンビニ交付サービスの
停止

証明書コンビニ交付サービスにつきまし

て、システムメンテナンスのためサービスの

ご利用を一時的に停止いたします。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただき

ますようお願いいたします。

■停止期間

7月26日（金）17時～29日（月）6時30分

問市民課　☎850-0103

ー生活・環境・安全ー

都市計画の変更について

告示日　令和元年６月７日（金）

都市計画の種類　区域区分の変更（与根地区）

　　　　　　　　　　　	用途地域の変更（与根地区）

都市計画を定める土地の区域

豊見城市与根の一部

縦覧場所　市都市計画課

　　　　　　　県都市計画・モノレール課

※この内容は市ホームページに掲載しています。

問 都市計画課　☎850-5332

あなたの貯水槽（タンク）は
大丈夫ですか？

水道事業では、安心・安全なおいしい水を

お届けするため、毎日水道水の検査をして

います。しかし、いくら安全な水をお届けし

ても、ご家庭の貯水槽（タンク）が汚れてい

ては、水質的によくありません。定期的な清

掃や検査などの管理が不十分だと衛生上

の問題が発生し、健康に影響する可能性も

あります。

大丈夫ですか？

粗大ごみ収集予約電話受付・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

<粗大ごみ収集予約電話受付について>

■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。

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

公共下水道接続促進事業補助金

～公共下水道へ接続しよう！～

補助対象工事

公共下水道の処理区域内で合併浄化槽、単

独浄化槽、汲み取り式トイレを廃止して行う

排泄設備工事で「下水道排泄設備工事確認

申請書」を平成31年4月1日以降に申請し、

令和2年1月末日までに完了する工事。

※新築の建物や農業集落排水は除く。

■合併処理浄化槽を設置している建物

補助対象工事費 補助金額

5万円未満 当該工事費の額

5万円以上 5万円

■  単独処理浄化槽または汲み取り式便所

を設置している建物

補助対象工事費 補助金額

１０万円未満 当該工事費の額

１０万円以上 １０万円

申請受付　平成31年4月1日より受付

問 上下水道部　施設課　☎850-8164

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　7月20（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

証明書コンビニ交付サービス
～住民票などを取得できます～

マイナンバーカードを利用して住民票など

の証明書をコンビニで取得できます。

■取得できる証明書

住民票の写し、住民票記載事項証明書、　

印鑑登録証明書、所得（課税）証明書、戸籍

全部（個人）事項証明書、戸籍の附票の写し

※戸籍の証明書は市内に本籍がある方のみ

■交付できる時間

6時30分～23時

（12月29日～1月3日を除く）

■本籍が豊見城市で市外へ転出予定の方

「利用登録申請」をしていただくと、マイナ

ンバーカードを利用して戸籍全部（個人）事

項証明書が取得できます。

問市民課　☎850-0103

マイナンバーカード交付申請用
封筒の差出有効期限延長

ご自宅に送付されている期限切れの返信

用封筒でも令和4年5月31日まで切手を

貼らずに、そのまま使用することができま

す。封筒を紛失した場合は任意の封筒で送

付することもできます。また、マイナンバー

カード総合サイトより、申請者自身で印刷し

て利用可能な封筒様式が掲載されていま

すので、そちらもご利用ください。

問市民課　☎850-0103

住宅騒音防止対策事業
（空気調和機器設置工事など）

対象区域、対象工事に該当

する方に予算の範囲内で

補助金を交付します。

詳しくは市ホームページ→

問生活環境課　☎850-5520

指定給水工事事業者

（7月・8月）

▼宅地内修理当番（※宅地内修理は有料）

7月	日信工業(株)　　　　☎852-2022

8月	(有)東和技研　　　　☎851-1001

▼道路側修理当番

7月	(株)三星建設　　　　☎850-6089

8月	(株)大盛建設工業　☎856-2137

台風時のごみ収集について

暴風警報が発令された場合は、ごみ収集

は中止です。

問生活環境課　☎850-5520

燃やせる
ごみ

燃やせな
いごみ

資源ごみ 危険ごみ

8時30分の
時点で

暴風警報が発令
されている場合

× × × ×

翌日収集。
土曜の場合
翌月曜。

収集しない。翌週の収集日に出す。

10時までに

暴風警報が解除
された場合

○ × × ×

10時30分	
までに出す

収集しない。翌週の収集日に出す。

10時以降に

暴風警報が解除
された場合

× × × ×

翌日収集。
土曜の場合
翌月曜。

収集しない。翌週の収集日に出す。

ごみ収集中に

暴風警報が発令
された場合

× × × ×

発令された時点で収集中止。
収集されていない場合は、次の収集日に出す。

市ひとり親家庭等認可外保育
施設利用料補助事業について

認可外保育施設を利用している「ひとり親

家庭」について、次の要件を全て満たせて

いる世帯の方は、保育料の減免制度が受

けられます。

①市児童扶養手当受給者または市母子お

よび父子家庭等医療費助成受給者

②本市において子ども・子育て支援法第

１９条第１項第２号または第３号の認定を受

けた保護者

③平成３１年度認可保育所の入所申込をし

ているが、定員に空きがないなどの理由に

より認可外保育施設に入所している子ども

の保護者

問 保育こども園課　☎850-5088

民生委員・児童委員について
紹介します！

民生委員は、民生委員法に基づき厚生労

働大臣より委嘱されます。また、民生委員

は児童福祉法により、児童委員も兼ねてい

ます。民生委員・児童委員は、地域の相談

相手として必要に応じ行政や専門機関と

のパイプ役も務めます。

問 社会福祉課　☎850-0141

	 市社会福祉協議会　☎856-2782

市高齢者見守り台帳登録に
ついて

登録すると、緊急連絡先の家族やかかりつ

け医などへ、本人に代わり、民生委員や台

帳管理者が連絡できます。

申請受付時間　月曜日～金曜日（祝日を除く）

　　　　　　　　　	8時30分～17時15分

申請窓口　障がい・長寿課　地域包括支援班

対 市在住の65歳以上の者で、①一人暮ら

しの高齢者世帯②高齢者のみの世帯③そ

の他支援が必要と認められる世帯

問障がい・長寿課　☎８５6-7727
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【開催日訂正】第69回社会を明
るくする運動「那覇保護区大会」

犯罪のない明るい社会を築くことを目的

に、毎年７月に犯罪を防止し、立ち直りを支

える地域のチカラを再犯罪防止啓発の強調

月間運動を展開します。入場無料。※広報と

みぐすく6月号に掲載されている開催日に

誤りがありましたので、ご確認ください。

日7月25日（木）　13時30分～15時30分

場パレットくもじ市民劇場　対どなたでも

問 協働のまち推進課　☎850-0159

令和元年度（９月開講）
障害者委託訓練生募集

コース名　介護職員初任者研修科

期9月２日（月）～１１月２９日（金）

定 12名

募集期間　7月２６日（金）まで

場県精神保健福祉会連合会（南風原町）

その他　保険料・テキスト代は自己負担

問 浦添職業能力開発校　☎8７９－2560

令和元年度後期
職業訓練生募集

科名　オフィスビジネス科

期10月1日（火）～令和２年3月6日（金）

募集期間　8月1日（木）～8月２8日（水）

定 身体障がい者　7名　　求職者　13名

その他　テキスト代などは自己負担

問 具志川職業能力開発校　☎973－6680

サークル会員を募集しています！

※直接活動日にお越しください。

サークル名 活動日時 場所

とみぐすく
カラオケサークル

第２・３火曜日
13時３０分～15時30分

市
立
中
央
公
民
館

オカリナサークル
美ら

毎週水曜日
20時～21時30分

木曜健康クラブ
（健康体操）

毎週木曜日
14時～16時

川柳とみぐすく
毎週第１・４土曜日
1０時～1２時

問生涯学習振興課　☎850-3280

ーイベント・募集ー

令和元年度における
とみぐすく祭りの開催日について

例年7月末に開催しておりました、とみぐす

く祭りですが、熱中症および台風対策とし

て今年度は、下記の日程で開催します。	

開 催 日　１１月９日（土）・１０日（日）

場 所　豊崎海浜公園　多目的広場

今年度の開催状況を踏まえ、次回以降のと

みぐすく祭りの開催日を決定する予定です。

また、今年度は、「道の駅豊崎」で開催して

おりました「とみぐすく産業フェスタ」が同

時開催となります。祭りの詳細が決まり次

第、随時市ホームページ、フェイスブックお

よびインスタグラムでお知らせいたします。

問商工観光課　☎850-5876

マンゴーホイップメロン
マンゴーヨーグルト蒸しパン発売

豊見城産マンゴーを使用した「マンゴーホ

イップメロン」「マンゴーヨーグルト蒸しパ

ン」が7月２日（火）から発売されています。

同月１０日（水）に発売記者会見を行う予定

です。

問農林水産課　☎850－5305

経済センサス―基礎調査の
ご理解・ご協力お願いします！

総務省統計局・県・市では、経済センサスー

基礎調査を実施します。この調査は、調査

員が全国すべての事業所の活動状態を実

地に確認し、新たに把握した事業所など一

部の事業所には調査票を配布します。

実施時期　６月～９月まで

ー子育て・教育ー

来年４月小学校入学のお子さまの
就学についてお困りのご家庭へ

学校教育課では、身体のハンディキャップ

や、言語やコミュニケーションなどで通常学

級での学習等が心配のお子様、または特別

支援学校への就学を考えているお子様に

ついて相談を受けています。

日7月３１日（水）まで

場学校教育課（市役所４階）

対 来年4月に小学校に入学予定で、現在、

市内のこども園、保育園、幼稚園などに通

われていないお子さまのいるご家庭

問学校教育課　☎850-0961

児童生徒派遣費補助金の
申請

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、大会出場前です。(※大会後の申請は

原則受付できません。)　また、実績報告は

大会終了後20日以内の提出が必要です。

期間内の申請がない場合は補助金の交付

ができませんので、必ず期間内の申請をお

願いいたします。

対市内在住の小中学生

問生涯学習振興課　☎850-3280

夏休みにおける少年の非行・犯罪

被害防止と有害環境の浄化

夏休み期間中は、生活習慣の乱れや開放

感などの様々な要因から、子ども達が深夜

徘徊、飲酒、喫煙などの不良行為をしたり、

万引きなどの非行に走りやすく、また福祉

犯罪などの被害にあうケースが懸念され

ます。少年が不良行為などに走らないよう

見守り、そして非行を助長する有害環境の

浄化にご協力お願いします。

問豊見城警察署☎850-0110

夏の交通安全県民運動

沖縄県では、夏場に発生が懸念される交通

事故や飲酒運転根絶対策を推進・強化を目

的に「夏の交通安全県民運動」を実施しま

す。交通ルールとマナーを守り、交通事故

防止、飲酒運転根絶にご協力をよろしくお

願いします。

■期間　7月11日（木）～20日（土）

■「大丈夫?　昨日のお酒も　気をつけて」

■重要項目

　		1.飲酒運転の根絶　2.二輪車の交通事故

防止　3.子どもと高齢者の安全な交通の

確保と高齢運転者の交通事故防止

問豊見城警察署☎850-0110

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　

募

集

中

浄化槽の清掃および点検に
ご協力ください！

浄化槽管理者は定期的な浄化槽の清掃お

よび保守点検は法律で義務付けられてい

ます。

問生活環境課　☎850-5520

水路にゴミや産業廃棄物を
捨てないでください！

市内の水路に捨てられたゴミや産業廃棄

物が瀬長島に流れ着いて困っています。増

水時に氾濫の危険性もあるので、適正な処

理をお願いいたします。

問農林水産課　☎850-5305

青い羽根募金について

この募金は船舶の遭難や海洋レジャー事故

の際の人命救助、およびその訓練、機材の購

入などに活用されます。8月３１日（土）まで。

募金先　沖縄銀行　高橋支店　普通1526329

名　義　公益社団法人琉球水難救済会

問（社）琉球水難救済会　☎868-5940

合併処理浄化槽設置整備
事業費補助金

次に該当する方に補助金を交付します。

受付期間　12月20日（金）まで

１．		既設の単独処理浄化槽から合併処理浄

化槽（5～10人槽）へ切り替え予定の方

２．		公共下水道、農業集落排水区域外であ

ること。

3．		下水道事業計画区域であるが、その整

備が7年以上行われていない地域であ

ること。

注意事項　

①新築住宅は該当しない

②申請前に工事を着工した場合は対象外

※詳しくは担当課までお問い合わせください

問生活環境課　☎850-5520

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？

▶豊崎地域連携室(豊崎小学校体育館２階)

日7月16日(火)

時 13時30分～15時30分

対豊崎在住の0歳児～就学前の親子

▶県営真玉橋団地集会所

日7月25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

▶キッズ(ベビー)＆ママヨガ

日7月22日(月)

時 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20組　

期7月12日(金)から（先着順）

準 		ヨガマットorバスタオル、汗拭きタ

オル、乳児はお昼寝用マットとお気

に入りのおもちゃ、飲み物

冷房代 50円

▶「ベビーセラピー」講座

日7月19日(金)　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15組　

期7月10日(水)から（先着順）

準 		バスタオル、汗拭きタオル、乳児は

お気に入りのおもちゃ、飲み物

▶「アロマ虫よけスプレー作り」講座

日7月26日（金）　時 10時～12時

場子育て支援センターぐっぴー　

対0歳児～就学前の親子15組　

期7月16日(火)から（先着順）

材料費 800円

※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。

問	子育て支援センターぐっぴー

☎	850-9214
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ーその他ー

自衛官等募集のご案内

■航空学生　

受験資格　高卒（見込）以上21歳未満

受付期間　9月６日（金）まで

１次試験日　9月16日（月）

■一般曹候補生/■自衛官候補生（男子・女子）

受験資格　１８歳以上33歳未満

受付期間　9月６日（金）まで

１次試験日　9月20日（金）

問自衛隊沖縄地方協力本部　那覇分駐所

	 ☎863-5280

ささえあい福祉銀行
皆さんから頂いた食品などを、子育て世帯

や生活困窮者などにお渡しする事業です。

賞味期限が1か月以上残っている食品や市

内小中学校の制服などを寄付ください。

問 市社会福祉協議会　☎856-2782

ひまわりフェスタ2019
ボランティア募集

日 １０月１９日（土）8時30分～17時

	 ※前日の１８日（金）１５時以降も募集

場ひまわりファクトリー（字渡橋名92番地1）

内 商品販売補助、駐車場係、会場準備など

期9月２１日（土）

問児童デイサービス事業所キャンディーズ

	 ☎856-3001

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）

日 7月１6日（火）10時～12時

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

第2回スマホ教室受講者募集

①スマートフォンについて	日 7月１1日(木)

②メールや文字入力について	日 7月18日(木)

③地図・カメラの活用について	日 7月２6日(金)

※全て１６時～１７時

場シルバー人材センター会議室

対市内に居住する原則60歳以上の方

問 市シルバー人材センター　☎850-7716

ーご芳志ー

市社会福祉協議会へ

豊見城良一さん(字根差部)より、故・母・ト

ヨさんの香典返しとして5万円

當銘清子さん(字保栄茂　屋号・門百次)よ

り、故・夫・眞一さんの香典返しとして10万円

當間孝市さん(字保栄茂)より、故・妻・美佐

子さんの香典返しとして3万円

　　■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

保育教諭
（上田こども園）

月～土（週休２日シフト制）
7時30分～18時30分

随時（半年ごとの
更新可）

時給1,030円
履歴書、保育教諭資格の写しを保育こども園
課へ提出

保育こども園課
☎850-5088特別支援教育支援員

（上田こども園）

月～金（週休２日）
8時15分～17時00分
8時15分～15時15分

随時（半年ごとの
更新可）

時給880円
履歴書の写しを保育こども園課へ提出　
※子育て経験者優遇

一時預かり保育士
（座安保育所）

月～金（週休２日）
14時～17時

随時 時給950円 履歴書、保育士資格の写しを座安保育所へ提出
座安保育所

☎850-4382

一般事務
（子育て支援課）

8時30分～17時15分 8月～ 時給825円
履歴書を子育て支援課へ提出
※パソコンが使える方

子育て支援課
☎850-0143

一般事務
（学校教育課）

8時30分～17時15分

6月～9月末
（更新の
可能性有）

時給825円
履歴書を学校教育課へ提出
※パソコンが使える方・自動車免許保持者

学校教育課
☎850-0961

一般事務
（学校教育課）

週１６時間以内（要相談） 時給825円
履歴書を学校教育課へ提出
※パソコンが使える方・自動車免許保持者

学校庶務
（市立小中学校）

8時15分～16時45分 時給830円
履歴書を学校教育課へ提出
※パソコンが使える方

情報教育指導補助員
（市立小中学校）

8時30分～17時15分 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

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
※教員免許状保持者優先

特別支援コーディネーター
（学校教育課）

8時30分～17時（週4日）
月額
180,000円

履歴書を学校教育課へ提出
※特別支援学校教員免許状保持者

介護支援専門員【ケアマネ】
（障がい・長寿課）

8時30分～17時15分

採用日～
令和２年
３月３１日

時給1,350円
履歴書・介護支援専門員証の写しを障がい・長寿
課へ提出※ＰＣが使える方・自動車免許保持者

障がい・長寿課
地域包括支援班
☎856-7727

主任介護支援専門員【主任ケアマネ】
（障がい・長寿課）

9時～16時
月額
２１0,000円

履歴書・主任介護支援専門員証の写しを障がい・長
寿課へ提出※ＰＣが使える方・自動車免許保持者

介護予防支援員【プランナー】
（障がい・長寿課）

月～金の週５日　9時～１６時
月～金の週４日　８時30分～17時

時給1,120円～
1,350円

履歴書と介護支援専門員、保健師、社会福祉
士、看護師のうちいずれかの資格の写しを担
当課へ提出※自動車免許保持者

保育士【健診事後教室】
(市保健センター)

月1回　8時４５分～１２時 随時 時給900円 履歴書・保育士資格の写しを健康推進課へ提出
健康推進課

☎850-0162

図書館司書
（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

随時（半年ごとの
更新可）

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

SUN WEDMON TUE THU FRI SAT

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

53.5㎏

直近１２ヵ月平均

520.8㎏

約55.6㎏ 約440㎏7 5 月5

2019
+2.1

㎏
-80.8㎏

婦人がん検診
（市立中央公民館）
受付 14時～15時
第2回スマホ教室
①（スマートフォンについて）
16時～17時

集団健（検）診
（市立中央公民館）
受付 18時～19時30分

司法書士相談
（市役所2階相談室）
10時～12時※要予約

司法書士相談
（市役所2階相談室）
10時～12時※要予約
食生活改善推進員養成講座①

（市立中央公民館）
9時30分～16時30分

国民健康保険　夜間窓口
17時15分～20時

国民健康保険　夜間窓口
17時15分～20時
食生活改善推進員養成講座②

（市立中央公民館）
9時30分～16時30分 食生活改善推進員養成講座③

（市立中央公民館）
9時30分～16時30分

固定資産税2期納付期限

国民健康保険税・後期
高齢者医療保険料第1期
納付期限
行政相談

（市役所1階第2相談室）
10時～12時
第69回「社会を明るくする
運動」那覇保護区大会

消費生活相談
（市役所2階相談室）
10時～12時/13時～16時
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

認知症サポーター養成講座
（市役所3階第1会議室B）
10時～11時30分
第2回スマホ教室
②（メールや文字入力について）
16時～17時

離乳食教室
（市立中央公民館1階）
13時30分～15時30分
第2回スマホ教室
③（地図、カメラの活用について）
16時～17時

弁護士相談
（市役所2階相談室）
9時～12時※要予約

消費生活相談
（市役所2階相談室）
10時～12時/13時～16時

弁護士相談
（市役所2階相談室）
9時～12時※要予約

海の日

7 旧6.1012旧6.5 9 旧6.7 118 10 13旧6.9 旧6.11旧6.6 旧6.8

14 旧6.1719旧6.12 16 旧6.14 1815 17 20旧6.16 旧6.18旧6.13 旧6.15

21 旧6.2426旧6.19 23 旧6.21 2522 24 27旧6.23 旧6.25旧6.20 旧6.22

28 旧7.22旧6.26 30 旧6.28 8/129 31 3旧7.1 旧7.3旧6.27 旧6.29

4 旧7.99旧7.4 6 旧7.6 85 7 10旧7.8 旧7.10旧7.5 旧7.7

７月２１日（日）は参議院議員通常選挙の日

期日前投票期間：７月５日（金）～２０日（土）

家庭の日ファミリー読書

7月25日（木）・26日（金）
8月22日婦人がん検診予約日

8月5日（月）・6日（火）
9月11日集団健（検）診予約日

法律相談（弁護士）1 消費生活相談4

法律相談（司法書士）2 児童・女性相談・児童虐待相談、通報5

行政相談3
月～金曜　10時～16時
教育相談室（市陸上競技場）
☎856-1538

適応指導教室6
月～金曜（水曜除く）　9時～17時
沖縄県助産師会母子未来センター
☎９８９-１１８１（沖縄市）

妊娠SOS・女性の悩み相談11

日・月曜　10時～16時　
おきなわ女性財団てぃるる相談室
☎868-4011

男性相談（男性相談員対応） 10

桜山荘障がい者相談支援センターさくら
☎840-5904
指定相談支援事務所ひまわり
☎856-6639
市役所2階　障がい・長寿課　
☎850-5320

障害福祉・障害者虐待相談、通報7
月～金曜　9時～17時
沖縄労働局企画室内
☎868-6060

総合労働相談9

平日8時30分～17時15分
市役所2階　障がい・長寿課
☎856-7727（地域包括支援班）
高齢者虐待通報（夜間・休日）　
☎850-0024（豊見城市役所）

高齢者保健福祉・虐待相談、通報8

第1・3水曜 9時～12時
市役所2階市民相談室※要予約
☎850-0159（協働のまち推進課）

第1・3火曜 10時～16時
市役所2階市民相談室
☎850-0159（協働のまち推進課）

第2・4水曜 10時～12時
市役所2階市民相談室※要予約
☎850-0159（協働のまち推進課）

第4木曜 10時～12時
市役所2階市民相談室
☎850-0159（協働のまち推進課）

月～金曜　9時～16時30分
市役所2階　子育て支援課
☎840-5633

各
種
相
談
︵
無
料
︶

■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
今年もまた暑い夏がやってきました。
特集でも取り上げていますが、市内で
も夏休み期間中などに色々なイベン
トが行われる予定ですので、ぜひ家
族一緒に参加して、夏の思い出をつ
くってみてはいかがでしょうか。
（わたる）

蝉の声が、長い梅雨の終わりを知ら
せてくれているように感じます。暑さ
の苦手は私にとって、これからが少
し辛い時期…。夏の色は好きなんで
すけどね。イベントも多くなり、外出
することも増えると思います。皆さ
んも暑さ対策はしっかりして、体調
にはお気を付け下さいね（さき）

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5月末日 先月比

101人

43人

58人

67世帯

64,561人

31,762人

32,799人

26,104世帯



～大切にしようあなたの一票 必ず投票に行こう！～～大切にしようあなたの一票 必ず投票に行こう！～

７ 月 ２ １ 日 （ 日 ） は

第２５回　 参議院議員通常選挙

豊見城市で投票できる方

美らＳＵＮビーチ 時間帯 時間料金 最大料金
昼間 6時～２２時 ６０分/100円 500円
夜間 閉鎖 ー ー

美らＳＵＮビーチ 時間帯 時間料金 最大料金
昼間 6時～２２時 ６０分/２00円 500円
夜間 閉鎖 ー ー

※駐車場利用料金の変更はございません。

今般の無料時間の変更については、公園の維持管理費として駐車料金を使用しており今後とも多くの

利用者に安全・快適に過ごしていただくために社会実験として実施するものです。

■通常期（１～４月、１１月～１２月） ※入庫後６０分は無料 → 無料時間なし

■夏期（5～10月） ※入庫後６０分は無料 → 無料時間なし

実施予定日 令和元年８月１日 （木）～

投票所 第１投票所 第２投票所 第３投票所 第４投票所 第５投票所 第６投票所 第７投票所 第８投票所

座安小学校 伊良波小学校 市役所 とよみ小学校 長嶺小学校 中央公民館 豊崎小学校 ゆたか小学校

玄関ホール 体育館 １階 体育館 玄関ホール 1階ロビー 体育館 体育館
施設名

お問い合わせ 市選挙管理委員会事務局 ☎850-8859

入場券および投票所

投票時間：7時～20時投票時間：7時～20時

豊崎美らＳＵＮビーチ内の公園駐車場の

無料時間変更 のお知らせ

お問い合わせ 公園緑地課 ☎850-0096

期日前投票

期間　7月5（金）～20日（土） 時間 8時30分～20時　場所 市役所1階

■投票所入場券は、郵便によりお届けします。

■入場券に各自の投票所が記載してありますので、お間

　 違えのないようにお確かめ下さい。

■入場券が投票日までに届かなかった場合や紛失した場

　 合は、投票日当日に再発行します。身分が証明できる

　 書類（運転免許証・健康保険証など）をご持参下さい。

豊見城市の選挙人名簿に登録があり、投票日当日に選

挙権がある方です。 ①平成１３年７月２２日以前に生まれ

た方 ②平成３１年４月３日以前から引き続き住んでいる

方 ③転出後４ヶ月を経過しない方で、かつ他の市町村の

選挙人名簿に登録されていない方

令
和
元
年
7月
5日

7月
号
640号

沖
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ＣＯＶＥＲ マンゴーの里宣言１０周年記念祭で

振る舞われたマンゴーを見つめる男の子

後期高齢者医療被保険者の皆さまへ

消防本部からのお知らせ

2019. July

No.640
7

TOMIGUSUKU

マンゴー
おいしそう♪


