
 

今年度からの新しい取り組みとして、市民と市長及び副市長が膝を交えて意見交換を行う「地域懇談会」を実施します。

自治会名 開催日時 開催場所 集会所住所 集会所

豊西 8月 １９日（月）19時～２０時３０分 自治会集会所 字高嶺 番地

真玉橋 8月 20日（火）19時～２０時３０分 自治会集会所 字真玉橋 番地

我那覇 8月 21日（水） 19時30分～２1時 自治会集会所 字我那覇３１番地

瀬長 8月 22日（木） 19時～２０時３０分 自治会集会所 字瀬長 番地 無し

豊見城団地南 8月 26日（月） 19時～２０時３０分 自治会集会所 字高嶺 番地

保栄茂 8月 28日（水） 19時３０分～２1時 保栄茂構造改善センター 字保栄茂 番地 無し

豊見城ニュータウン 8月 29日（木） 19時～２０時３０分 自治会集会所 字根差部 番地

 

協働のまち推進課 ☎

職種 試験区分 採用予定人数

行政職Ⅰ

上級

中級

初級

行政職Ⅲ（身体障がい者対象）

公認心理師職

保育士・幼稚園教諭職

保健師職

管理栄養士職

土木職

建築職

消防職Ⅰ

上級

各試験区分を
合わせ若干名

中級

初級

消防職Ⅱ（救急救命士）

 

市民と市長のワクドキ懇談会

豊見城市職員採用候補者試験
受験資格 各職種（試験区分）に要件があります。詳しくは、試験案内をご覧ください。

第一次試験日・試験会場 令和元年９月２２日（日）　市立伊良波中学校

受付期間・時間 令和元年８月１5日（木）まで（※土日祝日を除く）　８時30分～17時15分（※12時～13時を除く）

試験案内（申込書）の配布 市役所１階（案内）、市役所４階（人事課）で配布します。

８月２０日（火）

時～ 時

場所　市立中央公民館  中ホール

 

親と子の防災・お天気教室

実験や講話を通して、台風、地震・津波・竜巻などが発生する

仕組みや地球温暖化などの基礎について楽しく学習し、防災

意識を高めましょう。事前申込不要。入退場は自由。

対象者 小学生とその保護者（定員300名程度）※子ども・大人のみ、他市町村の

方でも入場可能。　　　　　　　　 総務課　防災危機管理班　☎850-8165
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合わせ若干名
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この地域懇談会は、自治会公民館等において、市長及び副市長が各地域の方と率直な意見交換を行い、より一層開かれた

市政の実現及び市民参画によるまちづくりの推進を図ることを目的としております。ぜひ、この機会を活用して市長、副市

長と意見交換をしてみませんか。多くの方々のご参加をお待ちしております。（10月も実施予定）

８月は観光月間

特集
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プレミアム付商品券のお知らせ

１０月から幼児教育・保育の無償化を開始

子育て支援課からのお知らせ

市民課でパスポート申請窓口を開設

ＣＯＶＥＲ　観光客などで賑わいを見せる

豊見城市の瀬長島で観光を楽しむ女性

NEW TOPICS
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観光情報を提供する「情報ステーショ

ン」や、見て楽しい・食べておいしい豊見

城産のお野菜やお土産など、商品が多

数ラインナップさている「JA おきなわ

食彩館 菜々色畑」があります。 

また「トリップアドバイザー（株）」の「旅好

きが選ぶ!道の駅ランキング 2018」で

は10位に初ランクイン！一度足を運ん

でみてはいかが？

「てぃぐま」とは沖縄方言で「手作業・

手技」のこと。施設内には体験・見学が

でき、作品を購入できる「マルチスペー

ス SLOW SLOW」のほか、本市特産

品ウージ染めの染め・織りの体験がで

きる「ウージ染めの作業場」や「ウージ

染めの本店」があり、モノづくりの発信

拠点。紅型・やちむん・琉球漆器などの

工芸品などを展示販売しています。

「空手発祥の地」と言われている沖縄。沖縄空手会館は、沖縄伝

統空手を独自の文化遺産として保存・継承・発展させ、空手の

真髄を学ぶ拠点となる施設です。施設内には、資料室や空手の

体験コーナー、またオリジナルグッズの販売や飲食店も設置して

おり、空手関係者だけではなく、観光客の方でも楽しめます。

沖縄県では、観光の気運を高め観光客を温かく迎え入れる「うとぅいむち

（おもてなし）の心」を共有できるよう、8月１日を「観光の日」と定め、8月を

「観光月間」とし様々な取り組みを行っています。

そこで、今回は豊見城の観光スポットをいくつかご紹介します。

沖縄の西側に位置する人口ビーチ。 

晴天時には慶良間諸島を一望すること

ができ、目の前に広がる blue ocean

に癒されること間違いない！ 

① ウミカジテ ラス 

②子宝岩 ③瀬長島

の浜辺 ④テラス内

の階段の様子⑤サ

ンセット ⑥大きなハ

ンバーガー ⑦人気

のパンケーキ店前

⑧瀬長島の海を目

の前にのんびり ⑨

東京から訪れた観

光客の皆さん

太古の時代、琉球の創世神アマミキヨの

子が住み、そこから「豊見城」が始まった

という伝承の残る神秘の島。

この神秘の島は、ほかにも「鶏鳴かん島

（といなかんしま）」とも呼ばれていた。

昔、島にはハブが多く生息しており、鶏

を飼うと食べられてしまうことから、朝

を告げて鳴く鶏がおらず、男女が時を忘

れて朝まで過ごすことができた「恋の島」

でもあったとか。

今では、宿泊施設や温泉、地中海を連想

させるウミカジテラスを訪れる人々で、

賑わいをみせている。2017年度には来

島者数288万人となり、その数は首里城

公園地区に匹敵するほど。

大小2つの穴がある岩に石を投げ、上の

穴に入れば「男の子」、下の穴に入れば

「女の子」を授かると言われている。子宝

に恵まれない夫婦が願掛けしたことが起

源と言い伝えられている。

①

⑧

⑨

②

③

④

⑤

⑥

⑦

子宝岩（別名：イシイリー）

隣の楽園  瀬長島

SENAGA ISLAND  －瀬長島ー

観光
月間

8月は

■道場施設

営 9：00～21：00

■展示施設

営 9：00～18：00

休 水曜日（両施設）

住 字豊見城854-1

営 9：00～18：00

休 年中無休

住 字豊崎1-1162

■情報ステーション

営 9：00～18：00

休 年中無休

住 字豊崎3-39

■菜々色畑

営 9：00～19：00

休 年中無休

東京オリンピック聖火リレー

2日目のスタート地点に決定！

沖縄
空手会館

日本最西端

道の駅

「豊崎」

市観光プラザ

てぃぐま館

豊崎美らSUNビーチ

行こうよ おいでよ 豊見城！

＼豊見城市観光パンフもご覧ください！ ＼
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幼児教育・保育の無償化が始まります プレミアム付商品券のお知らせ

消費税率の引き上げの影響を緩和するとともに、地域の消費を下支えするため、プレミアム付商品券を発行します。 
1 セット 5,000円分の商品券を4,000円で販売します！

現在ご利用（利用ご希望）の施設はどちらですか？
認可保育所
認定こども園（保育）

申 込 手 続 き 申 込 手 続 き

認可保育所、認定こども園（保育
部分）を利用する 

■認可保育所、認定こども園
（保育部分）の在園児
すでに「保育の必要性の認定」を
受けているため、
保育料無償化のための新たな
手続きは必要ありません。

■認定こども園（教育部分）の在園児
主に午前中の教育部分のみのご利用の場合は、新たな手続きは必要ありません。預かり
保育をご利用の場合は、9月3日（火）までにご利用の施設へ申請書を提出してください。

■幼稚園の在園児
自宅へ無償化手続案内を郵送します。
9月3日（火）までにご利用の幼稚園へ
申請書を提出してください。

■新規申込者
9月6日（金）までに保育こども園課（市
役所2階）で申請してください。

■認可外の在園児（みなし認定者）
認可保育所、認定こども園（保育部
分）へ入所待ちしており、すでに「保
育の必要性の認定」を受けている世
帯で、無償化の対象となる場合は、
市役所より8月中旬頃、「みなし認
定通知書」を郵送します。

「みなし認定通知書」を受けた世帯の
児童は、上記の無償化の対象となり、
新たな手続きは必要ありません。

■みなし認定者以外の新規申込者
「保育の必要性の認定」を受けるため、
9月6日（金）までに保育こども園課

（市役所 2 階）で申請してください。

■0～2歳（非課税世帯に限る）
　  ※H28.4.2 以降生まれ

■3～5歳
　  ※H25.4.2～H２８.４.1 生まれ

■満３～５歳の保育料
　➡月額 25,700円まで

の保育料が無償化になります。
※給食費などは実費徴収です。

が無償化の対象です。

さらに「保育の必要性の認定」を受けた場合

申 込 手 続 き

■ 購入対象者

Q. 平成31年1月1日時点で本市に住民票がある方で、
平成31年度の住民税は課税されていますか？

Q. プレミアム付商品券の購入対象者（購入対象者1）に
該当する方で、
平成28年4月２日～令和元年９月３０日の間に
生まれたお子さまがいますか？

Q. 平成31年度分の住民税が課税されている方の
扶養親族（生計同一の配偶者）になっていますか？

■ 未申告の方は住民税の申告が必要です
■【購入対象者1】の対象と思われる方には、商品券の「購入引換
　 券の申請案内」を、順次発送しております。申請後、該当される
　 方には、9月下旬から商品券の「購入引換券」を発送予定です
■ 商品券を購入する際には、【購入引換券】が必要です

市内の小売・飲食・サービス事業所などで使用可能
予定です。市のホームページ等でお知らせいたします

※「プレミアム付商品券」を販売するために、市町村や内閣府などが手数料などの振込を求めることは絶対にありません
※ 市町村や内閣府などが ATM（銀行やコンビニなどの現金自動支払機）の操作を求めることは絶対にありません

■【購入対象者 2】の子育て世帯主分は申請不要です
　 対象となる方には、商品券の【購入引換券】を9月下旬から
　 順次発送する予定です
■ 商品券を購入する際には、【購入引換券】が必要です

Q. 平成31年1月１日時点で
生活保護を受けていましたか？

Q. 平成31年10月1日までに生活保護の受給が
停止、廃止になったことはありますか？

プレミアム付商品券の購入対象者となる
可能性があります 

■商品券使用可能店舗

お問い合わせ 豊見城市 プレミアム付商品券窓口 ☎850-0547お問い合わせ  保育こども園課  ☎850-5088

【購入対象者 1】商品券 2万５千円分（販売価格 2万円） 
【購入対象者 2】商品券 2万５千円分（販売価格 2万円）×
　　　　　　　　対象となるお子さまの数

■ 購入限度額

■ 申請受付期間  11月29日（金）まで
■ 販売期間　　　10月1日（火）～令和2年2月29日（土）
■ 使用期間        10月1日（火）～令和2年3月31日（火）

1セット 4千円（500円券×10枚）
※対象者1人につき最大5セットまで

■販売価格

お子様分プレミアム商品券の購入対象となる
可能性があります 

【購入対象者 1】

【購入対象者 1】

いいえ はい へ進む

【購入対象者 2】

【購入対象者 2】

／CHECKしよう！／

1.平成31年度の住民税が課税されていない方
2.平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれたお子さまがいる世帯の世帯主

A B

B

いいえ はい へ進むB

はい

はい

いいえ 対象の可能性あり

はい いいえ 対象外

いいえ へ進むB

詐欺にご注意を！

10月
から

幼稚園
認定こども園（教育） 認可外保育施設

幼稚園を利用する

幼稚園、認定こども園（教育部分）を利用する

｢保育の必要性の認定｣とは
施設を利用するお子様の保護者(父母)や同居者が、次の理由により保育を必要とする場合が認定の要件です。
◇就労 ◇出産 ◇疾病・障がい ◇その他 ※詳しくは、市ホームぺージに掲載の「幼児教育・保育の無償化について」を参照ください。

■０～２歳（非課税世帯に限る）
　 ※H28.4.2 以降生まれ
　 ➡月額 42,000円まで
■3～5歳
　 ※H25.4.2～H２８.４.1 生まれ
　 ➡月額 37,000円まで

「保育の必要性の認定」を受けた場合

■満３～５歳の保育料
が無償化になります。

認定こども園（教育部分）を利用する

の保育料が無償化になります。

■満３歳（非課税世帯に限る）の預かり保育料
　 ※満３歳になった日から最初の3月31日まで
　 ➡日額 450円（月額 16,300円）まで

■3～5歳の預かり保育料
　 ※H25.4.2～H２８.４.1 生まれ
　 ➡日額 450円（月額 11,300円）まで

が無償化の対象です。

また、上記の金額内で、
　一時預かり事業、病児保育事業
　ファミリーサポートセンター事業
の利用料が無償化になります。
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    １０月からパスポート申請窓口を開設します 

申請窓口 市民課（市役所１階）

申請受付・交付（受取） 
月曜日～金曜日 ※土日祝日・年末年始（１２／２９～１／３）・慰霊の日はお休み 

申請受付は８ 時３０分～１６時 交付（受取）は８時３０分～１７時 ※ただし、１２時～１３ 時は除く 

■パスポ－ト申請に必要なもの　　
Ｎｏ 申請窓口 摘要

１ 一般旅券発給申請書（５年・１０年） ２０歳未満の方は５年旅券のみの申請となります。 

２ 戸籍（謄）抄本 未成年者、または家族で同時に申請する場合は謄本をお持ちください。 

３ 証明写真 

６ヵ月以内に撮影されたもの（サイズ：縦４５ｍｍ×横３５ｍｍ）

ふちなしで正面を向き、無帽、無背景のもの 

規格に合わない場合には撮り直しをお願いすることがあります。 

４ 身元確認の書類の原本（コピ－不可） 代理で申請する場合には、申請者本人と代理人の身元確認書類も必要です。 

５ 前回取得したパスポ－ト 
有効期限内にパスポ－トを切り替える場合（残存有効期限が１年未満）はパスポ－トの提

出がないと申請できません。 

６ 必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。 

■手数料　　
収入印紙（郵便局） 沖縄県証紙（銀行） 合計 

１０年旅券 １４，０００円 ２，０００円 １６，０００円 

５年旅券 ９，０００円 ２，０００円 １１，０００円 

１２歳未満・変更旅券 ４，０００円 ２，０００円 ６，０００円 

※受取の際は、上記のとおり収入印紙は郵便局で、沖縄県証紙は銀行での購入が必要です。なお市役所での販売はしていません。

≪交付（受取）までの日数≫申請日を含めて１０営業日後になります。日程に余裕をもって申請してください。 

豊見城市では令和元年１０月から一般旅券（パスポ－ト）の申請・交付手続きを開始いたします。沖縄

県旅券センタ－での申請は原則不可となりますが、緊急に渡航しなければならない等、一定の要件

を満たせば申請できる場合がありますので、事前に沖縄県旅券センタ－へご相談ください。

障害児福祉手当および特別障害者手当を受給されている方にはご案内をお送りしますので、期間中に忘れず届出をしてください。（届

出がない場合は、８月分の手当から差し止めとなりますので、ご注意ください） 

障害児福祉手当および特別障害者手当とは、精神または身体の重度障害により、日常生活において常時特別の介護を要する在宅障害

者（児）の方に支給する手当のことです。詳しくは、障がい・長寿課 障がい福祉班までお問い合わせください。 

お問い合わせ 市民課 ☎８５０－０１０３ 沖縄県旅券センタ－ ☎８６６－２７７５ テレフォンサ－ビス ☎８６６－２７７８ 

お問い合わせ 障がい・長寿課 障がい福祉班 ☎８５０－５３２０ ／ ＦＡＸ８５６－７０４６ お問い合わせ 子育て支援課 ☎850-0143 

８月は特別障害者手当等の現況届の月です 

手当名称 特別障害者手当 障害児福祉手当 

対象者（児） 

身体または精神の重度の障害により、日常生活において

常時特別の介護を要する２０歳以上の重度障害者 

※所得制限あり ※基本的に障害が重複する方が対象 

身体または精神の重度の障害により、日常生活において

常時特別の介護を要する２０歳未満の重度障害児

※所得制限あり 

該当しない方 施設に入所中の方・３ヶ月以上継続して入院している方 施設に入所中の方 

支給額 月額 ２７，２００円 月額 １４，７９０円 

支給開始 申請を行った月の翌月からの支給開始となります 

支給月 
年４回（２月・５月・８月・１１月）、それぞれの前月分までの３ヶ月分が支給されます。 

※例えば５月が支払月の場合、２月・３月・４月分が支払われます。

受 付 期 間 児童扶養手当・母子父子家庭等医療費助成 特別児童扶養手当 

8月30日（金）まで ８月13日（火）～８月30日（金）まで 

※地域別で指定日がありますので、通知でご確認ください。 

時 間 ８時30分～11時30分／13時～16時30分（土日・祝日を除く）　　　　　　 場　　　　　所　　子育て支援課（市役所2階） 

対 象 者 本市に住所を有し、医療保険に加入している方 ※児童が18歳になった最初の3月末日までの間にある方が対象 

①母子家庭の母と児童　　②父子家庭の父と児童　　③養育者が養育する父母のいない児童

助 成 範 囲 各医療保険診療にかかる自己負担分から一部負担金を控除した額が対象

※ほかの法律などで負担する分や付加給付分、高額医療費の分は除く 

一部負担金 通院＝１人１ヵ月につき１診療機関（医科・歯科別・薬局代含む）ごとに1,000円

■8月中は窓口が大変混み合うことが予想されますので、ご了承ください。

児童扶養手当受給者のうち、未婚のひとり親の方に対し、2019年度に臨時・特別の措置として、給付金を支給します。 

日 時 令和2年2月3日（月）まで

※児童扶養手当の現況届の手続きを行う方は、現況届の

手続きに来庁された際、同時に給付金の申請受付

場 所 子育て支援課（市役所2階） 

対 象 者 ①令和元年１１月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母

②基準日（令和元年10月31日）において、これまで婚姻（法律婚）をしたことがない方

③基準日において、事実婚をしていない方または、事実婚の相手方の生死が明らかでない方

準 備 物 申請書、戸籍謄本（抄本）　　　支　給　額　17,500円

■原則として、児童扶養手当の令和2年１月の支払日と同日に支給　　■ご不明点については子育て支援課までお問い合わせください

市が設置する放課後児童クラブ専用施設について、施設の管理運営を行う指定管理者を次のとおり募集します。

施 設 名 称 ①とよみ児童クラブ（とよみ小学校内：令和2年２月完成予定）

②豊崎児童クラブ（豊崎小学校内）　　③ゆたか児童クラブ（ゆたか小学校内）

指 定 予 定 期 間 令和2年4月1日～令和7年3月31日（5年間）

募集要項等の配布 8月中旬から　　　

配 布 ・ 受 付 場 所 子育て支援課（市役所2階）

■その他の条件については、募集要項をご確認ください。市ホームページよりダウンロード可能です。

子育て支援課からのお知らせ 

未婚の児童扶養手当受給者の方へ 給付金が支給されます

放課後児童クラブ指定管理者募集 

８月は「児童扶養手当」 「特別児童扶養手当」

「母子父子家庭等医療費助成」の現況届の月 

　８月１日現在、児童扶養手当、特別児童扶養手当および母子父子家庭等医

療費助成を受給している方は、受給資格確認のため「現況届」「所得状況届」

を提出する必要があります。対象の方には手続き案内通知をお送りしてい

ますので、内容をご確認の上、指定期間内に手続きください。提出がない場

合は、８月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

■受給中であるが案内通知が届いていない方はお問い合わせください。

児童扶養手当の
支給を受ける 

児童扶養手当の
支給を受けない

（離婚・死） （　未　婚　）
※該当者

募集中

TOMIGUSUKU 67 TOMIGUSUKU



TOMIGUSUKU 89 TOMIGUSUKU

― ―

６/２８ 被爆樹木二世苗木　植樹式　〜平和への思いを育む〜

豊見城こども園において『被爆樹木二世苗木　植樹式』が行われました。「被爆樹木二世苗木」とは、原子爆弾の爆発による被害

を受けながらも、奇跡的に生き残った樹木から採れた種を育てたもので、平和首長会議事務局が平和意識を醸成する取組として

無償で配布しているものです。今回の植樹式は、豊見城市が非核平和都市宣言を行ってから今年で30周年を迎えるにあたり、より

多くの子ども達の平和に対する関心を深めることを目的として開催されました。植樹式では豊見城こども園の園児達による「平和の

誓い」や「月桃」の歌などが披露され、園庭に新しく仲間入りするクスノキの苗木を元気いっぱいお出迎えしました。

６/２４７/１

6月24日、市役所において、ちゅらさん運動を推進し自主防

犯活動の普及と安全安心なまちづくりに貢献したとして、団体

功労にとみぐすく防犯パトロールちいろば隊(石垣春美理事

長)、個人功労に髙志武盛美さんが表彰され、山川市長へ受賞

報告を行いました。

個人住民税に係る県税職員併任辞令交付式が市役所で行

われ、県那覇県税事務所の職員3名が内原市民部長より併任

辞令の交付を受けました。併任辞令は、個人住民税や地方税

の収入確保を図ることなどを目的としています。併任期間の

令和元年7月1日から令和2年3月31日まで。

微収強化に向けて
県税職員に辞令交付

ちゅらうちなー安全なまちづくり
功労者表彰　受賞報告



等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級

１　主事の職務

２　保育士又は保育教諭の職務

３　保健師、管理栄養士又は社会教育主事の職務

４　消防士の職務

５４ １２．８

主事 ３７

１８３ ４３．７ 
班
員
級

保育士 ２

管理栄養士 １

消防士 １４

計 ５４

２級

１　主任主事の職務

２　高度な専門的知識及び経験を必要とする業務を処理する保育士又

は保育教諭の職務

３　高度な専門的知識及び経験を必要とする業務を処理する保健師、

管理栄養士又は社会教育主事の職務

４　消防副士長の職務

１２９ ３０．９

主任主事 １００

保育士 ８

保育教諭 ７

保健師 １

消防副士長 １３

計 １２９

３級

１　主査の職務

２　特に高度な専門的知識及び経験を必要とする業務を処理する保育

士又は保育教諭の職務

３　特に高度な専門的知識及び経験を必要とする業務を処理する保健

師、管理栄養士又は社会教育主事の職務

４　消防士長の職務

９５ ２２．７

主査 ６７

９５ ２２．７
主
査
級

保育士 ４

保育教諭 ４

保健師 ７

管理栄養士 １

社会教育主事 １

消防士長 １１

計 ９５

４級

１　班長又は主幹の職務

２　主任保育士又は主幹保育教諭の職務

３　学校給食センター所長の職務

４　消防司令補の職務

６４ １５．３

班長 ４６

９４ ２２．５
班
長
級

主幹 ３

主任保育士 ３

主幹保育教諭 ３

学校給食センター所長 １

消防司令補 ８

計 ６４

５級

１　高度な専門的知識及び経験を必要とする業務を処理する班長又は

副参事の職務

２　保育所長、認定こども園長、又は子育て支援センター所長の職務

３　高度な専門的知識及び経験を必要とする業務を処理する学校給食

センター所長の職務

４　高度な専門的知識及び経験を必要とする業務を処理する消防司令

補の職務

３０ ７．２

班長 １８

副参事 ３

保育所長 １

認定こども園長 １

子育て支援センター所長 １

消防司令補 ６

計 ３０

６級

１　課長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務

局長、農業委員会事務局長、会計管理者又は参事の職務

２　消防司令の職務

３７ ８．９

課長 ２９

３７ ８．９
課
長
級

次長 １

局長 １

会計管理者 １

参事 １

消防司令 ４

計 ３７

７級
１　政策調整監、部長、議会事務局長又は参事監の職務

２　消防司令長の職務
９ ２．２

部長 ７

９ ２．２
部
長
級

議会事務局長 １

消防司令長 １

計 ９

合計 ４１８ １００．０

※一部事務組合等への出向者（１３名）及び派遣指導主事（２名）を除く。

等級及び職制上の段階ごとの職員数
　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５８条の３第２項の規定に基づき、平成３１年４月１日現在の職員数について次のとおり公表します。

豊見城市長　山川　仁

豊見城市公告第３６号

令和元年７月１８日

７/１9

７月１日、「第39回全日本バレーボール小学生大会」におい

て、見事優勝を果たした長嶺クラブと準優勝を果たした豊見城

団地クラブが、山川市長と照屋教育長に喜びの報

告を行いました。長嶺クラブは全国大会へ、豊見城

団地クラブは九州大会への出場が決定しま

した。

市立中央公民館において、市民が一丸となり青少年の問題

を自ら捉え、青少年の健全育成を図ることを目的に 『「深夜は

いかい防止」「水難事故防止」「交通事故防止」豊見城市民大

会』が開催され、多くの関係者らが参加。市内小中高生による

意見発表も行われ、最後に大会スローガンを参加者で読み上

げ、三防止への決意を示しました。

7/1 令和元年度　三防止市民大会
第３９回全日本バレーボール小学生大会
沖縄県大会優勝・準優勝報告

７/１１

道の駅豊崎において、『令和元年度「マンゴーの日」セレモ

ニー』が開催され、多くの関係者らが出席し、県内外へ県産マ

ンゴーのPRが行われました。セレモニーでは、山川市長らの

挨拶のあと、アゴマゴちゃんとミス沖縄によるじゃんけん大会

やマンゴー試食会も行われ、美味しそうにマンゴーを頬張る

家族連れなどの姿が多く見られました。

地域防災力の向上を目的に、沖縄気象台協力のもと「気象

防災ワークショップ」が市役所で開催されました。市防災職員

や市内自主防災組織会員、介護施設職員など約50名が参

加。各グループに分かれ、防災気象情報などを見ながら避難

指示を出すタイミングを話し合い、意見発表をするなど、災害

時の対応を疑似体験しました。

７/１５
令和元年度
マンゴーの日セレモニー

地域防災力を高めよう！
気象防災ワークショップ開催

＼あまー

＼
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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？

雑誌カバーを広告媒体として利用していただき、市立中央図書館の利用者に対する

事業者のPRができます。

詳しくは、市ホームページの検索窓から「豊見城市立中央図書館」で検索！！

休館日のお知らせ

おはなし会

雑誌スポンサー大募集！

図書館でのイベントや

お知らせなどをお届けします。

お問い合わせ

市立中央図書館

☎856-6006

8月

開 館 時 間

火曜日～日曜日

10時～19時

29日：館内整理日11日：山の日

9月

17日：敬老の日の振替休　19日：館内

整理日　24日：秋分の日の振替休

※月曜日は定休日

市立中央図書館だより

上映会 ※定員60名　どなたでもお越しください。 入場無料・当日先着

入場無料

【一般上映会】

題目　平成29年度（2017年）酉年　保栄茂ぬ十五夜　大豊年祭

日時　9月8日（日）14時〜（約90分）

※8月の上映会は8月４日（日）に実施しました

【おはなし会】 【おひざにだっこ】

日時　8月10日（土）15時〜（約30分）

　　　　8月25日（日）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

日時　8月22日（木）11時〜（約30分）

内容　手遊び・歌を取り入れた絵本の読

み聞かせ

対象　0～2歳（保護者含む）

夏休み期間の開館時間の変更

8月28日（水）までの期間、開館時間を

9時30分から19時に変更します。

※通常は10時から19時が開館時間

皆さんの健康づくり

を応援します

時間を

決めよう

子ども達にとって、楽しい夏休みがやってきました！この時期は旅行やスポーツなど、色々な事を体

験できる貴重な時間ですが、一方、ついつい夜更かしをして、生活リズムが乱れがちになります。生

活リズムを整え、質の良い十分な睡眠をとることが、子どもの脳と体を育むための基本です。

体のリズムを整えるためには、1日のスタートが大切です。

朝日を浴びると15-１６時間

後に眠気を誘い情緒を安定

させるホルモン（メラトニン）

がピークになる

朝は血糖値や血圧を上げ、活

動の準備をする、やる気ホル

モン（コルチゾール）の分泌が

増加する

遅い時間に夕食をとると体内

時計が後ろにずれてしまい睡

眠の質が低下、疲れやすくな

る。また太る原因にもなる。

【親子 de 取り組み CHECK　 !】

□カーテンを開けて朝日を浴びる

□朝食は必ずとる

□日中は適度な運動の習慣を

□夕食は早めに済ませる

□歯みがきと仕上げみがき

□明かり・テレビ・スマホを消し、部屋を暗くする

▽　下記のイベント会場は、全て市立中央図書館　▽

3.早起きのため

　 夜は早く寝る

4.ＴＶやスマホは

　 １日２時間まで！

5.適度な運動を

　 習慣化する

1.早起きをして

　 朝日を浴びる

2.朝食は毎朝

　 決まった時間

　 にとる

♪ ♪♫ ♫♬ ♬

募集・お知らせ

　マラソン競技の基本技術を学ぶことにより正しい知識とマナーを習得し、技術力および体力の向上を図ることを目的とします。

お問い合わせ　生涯学習振興課　☎850-3591

お問い合わせ　市体育協会　☎850-3279　ＦＡＸ:850-3760　Ｅ-mail:tomitai01@tomitaikyou.org

受
講無

料

― 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 ―

優勝

チーム名順位

高安チーム

準優勝 豊見城チーム

市軟式野球大会　結果

　6月１6日（日）・30日（日）に瀬長島野球場にて、第58回市軟

式野球大会が開催されました。

優勝

氏名順位

上地　陽子

3位 大城　正巳

6ゲーム合計

1376

1349

2位 新里　哲也 1362

市長杯争奪ボウリング大会　結果

　６月30日（日）にスカイレーンにて第9回市長杯争奪ボウリン

グ大会が開催されました。

高安チーム

マラソン教室の受講者募集！

日 時

場 所

対 象 者

準 備 物

受付期限

申込方法

9月11日（水）・12日（木）　19時～20時30分

座学　11日（水）　市立中央公民館　１階会議室　／　実技　12日（木）　豊見城総合公園　陸上競技場

18歳以上の市内在住の方　初心者から競技者まで　（定員３０名）

運動しやすい服装、運動靴、飲み物を持参

8月26日（月）～9月6日（金）　※申込期間中であっても定員に達し次第締め切ります。

担当課窓口（市立中央公民館）へ直接お越しいただくか、お電話にてお申し込みください。

日 時

参加資格

申込方法

9月1日（日）　　会　　場　スカイレーン

①本市に現住所か本籍を有するもの。②県民体育大会

に本市選抜として参加できるもの。など

参加料3,000円を添えて、所定の申込書を

8月28日（水）17時までに市体育協会へ提出。

● 市ボウリング選手権大会開催

日 時

参加資格

申込方法

9月22日（日）　　会　　場　豊見城総合公園　陸上競技場

①本市に現住所か本籍を有するもの。

②県民体育大会に本市選抜として参加できるもの。など

選手名簿１部を8月22日（木）17時までに市体育協会へ提出。Ｅ-mail、FAXで受付可能。

● 市陸上競技大会開催

日 時

参加資格

申込方法

8月18日（日）　　会　　場　豊崎小学校体育館

①本市に現住所か本籍を有するもの。②県民体育大会

に本市選抜として参加できるもの。など

参加料（1人500円）を添えて、8月14日（水）

17時までに市体育協会へ申込み。

● 市バドミントン大会開催

● エアロビクス＆筋コンディショニング無料体験教室

※詳しくは、市体育協会へお問い合わせください。

日 時

参加資格

参 加 料

申込方法

9月1日（日）　　会　　場　市民体育館

①本市に現住所か本籍を有するもの。②県民体育大会

に本市選抜として参加できるもの。など

１人1,000円

8月23日（金）17時までに市体育協会へ申込み。

● 市卓球大会開催

時間日時 場所

8月16日（金） 19時～20時 中央公民館中ホール

※詳しくは、市体育協会へお問い合わせください。

■各種大会の開催のお知らせや様子などを随時ホームページに掲載しています。　『豊見城市体育協会』で検索！
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募集・お知らせTomigusuku Information

参
加無

料

お
知

ら
せ

場 　 所

講 師

対 象 者

申込方法

そ の 他

自分らしい働き方についてワークを取り入れ分かりやすく講演

します。珈琲とお菓子を楽しみながら、あなたの好きを探しま

せんか？

災害発生時に避難が困難な下記の方へ、６月下旬に避難支援

プランの作成依頼文を送付しました。自身やご家族で作成が

困難な場合は、ケアマネジャーや相談支援専門員等と作成し

て提出してくださいますようご協力お願いします。

※避難行動要支援者制度について、詳細は市ＨＰで「災害弱

者」で検索！また、お気軽にお問い合わせください。

❶および❺の方　　介護長寿班　☎856-4292

②～④の方　　 　障がい福祉班　☎850-5320

ＦＡＸ:856-7876　E-mail:sho-tyo@city.tomigusuku.lg.jp

■消費税軽減税率、レジ補助等について

　 消費税転嫁対策室　☎８６６－００３５

■キャッシュレス・消費者還元事業について

　 商務通商課　☎８６６－１７３１

＃「好き」を形にする

～ワークライフマネジメントで探す自分の働き方～

「第５次市総合計画および

第２次まち・ひと・しごと創生総合戦略策定

に係る市民会議」参加者募集！

協働のまち推進課　☎85０-0159／FAX850-5820

募
集

これからの豊見城のまちづくりや施策のあり方等について、

共に考えてみませんか？

本市最上位計画の第５次市総合計画と人口減少克服・地方創

生を目的とする第２次総合戦略の策定にあたり、市民視点で

の議論を行います。

災害に備えて

避難支援プランの作成を！

障がい・長寿課

区分 程度

要介護認定❶ 3以上の者

知的障がい③ A1またはA2の者

精神障がい④ 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せください。

身体障がい②

総合等級・代表部位

1級または2級の者

（視覚、聴覚、肢体機能障害）

お
知

ら
せ

今年、１０月から飲食料品と新聞を除き消費税率は１０％へ引

上げられます。スーパー、ドラッグストア、小売店、飲食店等で、

飲食料品とその他の商品を販売する場合の消費税率は、軽減

税率（８％）と標準税率（１０％）の複数税率になり、レシート、領

収書、請求書には、税率ごとに合計金額を記載する必要があり

ます。このため、経済産業省では複数税率対応レジ等への買換

え購入・改修経費への補助を実施しています。補助金を利用す

る場合は、申請期限があります。今、お使いのレジは複数税率

に対応しているか、早めのご確認と準備をお願いします。ま

た、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイ

ント還元を支援する「キャッシュレス・消費者還元事業」への参

加受付も実施しています。

消費税率引き上げへの

準備はできていますか？

内閣府沖縄総合事務局経済産業部

補助金の詳細はこちら　http://kzt-hojo.jp/

お問い合わせ番号　0120-398-111(通話料無料)

企画政策課　☎85０-0364

市役所１階　市民交流イベントスペース

※駐車場は旧市ＩＴ産業振興センター前駐車場

波上 こずみ氏（Cosmic Consulting代表）

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。

市内在住、在勤の方の生後６ヶ月～小学６年生のお

子さまを無料で預かります。

※８月14日（水）までに申込み。人数制限あり。

募集期限

応募方法

応募条件

そ の 他

９月6日（金）１7時まで

企画政策課に備えつけの募集要領にある所定の

応募用紙に記入のうえ提出ください。

※募集要領は、市ホームページからもダウンロー

ド可能です。

まちづくりに興味・熱意のある方

※その他詳しくは、募集要領をご覧ください。

参加者のお子様を対象とした預かり保育も対応し

ています。

講演日時

８月２４日（土）

14時～16時

好きを

形にする

■病院や施設に入所していない方のうち

募集・お知らせTomigusuku Information

募
集

受
講無

料

お
知

ら
せ

■指定日に受診できない場合は、上記1～7のいずれかの日程で受診してください。

　その際は、直接会場へお越しください。（変更連絡不要）

■健診は、保護者またはお子様の健康状態を把握している方（健康状態について医師からの

　質問等にご対応いただける方）の付き添いをお願いいたします。

■健診日当日は母子手帳（親子手帳）の確認を行いますのでお持ちください。

■健診日当日は駐車場が大変混み合います。なるべく公共の交通機関をご利用ください。

■当日の健診内容は、内科・歯科・視力・聴力です。メガネ等をご使用の方は忘れずにお持ちください。

来年4月に小学校に入学されるお子さんを対象に、保健上必要な助言や適切な就学についての指導などを行うため、就学時健康診断を

下記の日程で実施します。市教育委員会からの通知(8月発送予定)をご確認のうえ、健診を受けてください。

※通知が届いていない方は市教育委員会までご連絡ください。

就学時健康診断について

学校教育課　☎850-0961

市に住所がある65歳以上の方（平成31年4月1日時

点）で健康上とくに問題のない方

水着、水泳帽、タオル

8月19日（月）までに担当課へ電話で申込み

送迎希望の場合は、別途500円の自己負担

対 象 者

準 備 物

申込方法

【 注 意 】

水中トレーニング教室開催

～第２クール～

障がい・長寿課　☎856-4292

日　　　時

場　　　所

対 象 者

準 備 物

申込方法

講 師

【 注 意 】

毎日同じものばかり食べている！料理なんてしたことないけ

ど家族に料理を振舞ってみたい！そんな方にオススメの男性

限定の初心者向けの教室です。また、料理をすることは認知症

予防にも効果的です。（応募多数の場合は選考）

足腰に負担の少ない水中で行うことで運動機能の向上を図り

ます。送迎希望がない場合、他校区での申込可能です。（応募

多数の場合は選考）

9～11月の３ヵ月間　全１２回　各クラス10名 計40名

男の健康料理教室

～Men's Kitchen～

障がい・長寿課　☎856-4292

対象地区No 期日
開始

受付時間

終了
健診時間 会場

7

6

5

4

3

2

1

豊崎小学校区 12月11日（水） 13時 １4時30分 13時30分～

伊良波小学校区

豊見城小学校区

上田小学校区

ゆたか小学校区

長嶺小学校区

11月21日（木） 13時 １4時30分 13時30分～

13時30分～

11月19日（火） １2時30分 １4時 13時～

11月6日（水）

10月31日（木）

10月3日（木）

１3時

１3時30分

１3時30分

１5時30分

１5時

１5時 14時～

14時～

座安小学校区

とよみ小学校区
9月18日（水） １３時 １５時 13時30分～

市立
中央公民館

9月3日（火）〜10月1日（火）

１０時～１3時　（実食・片づけ含む）

毎週火曜日　全５回

市立中央公民館　調理室

市に住所がある65歳以上の男性（定員20名）

※今年度中に65歳になる方も含む

エプロン、三角巾

8月19日（月）までに担当課へ電話で申込み

はぎわら久枝（フードアドバイザー）

材料費2,000円（全5回分）は自己負担

送迎地区場所曜日 時間

伊良波中

ガルフスポーツクラブ水

9時30分〜

豊見城中

10時30分

11時〜12時

13時30分〜
送迎なし

エーススポーツクラブ木

14時30分

10時15分〜
長嶺中

11時15分
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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

納付期限を過ぎた場合は、各担当課まで

高額療養費資金貸付制度

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し付け、直接病

院に支払いをする制度です。本市の国保加

入者の方で、病気または、けがで医療機関

を受診したが限度額適用認定証が利用で

きず、医療費の支払いが困難な場合、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。貸し付けされた金額の返済は、ご

本人に本市から後日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。　

問国保年金課　給付班　☎850-0160

国民健康保険医療費の一部
負担金（自己負担額）の減免等

世帯主または世帯に属する方が災害など

の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。

■申請の際に必要な書類など

①生活状況申告書　②給与証明書

③その他申請理由を証明する資料など

問国保年金課　給付班　☎850-0160

市・県民税、国民健康保険税、
後期高齢者医療保険料の納付

8月は市・県民税、国民健康保険税・後期

高齢者医療保険料第2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

場合など、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」「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のでご了承ください。

■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・再発行納付書など

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

た場合はご連絡ください。

問 納税課　市・県民税　☎850-0242

	 国保年金課　国保税　☎850-0142

	 国保年金課　後期保険料　☎850-0160

国民年金保険料の後払い（追納）
をオススメします！

老齢基礎年金の年金額を計算する際、保

険料の免除や猶予の承認を受けた期間が

ある場合は、全額納付した場合と比べて年

金額が低額となります。しかし、免除等の承

認を受けた期間の保険料については、後か

ら納付（追納）することにより、老齢基礎年

金の年金額を増やすことができます。

■追納を行う場合は、申込みが必要です

那覇年金事務所で申込みをして、その後納

付書で支払います。（口座振替、クレジット

納付は不可）

■追納に関する注意事項

①追納ができるのは追納が承認された月

の前10年以内の免除等期間に限られてい

ます。（例　令和元年４月分は令和10年４月

末まで）

②承認等をされた期間のうち、原則古い期

間から納付していただきます。

③保険料の免除または納付猶予を受けた

期間の翌年度から起算して、３年度目以降

に保険料を追納する場合には、承認を受け

た当時の保険料額に経過期間に応じた加

算額が上乗せされるのでお早めに追納を

お勧めします。

問国保年金課　年金窓口　☎850-0139

	 那覇年金事務所　☎855-1122

国民健康保険税の納付相談等
の本人確認について

税情報には、他の方に知られたくない個人情

報が数多く記載されております。当事者の知

らない間に、当事者になりすました第3者か

ら税情報の提供を求められることが考えら

れます。国保年金課では個人情報を適正に

管理保護するため、来所時に身分証などに

て本人確認をさせていただきます。また、世

帯主本人や世帯員以外の代理人が税務証明

発行申請や納税相談を行う際には、委任状

の提出が必要となります。また、分割納付誓

約に関する手続きについては、納税義務者で

ある世帯主本人以外の方は、委任状が必要

となりますので、ご協力お願いいたします。

問国保年金課　徴収班　☎850-0142

健康推進課 ☎850-0162

人権擁護委員の委嘱・解嘱

仲本イツ子氏 宮里信子氏

レディース総合検診（女性限定）  特定健診とがん検診を一度に受診できます！

健診日 電話予約日 Ｗｅｂ予約日程 場所

10月6日（日） 9月5日（木）・6日（金） ９月1日（日）まで 市立中央公民館

電話予約 沖縄県健康づくり財団 889-6452 Web予約 QRコード

対象者 ① 国民健康保険加入の20歳～74歳の方　② 後期高齢者医療保険加入の方

③ 国保以外の健康保険加入者（20歳～39歳で学校・職場等で健診を受ける機会のない方）　※市在住の方

カンキツグリーニング病持込み診断

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】
9月4日（水） 13時～17時

市内在住の

20歳～64歳
15名 8月22日（木）

Ｂ
離乳食教室

【市立中央公民館1階 和室】

①8月23日（金）

②9月20日（金）

13時30分～

15時30分

生後5～6ヶ月児

の保護者

組

程  度

①8月20日（火）

②9月17日（火）

健康スリム倶楽部（食事付き）・離乳食教室  受講者募集

■カンキツグリーニング病とは？

■カンキツグリーニング病の症状

葉の黄化などが見られたり、一部の枝が枯れる。

■サンプルの採集方法

〈各講座の申込方法〉

健康推進課 ☎850 ＦＡＸ

県病害虫防除技術センター ☎886-3880

2019年全国家計構造調査を実施

商工観光課

☎850-5876

Tomigusuku Information 募集・お知らせ

選定された調査地域

において世帯の確認

のため、調査員がお宅

を訪問して世帯主の

氏名などをおたずね

しますので、ご回答を

お願いします。

※本調査の実施期間

は10月・11月

世界的に重要なかんきつの病害。感染すると数年後に枯

れる。ミカンキジラミという虫、病気の木からの取り木・接

ぎ木で広まる。治療方法はないため、伐採処分を行う。

これまでも人権擁護委員として活動を行ってきた仲本イツ子さんが、令和元年7月1日付

で再任となり、同日付で宮里信子さんが新任となりました。また、本市の人権問題の解決

に向け活動されていた石垣春美さんが、令和元年6月30日をもって解嘱されました。人

権擁護委員は、地域住民の人権に対する問題解決や人権侵害による被害者の救済、また

人権思想の啓発といったボランティア活動を行っており、現在市内には、7名の人権擁護

委員の方々が活動されています。

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。準備物は親子健康手帳、授乳ケープなど

４方向から症状のある葉（５枚程度）を含む枝を１本ずつ、

合計４本採取し、まとめて袋に入れ、農林水産課（☎

850-5305）へ持込みをお願いします。
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太陽光発電設備を
所有されている皆さまへ

太陽光発電設備は、固定資産税の償却資

産に該当し課税され、申告の対象となる場

合があります。下記に該当する場合は申告

書を提出する必要があります。

設置者 対象資産

個人（住宅用）
※10Kw以上の
太陽光発電設備

売電するための事業用資産
となり、発電に係る設備は申
告の対象となる

個人
（事業用）

個人の方でも、店舗やアパー
ト、農業などの事業を営む方
がその事業のために太陽光
発電設備を設置した場合は、
発電出力量の有無にかかわ
らず、申告の対象となる

法人

事業の用に供している資産と
なり、発電出力量や売電の有
無にかかわらず、償却資産とし
て申告の対象となる

詳しくは担当課へお問い合わせください。

問 税務課　資産税班　☎850-0245

ー健康ー

はり・きゅう等施術利用券の交付
についてのお知らせ

はり・きゅう等施術利用券は本市の国保加

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が施術を受ける際

に費用の一部を助成することで、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

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

申 窓口にて申請書と問診票を記入し提出

	 ※電話での申込み不可

期 令和２年３月３１日まで（定員に達し次第終了）

問 健康推進課　特定健診班　☎850-0215

ー生活・環境・安全ー

墓地の設置には
市長の許可が必要となります！

墓地を経営しようとする者は、「墓地、埋葬

等に関する法律」第10条の規定により市長

の許可を受けなければなりません。無許可

で墓地などを設置した場合は、懲役または

罰金に処されます。墓地の経営許可につい

てのご相談は生活環境課までお問い合わ

せください。

問生活環境課　☎850-5520

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ＨＰまたは担当課へ

問生活環境課　☎850-5520

浄化槽の清掃および点検に
ご協力ください！

浄化槽の保守点検および清掃は法律で義

務付けられています。適正な管理をお願い

します。

問生活環境課　☎850-5520

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）へ切り替え予定して

いること。

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、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新築住宅は該当しません。

②申請前に工事を着工した場合は対象外

です。

※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

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。

あなたの貯水槽（タンク）は
大丈夫ですか？

貯水槽の維持管理は設置者の大事な責務

です。年1回のタンクの清掃や定期点検を

行いましょう。

問 上下水道部　施設課　☎850-0111

９月10日は下水道の日
今年も肥料を無料配布します。

今年は59回目を数えます。下水道のＰＲを

はかるため、今年も市役所で、下水処理場

で排出された汚泥とサトウキビの搾りかす

を混ぜることで作成されたバガス（肥料）

を無料配布します。数に限りがあるため、な

くなり次第終了とさせていただきます。

■公共下水道・農業集落排水に接続しましょう

接続が可能な地域かどうかや、接続に要す

る費用に対する補助金、貸付金などについ

ては、担当課までお問い合わせください。

問 上下水道部　総務課　☎850-１５１６

2019経済センサス-基礎調査
の実施について

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。皆さまの調査へのご理解・ご

回答をよろしくお願いします。

問商工観光課　☎850-5876

２歳児歯科健診を受けて
虫歯予防しましょう

3歳になると虫歯のお子さんが急激に増え

ます。2歳児歯科健診を受けましょう。

内 ①歯科健診　②フッ素塗布※希望者　

	 ③歯みがき指導

場指定歯科診療所	対2歳児

準2歳児歯科受診票、親子健康手帳

問 健康推進課　☎850-0162

子育て心理相談のご案内

(完全予約制・個別相談)

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8月15日（木）・９月19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

親子クッキング教室　

受講者募集

朝食は元気のもと！みんなで食べると楽し

い食事！アイディアレシピについて、おやこ

で楽しく実践しながら学べます。

日9月29日（日）　10時～12時30分　

対年長児～小学生と保護者　20組程度

準 		エプロン、ハンドタオル、バンダナ（大人

の方のみ）※お子様にはバンダナをプレ

ゼント

メニュー：豆腐クリームのパングラタンなど

主催　食生活改善推進員協議会

参加費　大人1名300円　子ども1名200円

期9月24日（火）までに担当課へ電話申込み

問 健康推進課　☎850-0162

予約制

要予約

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？

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。

日 毎週水曜日午後　※事前電話予約

場(有)コノ街デザイン（字豊崎３-５９）

対 		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

問コノ街デザイン（トヨプラ）	☎851-3396

毎月勤労統計調査特別調査の

ご回答に協力ください。

厚生労働省では、本年７月31日現在で、常

用労働者を１～４人雇用している事業所を

対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実

施します。この調査は、１～４人の常用労働

者を雇用する小規模事業所における賃金、

労働時間および雇用の実態について全国

および都道府県別に明らかにすることを目

的に実施しており、調査結果は、小規模事

業所の実態を示す資料として最低賃金の

改定審議などに使用されています。調査対

象となる事業所には、８月から９月にかけ

て統計調査員が訪問し、調査事項について

お伺いして調査票を作成いたします。

問県企画部統計課　☎866-2050

中小企業組合制度について

沖縄県は９９％以上が中小企業で占められ

ています。特に本県の場合、零細企業が多

く厳しい状況にある中小企業が多いのが実

情です。一人一人の力は弱くても、他社と

連携し組合を設立することで協同の力を持

つことが出来れば、この厳しい状況を乗り

越え、競争に打ち勝つことも可能です。あな

たも中小企業組合を設立してみませんか？

組合を設立したいと考えている方は、お気

軽にご相談ください。

問 沖縄県中小企業団体中央会	☎860-2525

若年(10代)妊娠ＳＯＳ
秘密は厳守します

思いがけない妊娠、誰にも言えない、どう

したらいいかわからない、ひとりぼっちで

悩まないで、私たちに連絡をください。(妊

娠検査薬のお届けなど）

対 １０代の妊婦さん

ＬＩＮＥのＱＲコードはこちら

メール：miraisincere@gmail.com

問 一般社団法人おきなわ子ども未来ネットワーク

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。

日8月17（土）　9時～12時

場市民課　申電話で事前予約

予約受付は平日8時30分～17時15分

問市民課　☎850-0103

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

差出有効期間が平成２９年10月4日の返

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

オレンジカフェ・美らとみぐすく
の開催について

認知症について「知りたい」、「相談がした

い」など様々な思いを持つ皆さんに気軽に

立ち寄っていただける場所です。

日8月21日（水）　10時～11時30分

場市役所5階　多目的室　対市内在住の方

※今回は歯科衛生士の講話を予定しています。

問障がい・長寿課　☎856-7727

予約不要
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ひまわりフェスタ2019
ボランティア募集！

商品販売補助、駐車場係、会場準備・片付け

など、一緒に楽しんでくれる方を大募集！

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）

申 9月20日（金）まで

問 		児童デイサービス事業所　キャンディーズ　

☎856-3001

語り継ぐ　受け継ぐ
豊見城の平和教育

戦争体験者の証言映像が完成し、市内小

中高校の平和教育において活用が期待さ

れます。教育実践や証言映像を内容や特徴

について事例発表を行い、今後の平和教育

について考えます。

日８月11日（日）　14時～16時　

場市立中央図書館

	 １階大集会室

定50名（先着順）	入場無料

問文化課　☎856-3671

■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

三線サークル
むつみ会

毎週水曜日
10時～12時 市

立
中
央
公
民
館

琉舞サークル
ゆうなぬ花

毎週木曜日
19時50分～21時50分

生命の貯蓄体操
さわやか

毎週土曜日
1９時30分～21時30分

盆栽愛好
葉和会

第２・４日曜日
1０時～1２時

沖縄の保育を応援する情報発信アプリ「お

き保」簡単ダウンロードはこちらから

文化講座

セルフセラピー講座
アロマセラピー

マッサージオイルなどを作ります。

日9月20日（金）・２７日（金）

	 全２回　19時～20時30分

場市立中央公民館　１階会議室

対市内在住、在勤、在学の方　定20名

申 		8月20日（火）より市立中央公民館へ電

話か直接窓口にて申込み（先着順）

講師　翁長　奈苗氏　※教材費　当日1,000円

問生涯学習振興課　☎850-3280

男性も気分を変えよう
メンズアロマ講座

ルームスプレーを作ります。女性とペア参

加ＯＫ！

日9月13日（金）　19時～20時30分

場市立中央公民館　１階会議室

対市内在住、在勤、在学の男性　定20名

申 		8月20日（火）より市立中央公民館へ電

話か直接窓口にて申込み（先着順）

講師　翁長　奈苗氏　※教材費　当日500円

問生涯学習振興課　☎850-3280

第10回フリーマーケットを
開催します！

日8月31日（土）　10時～14時

場 		地域活動支援センターゆい桜（字嘉数

480番地6）

令和2年成人式　各中学校区
成人式実行委員募集

成人式実行委員となり、

思い出に残る成人式を

自分の手で作り上げて

みませんか？

日 		9月4日（水）、9月26日（木）、10月15日

（火）、10月31日（木）、11月26日（火）

	 ※19時～

場市立中央公民館　中ホール

対 		平成11年4月2日～平成12年4月1日生

まれの本市出身者

内 成人式開催に向けた企画・準備など

問生涯学習振興課　☎850-3280

原爆ポスター展について

広島市および長崎市に原爆が投下され、

今年で74年目を迎えます。当時の記憶が

風化していくなか、戦争の悲惨さや愚か

さ、核兵器の脅威を訴えるとともに、平和

を願い核兵器廃絶への意識の普及・啓発を

図ることを目的として、原爆ポスター展を

開催いたします。

日 8月16日(金)まで

場市役所1階　市民交流スペースB（西側）

問 企画政策課　☎850-0364

市敬老会のお知らせ

「老人週間」の関連行事として７０歳以上の

高齢者を招待し、敬老会を開催します。

日9月6日（金）

	 午前の部　10時～12時

	 午後の部　13時30分～15時30分

場市立中央公民館　大ホール

対７０歳以上の市民

準ハガキ（敬老会のご案内）

問障がい・長寿課　☎856-4292

初心者デジカメレッスン講座

日9月３日（火）～２４日（火）

	 毎週火曜日全４回　1０時～１２時

場市立中央公民館　１階会議室

対市内在住、在勤、在学の方　定１５名

申 		8月8日（木）より市立中央公民館へ電話

か直接窓口にて申込み（先着順）

講師　平良　卓巳氏　受講料　無料

問生涯学習振興課　☎850-3280

世代間交流会

ゆしどうふづくり

日８月２０日（火）　1４時～１７時

場真嘉部コミュニティセンター　定50名

対小中学生(小１～３年は保護者同伴)　

参加費　無料　※事前申し込みが必要です。

問 真嘉部コミュニティセンター　☎840-6828

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りますので、適正

な処理をお願いいたします。

問農林水産課　☎850-5305

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。

問市消防本部　警防課　☎850-9108　

2019年水難事故防止運動実施中

４月26日～8月31日

昨年、県内での水難事故は６６件発生、３０

人の方が亡くなり、２人が行方不明となっ

ています。海水浴シーズン到来の中、今後

水難事故の発生が懸念されますので、安全

に気を付けて楽しみましょう。

緊急は110番　相談ダイヤル#9110

問豊見城警察署　☎850-0110

ー子育て・教育ー

子育て中の皆さんを応援します！

認定こども園の子育て支援事業

おもちゃで子どもと一緒に遊んだり、子育

てについて相談したりすることができま

す。気軽に親子で遊びにきてみませんか。

場上田こども園

対0歳児～就学前の親子

ーイベント・募集ー

第17回市児童生徒

オリンピック大会開催

日9月７日（土）　８時30分開会式

場市総合公園陸上競技場

指定給水工事事業者

（8月・9月）

▼宅地内修理当番（※宅地内修理は有料）

8月	(有)東和技研　　　　☎851-1001

9月	大悟設備工業　　　　☎850-1629

▼道路側修理当番

8月	(株)大盛建設工業　☎856-2137

9月	(有)大設工業　　　　☎856-0611

令和元年度　「道路ふれあい

月間」推進標語が決定！

8月は「道路ふれあい月間」です。みんなで

道をきれいにしましょう！最優秀賞こちら

です。

【小学生の部】

『この道は　世界につづく　ゆめとびら』

【中学生の部】

『真っ白な　地図に描こう　マイロード』

【一般の部】

『ふるさとの　未来を託す　道がある』

※推進標語は国土交通省道路局が決定し

たものです。詳しくは、国土交通省のHPを

ご覧ください。問 道路課　☎850-5306

人・農地プランの話し合いを
行います！

後継者がいない農地や、リタイヤを考えて

いる方の農地など、市内の農地の今後につ

いて話し合います。

日 9月19日（木）、26日（木）、10月3日（木）

	 14時～16時

場市役所3階　第1会議室

対 		農家、農地所有者、農業を始めようと考

えている方

問農林水産課　☎850-5305

令和元年度　市畜産共進会

開催の案内

日8月26日（月）　9時40分～14時

場南部家畜市場（糸満市字武富461番地）

出品者：市内在住の畜産農家

　　　　　（肉用牛、山羊のみ）

問農林水産課　☎850-5305

子・そ・だ・て・
お・う・え・ん！

地域子育て出前支援（利用料無料）

▶県営真玉橋団地集会所

日８月22日（木)

時 13時30分～15時30分

対0歳～就学前の親子　

	 ※祖父母の参加可

育児講座

▶キッズ(ベビー)＆ママヨガ

日 ①８月19日(月)　②９月9日(月)　

時 10時15分～11時45分　冷房代 50円

場豊見城団地集会所・子育て支援所　

対０歳～就学前の親子　各20組　

申 ①８月9日(金)から（先着順）

	 ②８月３０日(金)から（先着順）

準 		ヨガマットかバスタオル、飲み物、

汗拭きタオル、乳児はお昼寝用

マットとおもちゃ

▶ベビーマッサージ

日8月20日(火)　冷房代 50円

時13時30分～15時30分

場豊崎小学校地域連携室（体育館2階）

対０歳～1歳半頃の親子15組　

申8月13日(火)から（先着順）

準 		ヨガマットかバスタオル、飲み物、

汗拭きタオル、乳児はお昼寝用

マットとおもちゃ

▶歯と口の健康講座

日８月23日（金）　時 10時～11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　

申8月15日(木)から（先着順）

▶足育入門講座

日８月29日（木）　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１２組　

申8月20日(火)から（先着順）

準 親子ともによく履いている履物で来所

※詳細は、下記へお問い合わせください。

※講座受付開始時間は9時30分からです。

問	子育て支援センターぐっぴー

☎	850-9214
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第２層協議会
地域活動見学会

①「操体法クラブ」真玉橋

日８月２4日（土）　10時～１2時

場真玉橋公民館　定15名　会費	無料

②「ふれあいサロン」豊見城団地南

日８月30日（金）　10時～１4時

場豊見城団地南集会所　定15名

会費　200円

上記イベントについては、以下のとおりです。

対市内にお住いの地域の皆さん

申 開催３日前までに電話かＦＡＸにて申込み

FAX 856-2774

問市社会福祉協議会　☎856-2782

2019年　夏　とみぐすく大学
受講生募集

日8月10日（土）～2５日（日）

	 １０時～１６時　※１２時～１３時体験は休み

場てぃぐま館内ＳＬＯＷＳＬＯＷ（道の駅豊崎）

受講料　５００円～2,700円

申当日直接ご来館にて申し込み・受付

※詳しくはＨＰをご覧ください

問市観光協会　☎85６-８７６６

市民体育館
屋上星空ウォッチング

ほしぞら案内人の説明を聞きながら星座

や惑星を天体観測します。

日9月２１日（土）　１９時３０分～２１時

場市民体育館　定30名（先着順）

対小学生以上(高校生以下は保護者同伴)　

参加費　1名300円　講師　福里　美奈子氏

申8月１４日（水）より電話か窓口で申込み

問市民体育館　☎8５０-１５５０

ーその他ー

市パークゴルフ協会
会員募集

市パークゴルフ協会では、市民の皆様の健

康増進のため、会員を募集しています。

対市内在住の18歳以上の市民

入会を希望される方は下記へご連絡ください。

事務局：090-5942-1137

ハンガリー空手連盟代表合宿

について

9月6日～8日にかけて、東京武道館にて開

催される空手ワンプレミアリーグ東京大会

へ出場するハンガリー空手連盟の代表合

宿が行われます。

日 ８月26日～９月４日　場市民体育館２階

※8月31日・9月1日は沖縄空手会館での

練習を予定

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）

日 8月１5日（木）　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

※サークル活動も活発に行っています

問 市シルバー人材センター　☎850-7716

　　■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
8時15分～15時15分

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

一般事務
（保育こども園課）

月～金(祝日除く)
8時30分～17時15分

令和２年
３月末まで

時給825円 履歴書を保育こども園課へ提出

保育士
（座安保育所）

月～土（週休２日）
7時15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
（学校教育課）

週１６時間以内（要相談）

令和元年
９月末まで

(更新予定有)

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

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

令和２年
３月末まで

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）

①月～金の週５日　9時～１６時
②月～金の週４日　８時30分～17時

時給1,120円～
1,350円

履歴書・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

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

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

SUN WEDMON TUE 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
８月は沖縄県の観光月間です。観光
客数も年々増加傾向にある沖縄です
が、おもてなしの心ので観光客を迎
え入れるとともに、市内の方も本市の
観光スポットに一度足を運んでみて
はいかがでしょうか。
（わたる）

先日「気象防災ワークショップ」を取
材してきました。突然起こる災害に対
応するには、「地域防災力の強化」は
とても重要だなぁと強く感じました。
これからは台風の季節！今一度、緊急
時の避難行動など話し合ってみては
いかがですか？（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6月末日 先月比

86人

29人

57人

33世帯

64,647人

31,791人

32,856人

26,137世帯

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

53.6㎏

直近１２ヵ月平均

525.0㎏

約49.5㎏ 約540㎏8 6 月6

2019
+15㎏

-4.1㎏

国民健康保険税・後期
高齢者医療保険料
第2期納付限期
就労相談

（市役所1階市民交流スペース）
14時～17時

司法書士相談
（市役所2階相談室）
10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

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
オレンジカフェ・
美らとみぐすく

（市役所5階多目的室）
10時～11時30分

国保年金課　夜間窓口
17時15分～20時
司法書士相談

（市役所2階相談室）
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
婦人がん検診

（市立中央公民館）
受付14時～15時

離乳食教室
（市立中央公民館）
13時30分～15時30分

振替休日山の日
11 旧7.1616旧7.11 13 旧7.13 1512 14 17旧7.15 旧7.17旧7.12 旧7.14

18 旧7.2323旧7.18 20 旧7.20 2219 21

消費生活相談
（市役所2階相談室）
10時～12時/13時～16時

市・県民税第2期納付期限 弁護士相談
（市役所2階相談室）
9時～12時※要予約

豊見城市敬老会
（市立中央公民館）
午前の部 10時～12時
午後の部 13時30分～
　　　　 15時30分
対象 70歳以上の市民

24旧7.22 旧7.24旧7.19 旧7.21

25 旧8.130旧7.25 27 旧7.27 2926 28 31旧7.29 旧8.2

旧8.429/1 3旧8.3 旧8.5 4 旧8.6 5 旧8.7 6 旧8.8 7 旧8.9

旧7.26 旧7.28

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

家庭の日ファミリー読書

5日（月）・6日（火）
9月17日婦人がん検診予約日
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
︶

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

際には国民年金課夜間窓口は中止となります。



 

今年度からの新しい取り組みとして、市民と市長及び副市長が膝を交えて意見交換を行う「地域懇談会」を実施します。

自治会名 開催日時 開催場所 集会所住所 集会所

豊西 8月 １９日（月）19時～２０時３０分 自治会集会所 字高嶺 番地

真玉橋 8月 20日（火）19時～２０時３０分 自治会集会所 字真玉橋 番地

我那覇 8月 21日（水） 19時30分～２1時 自治会集会所 字我那覇３１番地

瀬長 8月 22日（木） 19時～２０時３０分 自治会集会所 字瀬長 番地 無し

豊見城団地南 8月 26日（月） 19時～２０時３０分 自治会集会所 字高嶺 番地

保栄茂 8月 28日（水） 19時３０分～２1時 保栄茂構造改善センター 字保栄茂 番地 無し

豊見城ニュータウン 8月 29日（木） 19時～２０時３０分 自治会集会所 字根差部 番地

 

協働のまち推進課 ☎

職種 試験区分 採用予定人数

行政職Ⅰ

上級

中級

初級

行政職Ⅲ（身体障がい者対象）

公認心理師職

保育士・幼稚園教諭職

保健師職

管理栄養士職

土木職

建築職

消防職Ⅰ

上級

各試験区分を
合わせ若干名

中級

初級

消防職Ⅱ（救急救命士）

 

市民と市長のワクドキ懇談会

豊見城市職員採用候補者試験
受験資格 各職種（試験区分）に要件があります。詳しくは、試験案内をご覧ください。

第一次試験日・試験会場 令和元年９月２２日（日）　市立伊良波中学校

受付期間・時間 令和元年８月１5日（木）まで（※土日祝日を除く）　８時30分～17時15分（※12時～13時を除く）

試験案内（申込書）の配布 市役所１階（案内）、市役所４階（人事課）で配布します。

８月２０日（火）

時～ 時

場所　市立中央公民館  中ホール

 

親と子の防災・お天気教室

実験や講話を通して、台風、地震・津波・竜巻などが発生する

仕組みや地球温暖化などの基礎について楽しく学習し、防災

意識を高めましょう。事前申込不要。入退場は自由。

対象者 小学生とその保護者（定員300名程度）※子ども・大人のみ、他市町村の

方でも入場可能。　　　　　　　　 総務課　防災危機管理班　☎850-8165

各試験区分を
合わせ若干名

各試験区分を
合わせ若干名

各試験区分を
合わせ若干名

令
和
元
年
8月
5日

8月
号
641号

沖
縄

県
豊

見
城

市
宜

保
一

丁
目

１
番

地
１

この地域懇談会は、自治会公民館等において、市長及び副市長が各地域の方と率直な意見交換を行い、より一層開かれた

市政の実現及び市民参画によるまちづくりの推進を図ることを目的としております。ぜひ、この機会を活用して市長、副市

長と意見交換をしてみませんか。多くの方々のご参加をお待ちしております。（10月も実施予定）

８月は観光月間

特集

TOMIGUSUKU
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8

プレミアム付商品券のお知らせ

１０月から幼児教育・保育の無償化を開始

子育て支援課からのお知らせ

市民課でパスポート申請窓口を開設

ＣＯＶＥＲ　観光客などで賑わいを見せる

豊見城市の瀬長島で観光を楽しむ女性

NEW TOPICS

2019. August


