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地域懇談会を開催しました！

「こども・子育て応援団」
登録団体紹介

こども応援課　☎８５０-６７７５

【活動内容】

近隣道路の清掃活動の様子

社会福祉法人そてつ福祉会

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」の
活動を紹介します。

大地保育園の園児と職員で、近隣（サザン公園等）の

清掃活動を行っている。（月1回）

令和３年１０月３１日現在、６９の個人・団体（企業）の皆さま
にご登録頂いております。今後も
多くの皆さまの「こども・子育て応援
団」へのご登録をお待ちしております。 

ご参加
ありがとう
ございました

多くの地域や関係者等の方にご参加いただき、ありがとうございました。各地域等の懇談会の様子をご紹介いたします。

▲認可外保育施設関係者（１１月１８日） ▲認可保育施設関係者（１１月１８日）▲タワーサイドハイツ（１１月１９日） ▲北分譲自治会（１１月２５日）

▲漁業協同組合関係者（１１月８日） ▲瀬長自治会（１１月１１日） ▲上田自治会（１１月１２日） ▲嘉数自治会（１１月１６日）

こども応援課　☎850-6775

こども未来基金への寄附を
募集しています

いただいた寄附金は、親と子が健やかに暮らすことができ
る切れ目のない子育て支援施策の充実を図る
ために活用します。
皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

子ども達がグローバルに活躍できる
人材育成に活用するための寄附を募集します
いただいた寄附金は、子どもたちがグローバルに活躍でき
るスキルを身に着けるための人財育成に活用します。皆様
のご支援・ご協力をお願いいたします。市外に本社が所在す
る企業様からの寄附は、「企業版ふるさと納税」として法人
関係税の税額控除を受けることができます。
寄附の条件がございますので、詳しくは
市ホームページまたは
お問い合わせください。

豊崎にじ公園近隣の駐車場（５か所）
のお知らせ

変 更 前 変 更 後

入庫６０分無料 入庫６０分無料 変更なし

２４時間 最大５００円 ２４時間 最大４００円 １００円減額

昼間 ８時～２０時

最大3００円

昼間 ８時～２０時

最大２００円
１００円減額

夜間 ２０時～８時

最大２００円
新規追加

８時～２０時 ６０分 １００円

２０時～８時 １２０分 １００円
オールタイム６０分 １００円

▶ 実施予定日

令和３年１２月１日 （水）～

お問い合わせ 公園緑地課　☎８５０-００９６

豊崎にじ公園

自治会は、子どもからお年寄りまで、お互いが見守り、助け合いながら楽しい居場所づくりを目指しています。

ささえあい活動
◆地域のみんなで子どもから
高齢者まで、見守り・支え合う
地域活動を行っています。
◎災害時には、地域のみんなで

助け合うなど・・・

環境づくりの活動
◆快適な地域づくりを目指して、
美化活動を行っています。
◎公園など掃除、草刈など・・・

情報の伝達活動
◆自治会行事や行政情報を地域住
民へ周知し、地域のことについて市と

調整を図っています。
◎自治会掲示板、回覧板、など・・

親睦活動
◆住民同士の触れ合いや交流を行
い、親睦を深める活動を行ってい
ます。◎盆踊り、敬老会など・・・

安全安心な
地域づくりの活動

◆地域のことは、地域で守ってます。
◎夜間パトロール、街頭指導、
       子どもの見守りなど・・・

自治会へ加入して地域の繋がりを広めましょう！

お問い合わせ　協働のまち推進課　☎850-0159

① 

③
②

④
⑤

最大料金を引き下げる事で、長時間利用者の負担軽減を

図り、利用促進を目的とした料金変更になっています。

沖縄県警察
運転免許
センター

イーアス
沖縄豊崎

自治会一覧表
はコチラから

TOMIGUSUKU 6



豊崎にじ公園近隣の駐車場（５か所）
のお知らせ

変 更 前 変 更 後

入庫６０分無料 入庫６０分無料 変更なし

２４時間 最大５００円 ２４時間 最大４００円 １００円減額

昼間 ８時～２０時

最大3００円

昼間 ８時～２０時

最大２００円
１００円減額

夜間 ２０時～８時

最大２００円
新規追加

８時～２０時 ６０分 １００円

２０時～８時 １２０分 １００円
オールタイム６０分 １００円

▶ 実施予定日

令和３年１２月１日 （水）～

お問い合わせ 公園緑地課　☎８５０-００９６

豊崎にじ公園

自治会は、子どもからお年寄りまで、お互いが見守り、助け合いながら楽しい居場所づくりを目指しています。

ささえあい活動
◆地域のみんなで子どもから
高齢者まで、見守り・支え合う
地域活動を行っています。
◎災害時には、地域のみんなで

助け合うなど・・・

環境づくりの活動
◆快適な地域づくりを目指して、
美化活動を行っています。
◎公園など掃除、草刈など・・・

情報の伝達活動
◆自治会行事や行政情報を地域住
民へ周知し、地域のことについて市と

調整を図っています。
◎自治会掲示板、回覧板など・・・

親睦活動
◆住民同士の触れ合いや交流を行
い、親睦を深める活動を行ってい
ます。◎盆踊り、敬老会など・・・

安全安心な
地域づくりの活動

◆地域のことは、地域で守ってます。
◎夜間パトロール、街頭指導、
       子どもの見守りなど・・・

自治会へ加入して地域の繋がりを広めましょう！

お問い合わせ　協働のまち推進課　☎850-0159

① 

③
②

④
⑤

最大料金を引き下げる事で、長時間利用者の負担軽減を

図り、利用促進を目的とした料金変更になっています。

沖縄県警察
運転免許
センター

イーアス
沖縄豊崎

自治会一覧表
はコチラから

7 TOMIGUSUKU



― ―
11/5 令和３年度全国行政相談委員連合会

協議会会長表彰 11/4 沖縄県読書活動
優秀実績図書館表彰受賞報告

　市立中央図書館が『令和３年度沖縄県読書活動優秀実践
図書館』に選定され、11月１日に、県教育長より表彰を受けま
した。平田館長は「市民の皆さまの“地域の地の拠点”となる
よう、職員一丸となり取り組んだ結果が評価され嬉しく思い
ます」と喜びと感謝の意を述べました。

　市役所において、『令和３年度全国行政相談委員連合会協
議会会長表彰』が行われ、比嘉健夫委員が表彰を受けました。
　比嘉委員は、平成21年から長きにわたり、相談も複雑多様
化する中で、市民からの様々な意見や要望に対し、親身に対応
を行い、本市の行政相談にご尽力されました。

11/9～15 第 11回
エイブル・アートとみぐすく2021

エイジレス・ライフ実践事例決定
を市長へ報告

　市内外の老健施設などでアコーディオン生演奏やマジッ
クショーの公演活動、また「豊西歌声サークルきらきらの会」
の発足と歌声指導を行い、地域活性化に貢献された新崎善
八郎さんが内閣府提唱「エイジレス・ライフ実践事例」決定の
記念書状を受賞され、山川市長へ喜びの報告を行いました。

　11月９日～15日までの期間、サンエーウイングシティ地下１
階ウイングコートにおいて、『第11回エイブル・アートとみぐすく
2021』が開催されました。会場には、市内在住・在勤・福祉サー
ビスを利用されている障害のある方々の作品が所狭しと展示
され、訪れた方を楽しませました。

11/15 パナソニックパンサーズ監督らが
市長表敬訪問 11/11 ㈱日本ユニテックより食料品贈呈

新型コロナ自宅療養者等支援へ活用

　市役所において、㈱日本ユニテック（安里盛一代表取締
役）より、五目御飯300食の寄贈がありました。安里代表は
「保存期間は５年。コロナ感染者や困っている方の支援に役
立ててもらえば嬉しい」と述べていました。㈱日本ユニテック
様、どうもありがとうございました。

　東京2020オリンピックで金メダルを獲得したフランス男子
バレーボール代表監督、現パナソニックパンサーズ監督のティ
リ・ロラン氏と関係者らが市役所に来訪。山川市長は、パナソ
ニックパンサーズの本市への合宿誘致に向け活発な意見交換
を行いました。

11/5

10/29 市内初フラッシュ暗算１０段合格
を市長へ報告

「がんじゅう習慣で健康と景品
をゲットしよう！」景品贈呈式

　市役所にて、敬老月間啓発イベント「がんじゅう習慣で健
康と景品をゲットしよう！」の景品贈呈式が行われ、参加した
本市高齢者へ、運動習慣の取組みの労いの意を込め、山川
市長より豪華景品が贈られました。今年度は、昨年度を大幅
に上回る617名の応募があり、435名の当選となりました。次
年度も開催を予定しておりますのでぜひご参加下さい。

　市役所にて、暗算１０段とフラッシュ暗算１０段に合格した
小中学生らが山川市長へ喜びの報告を行いました。暗算１０
段合格が平敷瑠心美さん（長嶺中１年）、平敷瑠風さん（とよ
み小５年）、永田義翔さん（天妃小５年）。フラッシュ暗算１０
段合格が島袋陽さん（とよみ小６年）、平田翔真さん（とよみ
小４年）。フラッシュ暗算１０段合格は市内で初めてです。

10/29

10/28 令和２年度
豊見城市優秀建設工事表彰式

迅速な対応で人命救助！
感謝状贈呈式

　市消防本部にて人命救助に係る感謝状贈呈式が行われま
した。今夏、市内の海で発生した救急事案において、連携し
て尊い命を救った功績をたたえ、島袋海さん、山田光也さん、
山田龍之介さん、山田澪帆さんへ平田消防長（市消防本部）
より感謝状が贈られました。

　市役所にて、『令和２年度豊見城市優秀建設工事表彰式』
が行われ、市道４１号線道路改築工事を担当した（株）丸秀建
設工業（當銘清秀代表取締役）が受賞しました。
　この表彰は、建設技術の向上を図り、工事の品質および適
正な施工を確保することを目的に行っています。

10/6
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お問い合わせ
市立中央図書館
☎856-6006
開 館 時 間
火曜日～日曜日
月曜は定休日
10時～19時

市立中央図書館だより
図書館でのイベントや

お知らせなどをお届けします

▼▼各種QRコードはこちら▼▼

市HP図書館 図書館公式LINE とみぐすく電子図書館

休館日のお知らせ
12月

1月

２１～２６日：館内特別整理　
２８日：館内整理日　２９～３１日：年末休

1～３日：年始休　４日：館内整理日
11日：振替休（成人の日）

発信する図書館

12月21日(火)から館内整理期間で休館します

電子雑誌の読み放題サービスの実証実験は、１２月２４日までです。ぜひ、この機会にご
利用ください。「とみぐすく電子図書館のID/パスワード」があれば閲覧可能です。また
実証実験に伴うアンケートへもご協力をお願いします。

「とみぐすく電子図書館」実証実験は12月24日まで！

▽　下記のイベント会場は、全て市立中央図書館　▽

■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 12月11日（土） 歳～小学生

② １４時３０分～（約２０分）
～ 歳

（保護者含む）

③ １４時３０分～（約30分）

１４時３０分～（約３０分）

先着２０人12月19日（日）

おはなし会

おひざにだっこ

親子上映会
【げんきげんきノンタン　うたおう！クリスマス】

12月15日（水）

こんにちは
保健師です
こんにちは
保健師です

こんにちは 保健師です

こんな人は危険です！

血糖値や血圧が良好に保たれている方は、人工透析になる危険性がグーッと減ることがわかってきました

健 診

手遅れになる前に‼糖尿病性腎症を防ごう
 ̶ 本市では糖尿病性腎症から人工透析になる方を減らすよう取り組んでいます！ ― 

血糖値が高くても症状が出ないため気づかないう
ちに糖尿病が発症・進行していることがあります。
毎年健診を受け自分の血糖値を確認しましょう。
高血糖状態が長く続くと、血管が傷つき腎臓の働
きを悪くします。

糖尿病と診断されている人が、合併症を起こさないようにするため
には、医師や専門家の指導のもの食事・運動などの生活改善に加え薬
物療法などによる血糖コントロールが必要です。決して自己判断　
で治療を中断してはいけません。糖尿病の重症化・合併症予防のため
医師の指導のもと、定期的に受診し血糖値をチェックしましょう。

健康推進課　特定健診班　☎850-0215

１年に１度は健診を受け、健康づくりに活かしましょう。健診を受けた後に保健指導を受けましょう。
「無料」で受けることができます。保健師・管理栄養士が健康を守るためのサポートをしますのでぜひご活用ください。

日日 月 火 水 木 金 土土
19 20 21 22 23 24 25

休
26 27 28 29 30 31 1/1

2 3 4 5 6 7 8
開館

特別整理期間中は、返却ポストによる返却が可
能ですが、貸出や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。なお、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。

自己判断で治療を中断している人健診を受けていない人
■判定基準

空腹時血糖
〔mg/dl〕 判定

適正

要保健指導

要治療

HbA1c
〔％〕

126～

100～126未満

100未満

5.6以上6.5未満

5.6未満

6.5以上

【講  演  会】日時12月12日（日）14時30分～15時30分　定員20人（大人）
　　　　　　講師オリオンビール㈱宮城剛氏　テーマSDGｓから取組む商品開発
　　　　　　申込みインターネットや窓口にて申込み受付中
【パネル展】日時12月19日（日）まで インターネット申込み▶▶▶
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教室名 曜日 時間 定員 受講料
月曜夜間　ヨガ入門 月 19時30分～21時 11名 4,000円
水曜午前　ヨガ入門 水 10時～11時30分 11名 5,000円
金曜午前　ヨガ入門 金 10時～11時30分 11名 5,000円
金曜午後　ヨガ入門 金 13時30分～15時 11名 5,000円
金曜夜間　ヨガ入門 金 19時30分～21時 11名 4,000円
 ①キッズ体操　②キッズトランポリン 
（３～４歳コース）※①②のいずれか１教室 月 14時30～15時30分 　　①14名 

　　②  ８名 4,800円

 ①キッズ体操　②キッズトランポリン 
（５～６歳コース）※①②のいずれか１教室 月 15時40分～16時40分 　　①14名 

　　②  ８名 4,800円

 ①キッズ体操　②キッズトランポリン 
（小学１～３年コース）※①②のいずれか１教室 月 16時50分～17時50分 　　①14名 

　　②  ８名 4,800円

いきいき操体健康(豊見城市委託事業) 木 10時～12時 60名 
成人の市民限定 無料

教室名 曜日 時間 定員 受講料
午前　バドミントン入門 水 ９時45分～11時45分 20名(先着) 5,000円
夜間　バドミントン入門 水 19時30分～21時30分 20名(先着) 5,000円
月曜午後　フラダンス入門 月 13時30分～15時 11名(先着) 4,000円
水曜夜間　フラダンス入門 水 19時30分～21時 11名(先着) 5,000円
午後　卓球入門 水 13時30分～15時30分 15名(先着) 5,000円
ミット＆ボディメイク（成人女性） 木 13時30分～14時30分 11名(先着) 4,000円
キッズサッカー入門（５歳～小学３年） 水 16時30分～18時 24名(先着) 5,000円
キッズリトスポ（４～６歳未就学児） 金 15時30分～17時 20名(先着) 5,000円

地　区 収集区域 もやせるごみ もやせないごみ
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
１月３日は休み 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
１月１日は休み

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
１月１日は休み

第１・第３月曜日
１月３日は休み

月曜日
１月３日は休み 木曜日

市民体育館　☎850-１５５０

【抽選申込み教室一覧】
▶抽選申込期間　12月13日（月）まで(火曜日休館)　▶抽選日　12月17日(金)　 ▶申込方法　市民体育館窓口での申込み
▶スポーツ教室実施期間　１月～３月　全10回および８回コース　▶実施場所　市民体育館

【先着申込み教室一覧】
▶先着申込み　12月15日（水）9時開始（火曜日休館）　▶申込方法　市民体育館窓口での申込み
▶スポーツ教室実施期間　１月～３月　全10回および８回コース　▶実施場所　市民体育館　▶対象　成人

生活環境課　☎850-5520／沖縄道路メンテナンス(粗大ごみの受付) ☎850‐1010／糸豊環境美化センター ☎997-3078

年末年始のごみ収集について
年末のごみ収集は、12月31日（金）まで通常通り行います。1月１日～３日まではお休みとなります。

■粗大ごみの受付は、12月 28日（火）までとなります。
■粗大ごみの受付は、沖縄道路メンテナンス 850-1010（市役所では受け付けておりません。）
■糸豊環境美化センターは、今年度より日曜日の一般搬入について受付をしておりませんが、年末においては、一時多量ごみが多く
　なることが予想されるため、12月 19日（日）、26日（日）の２日間に限り、一般搬入の受付をいたします。
■12月 31日の糸豊環境美化センターは、非常に混雑しますので、できるだけ早めに計画的な搬入をお願いします。

■区別ごみ出しカレンダー

募集第３期　豊見城市民体育館スポーツ教室一覧
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お知らせ
募集

無料集団健（検）診のお知らせ  予約制

ネーミングライツ・
パートナー企業

“随時”募集しています

公園緑地課　☎850-0096

健康推進課　☎850-0215

消防本部 予防課　☎850-３１０５

本市が所有する施設を有効に活用し、新たな財源確保お
よび市民サービスの維持・向上に寄与することを目的と
して、豊見城市公園施設への愛称を命名する権利（ネー
ミングライツ）について、下記のとおりパートナー企業
を募集します。

①豊見城市民体育館
　希望額（年額）：250万円以上
②豊崎海浜公園テニスコート
　希望額（年額）：100万円以上
3年間
随時受付
豊崎美らSUNビーチ →
オリオンECO美らSUNビーチ

■申込の際、詳しくは市HPをご確認ください。

集団健（検）診
健診日
電話予約日
Ｗｅｂ予約日程

1月29日（土）
12月21日・22日
12月15日まで

▶電話受付 沖縄県健康づくり財団 ☎889-6452
▶Web予約（ＱＲコード）　 ▶▶▶▶▶▶
▶場　　所 市役所
▶対　　象 市に住所を有する以下の方
①国民健康保険加入の２０歳～７４歳の方
②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
③生活保護受給者（２０歳～７４歳）
④７５歳以上の後期高齢者医療制度対象者
■健診受診時に、生後６か月から未就学児の一時預かり
を無料で行います。預かる際は、飲食をさせることや衣
服等の着脱補助は行わないものとします。

令和３年　秋の叙勲令和３年　秋の叙勲

氏名 年齢 功績概要 主要経歴
上原　直彦　氏 文化・学術 放送人

国家や公共の福祉などで顕著な功績があった方
に贈られる『秋の叙勲・褒章』が発表され、本市
からは、５名の方が受章されました。

国家や公共の福祉などで顕著な功績があった方
に贈られる『秋の叙勲・褒章』が発表され、本市
からは、５名の方が受章されました。

県の発展に貢献し、功績の顕著な方を表彰する
『令和３年度県功労者』が10月26日付で発表さ
れ、本市からは、１名の方が表彰されました。

県の発展に貢献し、功績の顕著な方を表彰する
『令和３年度県功労者』が10月26日付で発表さ
れ、本市からは、１名の方が表彰されました。

旭日双光章旭日双光章

瑞宝双光章瑞宝双光章

瑞宝単光章瑞宝単光章

令和3年度 沖縄県功労者表彰令和3年度 沖縄県功労者表彰

▶対象施設

▶契約期間
▶募集期間
▶参考事例

募集・お知らせTomigusuku Information
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お知らせ

お知らせ

お知らせ

生涯学習振興課　☎850-3280

生涯学習振興課　☎850-3280

市立中央図書館　☎85６-６００６

文化課　☎856-3671

２０２２年（令和4年）
成人式のご案内

成人式へ
ご参加ください

２０２２年（令和4年）成人式は、３中学校区の各実行委員会主
催で下記のとおり開催されます。対象者へは、１２月初旬に
案内状（ハガキ）を発送します。案内状が届かないなどで、当
日ハガキをご準備できなくても、成人式に参加することが
できます。
※沖縄県内の新型コロナウイルス感染症の状況で、急遽成
人式の中止を決定する場合がありますので、随時、市ホー
ムページをご確認ください。
▶参加対象者
平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれで
①豊見城市在住者
②豊見城市出身者で市外または県外に居住する者
※ご家族の参加は各中学校で異なるため、市ホームページ
をご確認ください。

職員がおすすめする本が入った図書館福袋を60セット貸出し
ます。新年最初の「出会いの本」を図書館で手にしませんか？
▶日時　１月５日（水）　１０時～なくなり次第終了
▶場所　市立中央図書館　2F正面ロビー特設台
※福袋は、一人１点のみ（本人のみ）利用カードをご準備くだ
さい。
※福袋の中に入っている本は貸出用の本です。譲渡用ではあ
りません。
※新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、日程を変更・
中止する場合があります。
※日程の変更・中止は、WebOPACのカレンダー等でお知ら
せします。
※図書館の詳しい情報は、
　図書館サイトをご覧ください。

美ら島おきなわ文化祭2022における「川柳の祭典」は令和
４年１０月３０日（日）に本市で開催されることが決定しまし
た。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
国民文化祭の開催を広く周知・広報するため、大会旗、カウ
ントダウンボードの掲示を行います。また、１２月１３日には
大会旗の引継ぎセレモニーを行います。
▶日時
大会旗掲示期間
令和３年１２月１３日（月）～令和３年１２月１７日（金）
引継ぎセレモニー
令和３年１２月１３日（月）１３時３０分～
▶場所
大会旗掲示・引継ぎセレモニー
市役所1階　市民交流スペース

令和４年４月１日より、民法における成人年齢が18歳に引き
下げられます。
本市では、従来どおり２０歳を式典参加の対象とするため、
「成人式」の名称を変更いたします。
▶募集期間　１２月３１日まで
下記URLまたはQRコードより、式典名の募集をしています。
応募期間残りわずかとなっております。お早めに応募お願い
します。
https://logoform.jp/form/MfJx/11133

校区 豊見城中 長嶺中 伊良波中
期日 令和４年１月９日（日）
受付 12時～

式典 13時～14時30分

場所 各中学校体育館

図書館福袋のお知らせ

第３７回国民文化祭
美ら島おきなわ文化祭2022
「川柳の祭典」開催日決定！

豊見城市「成人式」の
名称募集

募集・お知らせTomigusuku Information

お知らせ
募集

無料集団健（検）診のお知らせ  予約制

ネーミングライツ・
パートナー企業

“随時”募集しています

公園緑地課　☎850-0096

健康推進課　☎850-0215

消防本部 予防課　☎850-３１０５

本市が所有する施設を有効に活用し、新たな財源確保お
よび市民サービスの維持・向上に寄与することを目的と
して、豊見城市公園施設への愛称を命名する権利（ネー
ミングライツ）について、下記のとおりパートナー企業
を募集します。

①豊見城市民体育館
　希望額（年額）：250万円以上
②豊崎海浜公園テニスコート
　希望額（年額）：100万円以上
3年間
随時受付
豊崎美らSUNビーチ →
オリオンECO美らSUNビーチ

■申込の際、詳しくは市HPをご確認ください。

集団健（検）診
健診日
電話予約日
Ｗｅｂ予約日程

1月29日（土）
12月21日・22日
12月15日まで

▶電話受付 沖縄県健康づくり財団 ☎889-6452
▶Web予約（ＱＲコード）　 ▶▶▶▶▶▶
▶場　　所 市役所
▶対　　象 市に住所を有する以下の方
①国民健康保険加入の２０歳～７４歳の方
②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
③生活保護受給者（２０歳～７４歳）
④７５歳以上の後期高齢者医療制度対象者
■健診受診時に、生後６か月から未就学児の一時預かり
を無料で行います。預かる際は、飲食をさせることや衣
服等の着脱補助は行わないものとします。

令和３年　秋の叙勲令和３年　秋の叙勲

氏名 年齢 功績概要 主要経歴
上原　直彦　氏 文化・学術 放送人

国家や公共の福祉などで顕著な功績があった方
に贈られる『秋の叙勲・褒章』が発表され、本市
からは、５名の方が受章されました。

国家や公共の福祉などで顕著な功績があった方
に贈られる『秋の叙勲・褒章』が発表され、本市
からは、５名の方が受章されました。

県の発展に貢献し、功績の顕著な方を表彰する
『令和３年度県功労者』が10月26日付で発表さ
れ、本市からは、１名の方が表彰されました。

県の発展に貢献し、功績の顕著な方を表彰する
『令和３年度県功労者』が10月26日付で発表さ
れ、本市からは、１名の方が表彰されました。

旭日双光章旭日双光章

瑞宝双光章瑞宝双光章

瑞宝単光章瑞宝単光章

令和3年度 沖縄県功労者表彰令和3年度 沖縄県功労者表彰

▶対象施設

▶契約期間
▶募集期間
▶参考事例

募集・お知らせTomigusuku Information
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お知らせ

お知らせ

お知らせ

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活支援を目的として、給付金の支給を
実施しています。（児童１人当たり一律５万円）

県の母性健康管理措置等に係る特別相談窓口
（新型コロナウイルス感染症関連）　
☎098-868-4380
相談は無料、匿名でも可です。
受付時間　8時30分～17時15分
（土日・祝日・年末年始除く）

【最低賃金に関するお問い合わせ】
沖縄労働局労働基準部賃金室　☎868-3421
【業務改善助成金に関するお問い合わせ】
業務改善助成金コールセンター　☎03-6388-6155
【働き方改革、生産性向上の取り組みについてのご相談】
沖縄働き方改革推進支援センター　☎0120-420-780

こども応援課　☎850-６７７５

妊娠中や産後は、体調により仕事に影響が出ることがあります。
健診等で主治医から診断や指導を受けた場合には、母性健康
管理指導事項連絡カードを利用し、休業など必要な措置を事業
所に申し出ることができます。また、新型コロナウイルス感染症
に関して、お悩み、お困りの妊婦の方は、「母性健康管理措置等
にかかる特別相談窓口」にご相談ください。令和３年７月１日か
ら、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が改正されまし
た。厚生労働省HP「職場における妊娠中の女性労働者等への
配慮について」からダウンロードできます。

▶申 請 期 限　令和４年２月２８日（月）※必着
　　　　　　　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での提出を推奨しております。
▶郵送提出先　〒901-0292　豊見城市宜保1-1-1　豊見城市  こども応援課
▶受 付 窓 口　市役所２階　こども応援課（７－①番窓口）
▶対　　　象　次の①②に該当する方（ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）
①令和３年３月３１日時点で18歳未満の児童（障害児の場合、20歳未満）を養育する父母等
　（※令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。）
②令和3年度住民税（均等割）が非課税の方または令和3年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス
　感染症の影響を受けて急変し、住民税非課税相当の収入となった方

【申請が不要な方】
令和３年４月分の児童手当、特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方（令和３年８月
１０日に支給済み）
※所得が未申告の方は、所得要件の判定が行えないのでお早めに所得の申告をしてくだ
さい。（収入がなかった場合でも申告が必要です。）
【申請が必要な方】
上記以外の方（例：高校生の児童のみ養育している方、家計急変者、公務員など）
※申請書については本市ホームページよりダウンロードしてください。ご希望の方には申
請書を郵送いたしますので、こども応援課までご連絡ください

10月8日から、沖縄県最低賃金が「時間額820円」に改正され
ました。沖縄県内で働くすべての労働者および使用者に適用さ
れます。
※中小企業事業者の皆さんへ
賃金引き上げを支援する「業務改善助成金（最大600万円）」
を積極的に利用しましょう。

新型コロナウイルス感染症に関して
お困りの妊産婦の皆さまへ

沖縄県最低賃金の改正

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）

募集・お知らせTomigusuku Information
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お知らせ

お知らせ

募集 合併処理浄化槽
設置整備事業費補助金

下記の内容に該当する方を対象に、予算の範囲内で補助金を
交付します。詳しくは担当課までお問い合わせください。
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
切り替えを予定していること。

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、その整備が７年以上行われな
い地域であること。

１．新築の住宅は該当いたしません。
２．補助金交付申請の前に、すでに工事を着工した場合は補助
金交付の対象外です。

近年、浄化槽の維持管理不十分による悪臭問題が多くなって
います。浄化槽の清掃を怠ると、周辺地域が悪臭によって迷
惑になるばかりではなく、川や海が汚れてしまいます。浄化槽
の保守点検および清掃は浄化槽設置者の義務です。（浄化槽
法第１０条第1項）私たちの生活環境および水環境を良くする
為にも、適正な浄化槽管理をお願いします。

野外での廃棄物焼却行為（野焼き）はダイオキシン類な
どを発生させ悪臭や煤じん等の原因になり、周辺住民
の健康や生活環境を著しく損ないます。その為、屋外で
の廃棄物焼却行為また、一定の構造基準を満たしてい
ない廃棄物焼却炉の使用は法律や条令等（一部の例外
を除き）により禁止されおり、違反者に対して罰則規定
が定められています。

▶受付期間 12月17日（金）まで

■注意事項

■浄化槽の清掃および点検をしましょう

野焼き（野外焼却）
は禁止されています

罰則規定 ５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。改善命令等に従わず、
常習的に「野焼き」を行った場合、豊見城警察署へ通
報し、しかるべき措置を図ります。

※市役所閉庁時に野焼き行為を見つけましたら、
　豊見城警察署に通報をお願いします。

市立中央図書館　☎85６-６００６

座安保育所　☎850-４３８２

上田こども園　☎850-７８７６

生活環境課　☎85０-５５２０

生活環境課　☎850-５５２０

子育て支援課　☎850-０１４３

会計年度任用職員　募集
保健師または助産師（1人）

養育支援訪問事業の訪問・相談業務
令和４年３月31日まで
月～金　９時～１７時の７時間
市役所　子育て支援課
保健師：日額9,842円　 助産師：日額9,681円
保健師または助産師、普通運転免許保持者

 ▶内 容
▶任用期間
▶勤務時間
▶勤務場所
▶報酬額等
▶資 格
▶申込方法 履歴書・資格写しを担当課または人事課に提出

保育ヘルパー
支援が必要な児童の援助
令和４年３月３１日まで
月～金　８時３０分～１６時３０分の７時間
上田こども園 ▶報酬額等 日額7,168円

日額9,149円　

日額3,786円

日額7,168円

幼稚園教諭免許および保育士資格保持者
※免許および資格なしでも可能
履歴書・資格写しを担当課または人事課に提出

▶内 容
▶任用期間
▶勤務時間
▶勤務場所
▶資 格

▶申込方法

保育士（1人）
随時募集
月～土のうち５日勤務
７時１５分～１８時３０分の７時間
座安保育所
保育士資格保持者
履歴書・資格写しを担当課または人事課に提出

▶報酬額等

▶任用期間
▶勤務時間

▶勤務場所
▶資 格
▶申込方法

調理師
令和４年５月中旬まで
月～土のうち５日勤務 ８時～１５時４５分
座安保育所
調理師免許資格保持者
履歴書・資格写しを担当課または人事課に提出

▶報酬額等

▶任用期間
▶勤務時間
▶勤務場所
▶資 格
▶申込方法

休憩保育士
随時募集
月～土のうち５日勤務 １２時～１５時
座安保育所
保育士資格保持者
履歴書・資格写しを担当課または人事課に提出

▶報酬額等

▶任用期間
▶勤務時間
▶勤務場所
▶資 格
▶申込方法

日額6,937円

図書館司書（1人）
図書館業務全般
令和４年３月３１日まで
火～日のうち週５日
早出９時～１７時　遅出１１時１５分～１９時１５分
市立中央図書館
図書館司書資格保持者
履歴書・資格写しを担当課または人事課に提出

▶報酬額等

▶内 容
▶任用期間
▶勤務時間

▶勤務場所
▶資 格
▶申込方法

STOP
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財政事情書の作成及び公表に関する条例第２条の規定により、
令和３年度上半期の財政事情を次のとおり公表する。

豊見城市長　　山川　仁 
●一般会計予算執行状況

●特別会計予算執行状況 ●市有財産の状況 ●一時借入金の現在高

●市債の現在高
290億8,664万円
市民一人あたり
44万1,322円

15億円

令 和 ３ 年 ９ 月 3 0 日 現 在

65,908人
令和３年度上半期（令和３年９月30日現在）

男 32,380人豊見城市財政状況 女 33,528人

豊見城市告示第８８号
令和３年１１月５日

世帯数 27,630世帯
面　積 19.31㎢

一般会計の主な歳出

36億955万円 11.7%  15億7,877万円 43.7%  

309億8,428万円 100.0%  112億3,968万円 36.3%  

24億9,422万円

12.9%  

0万円 0.0%  

39億8,962万円

11億8,008万円 3.8%  7億1,071万円 60.2%  

8.0%  

27億4,918万円 68.9%  

16.0%  

38億141万円 56.3%  

49億7,045万円

21.8%  

3億8,222万円 7.7%  

67億5,332万円

79億8,704万円 25.8%  20億1,739万円

9億4,337万円

10億6,108万円

114億6,497万円

5億8,459万円

7億8,893万円

11億2,334万円

10億4,412万円

59億1,954万円

26億3,140万円

309億8,428万円

25億1,239万円

22億2,201万円

39億3,290万円

39億342万円

136億2,876万円

21億5,340万円 6.9%  

100.0%  

8.5%  

8.1%  

7.2%  

12.7%  

12.6%  

44.0%  

35.9%  

37.0%  

49.3%  

23.3%  

35.5%  

28.8%  

26.5%  

43.4%  

39,924円 消防、産業振興、議会など

470,114円

59,225円 教育・文化・スポーツの充実など

38,120円 道路・公園の整備など

206,785円 子育て支援や福祉の充実など

59,673円 徴税費や人件費など

目 的 金 額 使 途

33,714円 医療・保健の充実、ごみ対策など

32,673円 借入金の元金、利子など

民生費
44.0%

総務費
12.7%

教育費
12.6%

土木費
8.1%

衛生費
7.2%

公債費
6.9%

その他
8.5%

国庫支出金
25.8%

市税
21.8%県支出金

16.0%

地方交付税
12.9%

市債
8.0%

地方消費税
交付金
3.8%

その他
11.7%

育 英 会 特 別 会 計 833万円

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計 5億1,077万円

64億662万円

会計名 予算現額

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

公 営 墓 地 事 業
特 別 会 計 1,466万円

合 計 69億4,038万円

30億5,339万円 47.7%  

2億3,369万円 45.8%  1億8,287万円 35.8%  

23億9,527万円 37.4%  

支出済額収入率 執行率

73万円 5.0%  9万円 0.6%  

656万円 78.8%  61万円 7.3%  

26億3,625万円 38.0%  32億3,696万円 46.6%  

収入済額

民生費

総務費

教育費

土木費

衛生費

公債費

その他

合　計

国庫支出金

市税

県支出金

地方交付税

市債

地方消費税交付金

その他

合計

民生費

総務費

教育費

土木費

衛生費

公債費

その他

合計

25.3%  

構成比 収入率歳入科目 予算現額 収入済額 支出済額構成比 執行率歳出科目 予算現額

一般会計の主な歳入

一般会計の主な歳入 一般会計の主な歳出

市民一人あたり行政経費（一般会計）

基金 15億7,066万円

2,380万円有価証券

土地 1,343,849㎡

建物 217,517㎡

市債の内訳

教育債
33.9%

臨時財政
対策債
24.5%

土木債
18.2%

総務債
17.6%

5.8%

目的財政融資
資金
67.1%

地方公共団体
金融機構
20.2%

沖縄県農業協同組合
4.4% その他

8.3%

借入先

その他
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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

今月（６期）国民健康保険税納付期限 １２月２７日

納付期限の過ぎた場合は、各担当課まで。

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

１２月は固定資産税第３期・国民健康保険

税・後期高齢者医療保険料第６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。コンビニやスマホ決済アプリ

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」

などもあります。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

付期限が過ぎてしまった場合、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。納付期限が過ぎてしまっ

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

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、年に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 	対象者には、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。

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 国民健康保険課　☎850-0160

新型コロナ感染症にかかる国保税・
後期高齢者医療保険料減免について

対象の世帯や所得に応じて、国民健康保険

税・後期高齢者医療保険料の全部または一

部が免除されます。

対 	(1)新型コロナウイルス感染症により、

主たる生計維持者が死亡または重篤な

傷病を負った世帯（※）

	 	(２)新型コロナウイルス感染症の影響に

より、主たる生計維持者の事業等の廃止

や失業または給与・事業収入等の減少

が見込まれ、主たる生計維持者について

次の３つすべてに該当する世帯（※）

	 ①	令和３年の給与・事業収入等の減少

見込みが令和２年の１０分の３以上

	 ②	令和2年の所得合計金額額が1,000

万円以下

	 ③	収入の減少が見込まれる所得以外の

令和２年の所得合計金額が400万円

以下

※後期高齢者医療保険料の場合は被保険者

▶減免の対象となる保険税（料）

令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

での間に納期限が設定されているもの

▶申請期限　令和４年３月31日

問 国民健康保険課　国保税　　☎850-0142

　　　　　　　　　　	後期保険料　　☎850-0160

退職後の年金手続きについて

退職後に厚生年金保険の適用事業所に再

就職する場合は、引き続き厚生年金保険に

加入しますが、それ以外の６０歳未満の方

は、国民年金加入の手続きが必要です。ま

た、退職した人に扶養されていた６０歳未

満の配偶者（夫・妻）についても、同様に国

民年金の手続きが必要になります。手続き

を怠ると、将来受け取る年金額が減る場合

や、年金そのものが受け取れなくなる場合

がありますので、手続きを行ってください。

▶手続きに必要なもの

社会保険資格喪失証明書、

年金手帳または身分証

▶国民年金保険料額

月額16,610円（令和３年度）

不審な電話や訪問、偽サイト、メール等に

ご注意ください！

日本年金機構や公的機関になりすました

偽サイトやお客様の個人情報を盗み出そう

とするメール、不審なサイトへ誘導しようと

するメールが確認されていますので、ご注

意ください。また日本年金機構では、電話

や訪問により預貯金額や口座番号、家族構

成や職業等の個人情報をお聞きすること

はありません。当機構が業務委託を行って

いる委託事業者が電話や訪問をすること

はありますが、訪問する際は必ず日本年金

機構が発行した写真付き身

分証明書を携行しており、お

客様に提示しています。

詳しくはこちら▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

国民年金保険料は口座振替がお得です

保険料の納付は、保険料の自動引き落とし

で金融機関に行く手間も省け納め忘れも

ない、口座振替をお勧めします。また、口座

振替には、当月分保険料を当月末に振替納

付することにより、月々５０円割引される早

割制度や割引額が多い６か月前納・１年前

納・２年前納もあり大変お得です。口座振替

をご希望の方は、納付書または年金手帳、

通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希

望の金融機関または年金事務所へお申し

出ください。

問 市民課　国民年金班　☎850-0139

　　　	　那覇年金事務所　☎855-1122

税金の納付期限

はコチラです！

固定資産税 市・県民税

3期 12月27日 11月1日

4期 2月28日 1月31日
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国民健康保険税の
減免制度をご存じですか？

次の条件に該当する場合は、審査により国

民健康保険税の「所得割額」が一部もしく

は全額免除される場合があります。

・	失業、疾病、負傷等により、令和３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

・	住んでいる家が、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３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４年度(令和３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３年分）

　	※勤務先にて発行

　・公的年金の源泉徴収票（令和３年分）

　	※日本年金機構より１月に郵送で届きます。

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担当課までお

問い合わせください。

▶減免の相談および申請期間

令和４年３月１８日（金）まで

問 国民健康保険課　賦課班	☎850-0142

ー健康ー

産科医療補償制度に関する
補償申請期限について

分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児と

その家族の経済的負担を補償する制度です。

対象の方は期限までに申請をお願いします。

期 児の満１歳の誕生日～満５歳の誕生日まで

対 補償対象基準の項目に該当する満５歳までの児

問 産科医療補償制度専用コールセンター

	 ☎０１２０‐３３０‐６３７

日本脳炎の予防接種について

日本脳炎ワクチンの出荷量調整に伴い、市

の個別通知送付対象者のうち一部の方へ

の通知送付を翌年度に繰り下げて行うよ

う厚生労働省より通知がありましたので、

令和３年度については、次の方々に個別通

知を送付します。また、ワクチンの大幅な供

給不足によりやむなく期限内に接種を受け

られなかった方は、期限延長の制度もあり

ますので、詳細については、市HP	をご確

認ください。

令和３年度　個別通知対象者

▶1期初回　平成３０年度生まれ

▶2期特例　平成１５年度生まれ

※	１期追加対象者および２期対象者は令和

４年度に送付を予定しています。

期限延長の対象者　令和３年４月１日～１２

月３１日までに接種期限を過ぎた方

問 子育て支援課　☎850-0143

「不妊に悩む方への特定治療
支援事業」の拡充について

沖縄県では、健康保険の適用外となってい

る特定不妊治療（体外受精および顕微授

精）について、治療に要した経費の一部を

助成しています。詳しくは県HPをご覧くだ

さい。令和３年１月１日以降に終了した治療

が対象です。

所得制限 撤廃

助 成 額 	１回上限３０万円。ただし、凍結胚

移植（採卵を伴わないもの）およ

び採卵した卵が得られない等の

ため中止したものについては上

限１０万円

助成回数 	１子ごと６回まで。ただし、初めて

助成を受けた際の治療開始日お

ける妻の年齢が４０歳以上４３歳

未満の場合は、３回まで

婚姻要件 	法律上婚姻している夫婦および

事実婚の夫婦

申請窓口 南部保健所　☎889-6945

離乳食教室・個別相談について

離乳食教室では、離乳食のすすめ方の講話

等を行います。お子様も是非ご一緒にどう

ぞ。個別の離乳食相談も随時行っています。

日 ①１２月２４日（金）　②１月２８日（金）　

	 両日ともに１３時30分～14時45分

場 市立中央公民館　1階和室

対 生後4～6か月児の保護者　１２組程度

準 親子健康手帳、筆記用具、授乳ケープ

申 	①１２月２１日（火）②１月２５日（火）まで

に担当課へ電話または、予約フォームに

て申込み。キャンセル待ち

を希望の方は電話にて申

込み。

問 子育て支援課　☎850-0143

１２月の乳幼児健診について
（予約制）

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。ぜひ、受診

ください。

場 市役所２階　市保健センター

乳児一般健康診査 １２月１２日　午前

３歳児健康診査 １２月１５日　午後

◆	受付時間については、対象者へ個別通知

で案内しますのでご確認ください。

◆	感染症拡大により延期する場合は、個別

通知・市HPにてお知らせします。

◆	予約制を導入しています。案内文にある

QRコードか電話にて予約をお願いします。

問 子育て支援課　☎850-0143

ー暮らし・福祉ー

証明書コンビニ交付サービスの
停止のお知らせ

証明書コンビニ交付サービスはシステムメ

ンテナンスのため、次の期間サービスのご

利用を一部停止します。ご理解頂きますよ

うお願いします。

取得できない証明書

住民票、戸籍証明書、印鑑証明書、税証明

停止期間　１2月１０日（金）　終日

問 市民課　☎850-0103
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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）

１２月５日（日）、１２日（日）、１８日（土）

平　　日　（18時～20時）

１２月９日（木）、１６日（木）

場 市民課窓口

準 	マイナンバーカード交付通知書（はがき）

に記載された必要書類

申 	前日までに担当課へ電話にて事前予約

（平日８時３０分～１７時１５分まで）

問 市民課　☎850-0103

マイナンバーカードの
申請サポートを行っています

市民課窓口でマイナンバーカードの申請を

お手伝いしています。職員が顔写真を撮影

して、申請まで代行します。手続きは２０分

程度、本人確認書類等をお持ちの上、市民

課へお越しください。また、自分でパソコン

やスマホを使ったオンライン申請や、郵送

での申請方法等もありますので、申請に必

要な「ＩＤ付きの個人番号カード申請書」を

市民課へ請求してください。詳しくは市ＨＰ

または担当課までお問い合わせください。

問 市民課　☎850-0103

証明書コンビニ交付サービスに
ついて

本市では住民票などの証明書をコンビニ

で取得できるサービスを行っています。こ

のサービスを利用するためには、マイナン

バーカードの取得が必要です。

■コンビニで取得できる証明書

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）

問 市民課　☎850-0103

マイナンバーカードの受け取り
はお済ですか？

マイナンバーカード交付申請後、マイナン

バーカード交付通知書がご自宅へ届いた

ら、交付通知書に記載されている期限まで

に来庁していただき、市民課にてマイナン

バーカードの受け取りをお願いします。

問 市民課　☎850-0103

精神保健福祉士による

対面（個別）相談会のご案内
心の悩みを抱えている方やそのご家族のさ

まざまな悩み事に、無料で相談に応じます。

場 市役所２階　第2相談室

日 １２月１７日（金）　１4時～１７時（1時間／1人）

■	事前に電話にて申込みください。当日申

込みも可能ですが、予約優先のため、希

望に添えない場合あります。

問 障がい長寿課　☎850-5320

臨床心理士による

子育て心理相談のご案内
お子さんへの関わり方や発達で気になるこ

とについて、臨床心理士が電話や窓口にて

相談に応じます。随時相談受付しています。

場 子育て支援課（市役所２階）

対 就学前のお子さんの保護者

■	相談は随時受付ていますが、窓口での相

談を希望される場合は、事前に電話予約

をお願いします。

問 子育て支援課　☎850-0143

生活困窮者自立支援の相談

相談窓口では、一人ひとりの状況に合わせて

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

向けた支援を行ないます。相談は無料です。

日 平日	月～金曜日　9時～17時（12～13時除く）

相談受付 16時まで

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

令和３年４月までに
マイナンバーカードを申請した方へ

マイナポイント申込支援のご案内

マイナンバーカードを活用した消費活性化

策として国が実施している事業で、キャッ

シュレス（○○ペイやクレジットカードなど）

でチャージまたは買い物をすると、買い物

に使えるマイナポイント（上限5,000円分）

が付与されます。

日 平日　８時３０分～１７時１５分　場 市民課

対 	令和３年４月までにマイナンバーカード

を申請した者

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）、決済サービスのカードやアプリ

■	スマートフォンや、パソコンとICカード

リーダーがあればご自身でも申込み可

能です（一部非対応機種あり）。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。

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 マイナポイント付与について

	 デジタル推進課　☎850-0246

	 マイナンバーカード申請について

	 市民課　☎850-0103

高速道路を安全・快適に
利用するために

①出発前に積荷をチェック！

積荷は運転者の責任でシートをかけ、ロー

プでしっかり固定しましょう。

②出発前に車をチェック！

沖縄では、タイヤ破損やO/Hが原因の故障

車両多発しています。

③命を守るシートベルト！

高速道路では、後部座席を含め全席シート

ベルト着用が義務となっています。

④逆走は命にかかわる危険行為！

高速道路で逆走車を見かけたら、１１０番や

♯９９１０ガイダンス(１)で通報してください。

問 西日本高速道路総合サービス沖縄（株）

	 ☎874-2877
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ー生活・環境・安全ー

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。

受付期間　12月末（予定）

問 生活環境課　☎850-5520

指定給水工事　事業者当番

（12月・1月）

▼宅地内修理当番（※宅地内修理は有料）

12月　（株）和高建設工業　☎850-9670

	 1月　日信工業（株）　　　		☎852-2022

▼道路側修理当番

12月　（株）三星建設　　　　☎850-6089

	 1月　（株）大盛建設工業　☎856-2137

公共下水道・農業集落排水に

接続しましょう

公共下水道区域および農業集落排水区域

で下水道接続がまだのご家庭は、早めの接

続をお願いします。汲み取り便所、し尿浄

化槽を廃止して接続する場合は、工事の資

金を無利子で貸しています。※農業集落排

水とは保栄茂・翁長の一部の下水道です。

貸付限度額　個人住宅30万円

　　　　　　　　	集合住宅80万円

返済方法　40回以内の毎月元金均等払い（無利息）

問 上下水道部　総務課　☎850-1516

農家の皆さんへ
農機具等の管理について

農機具等を歩道や車道に置くことは大変

危険です。歩行者や車の通行の妨げとなり

交通事故の原因となります。すみやかに撤

去または、圃場内へ移動してください。

問 農林水産課　☎850-5305

字豊見城地区にお住まいの
皆さまへ

▶字豊見城地区街なみ環境整備助成事業

景観形成重点地区に指定しました「字豊見

城地区」において、赤瓦葺きや石垣・花ブ

ロック・生垣の設置にかかる費用の一部助

成を行います。

受付期間　随時受付中

■	景観計画（重点地区）に基づく届出対象の場

合は、届出等の手続き後の申請となります。

■	すでに工事着手または完了している工事に

ついては、対象外となります。

　詳しくは、こちらより

　ご確認ください▶▶▶▶▶▶

問 都市計画課　☎850-5332

道路の美化・緑化ボランティア
を募集しています

道路課では、道路ボランティアの参加者を

募集しています。興味のある方は担当課ま

で気軽にお問い合わせください。

道路ボランティアの種類

緑化ボランティア（個人向け）、環境美化ボ

ランティア（自治会・団体・企業向け）

支援内容

ごみ袋や軍手、花の苗等の支給、鎌やス

コップ等の道具の貸出、ボランティアで集

めたごみの回収

問 道路課　☎850-530６

市内公園の美化ボランティアを
募集します

市内公園の美化ボランティアの活動（個人、

団体）に対して、活動を支援しています。ま

た、美化サポーターとして登録頂いた方は、

その他の支援に対して要望をお受けします。

対 ボランティアに興味がある個人、団体

支援内容　	ゴミの回収や、帽子や軍手、

　　　　　　　ごみ袋などを配布

■	随時募集していますので、詳

細はQRコード、または下記

までお問い合わせください。

問 公園緑地課　☎850-0096

土砂流出防止に関するお願い

畑からの土が道路を汚したり、排水路を詰

まらせ冠水被害が発生しています。畑の管

理者は、土砂流出防止対策を実施していた

だきますようお願いします。また、やむを得

ず土砂等が道路・水路へ流出してしまった

場合は、速やかに撤去をお願いします。

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（指定

管理者）までご連絡ください。

問 沖縄県住宅供給公社　☎917-2435

救命講習会について

市消防本部では、救命講習会を実施していま

す。状況に応じて受講者数の変動があります。

普通救命講習会　（毎月3回/水・木・金）

(暦)日曜日をスタートとする第３週目の
「水・木・金」開催

水 ９時３０分～１２時３０分

木・金 １８時３０分～２１時３０分

上級救命講習会　（年2回/11月・2月）

８時間講習（効果試験あり）

第３日曜 9時～18時

場 市消防本部　４階　多目的ホール

対 市内在住・在勤　準 筆記用具・軽装

■申込み人数は１０人まで（３人未満は中止）

■	講習日の１４日前までに申込書を市消防

本部に提出（申込書は市ＨＰに掲載）

問 消防本部　消防署　☎850-0529

消防団員　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
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豊見城警察署からのお知らせ

年末年始における犯罪および交通事故防止

年末年始は、飲酒の機会が増えることによ

り飲酒絡みの事件事故の発生が懸念されま

す。また、金融機関、コンビニや深夜のスー

パー等に対する強盗事件の発生、高齢者や

女性を狙ったひったくり、暴力団による資金

獲得のための不当行為が懸念されるほか、

少年による不良行為等も予想されます。ちゅ

らさん運動を推進し、地域住民間の注意喚

起や防犯等の呼びかけをお願いします。

飲酒運転の根絶と交通安全県民運動

飲酒運転による交通事故は、飲酒運転の

厳罰化、取締りの強化、関係機関、団体等と

の取り組みにより減少傾向にありますが、

依然として後を絶たない現状です。年末年

始の交通安全県民運動は、飲酒の機会が

増えるこの時期に飲酒運転根絶を呼び掛

け、県民に交通安全思想の普及と浸透を

図るもので、皆さんのご協力をお願いしま

す。交通ルールの尊厳と正しい交通マナー

の実施を習慣づけましょう。

緊急は１１０番、相談ダイヤル：＃9110

問 豊見城警察署　☎850-0110

令和４年
豊見城市消防出初式について

１年間の無病息災を祈念し、令和４年豊見

城市消防出初式を開催します。

日 令和４年１月５日（水）１０時　場 市消防本部

■	社会情勢から縮小開催とし、市民の皆さま

へのご案内は控えさせていただきますが、

職団員および関係者とともに本市および市

民の皆さまの無病息災を祈念いたします。

問 消防本部　総務課　☎850-3097

命を守る「住宅用火災警報器」
１０年経ったら交換を！

県内すべての住宅に住宅用火災警報器が

義務付けられて令和３年６月１日で１０年目

を迎えました。住宅用火災警報器は古くな

ると、電子部品の寿命や電池切れなどで、

火災を検知しなくなることがあるため、機

器本体を取り換えましょう。

問 消防本部　予防課　☎850-3105

年末年始の交通安全県民運動

１２月２１日から令和４年１月４日までの１５

日間、県内一斉に「年末年始の交通安全県

民運動」を実施します。県民全体で交通安

全運動に取り組み、交通事故のない安全安

心な沖縄県を築きましょう。

運動のスローガン

ゆとりある　心と車間の　ディスタンス

運動の重点

１．	飲酒運転の根絶および危険運転の防止

２．	歩行者の安全な通行の確保

３．	交差点(付近)の交通事故防止

４．	二輪車の交通事故防止(マナーアップ)

ー子育て・教育ー

子育て中の皆さんを応援！

認定こども園の子育て支援事業

親子で楽しく遊び子育てについて相談するこ

とができます。各施設に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

	 ゆたか認定こども園　　☎850-5９９２

	 豊見城こども園　　　　　☎85１-５５２７

	 ドレミ認定こども園　　	☎856-1822

	 伊良波こども園　　　　　☎850-５005

	 座安こども園　　　　　	　☎987-0107

若年妊娠SOS

思いがけない妊娠、誰にも言えない、ひと

りぼっちで悩まないで、私たちに連絡をく

ださい。あなたの秘密は守られます。

対 １0代の妊婦さん

内 妊娠検査薬のお届け

	 産婦人科への付き添いなど

LINEのＱＲコードはこちら！

携帯メール：miraisincere@gmail.com

PC：okinawamirai@snow.ocn.ne.jp

問 一般社団法人おきなわ子ども未来ネットワーク

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 12月14日(火)13時30分～15時30分

対 0歳～就学前の親子

育児講座

▶キッズ(ベビー)＆ママヨガ

日 12月20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 １２月９日(木)から（先着順）

準 ヨガマットなど　参加費 100円

▶キッズ(ベビー)＆ママヨガ

日 1２月2７日(月)　13時30分～15時

場 子育て支援センターぐっぴー

対 双子ちゃんと保護者　３組

申 １２月９日(木)から（先着順）

準 ヨガマットなど

▶クリスマスカード作り

日 １２月２１日(火)　

	 ①１０時～１０時４５分

	 ②１１時～１１時４５分

場 子育て支援センターぐっぴー

対 ０歳～就学前の親子　１０組

申 １２月１０日(金)から（先着順）

準 写真１枚　参加費 500円

※	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。

問 子育て支援センターぐっぴー　☎850-9214
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性暴力被害者
ワンストップ支援センター

もし、あなたや身近な人が被害にあったら、

年齢、性別、相手との関係、セクシュアリティ

などは関係なく、ひとりで悩まずご連絡く

ださい。	被害後７２時間以内の緊急避妊ピ

ル（医療機関で処方）の服用が有効です。

電話相談　#８８９１　または　☎975-0166

（２４時間　３６５日体制※台風時閉所）

ーイベント・募集ー

総務省　デジタル活用支援講座
スマホ教室　参加費無料

スマホ操作やマイナンバーカード申請など

デジタル活用を始めてみたい皆さんを対

象に、スマホ教室を行います。

日 １２月６日～1月３１日　１４時～１５時

	 ※月・金曜日のみ開催

場 ドコモショップ豊見城南店（字渡橋名）

対 市内在住の方　※１人まで同伴可

準 スマートフォン、マスク

	 （お持ちでない方は研修用スマホを貸出）

申 １２月２４日までに電話またはWebにて申込み

◆	講習会当日、記録用写真を撮影し、活動報

告等に活用しますので、ご了承ください。

◆	スマホ教室において携帯電話の販売を

行うことはありません。

◆	感染拡大により中止の場

合は、電話にてお知らせし

ます。

問ドコモショップ豊見城南店　☎891-6115

第46回豊見城市新春マラソン・ 
ウォーキング大会の中止について

本市において毎年１月中旬に開催予定して

いた「豊見城市新春健康マラソン・ウォーキ

ング大会」は、競技の性質上、選手同士の接

触や飛沫等による感染の危険性が高く参

加ランナーをはじめ、大会関係者、応援いた

だく皆様の健康を最優先に考えた場合、安

心、安全な大会として開催することが困難

と判断し、今年度の大会を中止します。

問 生涯学習振興課　☎850-3591

パソコン初級講座　受講料無料

文書作成の基本を習得したい方、文書にイ

ラストを挿入する方法など学びます。

日 令和４年１月８日～２月５日　１０時～１２時

	 毎週土曜日（全５回）

場 パソコン教室とみぐすく　対 市民

定 １５人（初めて受講する方優先）

申 	１２月１６・１７日の２日間、市立中央公民館へ電

話・窓口にて申込み（応募多数の場合は抽選）

問 生涯学習振興課（市立中央公民館）

	 ☎850-3280

豊見城の歴史講座　受講料無料

豊見城の自然あふれる景観、文化財、名所

旧跡、民族などを学びます。

日 令和４年１月１８日～２月１日

	 １４時～１５時３０分　毎週火曜日（全３回）

場 市立中央公民館　１階会議室　定 ２0人

対 市民　講師 新里　輝吉氏

申 	１２月２１日より直接、市立中央公民館、

または電話にて申込み（先着順）

問 生涯学習振興課（市立中央公民館）

	 ☎850-3280

児童生徒派遣費補助金の
申請について

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。派遣費の補助金は、大会出場

の１０日前までに申請をお願いします。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

します。問 生涯学習振興課　☎850-3591

ーその他ー

市シルバー人材センター
会員募集

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 １２月１５日（水）　１０時～１２時

問 市シルバー人材センター　☎850-７７１６

シルバー人材センター講習会
受講者募集

対 市内在住の原則60歳以上の方

講座名 ①清掃技能講習会

　　　　　②刈払機取扱い講習会

日 ①１２月１７日（金）１３時３０分～１６時３０分

	 ②１２月２４日（金）１３時３０分～１６時３０分

場 	①市社会福祉センター　２階レク室

	 ②市シルバー人材センターほか

まずはお気軽にお問い合わせください。

問 市シルバー人材センター　☎850-7716

陸上自衛隊高等工科学校（一般）

■陸上自衛隊高等工科学校（一般）

資　	格　男子で中卒（見込含）１７歳未満の方

受　	付　令和４年１月１４日まで

試験日　１次　令和４年１月２２日・２３日

　　　　　２次　令和４年２月３日～6日

　　　　　※いずれか１日を指定されます

問自衛隊沖縄地方協力本部　島尻分駐所

	 ☎992-4141

ーご芳志ー
市社会福祉協議会へ

赤嶺光江さまより、故・夫・成喜さまの香典

返しとして１５万円

真志喜秀子さまより、故・夫・久さまの香典

返しとして１万円
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■ひとのうごき
広報紙の音訳ＣＤを届けます

全体
男性
女性
世帯数

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。また、市立中央図
書館で広報紙の音訳CDの貸出も行っています。

豊見城市電子意見箱と投書箱
（市民の声）を設置しています

市ホームページにあります豊見城市電子意見
箱や市役所、市立中央公民館、市社会福祉協
議会、市陸上競技場の４か所に設置されてい
ます投書箱（市民の声）で市民の皆さまの声
を市へ届けることができます。

令和3年10月末日 先月比

+34人
+20人
+14人
+36世帯

65,942人
32,400人
33,542人
27,666世帯

12
2021

家庭ごみ量（月/世帯）
月

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
53.7㎏

直近１２ヵ月平均
362.5㎏

約50.5㎏ 約320㎏
10 月10

新型コロナウイルスの状況により、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。

5 旧11.2 6 旧11.3 7 旧11.4 8 旧11.5 9 旧11.6 10 旧11.7 11 旧11.8

-3.2㎏
-42.5㎏

2 旧11.30 3 旧12.1 4 旧12.2 5 旧12.3 6 旧12.4 7 旧12.5 8 旧12.6

21 旧11.1820 旧11.1719 旧11.16 22 旧11.19 23 旧11.20 24 旧11.21

旧11.291/128 旧11.2527 旧11.2426 旧11.23 29 旧11.26 30 旧11.27 31 旧11.28

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～土曜（水曜除く）　9時～17時
沖縄県女性健康支援センター
☎９８９-１１８１

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
市就職・生活支援パーソナル
サポートセンター（社会福祉課内）
☎850-1067

就労・生活困窮相談9

平日8時30分～17時15分
市地域包括支援センターとよみの杜（東部）
☎851-2951
市地域包括支援センター友愛（西部）
☎850-1324
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

市役所2階※要予約
協働のまち推進課
☎850-0159

市役所2階
協働のまち推進課
☎850-0159

市役所2階※要予約
協働のまち推進課
☎850-0159

市役所1階
協働のまち推進課
☎850-0159

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

12 旧11.9 13 旧11.10 14 旧11.11 15 旧11.12 16 旧11.13 17 旧11.14 18 旧11.15

25 旧11.22

元日大晦日

県税・市町村税徴収強化月間
（11/1～12/31）

消費生活相談
(市役所2階第３相談室）
10時～12時/13時～16時

司法書士相談
（市役所2階第1会議室）
10時～12時※要予約

司法書士相談
（市役所2階第1会議室）
10時～12時※要予約

市シルバー人材センター
入会説明会（市陸上競技場）
10時～12時
弁護士相談
（市役所2階第1会議室）
9時～12時※要予約

少年を守る日
清掃技能講習会
（市社会福祉センター）
13時30分～16時30分

おきなわ地域教育の日

家庭の日・
ファミリー読書の日

消費生活相談
(市役所2階第３相談室）
10時～12時/13時～16時

市役所仕事納め

市役所仕事始め
消費生活相談
(市役所2階第３相談室）
10時～12時/13時～16時

市消防出初式（市消防本部）
10時～11時30分
新春の集い（市立中央公民館）
１４時～
弁護士相談（市役所2階第1会議室）
9時～12時※要予約

地域交流新春もちつき大会・
新年会（市立中央公民館）

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
刈払機取扱い講習会
（市陸上競技場）
13時30分～16時30分

固定資産税第3期納期限
若年無業者および氷河期世代向け
就労相談会(市役所１階ハローワーク内）
14時～17時※事前予約不要
国民健康保険課 夜間窓口
17時15分～20時




