


TOMIGUSUKU 2



3 TOMIGUSUKU



TOMIGUSUKU 4



5 TOMIGUSUKU



ワクチン接種を希望される方へ接種会場のご案内 

▶個別接種会場 市内個人病院やクリニック等にて個別接種を行っています。医療機関ごとに接種にあたっての条件

が異なりますので、詳細は、市ホームページまたは市公式LINEをご確認ください。 

▶準 備 物 ①予診票　②接種クーポン券　③身分証（健康保険証など）　④その他（お薬手帳など） 

▶注 意 点 ワクチン接種は接種当日に問診を行う医師が、接種可能と判断した場合のみ接種可能です。 

ワクチン接種の予約に関しては、各医療機関へ直接お問い合わせください。 

初回接種（１回目・２回目接種）について 

▶小学生(満12歳)については、保護者の同意(予診票へのご署名)と同伴が必須です。  

▶中学生(12歳～15歳)については、保護者の同意(予診票へのご署名)が必要です。また保護者の同伴を原則必要としています。 

▶満16歳以上19歳以下の方については、保護者の同意・同伴をいずれも推奨しています。 

▶満12歳以上19歳以下の方については、予診票の連絡先欄に必ず保護者の連絡先をご記入ください。 

※保護者の同伴については病院ごとに取り扱いが異なりますので、予約の際にご確認ください。 

接種を希望される妊産婦は接種を受けることが可能ですが、事前にかかりつけ産婦人科医に相談し、承諾を得る必要があります。

未成年へのワクチン接種について

▶対 象 者　　陽性者と接触があった方　　　

▶検 査 会 場 　豊見城城址跡地西側駐車場（ドライブスルー方式）

▶問い合わせ先　　同センターコールセンター　☎090-3871-8297（お問い合わせ受付時間：９時３０分〜１７時）

Web予約や詳細はこちら▶

妊産婦へのワクチン接種について

新型コロナウイルスワクチン

接種後のブレイクスルー感染にご注意を！引き続き感染対策をしましょう

外出困難等の理由によりワクチン接種ができない方のための相談窓口の設置について 

▶相談受付期間 1月5日（水）～1月31日（月）まで 平日8時30分～17時 

▶窓 口 連 絡 先 豊見城市コロナワクチン接種コールセンター ☎0570-098-099 

※コールセンターでは、氏名・生年月日・住所・連絡先をお伺いし、

　 後ほど担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

▶対 象 者 次の①～③すべてに該当する12歳以上の市民 

①1・2回目接種をしていない 

②本人がワクチン接種を希望している 

（※本人の意思確認が難しい場合はご相談ください）

③病気や障害等により自力で外出ができず、接種会場に行くための

　 介護サービスや家族の支援が受けられない

ワクチン接種後でも感染する場合があります。ワクチンを接種しても免疫がつくまでに 1 ～ 2 週間程度かかり、 免疫がついても発

症予防効果は 100％ではありません。ワクチン接種の効果として期待されるのは、 感染しても症状が出るのを抑える 「発症予防」、

症状が重くなりにくい「重症化予防」と言われています。

ワクチン接種の効果等により一定程度に感染拡大が抑えられるまでは、 ワクチン普及と並行して、 「手洗いやアルコール消毒」「マスク着

用」「密閉空間、密集場所、密接場面を避ける」等の基本的な感染対策は必要です。接種後も引き続き、感染拡大防止にご協力ください。

相談
窓口

沖縄県南部接触者PCR検査センターの開設について

新型コロナウイルスワクチンの接種期間は、現時点で、令和４年9月30日までとなっています。追加接種（3回目接種）は、2回目の接

種を完了した日から原則8か月以上の間隔をあけるため、追加接種まで希望される方は、令和4年1月下旬までに2回目の接種を完

了する必要がありますのでご注意ください。

コールセンター
では次の４点を
お 伺 い し ま す

①氏名 ②生年月日

③住所 ④連絡先

発熱等の症状が起きた時の相談窓口
沖縄県新型コロナウイルス感染症相談窓口コールセンター

▶連絡先 ☎866-2129 ▶受付時間 24時間対応

沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセンター

▶連絡先 ☎894-4856 ▶受付時間 9時から17時まで（平日・休日）

豊見城市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

▶連絡先 ☎0570-098-099 ▶受付時間 8時から17時まで（平日・休日除く）

接種券の発送時期および接種時期について

新型コロナウイルスワクチン

追加接種（３回目接種）について

◆12月17日時点での方針

対 象 者 2回目の接種を完了した18歳以上の全ての住民

接 種 間 隔 2回目の接種を完了した日から原則8か月以上（65歳以上の高齢者は7か月以上）

使用ワクチン
1・2回目接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、mRNAワクチン（ファイザー社ワクチンまたは

武田／モデルナ社ワクチン）を用いる

◆接種券の発送時期および接種時期の目安

2 回目の接種日 主な対象者 接種券の発送時期 3 回目接種の時期

令和 3年3月～5月 医療従事者等 令和３年１１月～１２月（発送済み） 令和３年１２月～令和４年１月

令和 3年5月～7月 高齢者等 ※１ 令和４年１月下旬（予定） 令和４年２月（予定）

令和 3年8月 高齢者等 ※2 令和４年２月下旬（予定） 令和４年３月（予定）

※１） ６月に２回目接種を行った64歳以下の方を含む　　※2） 7月に２回目接種を行った64歳以下の方を含む

【接種日の例】2回目接種日が令和３年６月１５日の場合 ▶▶▶　（８か月経過後） ▶▶▶　令和４年２月１５日以降、３回目接種が可能

接種方法について

マイナンバーカードで新型コロナワクチンの

証明書（電子版）が取得できます

お持ちでない方は申請から！

顔写真撮影から申請までお手伝いします

問 市民課 ☎850-0103

新型コロナワクチンにつきましては、２回目の接種を行った場合でも、接種後の時間の経過とともにワクチンの有

効性や免疫原性が低下することが報告されており、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、追加接種（３

回目）を実施します。

追加接種（3回目接種）は、2回目の接種日から8か月以上経過した後から行うこととされていることから、3回目接種が可能とな

る時期に合わせて、順次、対象者へ接種券を発送します。（接種方法、集団接種の予約方法等を記載した案内も同封します。）

接種方法は、１回目・2回目接種と同様に、市が設置する特設会場における「集団接種」と、市内の医療機関等における「個別接種」

の併用で実施します。

新型コロナワクチンの接種証明書（電子版）は、 スマートフォン

上で専用アプリから申請 ・ 取得し、表示可能となります。

◆申請にはマイナンバーカードが必要です

◆紙の証明書発行については、 市ホームページからをご覧くだ

さい。

ワクチン接種・接種証明書に関しての

問い合わせ

副反応等の医学的知見を必要とする

専門的な問い合わせに関しての相談窓口

マイナンバーカードを作りたい方へ、市民

課でマイナンバーカード申請サポートを

行っています。マイナンバーカードが出来

上がるまで約１か月かかります。
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ここをクリック

「豊見城市こども未来基金」のポータルサイトを開設！

『豊見城市こども未来基金』とは？

進めよう！こども改革！

『豊見城市こども未来基金』ができるまで ～これまでの取り組みの紹介～

　本市は、令和元年度より、「子どもが活きる街」の実現を目指し、こども・子育てにかかる諸課題に取り組む「こども改
革」を推進しています。令和４年１月号から３月号にかけて、こども・子育て・教育などにかかる「こども改革」の取り組
みなどについて、ご紹介していきます。今月は「豊見城市こども未来基金」設置までのあゆみについてご紹介します。

　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
を図るため設置した基金です。市の子育て支援施策を充実させていくため、安
定的な財源を確保することを目的に市税やふるさと納税の一部、一般の方など
からの寄附金を積み立て運用していきます。

　令和元年度に「子ども改革推進検討委員会」を立ち上げワーキングチームを設
置、子ども改革推進に必要な財源確保に向けた「こども未来基金創設」の議論や、
市民目線での施策展開へつなげるため子育て世代を中心とした「こども未来ミー
ティング」を開催し活発な意見交換を行いました。
　令和２年度には子育て環境に関する現状把握のため「こども未来アンケート」
の実施や本市の子育て環境における課題や解決するための方策について専門的
知見や市民視点に立った意見をいただく「こども未来市民会議」を開催し委員の
皆様から貴重な意見をいただきました。
　市民会議からの意見として、こども未来基金で充実した支援を期待するもの
や、基金の仕組みや必要性について周知が必要などの意見がありました。
　これらの意見を集約し、こども改革推進委員会（令和２年度「子ども改革推進検
討委員会」より名称変更）で総合調整を行い、令和３年３月議会
において「豊見城市こども未来基金条例」が議決され令和３年
４月に「豊見城市こども未来基金」を設置しました。
　さらに、子ども達やその家族のために様々な取り組みを実施
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」も募集し、現在では70もの個人・団体が登録しています。

　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こ
とを目的に、令和３年４月に設置した「豊見城市こども未来基金」のポータルサイト
を開設しました。
　ポータルサイトでは「基金に関する情報」や「寄附者一覧」、関連情報として「こ
ども・子育て応援団」の情報を掲載していますので、市ホームページ左側にあるバナ
ーから是非ご覧ください。また、こども未来基金では引き続き皆様からの寄附を募っ
ています。子ども達や子育て世帯への支援をお考えの方は是非こども応
援課までお問い合わせください。
　今後はネットからの寄附ができる仕組みも導入を予定していますの
で、皆様からの温かいご支援をお待ちしております。

TOMIGUSUKU 8



「こども・子育て応援団」
登録団体紹介

こども応援課　☎８５０-６７７５

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。

令和３年11月30日現在、70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。 

ＮＰＯ法人あきづ

あきづ産業

【活動内容】
「地域の若者に活躍できる場
を作る」若者の自己肯定感向
上をはかる活動。
・見回り、声掛け活動・地域
周辺清掃活動など

【活動内容】
犯罪や非行のために定職に就く
ことが容易でない人を、その事
情を理解したうえで雇用し、働
く場を作り、仕事を任せること
で立ち直りに協力する活動。

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

▲放課後児童クラブ（11月29日）

▲上田山川自治会（10月28日）

地域懇談会を開催しました！
市民と市長の

ワクドキ懇談
会

市民と市長の
ワクドキ懇談

会

確認事項 手続き 必要書類

必要

④資格取得済みで取得時から世帯等の状況に変更がない方 不要

豊見城市こども医療費助成対象年齢が拡充します！

本市では、お子様が安心して医療を受けられる機会を提供することを目的に、令和４年４月より
こども医療費助成制度の対象年齢を通院・入院ともに中学校卒業まで拡充します。
対象年齢のお子様が適正な医療費の無償化を受けるため、下記の表①～④とお手持元の資格者
証を確認し、必要な手続きがお済かどうかご確認ください。

▶拡充対象年齢　平成19年４月２日生（現中学２年生）～平成26年４月１日生（現小学１年生）
※上記以外で未就学児のお子様がいる方もご確認ください。

①資格取得がまだの方
②世帯の状況に変更がある方
 （婚姻・離婚、受給者の死亡等。手続き済みの方は不要）
③お手持元の証書と保険証の情報が一致しない方

・お子様の保険証
・保護者名義のキャッシュカード
　または通帳

新しい証書については３月末ごろ通知予定ですが、資格取得がなされていない場合はご自宅へ通知はされません。
新規申請・変更手続き等は２月末日までにお越しください。

▶手続き場所　こども応援課窓口（市役所２階）

こども応援課　☎８５０-６７７５

みんな無
料♪

9 TOMIGUSUKU



― ―
12/3 市民生委員児童委員　表彰式 12/3・9 「性の多様性について」の

出前講座を市内中学校にて開催

　将来のまちづくりへの反映にため、豊見城・長嶺中学校にて、
玉城直美氏（沖縄キリスト教学院大学准教授）と同大学の学生
を招き、人権出前講座『性の多様性について』を開催しました。
　生徒たちは、授業を受け、日常や学校生活などについて話し
合い、意見やアイデアを発表しました。

　『豊見城市民生委員児童委員協議会合同定例会』におい
て、社会福祉事業の発展に寄与したとして、本市の民生委員・
児童委員が表彰されました。
　受賞されたのは、桃原京子さん、金城艶子さん、外間恵子さ
んなど全14名になります。受賞おめでとうございます。

12/7・10 人権の花開花式 豊見城のスパイダーマンより
ランドセルのクリスマスプレゼント　

　豊見城のスパイダーマンが、市役所を訪れ、４月に新しく小
学１年生になる子ども達のために役立ててほしいという理由
で、ランドセル20個の寄贈がありました。
　山川市長は「子ども達に夢と希望を与えるプレゼントをあ
りがとうございます」と感謝の意を伝えました。

　豊見城・伊良波小学校において、花の種などを協力して育てる
ことにより、優しさと思いやりの心を体得することを目的に、『人
権の花 開花式』が行われ、市長ら多くの関係者が出席しました。
　10月に植え付けを行った花の種などは、子ども達の毎日の水
やりなどで、綺麗な花を咲かせました。

12/13 美ら島おきなわ文化祭 2022 
市町村巡回広報大会旗引継ぎセレモニー 12/10 豊見城市キャッシュレス化

促進協定締結式

　市役所において、記者発表が行われ、市商工会・市観光協会・琉
球銀行・オークスの４者連携によるキャッシュレス化推進協定の締
結が行われました。本市では、地域経済の活性化や住民サービス
向上を目的に、キャッシュレス化を推進していきます。端末導入手
続きについては、市商工会か市観光協会へお問い合わせください。

　市役所において、令和４年10月22日～11月27日まで間に県
内各地で開催される国民文化祭、全国障害者芸術文化祭が
一体となった「美ら島おきなわ文化祭2022」に向けた機運を
高めることを目的に、『市町村巡回広報大会旗引継ぎセレモ
ニー』が行われました。今後、県内各市町村へリレーされます。

12/9

11/29 豊見城市交通安全功労者表彰式学校給食で姉妹都市交流
～「めひかり」給食初登場～

　子ども達に食をとおして、姉妹都市(高千穂町、美郷町)を
知ってもらうことを目的に、学校給食で本市の姉妹都市があ
る宮崎県の名産品である魚『めひかり』を給食で提供しまし
た。子ども達は、初めて食べる『めひかり』に大興奮で、「ふわ
ふわして、おいしい」ととびっきりの笑顔を見せてくれました。

　11月29日、市役所にて、『豊見城市交通安全功労者表彰
式』が執り行われました。永年にわたり本市の交通安全運動
および交通事故防止に多大な貢献をされた、宇地原則子さ
ま、（株）東部自動車（大宜見代表取締役）さまに対し、表彰状
が贈呈されました。おめでとうございます。

11/30

11/24 漫湖水鳥・湿地センター
感謝状贈呈式

伊良波中学校女子サッカー部
沖縄県大会優勝報告へ

　『OFA第12回県中学校女子秋季大会』で、見事優勝に輝
いた伊良波中学校女子サッカー部が、山川市長と瀬長教育
長に喜びの優勝報告を行いました。
　夏季大会で敗戦した悔しさから、３年生11人全員が残り、
２年ぶりの優勝を勝ち取りました。おめでとうございます。

　漫湖水鳥・湿地センターにて、上原盛之社長(㈱KAFUYA)
より、下地光男氏を仲立人として、歴史・文化的価値を有する
漫湖の写真資料の寄贈がありました。
　上原さんは、「こんな立派なところに飾ってもらえて、皆さん
に見ていただけたら、とても嬉しい」と話しました。

11/24

＼　美味しかったよ　♪／
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― ―
12/3 市民生委員児童委員　表彰式 12/3・9 「性の多様性について」の

出前講座を市内中学校にて開催

　将来のまちづくりへの反映にため、豊見城・長嶺中学校にて、
玉城直美氏（沖縄キリスト教学院大学准教授）と同大学の学生
を招き、人権出前講座『性の多様性について』を開催しました。
　生徒たちは、授業を受け、日常や学校生活などについて話し
合い、意見やアイデアを発表しました。

　『豊見城市民生委員児童委員協議会合同定例会』におい
て、社会福祉事業の発展に寄与したとして、本市の民生委員・
児童委員が表彰されました。
　受賞されたのは、桃原京子さん、金城艶子さん、外間恵子さ
んなど全14名になります。受賞おめでとうございます。

12/7・10 人権の花開花式 豊見城のスパイダーマンより
ランドセルのクリスマスプレゼント　

　豊見城のスパイダーマンが、市役所を訪れ、４月に新しく小
学１年生になる子ども達のために役立ててほしいという理由
で、ランドセル20個の寄贈がありました。
　山川市長は「子ども達に夢と希望を与えるプレゼントをあ
りがとうございます」と感謝の意を伝えました。

　豊見城・伊良波小学校において、花の種などを協力して育てる
ことにより、優しさと思いやりの心を体得することを目的に、『人
権の花 開花式』が行われ、市長ら多くの関係者が出席しました。
　10月に植え付けを行った花の種などは、子ども達の毎日の水
やりなどで、綺麗な花を咲かせました。

12/13 美ら島おきなわ文化祭 2022 
市町村巡回広報大会旗引継ぎセレモニー 12/10 豊見城市キャッシュレス化

促進協定締結式

　市役所において、記者発表が行われ、市商工会・市観光協会・琉
球銀行・オークスの４者連携によるキャッシュレス化推進協定の締
結が行われました。本市では、地域経済の活性化や住民サービス
向上を目的に、キャッシュレス化を推進していきます。端末導入手
続きについては、市商工会か市観光協会へお問い合わせください。

　市役所において、令和４年10月22日～11月27日まで間に県
内各地で開催される国民文化祭、全国障害者芸術文化祭が
一体となった「美ら島おきなわ文化祭2022」に向けた機運を
高めることを目的に、『市町村巡回広報大会旗引継ぎセレモ
ニー』が行われました。今後、県内各市町村へリレーされます。

12/9

11/29 豊見城市交通安全功労者表彰式学校給食で姉妹都市交流
～「めひかり」給食初登場～

　子ども達に食をとおして、姉妹都市(高千穂町、美郷町)を
知ってもらうことを目的に、学校給食で本市の姉妹都市があ
る宮崎県の名産品である魚『めひかり』を給食で提供しまし
た。子ども達は、初めて食べる『めひかり』に大興奮で、「ふわ
ふわして、おいしい」ととびっきりの笑顔を見せてくれました。

　11月29日、市役所にて、『豊見城市交通安全功労者表彰
式』が執り行われました。永年にわたり本市の交通安全運動
および交通事故防止に多大な貢献をされた、宇地原則子さ
ま、（株）東部自動車（大宜見代表取締役）さまに対し、表彰状
が贈呈されました。おめでとうございます。

11/30

11/24 漫湖水鳥・湿地センター
感謝状贈呈式

伊良波中学校女子サッカー部
沖縄県大会優勝報告へ

　『OFA第12回県中学校女子秋季大会』で、見事優勝に輝
いた伊良波中学校女子サッカー部が、山川市長と瀬長教育
長に喜びの優勝報告を行いました。
　夏季大会で敗戦した悔しさから、３年生11人全員が残り、
２年ぶりの優勝を勝ち取りました。おめでとうございます。

　漫湖水鳥・湿地センターにて、上原盛之社長(㈱KAFUYA)
より、下地光男氏を仲立人として、歴史・文化的価値を有する
漫湖の写真資料の寄贈がありました。
　上原さんは、「こんな立派なところに飾ってもらえて、皆さん
に見ていただけたら、とても嬉しい」と話しました。

11/24

＼　美味しかったよ　♪／
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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

1～３日：年始休　４日：館内整理日 
１１日：振替休（成人の日）

１１日：建国記念の日　１７日：館内整理日
２３日：天皇誕生日 

1月

2月

図書館行事

イベント 日　時 対　象

① おはなし会 １月８日（土）、２３日（日）
14時３０分～（約３０分） ３歳～小学生

② おひざにだっこ １月２６日（水）
１４時３０分～（約２０分）

0～2歳
（保護者含む）

③ 子供上映会
【おしりたんてい③】

１月３０日（日）
１４時３０分～（約６０分） 先着３０人

図書館福袋のお知らせ

図書館にない本を１年間に一人２冊までリクエストを受付けて、購入・貸出を行って
います。今年度内購入分のリクエスト締め切りは１月１６日（日）まで。お見逃しなく！

読みたい本をリクエストしませんか？

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
◆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。

【講演会】日　時 ２月５日（土）１４時３０分～１５時３０分　定員 ３０人
講　師 池村 浩明氏　テーマ 漫湖で出会える生き物たち
申込み １月２１日よりインターネットや窓口にて申込み（先着順）

【パネル展】日　時 1月２５日～２月８日まで　内容 「漫湖みんなでニュージアム2021」巡回展

インターネット申込み・電話受付不可▶▶▶

【講演会】日　時 １月２２日（土）１４時３０分～（約６０分）　講師 宮城 良真氏（市文化課）
テーマ 豊見城グスクの歴史～発掘現場から見たグスク　定員 ３０人

休館日のお知らせ

▽　下記のイベント会場は、全て市立中央図書館　▽

お問い合わせ　美ら島おきなわ文化祭豊見城市実行委員会事務局　☎856-3671

▶対 象 者 市内在住の方
▶申 込 み 作品（2句以内）・住所・氏名・年齢を明記の上、1月２５日（火）【必着】までに

郵送・メール・FAXにてご応募ください。作品は未発表のものに限ります。
〒９０１－０２３２ 豊見城市教育委員会文化課内
美ら島おきなわ文化祭豊見城市実行委員会事務局 「広報とみぐすく川柳」係
メール：kokubun@city.tomigusuku.lg.jp　　ＦＡＸ：８５６－１２１５

▶選　　者 大田　かつら氏（琉球新報「新報川柳」選者・沖縄川柳協会理事）
▶発表方法 優秀作品は「広報とみぐすく3月号」にて発表

始めますぐみと す報 く 川 柳
１０月２２日（土）～１１月２７日（日）の間、第３７回国民文化祭・第２２回全国障害者芸術・文化祭（美ら島おきなわ文化祭2022）が
開催されます。
本市においては、全日本川柳協会と共催し、「響(とよ)むまち・豊見城　川柳の祭典」を、１０月３０日（日）に行うことに決まりまし
た。川柳の祭典に向けて機運を盛り上げるため、１月～９月までの奇数月に「広報とみぐすく川柳」を実施します。
お題や優秀作品は広報とみぐすくにて発表しますので、皆さんのご参加をお待ちしています。

― ―今回のお題
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学校名 電話番号 実施日 実施時間予定
上田小学校
長嶺小学校
座安小学校
豊見城小学校
伊良波小学校
とよみ小学校
豊崎小学校
ゆたか小学校
豊見城中学校
長嶺中学校
伊良波中学校

◆オリエンテーションの詳細については各学校へお問い合わせ下さい。
◆新型コロナウイルス感染症の影響により、日程や実施時間等に変更がある場合がございます。
　その際は各学校のホームページ等でお知らせいたします。
◆保護者および児童は必ずマスクをご着用のうえご参加ください。
◆当日は駐車場に限りがありますので予めご了承ください。

お問い合わせ　学校教育課　☎850-0961

― 豊見城市に関係する各種スポーツの情報についてお知らせします ―

市体育協会　☎850-３２７９

第１３９回市学童野球軟式大会結果！
１１月６～２８日、瀬長島野球場にて「第１39回市学童野球軟式
大会（第３回ホテルグランビュー杯争奪学童軟式野球大会）」
が開催されました。結果は次のとおりです。

優勝 根差部ベースナイン
準優勝 豊崎ベースボールクラブ
３位 豊見城ジュニア
３位 豊見城パワーズ

第１２４回市小学生バレーボール大会結果！

ブロック ブロック
優勝 豊見城団地クラブ 豊崎クラブ
準優勝 とよみクラブ 伊良波クラブ
３位 豊見城団地チャレンジャー とよみクラブ
３位 長嶺クラブ 豊見城団地クラブ

第２０回市長杯学童野球軟式大会結果！
１２月４・５日、瀬長島野球場にて「第20回市長杯学童野球軟
式大会」が開催されました。結果は次のとおりです。

優勝 根差部ベースナイン
準優勝 与根GMC
３位 保栄茂少年野球
３位 豊見城パワーズ

１１月６日、豊見城・伊良波小学校にて「第１２４回豊見城市小学生バレーボール大会」が開催されました。結果は次のとおりです。

令和４年４月に豊見城市の小学校・中学校へ入学するお子様がいる世帯を対象に、入学オリエンテーション(新入生保護者説明会)を
下記の日程にて各学校で開催します。

850－0037
850－5907
850－3627
850－5377
850－9213
850－8030
840－6530
850－6639
850－0036
850－1900
850－2791

２月８日（火）
２月９日(水)
２月１８日(金)
２月８日(火)
２月９日(水)
２月８日(火)
２月１０日(木)
２月９日(水)
２月４日(金)
２月４日(金)
２月１０日(木)

1５時００分～１６時００分
１４時５０分～1６時００分
1５時0０分～1６時0０分
１５時００分～１６時００分
１５時００分～１６時００分
１４時３０分～１５時0０分
１４時３０分～１５時３０分
１５時００分～１５時４０分
１４時３０分～１５時３０分
１４時００分～１４時５０分
１５時００分～１６時００分

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

1～３日：年始休　４日：館内整理日 
１１日：振替休（成人の日）

１１日：建国記念の日　１７日：館内整理日
２３日：天皇誕生日 

1月

2月

図書館行事

イベント 日　時 対　象

① おはなし会 １月８日（土）、２３日（日）
14時３０分～（約３０分） ３歳～小学生

② おひざにだっこ １月２６日（水）
１４時３０分～（約２０分）

0～2歳
（保護者含む）

③ 子供上映会
【おしりたんてい③】

１月３０日（日）
１４時３０分～（約６０分） 先着３０人

図書館福袋のお知らせ

図書館にない本を１年間に一人２冊までリクエストを受付けて、購入・貸出を行って
います。今年度内購入分のリクエスト締め切りは１月１６日（日）まで。お見逃しなく！

読みたい本をリクエストしませんか？

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
◆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。

【講演会】日　時 ２月５日（土）１４時３０分～１５時３０分　定員 ３０人
講　師 池村 浩明氏　テーマ 漫湖で出会える生き物たち
申込み １月２１日よりインターネットや窓口にて申込み（先着順）

【パネル展】日　時 1月２５日～２月８日まで　内容 「漫湖みんなでニュージアム2021」巡回展

インターネット申込み・電話受付不可▶▶▶

【講演会】日　時 １月２２日（土）１４時３０分～（約６０分）　講師 宮城 良真氏（市文化課）
テーマ 豊見城グスクの歴史～発掘現場から見たグスク　定員 ３０人

休館日のお知らせ

▽　下記のイベント会場は、全て市立中央図書館　▽

お問い合わせ　美ら島おきなわ文化祭豊見城市実行委員会事務局　☎856-3671

▶対 象 者 市内在住の方
▶申 込 み 作品（2句以内）・住所・氏名・年齢を明記の上、1月２５日（火）【必着】までに

郵送・メール・FAXにてご応募ください。作品は未発表のものに限ります。
〒９０１－０２３２ 豊見城市教育委員会文化課内
美ら島おきなわ文化祭豊見城市実行委員会事務局 「広報とみぐすく川柳」係
メール：kokubun@city.tomigusuku.lg.jp　　ＦＡＸ：８５６－１２１５

▶選　　者 大田　かつら氏（琉球新報「新報川柳」選者・沖縄川柳協会理事）
▶発表方法 優秀作品は「広報とみぐすく3月号」にて発表

始めますぐみと す報 く 川 柳
１０月２２日（土）～１１月２７日（日）の間、第３７回国民文化祭・第２２回全国障害者芸術・文化祭（美ら島おきなわ文化祭2022）が
開催されます。
本市においては、全日本川柳協会と共催し、「響(とよ)むまち・豊見城　川柳の祭典」を、１０月３０日（日）に行うことに決まりまし
た。川柳の祭典に向けて機運を盛り上げるため、１月～９月までの奇数月に「広報とみぐすく川柳」を実施します。
お題や優秀作品は広報とみぐすくにて発表しますので、皆さんのご参加をお待ちしています。

― ―今回のお題

13 TOMIGUSUKU



募集
お知らせ

お知らせ

保育こども課　☎850-5088

制度に関すること／厚生労働省コールセンター
0120-46-8030　9～17時（平日のみ）

申請に関すること／市社会福祉　☎850-0141

▶対象児童
市内在住または豊見城市への転入予定者（令和４年３月末ま
で）の保育を必要とする０歳～５歳の児童
※令和４年１月２日以降に産まれたお子さまについては４月入
所の対象となりませんので、令和４年３月１日以降に入所申込
を行ってください。（令和４年５月１日入所希望から申込み可）

■既に令和４年度４月の利用申込みをされている方は、二次
募集で再度申込みを行う必要はありません。
■公立上田こども園の「１号認定」利用を希望する場合は、
ホームページをご確認ください。それ以外の認定こども園
等の｢１号認定｣利用を希望する場合は、希望施設へ直接お
問い合わせください。
■申込受付期間内は大変混み合いますので、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、事前に申請内容をご家庭で相談
の上、出来るだけお一人で来所されますようご理解ご協力
をお願いいたします。

▶配布場所 保育こども園課窓口またはＨＰから取得
▶受付期間 １月２４日（月）～２８日（金）
▶受付場所 保育こども園課（市役所２階）

令和４年度　豊見城市認定こども園・
保育園等利用申込み（二次募集）

社会福祉協議会における緊急小口資金等の特例貸付につい
て、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について
不承認とされた世帯、緊急小口資金及び総合支援資金（初回）
のいずれも終了した世帯）又は自立支援金（初回）の受給が終
了した世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自
立支援金」を支給します。

■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請手続きや相談
は原則として郵送・電話で行います。また、来所前には必ず電
話予約をお願いしており、電話予約なしでの来所は長時間お
待たせすることがあります。
■対象者等については、市HPをご確認
　いただくか、下記までお問い合わせ
　ください。

▶申請受付期間 令和４年３月3１日(木)まで
※土日祝祭日を除く・消印有効
※９時～１６時３０分（１２時～１３時を除く）

▶場　所 市役所２階(社会福祉課12-②窓口)

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金の

申請期間延長および再支給について

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響により苦しんでいる子育て世帯について、０歳から高校３年生
までの子ども1人当たり５万円の現金を支給します。

▶申請受付期間 1月5日（水）～3月31日（木） ▶申請受付窓口
▶対象者 以下の①～③のいずれかに該当する方
①令和３年９月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者
②令和３年１０月１日から令和４年３月３１日までに生まれた児童の児童手当受給者
③令和３年９月３０日時点で高校生世代(平成１５年４月２日～平成１８年４月１日)を養育する父母等のうち所得が高い方
※令和２年の所得(一定の控除額を控除した後の額)が、児童手当(特例給付を除く)の所得制限限度額以下の方限定

▶準備物・申請方法
▶①に該当する方　※公務員除く
　・給付金は申請不要で受け取れます。
　・令和３年１２月２４日以降順次、児童手当を支給している口座に振り込みます。
▶高校生世代の児童のみを養育している方、②に該当する方、および公務員
　・給付金を受け取るには、申請が必要です。
　・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類を添えてこども応援課あて郵送、
　 または窓口にて申請してください。
　・申請内容を確認し、支給要件に該当する方に対して、指定口座に振り込みます。
▶追加の５万円相当の給付について
　▶追加の５万円相当の給付についても、クーポンではなく現金での給付を行います
　 ・①に該当する方は、令和４年１月に申請不要で追加の５万円を給付いたします。
　 ・申請が必要な方については、選考給付金と併せて１０万円を給付いたします。

こども応援課（市役所２階　7-①番窓口）

内閣府「子育て世帯への臨時特別給付」コールセンター　☎0120-526-145（受付時間：平日・土日祝 ９時～２０時）
子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）窓口　こども応援課　☎850-6775（受付時間：平日 ９時～１７時）

募集・お知らせTomigusuku Information
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お知らせ

１月１日は、固定資産税の賦課期日
　固定資産税は、毎年１月１日を賦課期日として、土地・家屋・償
却資産（これらを総称して「固定資産」という。）を所有している
方に対して、固定資産の所在する市町村がその資産に応じて
課税する税金です。（※月割りの課税等はありません。）次のと
おりご協力をお願いします。

　土地の評価は、土地登記簿上の地目にかかわらず、賦課期日
現在の現況地目（利用状況）ごとに評価（課税）を行います。た
とえば「雑種地（駐車場等）を畑にした」・「資材置場に倉庫を建
築した」・「２つの宅地の塀を壊して１つの敷地にした」・「店舗・事
務所を改装して住宅として利用している」など、土地の利用状
況が変わった場合は、ご連絡ください。また、土地の現況調査
に伺う場合がありますので、ご協力お願いします。なお、令和３
年度については、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、課
税標準額の据置措置がとられていましたが、令和４年度は一部
地域を除き通常どおりの課税標準額の算定となることから、固
定資産税額が上昇する可能性があります。

　昨年中に家屋を新築・増築、もしくは取り壊しを行い、まだ、
税務課資産税班の調査を受けていない家屋がありましたら、
面積の大小にかかわらずご連絡ください。賦課期日現在に家
屋がありますとその年の４月以降からはじまる新年度固定資産
税が課税されます。つまり、１月２日以降に取り壊しをされても
その年の固定資産税は１年分課税されます。また、未登記家屋
の相続・売買等があった場合は、新しく法務局で保存登記して
いただくか、税務課資産税班へ「未登記家屋名義変更願」を提
出してください。

　市内で事業を営み事業の用に供することができる資産をお
持ちの方、または市内に事業用として貸付している資産をお持
ちの方は、決算期に関わりなく、地方税法第383条の規定によ
り、毎年１月１日現在の資産の申告が必要となります。申告書作
成の上、提出をお願いします。※申告書を送付希望の事業所は
ご連絡ください。

　所有者がお亡くなりになった場合、翌年の１月１日までに相
続登記が未了のときは、税務課にて手続きが必要となります。
また、現所有者、相続人代表者、納税管理人、代表者等がお亡
くなりになった場合は、税務課までご連絡ください。

令和３年中（令和３年１月１日～令和３年１２月３１日）に給与等の
支払を行った事業所（個人および法人）は、全従業員の「令和４
年度給与支払報告書」を従業員の令和４年１月１日現在の住所
地の市町村長へ提出しなければなりません。（地方税法第３１７
条の６）
提出物　①税務署から配布された「令和４年度 給与支払報告
　　　　書（個人明細書」　②豊見城市専用の「総括表」
所定の事項をご記入のうえ、１月３１日（月）までに税務課へご提
出ください。

■土地

■家屋

■償却資産とは（令和４年度の申告について）

【提出期限：令和４年 月 日（月）】

■所有者がお亡くなりになったとき

那覇税務署から
確定申告会場についてのお知らせ

令和４年度給与支払報告書の提出

感染症拡大防止のため、「提出のみ」と「申告相談」は別会場です。

■提出のみを行う場合は、
サンエーパルコシティ（オレンジゾーン５F）で受け付けます。
設置期間 令和４年２月１６日（水）～３月１５日（火）
受付時間 ９時～１７時
※上記期間以外は、各税務署総合窓口で受付を行っています。
※提出窓口では、記載内容の確認や検算等は行いません。

■申告相談が必要な方の相談会場は、
「浦添産業振興センター・結の街」となります。
設置期間 令和４年２月１日（火）～３月１５日（火）
受付時間 ９時～１6時
※上記期間中は、各税務署での申告相談は行っていません。
※混雑緩和のため、申告相談会場への入場には「入場整理券」が
必要です。「入場整理券」は、会場で当日配付しますが、LINEを
通じたオンライン事前発行も可能です。「入場整理券」の配付状
況により、後日の来場をお願いする場合がありますので、ご了
承ください。
※土日・祝日は開設しておりませんが、２月２０日（日）および２月２７
日（日）に限り開設します。（受付時間：午前9時～午後4時）
※会場である「サンエーパルコシティ」・「浦添産業振興センター・
　結の街」への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

税務課　☎850-0245那覇税務署　☎8６７-３１０１

豊見城市名誉市民 大城盛昌 氏 ご逝去

　本市名誉市民である大城盛昌氏が12
月1日、享年９５歳でご逝去されました。大
城氏は、昭和２年３月９日生まれ、字翁長
出身。昭和２３年９月、豊見城村農業協同
組合職員に採用後、豊見城村農業協同組
合専務理事、同組合代表理事組合長を歴
任し、平成９年同組合を退職されるまで
の間、豊見城村の農業振興と発展、農民
の経済的・社会的地位の向上に尽力され

ました。また、保護司として永年に亘り更生保護事業に携わり、那
覇保護区保護司会会長を務めたほか、沖縄県保護司連盟理事とし
て更生保護組織の充実と発展に努めました。更には、長きに亘り
豊見城村教育委員会教育委員を務め教育行政の推進と発展に多
大なる貢献を果たしたほか、座安小学校ＰＴＡ会長や南部地区公民
館連絡協議会会長等を歴任するなど、社会教育の向上と住民福
祉に大きく寄与しました。また、平成３年３月には、現在の沖縄の
ジョン万次郎を語る会の初代会長に就任し、ジョン万次郎の故郷
である高知県土佐清水市との姉妹都市締結や両自治体の行政と
民間の交流に大きく寄与しました。これらの功績が高く評価され、
昭和５８年１０月に保護司功労による法務大臣表彰、昭和６２年１２
月には社会教育功労による文部大臣表彰のほか、平成元年４月に
は保護司功労による藍綬褒章、平成９年４月には更生保護功労に
よる勲五等瑞宝章、平成２４年４月には豊見城市名誉市民に推戴さ
れておられます。謹んでご冥福をお祈りいたします。

募集・お知らせTomigusuku Information
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１ 事業の概況

（１）業務量
項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

（２）給水工事の状況 単位：件

２ 経理の状況 予算の執行状況

（１）収益的収入および支出 単位：円 （２）資本的収入および支出 単位：円

令和３年度上半期 豊見城市下水道事業の業務の状況

（１）収益的収入および支出

２ 経理の状況 予算の執行状況

（２）資本的収入および支出単位：円 単位：円

（２）新規接続の状況

上下水道部　総務課　☎850-1516 

　　　　　　　　　　 本年度上半期の給水人口は65,908人、給水栓数は24,231栓、配水量は3,532,267㎥でした。上半期の資本的事

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

おりです。

給水区域総人口 人 65,842 65,867 65,914 65,859 65,895 65,908

給水人口 人 65,842 65,867 65,914 65,859 65,895 65,908

計画給水人口 人

給水栓数 栓 24,050 24,075 24,096 24,134 24,251 24,231

配水量 ㎥ 573,240 604,420 568,990 609,740 599,397 576,480

有収水量 ㎥ 573,476 556,761 572,286 578,447 559,549 575,452

69,330

令和３年度上半期　豊見城市水道事業の業務の状況

４月区　分

予　算　科　目

   水道事業収益

営業収益

       うち給水収益

営業外収益

特別利益

   水道事業費用

営業費用

営業外費用

特別損失

予備費

1,783,012,000

1,657,324,000

1,598,771,000

125,685,000

3,000

1,540,120,000

1,489,714,000

46,568,000

838,000

3,000,000

814,128,661

811,314,442

800,067,892

1,030,321

1,783,898

676,691,668

668,082,852

8,564,129

44,687

0

192,657,000

159,000,000

6,000,000

27,654,000

3,000

836,377,000

558,873,000

103,452,000

173,052,000

1,000,000

13,826,805

0

0

13,826,805

0

293,125,999

241,721,696

51,404,303

0

0

7.2%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

35.0%

43.3%

49.7%

0.0%

0.0%

45.7%

49.0%

50.0%

0.8%

59463.3%

43.9%

44.8%

18.4%

5.3%

0.0%

予　算　額
（ A ）

上　半　期　執　行　額
（ B ）

執　行　率
（ B / A ）

予　算　科　目

資本的収入

補助金

工事負担金

他会計貸付金償還金

その他資本収入

資本的支出

建設改良費

企業債償還金

他会計貸付金

予備費

予　算　額
（ A ）

上　半　期　執　行　額
（ B ）

執　行　率
（ B / A ）

新　設 12

13

3

0

28

13

12

4

0

29

10

20

6

1

37

5

12

5

0

22

10

10

3

0

23

8

16

4

0

28

58

83

25

1

167

臨　時

改　造

撤　去

計

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計

項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

行政区域内人口 人 65,842 65,867 65,914 65,859 65,895 65,908

現在処理区域内人口 人 48,560 48,509 48,548 48,521 48,640 48,849

現在水洗便所設置済人口 人 43,729 43,997 44,086 44,015 44,138 44,165

全体計画面積 ha

現在処理区域面積 ha

汚水処理水量 ㎥ 359,792 345,994 360,541 360,412 346,095 359,284

1,105

603

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上半期計

新規接続 8 5 7 12 9 9 50

下水道事業収益 953,897,000 410,808,966 43.1%

営業収益 475,690,000 288,647,649 60.7%

うち下水道料金 367,679,000 181,127,649 49.3%

営業外収益 478,205,000 122,085,900 25.5%

特別利益 2,000 75,417 3770.9%

下水道事業費用 1,049,251,000 197,248,910 18.8%

営業費用 986,282,000 168,324,176 17.1%

営業外費用 59,938,000 28,901,667 48.2%

特別損失 31,000 23,067 74.4%

予備費 3,000,000 0 0.0%

資本的収入 1,167,932,000 356,361,300 30.5%

企業債 409,700,000 0 0.0%

国・県補助金 586,311,000 257,649,000 43.9%

他会計補助金 98,566,000 98,566,000 100.0%

他会計借入金 73,353,000 0 0.0%

負担金等 1,000 0 0.0%

長期貸付金償還金 1,000 146,300 14630.0%

資本的支出 1,398,973,000 803,482,958 57.4%

建設改良費

固定資産購入費

企業債償還金

他会計借入金償還金

長期貸付金

予備費

972,065,000 607,626,606 62.5%

1,000 0 0.0%

397,153,000 182,029,547 45.8%

27,654,000 13,826,805 50.0%

1,100,000 0 0.0%

1,000,000 0 0.0%

予　算　科　目予　算　科　目 予　算　額
（ A ）

上 半 期 執 行 額
（ B ）

執　行　率
（ B / A ）

予　算　額
（ A ）

上 半 期 執 行 額
（ B ）

執　行　率
（ B / A ）

１ 事業の概況

（１）業務量

　　　　　　　　　　本年度上半期の現在処理区域内人口は48,849人、現在水洗便所設置済人口は44,165人、汚水処理水量は

2,132,118㎥でした。上半期の資本的事業につきましては、汚水圧送管布設工事、農業集落排水施設機能強化対策工事を発注しまし

た。上半期の業務状況等につきましては、以下のとおりです。 

TOMIGUSUKU 16
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日 ：日時	 場 ：場所	 定 ：定員

対 ：対象者	 準 ：準備物	 内 ：内容

申 ：申込み	 期 ：期限	 問 ：問合せ

ー税・保険・年金ー

今月（7期）国民健康保険税納付期限 1月25日

納付期限の過ぎた場合は、各担当課まで。

市・県民税、国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の納付

１月は市・県民税第４期、国民健康保険税・

後期高齢者医療保険料第７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。

口座振替をご利用になると便利です！

手続きは金融機関に、通帳届出印、通帳、

納付書を持参し、備え付けの口座振替依頼

書へ必要事項を記入し申込みます。

問 納税課　市・県民税　　　 	 ☎850-0242

	 国民健康保険課	国保税　☎850-0142

　　　　　　　 　 　後期保険料　☎850-0160

新成人の皆さんへ
２０歳になったら国民年金

国民年金は日本の公的年金制度として、老後

の暮らしをはじめ、病気や事故などで障害を

負った時や一家の働き手が亡くなった時に、

みんなで暮らしを支え合う社会保険の考え方

で作られた仕組みです。２０歳以上６０歳未満

のすべての方に国民年金への加入義務があ

ります。２０歳になると、おおむね２週間以内

に日本年金機構から『国民年金加入のお知ら

せ』、『国民年金保険料納付書』、『国民年金の

加入と保険料のご案内（パンフレット）』、『保

険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例

制度の申請書』、返信用封筒が送付されます

ので、お手続きをお願いします。「年金手帳」

は別途送付されますので、大切に保管してく

ださい。すでに厚生年金保険の被保険者だっ

た方や障害・遺族年金を受給している方（して

いた方）には送付されません。なお、20歳に

なってから約２週間程度経過しても『国民年

金加入のお知らせ』が届かない場合は、別途、

加入手続きが必要ですので市役所窓口また

は那覇年金事務所で手続きをしてください。

※郵送手続き可→日本年金機構のHPから

「国民年金被保険者関係届書（申出書）」を

ダウンロードできます。送付先は「日本年金

機構」となりますのでご注意ください。

国民年金保険料を未納のまま放置すると、

年金受給ができない場合があります。

相談や手続きに関しては下記へ

連絡または、QRコードにてご確

認をお願いします。

◆	１月号に折込みの『知っていますか？国民

年金保険料の免除制度』もご覧ください。

問 市民課　国民年金班　☎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、

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。

準 後期高齢者医療被保険者証

	 長寿健康診査受診券

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料（税）

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　３月31日

問 国民健康保険課　国保税　☎850-0142

　　　　　　　　　　	後期保険料　☎850-0160

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

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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▶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

３月１８日（金）まで

問 国民健康保険課	賦課班	☎850-0142

市税等の口座振替登録が
キャッシュカードで簡単に！

令和４年１月よりペイジー口座振替受付

サービスを開始します。対象税目等の各担

当課窓口で専用端末にキャッシュカードを

通して、暗証番号を入力するだけで口座振

替登録が簡単にできます。

ぜひこの機会に、納付の手

間や納め忘れがない口座振

替の登録をお願いします。

対象税目等／各担当課

市県民税（普通徴収）/固定資産税/軽自動車税

▶▶▶納税課　☎850-0242

国民健康保険税

▶▶▶国民健康保険課　徴収班　☎850-0142

後期高齢者医療保険料

▶▶▶国民健康保険課　高齢者医療班　☎850-0160

上下水道料金

▶▶▶上下水道部　総務課　☎850-1516

手続きに必要なもの

対象金融機関のキャッシュカード（原則本人

名義に限る）、本人確認書類（運転免許証等）

対象金融機関

琉球銀行/沖縄銀行/沖縄海邦銀行/沖縄

県労働金庫/コザ信用金庫/ゆうちょ銀行

ー健康ー

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 ①１月２８日（金）　②2月２５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 	①１月２５日（火）②２月２１日（月）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

運動教室のご案内

スポーツクラブを２か月間、無料で利用で

きます。市の委託する施設を１つ選択し、マ

シンやプール等を使用し運動ができます。

そこでは、専門スタッフが運動プログラム

の提案を行います。またプログラム期間中

は市の保健師・管理栄養士が適宜、保健指

導を行います。先着順です。

日 	２月～３月末までの間、２か月間

場 	ガルフスポーツクラブ（豊見城市）、スカイ

スポーツ（那覇市）、ＮＢ沖縄（南風原町）

	 ※1つ選択

対 	本市に住民票があり、国民健康保険に加

入している40〜74歳の方で、令和3年

度の特定健診でメタボ・予備軍（または肥

満）、生活改善が必要と判定された方等

準 国民健康保険証

◆	申込み後にかかりつけ医に「事業参加の

確認書」（確認書は利用者の自己負担）を

作成していただきます。

◆	参加条件がありますので、詳しくはお問

い合わせください。

問 健康推進課　☎850-0215

１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 1月16日　午前

１歳６か月児健康診査 １月１３日、２月３日　午後

３歳児健康診査 1月14日、2月2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

集団健（検）診のお知らせ
（予約制・無料）

健診日 ２月２６日（土）

電話予約日 １月２６日・２７日

Web予約日 1月5日〜23日まで

場所 市役所

集団健（検）診Ｗｅｂ予約　▶▶▶▶

対 	本市在住の①国民健康保険

加入の２０歳～７４歳の方

	 ②生活保護受給の２０歳～７４歳の方

	 ③	国保以外の健康保険加入の２０歳～

３９歳で、学校職場等で健診を受ける

機会のない方

	 ④	７５歳以上の後期高齢者医療制度対象者

申 沖縄県健康づくり財団　☎889-6452

◆	健診受診時に、生後６か月から未就学児

の一時預かりを行います。

※	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。

問 健康推進課　☎850-0215

「健康スリム倶楽部」（生活習慣
病予防教室）受講生募集

案外知らない「正しい」知識や実践方法に

ついて、医師、管理栄養士、健康運動指導

士等がわかりやすく教えます。参加者には

健康管理センターでの食事付き。マスクを

着用しご参加ください。
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日 ２月１９日（土）　１０時～１４時

	 （食事：１0時～１3時	教室：１3時～１4時）

場 豊見城中央病院附属　健康管理センター

対 	２０歳～６４歳の市民※妊娠中の方や医

師から運動制限の指示のある方は対象外

期 ２月１０日（木）まで　定 1５人　参加 無料

◆	申込書は健康推進課で配布、または市

HPからダウンロード(電話でも申込可)

問 健康推進課　☎850-0162

　　　　　　　　　　 ＦＡＸ856-7046

ー暮らし・福祉ー

マイナンバーカードの
「休日・平日夜間交付」について

マイナンバーカード交付通知書が届いてい

る方で、平日の受け取りが難しい方は、下

記の日程にて交付窓口をご利用ください。

休　　日　（９時～１２時）

１月1５日（土）、２3日（日）、２９日（土）

平　　日　（18時～20時）

１月１３日（木）、２０日（木）、２７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

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

申請サポートを行っています
マイナンバーカードを作りたいけど、申請方

法が難しいと感じている市民の方に対し、市

民課の窓口にマイナンバーカードの申請を

お手伝いするコーナーを設置しました。職員

が顔写真を撮影して、申請まで代行します。

手続きはわずか２０分程度。必要な書類をお

持ちの上、市民課までお越しください。

①本人確認書類（A書類もしくはB書類）

A：	運転免許証、パスポートなどの顔写真つ

き本人確認書類　1点

B：	健康保険証、介護保険証、年金手帳、学

生証などの本人確認書類　2点

②	通知カードおよび住民基本台帳カード

（お持ちの方）※１５歳未満の方や成年後

見人については法定代理人が必ず同行

し、法定代理人の本人確認書類も提示く

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があり

ますので、申請に必要な“ID付の個人番号

カード申請書”を市民課に請求ください。本

人もしくは同世帯の方、委任状をお持ちの

方に交付します。

問 市民課　☎850-0103

自治会へ加入して
地域の繋がりを深めよう！

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。

問 協働のまち推進課　☎850-0159

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１会議室

日 １月２１日（金）　１4時～１７時

	 （約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

望に添えない場合があります。

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

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

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）

期 ２月２８日（月）まで　※必着

申 	申請書を市ＨＰより取得し、担当課窓口

または、郵送にて提出　※郵送を推奨

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

◆	申請書の郵送を希望される

場合は、下記までご連絡くだ

さい。詳細はQRコードを確

認ください。

問 こども応援課　☎850-６７７５
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マイナンバーカードは
受け取りましたか？

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

ー生活・環境・安全ー

浄化槽の清掃および
点検をしましょう

清掃　浄化槽を使用していると汚泥やスカ

ムがたまり、そのままにしておくと悪臭や機

能低下に繋がります。年１回以上清掃が必

要です。

【清掃（汲み取り）業者】

比嘉　健　　　　　　　　　	☎850-7087

赤嶺　英和　	　　　　　　	☎856-0514

山内　昌真　　　　　　　		☎856-1319

(有)リングキープ沖縄　☎850-9297

保守点検　年に３～４回以上必要です。

保守点検業者は沖縄県HPをご覧ください。

法定検査　指定検査機関

（公社）沖縄県環境整備協会　☎835-8833

豊見城市家庭系一般廃棄物
収集運搬業務の受託者　募集

業務内容　市内の家庭ごみ収集運搬業務

（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、危険ごみ

の収集運搬）

募集要項の配布期間

１月１１日（火）～２４日（月）	９時～１７時

（１２～１３時、土日・祝日除く）※郵送不可

申請受付期間

１月１７日（月）～２月４日（金）　９時～１７時

（１２～１３時、土日・祝日除く）※郵送不可

募集要項の配布・申請受付場所

生活環境課（市役所２階）

◆	資格要件等は募集要項で確認してくださ

い。選定方法や申請に必要な添付書類等

については、募集要項に記載しています。

問 生活環境課　☎850-5520

指定給水工事　事業者当番
（1月・2月）

▼宅地内修理当番（※宅地内修理は有料）

1月　日信工業（株）　　　			☎852-2022

2月　(有)東和技研　　　		 ☎851-1001

▼道路側修理当番

1月　（株）大盛建設工業　		☎856-2137

2月　(有)大設工業　	　　　☎856-0611

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

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

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

那覇広域都市計画の
変更について

那覇広域都市計画の変更を行ったのでお

知らせします。

【都市計画の種類および名称】

那覇広域都市計画用途地域の変更（豊崎地区）

※（仮称）豊崎中学校建設予定地の用途変更

【都市計画を定める土地の区域】

豊見城市字豊崎の一部

告示日　令和３年１１月１９日

◆詳細は市HPをご覧ください

問 都市計画課　☎850-5332

住まいの簡易診断・塩分分析
調査の募集

昭和５６年5月31日以前に着工された住宅

の耐震化を促進するため、沖縄県が住まい

の簡易診断と塩分分析調査の技術者の派

遣を行っています。条件がありますので、

詳しくはお問い合わせください。※先着順

事 業 名　	令和３年度簡易診断技術者派

遣等事業委託業務

募集期限　１月３１日(月)まで

募集件数　簡易診断+塩分分析調査　２５件

　　　　　　　塩分分析調査　5件

診 断 費　簡易診断+塩分調査14,300円(税込)

　　　　　　　塩分分析調査　3,300円(税込)

問 (特非)県建築設計サポートセンター	☎879-1020

	 沖縄県土木建築指導課　☎866-2413

水路にゴミや産業廃棄物を
捨てないでください

水路にゴミや産業廃棄物を捨てると下流

で堆積し、大雨時に増水や氾濫の危険を伴

うため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　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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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

豊見城警察署からのお知らせ

110番通報の適切な利用の促進

県内の110番有効受理件数は、年間約１５万

9,000件（令和元年中）におよび、事件事故

等各種事案の早期解決に大きく寄与してい

る。県警察では、110番通報制度の周知徹

底と適正な利用促進を図るため、昭和６１年

から１月１０日は「110番の日」と定め、県下

一斉に１１０番通報に関する広報を実施して

いる。今後も引き続き、広く県民に１１０番通

報制度の仕組み、利用方法等について広報

を行い、この制度への理解と協力を求め、そ

の適切な利用の促進を図るほか、急を要し

ない相談や要望等については、警察相談専

用電話「＃９１１０番」の利用を呼び掛ける。

緊急は１１０番、相談ダイヤル：＃9110

問 豊見城警察署　☎850-0110

ーイベント・募集ー

第２６回豊見城市生涯学習
フェスティバル　中止のお知らせ

市立中央公民館がワクチン接種の会場に

なるのため、生涯学習フェスティバルを中

止いたします。楽しみにされていた出演団

体並びに市民の方々には、何卒ご理解のほ

どよろしくお願いします。

問 生涯学習振興課　☎850-3280

第４６回豊見城市長杯
新春囲碁大会　中止のお知らせ

毎年１月に開催しています市長杯新春囲碁

大会は、新型コロナウイルス感染症感染拡

大予防のため、当面の間、開催を見合わせ

ます。昨年度に引き続き開催を見合わせる

ことになり、大変申し訳ありませんが、何卒

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

また、12月号に掲載を予定していました

が、誤りにより未掲載となってしまったこと

について、お詫びいたします。

問 生涯学習振興課　☎850-3280

豊見城市女性会
新春交流もちつき　開催のお知らせ

市内の小中学生を対象に無料でお餅や焼

豚、牛乳などを提供します。また、バルーン

ショーやマジックショーなど各種イベントも

予定していますのでご参加お願いします。

日 １月８日（土）　１０時～

場 市立中央公民館　交流広場

対 市内の小中学生および未就学児

■	小学校低学年までは、保護者同伴で参

加お願いします。

問 生涯学習振興課　☎850-3280

親子で学ぼうＳＤＧｓ
「もったいないから広がるＳＤＧｓ」

最近よく聞く『SDGｓ（エスディージーズ）』。

クイズ形式でSDGｓについて学んだ後に、

ＳＤＧｓボードゲームを使いながら、実際の

取り組み事例や考え方などを楽しく学んで

いきます。参加は無料です。

日 １月３０日（日）　１０時～１２時

場 市役所４階　第１会議室

定 ２０組（先着順）

対 市内在住の小学生親子

講師 大塚　義也氏

申 	１月１２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　☎850-3280

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 1月18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 1月17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 １月６日(木)から（先着順）

準 ヨガマットなど　参加費 100円

▶ママのための骨盤調整

日 1月１９日(水)　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　５組

申 １月7日(金)から（先着順）

準 汗拭きタオルなど

▶ベビーセラピー

日 １月２１日(金)　１０時～１１時３０分

場 子育て支援センターぐっぴー

対 ０歳～1歳半頃の親子　６組

申 １月１２日(水)から（先着順）

準 バスタオルなど

▶親子リトミック

日 １月２4日(月)　１０時３０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 １月１４日(金)から（先着順）

準 汗拭きタオルなど　参加費 １００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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おうちで始める絵本の読み聞かせ♪
受講料　無料

おうちで読み聞かせをしてみませんか？ど

んな本を選んで、どのように読んだらいい

かわからない。というようなお父さん、お母

さん、祖父母の皆さんどなたでも気軽にご

参加ください。楽しく読み聞かせの方法を

学んで、子育てに活かしてみましょう。

日 ２月６日（日）　１０時３０分～１２時

場 市立中央公民館　講師 真玉橋　美奈子氏

対 市民　15組（子連れ可）

申 	１月１２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　☎850-3280

適職発見フェア　ハイブリッド合説
（就職説明・面接会）　事前予約制

特別な資格や経験がなくても応募可能な、

求人企業が集まる就職説明・面接会。応募

前の職場見学も可能。同じ日に「会場」「オ

ンライン」の両方で説明会を開催！あなた

の状況にあった方法で参加できます！

日 １月18日（火）

	 １3時～17時（受付：12時３０分より随時）

場 	沖縄コンベンションセンター、オンライン

同時開催

対 すべての求職者（一般求職者

	 ・令和４年３月卒予定学生）

◆巡回マッチングで検索！

問 適職発見プロジェクト事務局　☎860-8900

ー子育て・教育ー

市ファミリーサポートセンター

「子育てサポーター養成講座」受講者募集

子育てサポーター（有償ボランティア）を養

成するための養成講座を開催します。今回

全日程を受講できなかった方は、残りの分

を次回の講座で受講可能です。

日 	２月２４・２８日・３月３・９・１１・１６・１８・

２３・２５日　９時～１２時３０分

場 市役所　受講料 無料

対 市内在住の２０歳以上の方

申 担当課へ電話または窓口申込み

内 	子どもの世話、子どもの栄養と食生活、

子どもの発達と関わり方など

■	子育てサポーターの活動とは、子どもの

預かりや保育園、習い事の送

迎など

■詳細は市HPをご覧ください。

問 子育て支援課　☎850-０１４３

ーご芳志ー
市社会福祉協議会へ

上原ハツ子さまより、故・夫・義廣さまの香

典返しとして５万円

市育英会へ

豊見城電友会さまより市育英会へ２０万円

豊見城市へ

チュラコス（株）さまよりボタニカル消臭・除

菌ウォーター240セットの寄付がありまし

た。妊娠届を提出した妊婦の方へ子育て支

援課をとおして提供しています。

会計年度任用職員募集

職����種 任用期間 勤務時間 勤務場所 報酬額等 資格等 申込方法 担当課

休憩保育士

随時

12時～15時（週休2日）

座安保育所

日額3,786円

保育士資格
履歴書、資格等を

担当課

または人事課へ

提出

座安保育所

☎850-4382
保育士

月～土のうち５日勤務

７時１５分～１８時３０分

（内７時間のシフト勤務）

日額9,149円

調理師
令和４年

３月３１日

まで

８時～１５時４５分（週休２日） 日額7,168円 調理師免許資格

保育ヘルパー ８時３０分～１６時３０分 上田こども園 日額7,168円

幼稚園教諭免許・

保育士資格

※資格なしでも可

上田こども園

☎850-7876

社会教育

指導員

令和４年

４月１日

から

月～金のうち３日勤務

９時～１６時

（土日・祝日勤務あり）

市立

中央公民館

※	詳細は1月21日（金）に市HPへ掲載しますので、ご確認く

ださい。

生涯学習振興課

☎850-3280

「事業系」および「直接搬入」

ごみ処理手数料の値上げについて

南部広域行政組合が管理運営している

ごみ処理施設では、搬入ごみの増加に

より処理にかかる経費も年々増加して

いることから、経費負担軽減と増大する

ごみの発生抑制を図るため、令和４年４

月１日から、事業系および直接搬入一般

廃棄物ごみ処理手数料を下記のとおり

値上げ改定します。なお、収集運搬を許

可業者に委託されている事業者の具体

的な契約内容については、契約先の許

可業者へご確認ください。

処理手数料

値上げ前 値上げ後

令和４年３月３１日まで

１０キログラム当たり

６０円

令和４年４月１日から

１０キログラム当たり

１００円

対象施設

糸豊環境美化センター　

糸満市字束里74-1番地

☎997-3078
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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11月末日 先月比

-9人
-5人
-4人
+9世帯

65,933人
32,395人
33,538人
27,675世帯

1
2022

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
53.6㎏

直近１２ヵ月平均
360.8㎏

約51.8㎏ 約500㎏
11 月11

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。

-1.8㎏
139.2

㎏

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

9 旧12.7 10 旧12.8 11 旧12.9 12 旧12.1013 旧12.11 14 旧12.12 15 旧12.13

旧12.14 1716 旧12.15 18 旧12.16 19 旧12.17 20 旧12.18 21 旧12.19 22 旧12.20

旧12.21 2423 旧12.22 25 旧12.23 26 旧12.24 27 旧12.25 28 旧12.26 29 旧12.27

旧12.28 3130 旧12.29 旧1.1 2 旧1.2 3 旧1.3 4 旧1.4 5 旧1.5

家庭の日・
ファミリー読書の日
乳児検診予約制
（市役所２階保健センター）
９時30分～11時

消費生活相談
(市役所2階第３相談室）
10時～12時/13時～16時

消費生活相談
(市役所2階第３相談室）
10時～12時/13時～16時

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

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

司法書士相談
（市役所2階第1会議室）
9時～12時※要予約

成人の日

住民税（普徴)4期納期限

司法書士相談
（市役所2階第1会議室）
9時～12時※要予約

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

離乳食教室
（市立中央公民館）
13時30分～14時45分
国民健康保険課
夜間窓口
17時15分～20時

1歳6か月児健診予約制
（市役所２階保健センター）
13時～15時

3歳児健診予約制
（市役所２階保健センター）
13時～15時

少年を守る日

2/1

弁護士相談
（市役所2階第1会議室）
9時～12時※要予約

弁護士相談
（市役所2階第1会議室）
9時～12時※要予約
3歳児健診予約制
（市役所２階保健センター）
13時～15時

1歳6か月児健診予約制
（市役所２階保健センター）
13時～15時

弁護士相談
（市役所2階第1会議室）
13時～16時※要予約

おきなわ地域教育の日

■区別ごみ出しカレンダー
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 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

第1・第３火曜日

水曜日 土曜日

Ｃ地区 豊見城（県道7号線西側）、宜保、我那覇、名嘉地、田頭、瀬長、
与根、伊良波、座安、渡橋名の一部、上田（市道25号線西側）

水・土曜日 第1・第３月曜日 月曜日 木曜日

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、沖縄道路メンテナンス０９８-８５０-１０１０（市役所では受け付けておりません。）

1月3日は休み

1月1日は休み 1月3日は休み 1月3日は休み

1月1日は休み




