
新型コロナウイルスの影響により、掲載した内容が変更されることがあります。

ＬＩＮＥ登録は
　　　こちら▶

広報 とみぐすく
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豊見城市は令和4年4月1日で市制施行20周年を迎えました

夏はじまります。
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対　象　者 2回目接種を完了した12歳以上のすべての住民

使用ワクチン
ファイザー社オミクロン株対応２価ワクチン「BA.1」（12歳以上が対象）
ファイザー社オミクロン株対応ワクチン「BA.４-５」（12歳以上が対象）
モデルナ社オミクロン株対応２価ワクチン「BA.1」（18歳以上が対象）
※ワクチンは、ファイザー社オミクロン株対応ワクチン「BA.4-5」を先に使用します。

オミクロン株対応ワクチン接種について
新型コロナオミクロン株対応ワクチンについては、従来株とオミクロン株「BA.1」に対応した「2価ワクチン」に加え「BA.4-5」に対応したワクチンが、
新たに国の専門家部会において承認されました。新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、オミクロン株対応ワクチンの接種を実施します。

接 種 間 隔 最終接種(2回目・3回目・4回目)を完了した日から３か月以上（１人1回接種）
※当初は5か月としていましたが、令和4年10月21日以降、3か月に短縮されました。

対　象　者 2回目接種を完了した５歳から11歳の住民

使用ワクチン ファイザー社製ワクチン(コミナティ筋注５歳～11歳用)
接 種 間 隔 2回目接種を完了した日から５か月以上（1人1回接種）

接種券の発送時期および接種時期について

接種券の発送時期および接種時期について
接種が可能となる時期に合わせ、順次接種券を送付します。
接種は、受入可能な市内医療機関において10月上旬から開始しています。

接種方法について
個別接種（市内医療機関）で実施します。沖縄県市町村広域接種医療機関でも接種が可能です。
詳しくは、市ホームページをご確認ください。

保護者の立ち合いについて
小児（5歳から11歳）の接種には、保護者の同意と立ち合いが必要です。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

接種方法について
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。
集団接種は、MEGAドン・キホーテ豊見城店3階（字翁長・旧市役所）で実施します。

新型コロナワクチンについては、オミクロン株の流行下において小児の重症者数が増加傾向にあること、初回接種（1・2回目接種）によ
る発症予防効果が時間の経過とともに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、小児５歳から11
歳の追加接種（３回目接種）を実施します。

ワクチン接種・接種券の発行・接種証明書
等に関してのお問い合わせ

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30分～17時（土日・祝日除く）

初回接種
（１・２回目）
１２歳以上の方

小児５歳から１１歳の追加接種(３回目接種)について

オミクロン株
ワクチン
について

小児5～11歳
（3回目）
について

小児5～11歳
（1・2回目）
について

新型コロナウイルス

新型コロナウイルス

3回目接種対象者（12歳以上）で未接種の方および4回目接種対象者の60歳以上等（基礎疾患を有する方等および医療従事者等
で既に接種券申請済みの方含む）は、既に送付されている未使用の接種券（予診票）で接種が可能です。改めて接種券の送付は
行いません。（接種券を紛失された方は申請が必要です。）
上記以外の12歳以上の方は、接種が可能となる時期に合わせ、順次接種券（予診票）を送付します。

フォスタリングマークは、
里親普及のためのシンボルマークです。
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養育に必要な費用が支給されます 里親制度について知りたい

里親になりたい
お近くの児童相談所にお問い合わせください。

児童相談所
相談専用ダイヤル
インターネット 全国児童相談所一覧

厚生労働省 里親制度 日本ファミリーホーム協議会全国里親会

朝日新聞デジタル 特設サイト「広げよう『里親』の輪」 
https://globe.asahi.com/globe/extra/satooyanowa/index.html
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里親手当

子どもを育てるために必要な生活費、教育費、医療費などが支給されるので、安心して養育できます。

※その他、教育費や医療費、
　防災対策費なども
　支給されます。

●１人あたり 9万円／月 生 活 費
●乳児　　　約6万円／月
●乳児以外　約5万2千円／月

♥ 養育里親
18歳未満の子どもを、家庭に戻るまでの間や自立する
までの間、養育します。期間は1年以内の短期の場合も
あれば、それ以上の長期の場合もあります。

♥ 季節・週末里親
週末や長期休暇などに、数日から1週間ほど子どもを養育
します。平日は子どもとの時間が取れない人や、最初から
長期で養育するのが不安な人などに向いています。

♥ 養子縁組里親
養子縁組を結ぶことが前提です。養子縁組
が成立するまでの間、里親として一緒に生
活します。

さまざまな迎え入れ方があります

※養育里親の場合。
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令和３年度　決算に基づく健全化判断比率等について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和３年度決算に基づく健全化判断比率等を次のとおり公表します。

（※１）実質赤字比率および連結実質赤字比率については、収支がプラス
　　　となるため算出されません。
　
（※２）資金不足比率については、資金不足がないため算出されません。

▶実質赤字比率
　標準財政規模（毎年安定して得ることのできる収入）
に対して、一般会計等の赤字がどれぐらいあるか示
したもの。

▶連結実質赤字比率
　標準財政規模に対して、一般会計等だけではなく、
全ての会計（水道事業、国民健康保険事業など）
の赤字がどれぐらいあるか示したもの。

▶実質公債費比率
　標準財政規模に対して、１年間の一般会計等の借金
返済額がどれぐらいあるか示したもの。

▶将来負担比率
　標準財政規模に対して、一般会計等の将来的に返済
していく借金がどれぐらいあるか示したもの。

▶資金不足比率
　公営企業会計（水道事業、下水道事業など）の事
業収入に対して、資金不足がどれぐらいあるか示し
たもの。

▶早期健全化基準（イエローカード）
　財政状況が悪化し、この基準を上回ると早期に改善
が必要であり、財政健全化計画を策定し健全化を行
います。

▶財政再生基準（レッドカード）
　さらに財政状況が悪化すると、国等の管理の下、財
政再生計画を策定することとなり、自主的な財政運
営ができなくなります。

総　括
令和３年度決算に基づく豊見城市の「健全化判断比率」および「資金不足比率」は、すべての指標において「早期健全化基準」
および「経営健全化基準」を下回っています。今後も、健全な財政運営に努めてまいります。

用 語 説 明

実質公債費比率

将来負担比率
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資金不足比率 ※2
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豊見城市市制施行 20 周年の節目の年に、本市の自然に思いを巡らし郷土愛を育むとと
もに、本市が未来に羽ばたくシンボルとして「豊見城市の鳥」を制定します。
詳細につきましては、右記の QR コードまたは市ホームページでご確認の上、アンケート
にご回答ください。

■対象者
　豊見城市に関心のある方どなたでも

■回答方法
　候補種から1種類を選び、①②いずれかの方法で
　ご回答ください。
　①市ホームページまたはQRコードからアクセス
　②公共施設に設置した回収箱への投函
　　※回答は１人１回、１種類までです。
　　※同一端末からの回答は１回までです。

■アンケート実施期間
　11月 30日（水）まで

■回収箱設置場所　
　回答用紙も下記で配布しています。
　・市役所１階 市民交流スペース
　・漫湖水鳥・湿地センター
　・市立中央公民館
　・市立中央図書館

市の鳥候補種はこちら！

岩場や磯などの環境を好むが、沖縄県は
コンクリート住宅が多いことから、市内
の市街地にも分布を拡大している。都市
鳥ともいわれているため、本市の発展す
る都市をイメージできる鳥。

沖縄県全域の水辺で生息し、本市でも
ほとんどの河川や漫湖、三角池などで観
察される。「清流の宝石」とも称され、
本市のきれいな水辺・自然豊かなまちを
イメージできる鳥。

イソヒヨドリ
（しまくとぅば：イシスーサーなど）　

カワセミ
（しまくとぅば：カーラカンジューなど）　

ラムサール条約登録湿地の漫湖、三角池、豊崎
干潟で越冬する姿が毎年見られ、本市は重要
な飛来地となっている。渡り鳥であり希少種で
もある本種は、本市のグローバルな交流、湿地
や干潟など自然豊かなまちをイメージできる鳥。

本市の三角池で毎年越冬している。ピン
クの細長い脚が鮮やかで、水中で採餌
する姿が美しく、「水辺のバレリーナ」の
愛称で親しまれており、本市の干潟にお
ける豊かな水辺環境をイメージできる鳥。

クロツラヘラサギ セイタカシギ

本市では、海軍壕公園などの小高い森林公園
や市街地・宅地の街路樹に生息している。豊
見城城址や平良グスクなどの緑地帯の保全と
歴史文化資源の活用のバランスがとれた、本
市の花と緑の多いまちをイメージできる鳥。

全国で繁殖分布するが、県内には冬鳥として
飛来し、ラムサール条約登録湿地の漫湖や海
岸域でよく見られる。停空飛翔を行い水中に
ダイブして魚を捕らえるため、本市の水辺の
自然環境を守ることをイメージできる鳥。

ツミ ミサゴ　

国内では奄美、琉球諸島にのみ生息す
る希少種であり、本市のサトウキビ畑な
どの農地や草地に生息している。本市の
自然や農業をイメージできる鳥。

全国に広く分布し、本市でも市内全域に
生息し、街路樹や公園の林、宅地の庭
木などでも営巣する。本市の自然と都市
が調和したまちをイメージできる鳥。

ミフウズラ
（しまくとぅば：ウジラーなど）　

メジロ
（しまくとぅば：ソーミナーなど）　

※五十音順
※写真提供：沖縄野鳥の会、漫湖水鳥・湿地センター

と　み　ぐ　す　く　し
みんなで選ぼう！みんなで選ぼう！みんなで選ぼう！

「豊見城市の　」

【問い合わせ】　企画調整課　☎850-0364

回答はこちらから！

鳥鳥鳥
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デジタル推進課　☎850-0246

マイナンバーカードの
休日・平日夜間における交付窓口開設

マイナポイントの申込支援を実施中です！マイナポイントの申込支援を実施中です！

マイナンバーカードの休日交付および平日夜間交付を
下記のとおり実施します。
マイナンバーカード交付通知書（はがき）が届いてい
る方で、平日（日中）の受け取りが難しい場合は、事
前に電話予約の上、下記日程の交付窓口をご利用くだ
さい。
　
【11月の交付日】
　　休　　日：11月 19日（土）、11月 27日（日）
　　　　　　　 9時～ 12時
　　平日夜間：11月 10日（木）18時～ 20時
【交 付 場 所】　市民課　窓口（市役所1階）
【事前予約先】　市民課　☎850-0103
　　　　　　　（平日の８時30分～ 17時 15分まで）
　
※受け取りの際は、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をお持ちください。
※必ず電話での事前予約が必要です。

マイナポイント第2弾では、令和4年12月末までにマイナン
バーカード作成申込を行った方が令和5年2月末までにポ
イントの申し込みを行うと、キャッシュレスでのお買い物に
使用できるマイナポイントが最大20,000円分付与されま
す。（カード新規取得で5,000円分、健康保険証としての利
用申し込み、公金受取口座の登録を行った場合にそれぞれ
7,500円分を付与）
本市の申込支援は次のとおり実施中です。
　
【受付日時】　（平日）8時30分～17時15分まで
【受付場所】　市民課窓口（市役所1階）
【対 象 者】
マイナンバーカードを取得された方で、
マイナポイントを申し込んでいない方
　
【準 備 物】
 ・ マイナンバーカード（交付時に設定した
　 数字４桁のパスワードも必要）
 ・ 決済サービスのカードやアプリ
【公金受取口座の登録を行う方のみ】
 ・ 本人名義の金融機関の情報（金融機関名・支店・口座番号等）

市民課からのお知らせ市民課からのお知らせ市民課からのお知らせ

▶マイナポイントのことならマイナンバー総合フリーダイヤルまで
☎0120-95-0178（ダイヤルの「5番」選択）

マイナンバーカードの休日における
申請サポート窓口の開設

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の平日（日中）の申請サポートを
利用することが難しい方は、事前に電話予約の上、下
記日程の申請サポート窓口をご
利用ください。市民課窓口で職
員が顔写真を撮影して、申請ま
で代行（申請サポート）します。
　
【11月の実施日（休日）】
　　　11月 6日（日）、11月 12日（土）9時～ 12時
【場　　　所】　市民課窓口（市役所1階）
【対　象　者】　豊見城市内に住所を有する方で、前日ま
　　　　　　　でに事前に電話予約済みの方
【事前予約先】　市民課　☎850-0103
　　　　　　　（平日の８時30分～17時 15分まで）
　
【必要な書類】
　（1）本人確認書類（A書類1点もしくは B書類 2点）
　　　A 運転免許証、パスポート、障害者手帳（顔写
　　　　真付き）等
　　　B 健康保険証、介護保険者証、年金手帳、学生
　　　　証等
　（2）通知カードまたは住民基本台帳カード（お持ちの方）
　（3）マイナンバーカード交付通知書（はがき）
　
※（2）の通知カードを返納し、（1）の本人確認書類を確
認できた場合に限り、出来上がったマイナンバーカー
ドを本人限定郵便で郵送することができます。
※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
の個人番号カード申請書」を市民課に請求ください。

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（はがき）がご自宅へ届いた場合は、交付
通知書に記載されている期限までに、市民課窓口（市
役所 1 階）でマイナンバーカードの受け取りをお願い
します。

証明書コンビニ交付サービスのお知らせ
豊見城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。サービス詳細はこちら▶▶ 市HP

マイナポイント
第２弾

9/23

9/15 ～個人住民税徴収強化に向けて～
沖縄県税職員へ併任辞令交付

9/20 秋の全国交通安全運動出発式

　個人住民税や地方税の収入確保を図るとともに市納税職
員の徴収技術の向上を目的に、那覇県税事務所の職員４名が
併任辞令の交付を受けました。
　併任期間である令和４年７月１日から令和５年３月31日ま
で、　豊見城市の市税徴収業務に従事します。

デフバレーボールナショナルチーム
合宿歓迎式

　令和４年９月23日から９月25日の期間、豊見城市民体育館
において、デフバレーボールナショナルチームが強化合宿を行
いました。合宿初日には歓迎式が開催され、山川市長による歓
迎の挨拶が行われました。

　秋の全国交通安全運動の実施に伴い、市役所において出
発式を開催しました。出発式では南部農林高等学校の生徒に
よる余興（作文・クイズ・ウエイトリフティング）も実施され、交
通安全に対する意識の高揚が図られました。  

9/30
9/24 俳優の尚玄さんが豊見城市観光

大使に就任しました
市振興計画審議会および市まち・
ひと・しごと創生審議会　答申

　豊見城市振興計画審議会および豊見城市まち・ひと・しごと
創生審議会（島田勝也会長）は、「第5次豊見城市総合計画（前
期基本計画）および第2期豊見城市まち・ひと・しごと創生総合
戦略に係る施策評価」および「企業版ふるさと納税の効果検
証」について答申を行いました。 

　豊見城市立中央公民館において、豊見城市観光大使就任
委嘱状交付式が執り行われ、本市出身で俳優として活躍され
ている尚玄さんが、豊見城市観光大使へ就任しました。尚玄さ
んは、就任挨拶の中で「観光大使という素晴らしい機会を頂
き、大変光栄に思う。今後は豊見城市の若い方々に少しでも
夢を与えることができたらと考えているので、今後とも交流さ
せてもらいたい」と話しました。 

8/26 表敬訪問：剛柔流琉翔会 
伊佐成喜道場門下生 大会受賞報告

　令和4年8月に開催された第1回沖縄空手少年少女世界大会
において優勝した伊佐李一さん（少年少女Ⅲ/小5～6年）、準優
勝した稲嶺朱桜さん（少年少女Ⅰ/小１～２年）、3位入賞した照
屋夏美さん（少年少女Ⅱ/小３～４年）、第2回沖縄空手世界大会
において3位入賞した宮平秀男さん（型シニアの男子/60歳以
上）が、山川市長と瀬長教育長へ受賞報告を行いました。
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歴史講演会「デジタルでよみがえる真玉橋とその歴史
（真玉橋架橋500周年記念・市制20周年記念）」開催のお知らせ

11 月 27 日（日）までの期間開催される国民文化祭（美
ら島おきなわ文化祭 2022）。「響（とよ）むまち・豊見城
　川柳の祭典」の機運を盛り上げるため「広報とみぐすく
川柳」を実施してきました。皆さんのご応募、誠にありが
とうございました。
【選　者】　大田　かつら氏
　　　　　（琉球新報「新報川柳」選者・沖縄県川柳協会理事）
▶最終回のお題「ウチナー」　応募数21句　
　　優秀作品は次のとおりです。おめでとうございます。

【お詫び】
広報 7 月号および 9 月号に掲載した優秀作品において、氏名の
姓に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
（誤）宮城　建一さん　　（正）宮成　建一さん

1972 年～ 2022 年の日本復帰から現在まで、豊
見城村・豊見城市がたどった50年の歴史を、年表・
写真・資料でふりかえります。

【日　時】　
　11月 1日 ( 火 ) ～ 12月 28日 ( 水 )
　9時～ 17時　
　※期間中は月曜日も開室します。
　※11月 23日 ( 水 ) 勤労感謝の日は休室です。
　※12～ 13 時は閉室、入室は閉室の１５分前まで
　　です。

【場　所】　
豊見城市歴史民俗資料展示室
（豊見城市立中央図書館１階）

【入室料】　無料

復帰50周年記念企画展Ⅱ
「復帰後・とみぐすく
～わたしたちの郷土、50年の歩み」

広報とみぐすく川柳
ご応募ありがとうございました！

文化課　☎856-3671

文化課　☎856-3671
美ら島おきなわ文化祭豊見城市実行委員会事務局

☎856-3671

今年は 1522 年に真玉橋が架けられて 500 年、市制 20 周
年の記念の年となります。この機会に地域の歴史を広く知って
いただくため、琉球歴史家の上里隆史先生を講師に歴史講演
会を開催します。
琉球第一の名橋と呼ばれた真玉橋でしたが、沖縄戦で破壊さ
れ往時の姿を見ることは叶いません。今回、デジタル技術を用
いて戦前の真玉橋と集落復元を行っています。デジタル復元さ
れた真玉橋をお披露目し、真玉橋と琉球史についてご講演い
ただきます。
この機会に地域の重要な歴史資産である真玉橋を中心に琉球
史の世界にふれてみませんか。多くの皆さまのご来場をお待ち
しています。
　
【日　時】　１１月１３日（日）　　１４時～１６時
【場　所】　豊見城市立中央公民館　大ホール
【入場料】　無料
【定　員】　300名　※当日受付先着順

待ち合わせ　ウチナータイム　日が暮れる　　
　　　　　　　　　　　　　（字豊崎在住　　宮成　建一さん）
ウチナーぬ　歌さんしんや　いちまでぃん　　
　　　　　　　　　　　　　（字上田在住　　座安　正志さん）
芭蕉布の　歌がウチナー　醸し出す　　　　　
　　　　　　　　　　　　　（字我那覇在住　比嘉　啓子さん）
老いてなお　チムドンドンで　ヒヤサッサ　　
　　　　　　　　　　　　　（字豊見城在住　 下地　順子さん）
胸を張り　言います私　ウチナンチュ　　　　
　　　　　　　　　　　　　（字宜保在住　　大嶺　優子さん）

その他、現在42サークルの会員が趣味や体力・仲間づくりと
して活動しています。一覧は市HPからご確認ください。
詳しくは中央公民館までお問い合わせください。

　任期満了に伴う豊見城市長選挙が 10 月 2 日（日）告示、10 月 9 日（日）
に行われ、即日開票されました。
　豊見城市長選挙には、3名が立候補。市内8か所に設けられた投票所では、
市民らが “これからの豊見城” を託すリーダーとして各候補者へ貴重な 1 票
を投じました。開票は市立中央公民館で即日行われ、德元次人氏（41歳）が、
山川仁氏や辻内岳晴氏を抑え、初当選を果たしました。

　10 月 12 日（水）には、当選証書付与式
が市役所で行われ、支持者が見守る中、砂
川洋一委員長（市選挙管理委員会）から德
元次人氏へ当選証書が手渡されました。
　德元次人氏は、11 月 8 日（火）から豊
見城市長に就任します。

■一般講座のご案内 ※申込受付：中央公民館の窓口または電話　　※定員に達し次第、募集を締め切ります。

教 室 名 日　時対　象 準　備受講料定　員場　所 申込受付開始

12月4日（日）
10時～11時30分

一般市民
※市内在住、
　在勤、在学
（親子参加可）

一般市民
※市内在住、
　　在勤、在学　

市内在住親子
※幼稚園～
　小学生

市内在住親子
※小学生

市内在住親子
※小学生

一般市民
※市内在住、
　在勤、在学

12月6日(火)～8日(木)
3回講座

1３時30分～1６時

12月3日（土）
14時～15時30分

12月11日（日）
9時30分～12時

12月11日（日）
9時30分～12時

12月21日（水）
1０時～12時

中央公民館
調理室

11月15日(火)
から

11月15日(火)
から

11月15日(火)
から

11月15日(火)
から

11月15日(火)
から

11月15日(火)
から

中央公民館
1階会議室

中央公民館
和室

中央公民館
中ホール

中央公民館
第２研修室

南部農林高校
生活デザイン科

10組

20名

15名

10組

10組

10組

材料費
1500円

（当日徴収）

材料費
1000円

（当日徴収）

無料

無料

無料

無料

筆記具
飲み物

筆記具
飲み物

筆記具
飲み物

筆記具
飲み物

飲み物

飲み物

お花の講座
（アロマワックスバー）
（講師：安谷屋真里氏）

■サークル会員募集！
サークル名 日　時

和紙ちぎり絵サークル①

②

毎週火曜日
10時～ 12時

琉球舞踊「友舞の会」 毎週木曜日
14時～ 16時

50代からのスマホ講座
（大人気のスマホ講座）

親子読み聞かせ講座
※子どものみの参加不可

親子手芸講座
※子どものみの参加不可

南部農林で学ぶ園芸講座
（南部農林高校に現地集合となります）

親子ドローン
プログラミング講座
※子どものみの参加不可

市立中央公民館だより
公民館でのイベントやお知らせなどをお届けします

火曜日～日曜日
（月曜は定休日）
9時～ 22時

市立中央公民館
☎850-3280
平日 8時 30分～
17時 15分

お問い合わせ 開 館 時 間

豊見城市長選挙　德元  次人 氏が 初当選
とく もと　  つぐ  と

豊見城市長選挙
当日有権者数

総数 49,888人（投票率 49.72％）

投票総数
24,802票
候補者氏名

1

2

3

德元　次人

山川　仁

辻内　岳晴

13,335票

10,535票

668票

令和4年10月9日執行
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下記のイベント会場は、全て市立中央図書館

図書館行事 インターネット申し込み　▶▶▶

イベント
豊見城の歴史

「記録、報道、証言から見る
戦後・とみぐすく」
（講師：嘉数　聡氏）

おはなし会

①

②

③

④

1２月１１日（日）
14時３０分～１５時３０分

11月12日（土）　、27日（日）
　14時30分～（約30分）

定員30名
（市内外問わない）

３歳～小学生

おひざにだっこ 11月30日（水）　
１４時３０分～（約２０分）

0～ 2歳
（保護者含む）

大人上映会
「えんどうの花」

11月20日（日）
１４時３０分～（約90分） 定員30名

対　象日　時

「秋の読書月間」実施中！

市立中央図書館だより
図書館でのイベントや

お知らせなどをお届けします

休館日のお知らせ
11月

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

▼▼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

12月

17日：館内整理日　23日：勤労感謝の日
※3日：文化の日は開館します！

28日：館内整理日　29～31日：年末休

※①～④いずれもインターネットまたは窓口で申し込み（先着順）、電話受付不可です。
　（申込開始）　①11月25日(金)10時　　④11月4日(金)10時

10月27日（木）～11月9日（水）は「秋の読書週間」です。それを踏まえ、当館では
「秋の読書月間」を実施します。読書月間の期間中は、図書館資料の貸出数上限を
10冊→15冊に引き上げ、資料展示「welcomeな思いを世界に広げよう  とみぐ
すく」を行います。
読書月間の期間　　10月20日（木）～11月20日（日）

宝くじ助成金（コミュニティ助成事業）は、宝くじの社会
貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に実
施されている事業です。今年度、宜保自治会が宝くじ助
成金を活用し、宜保公民館へ会議用テーブル、花台、演
台等を設置しました。宜保自治会の今後のより充実した
活動が期待されます。

宝くじ助成金を活用して、
より充実したコミュニティ活動へ！

ー 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。ー

■令和４年度豊見城市卓球大会　結果■令和４年度豊見城市卓球大会　結果

■令和４年度豊見城市ボウリング大会　結果■令和４年度豊見城市ボウリング大会　結果

令和4年度豊見城市民体育館　アスリート育成食育セミナー

９月１１日（日）、豊見城
市民体育館において「令
和 4 年度豊見城市卓球
大会」が開催されました。

９月２５日 ( 日 )、スカイレーンにおいて「豊見城市ボウリ
ング大会」が開催されました。

健康な心と身体を手に入れる、育ち盛りの子どもにとって大事な食育知識を学びましょう！
日本を代表するトップアスリートも実践する栄養・運動・休養の方法を教えます。

広報とみぐすく令和４年10月号（No.679）の P3に掲載しました「豊見城市 市制施行20周年記念式典」の記事の
「20周年記念特別表彰者」における「表彰部門名」に誤りがありましたので、下記のとおり訂正してお詫びいたします。
　　　　　　　　　　（正）　地方自治部門（10名）・社会福祉部門（54名）・一般篤行部門（10名）
　　　　　　　　　（誤）　地方自治部門（10名）・社会福祉部門（54名）・地方自治部門（10名）

【日　程】　令和４年11月23日（祝・水）　13時～14時30分
【場　所】　豊見城市民体育館　サブアリーナ
【対　象】　小学生～中学生の親子
【定　員】　親子30組　（先着順） ※親１名に対し子２名まで
【講　師】　味の素株式会社
【受講料】　１組／500円

【申し込み】　市民体育館窓口で 11月６日（日）から受付
　　　　　　開始　９時～22時まで（火曜休館）
【 準 備 物 】　運動着、飲み物
※体調が優れない場合は参加できません（当日受付時に確認します）。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により開催を中止する場合が
　あります。

■令和４年度沖縄県民体育大会
　ソフトテニス競技豊見城市代表選考会
■令和４年度沖縄県民体育大会
　ソフトテニス競技豊見城市代表選考会
８月 28 日（日）、豊見
城市総合公園庭球場に
おいて「令和４年度沖縄
県民体育大会ソフトテニ
ス競技豊見城市代表選
考会」が開催されました。

sports

優勝

２位

３位

４位

５位

６位

玉城孝志

肥後達司

上原道　

喜屋武誠

新里哲也

伊敷義則

2274点

2115点

2051点

2024点

２０１５点

１９７８点

一般優勝

３０代優勝

４０代優勝

６０代優勝

佐久川政哉

金城　努

金城智哉

米蔵　守

男子の部 一般男子

成年男子

壮年男子

一般女子

成年女子

細川忠明　金城昌吾

細川邦昭　宮城和博

與那嶺美幸

細川啓子　名嘉秋子

山内昌士　金城達也　玉城彰大
神後佳汰　名嘉拓哉

内定選手

一般優勝

50代優勝

60代優勝

中・高校生優勝

平良璃美

喜久山一子

玉城恵美子

前田陽菜乃

女子の部

市民体育館　☎850-1550

【お詫び】
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生活環境課　☎850-5520　

家庭からでる燃やせるごみのうち、約3割は生ごみと言われていま
す。ごみの減量化・資源化を推進するため、ダンボールを利用した生
ごみ堆肥化講習会を開催します。

▶日　　時　11月19日（土）　10時から（1時間程度）
　　　　　　12月17日（土）　10時から（1時間程度）
　
▶場　　所　市役所3階　第1会議室A、B
▶対 象 者　豊見城市在住で、両日参加可能な方
 　（初めての方を優先します）
　
▶募集人員　20名（※定員に達し次第受付を締切）
▶受付方法　生活環境課窓口で受付（市役所2階）
▶受付期間　11月9日（水）～11月15日（火）

■参加者を対象に、堆肥化に必要な基材を
プレゼントします。1日目の講座に参加さ
れる方は2日目の講座にもご参加くださ
い。実際に使用した後の堆肥・処理経過な
どを観察します。

ダンボールコンポスト講習会の開催

Tomigusuku Information 募集・お知らせ

令和５年度に進学予定の方を対象に、以下のとおり募集を
行います。
▶日　時　令和５年３月１６日（木）まで
　　　　　※土日、国民の祝日、１２月２９日～１月３日除く
▶受　付　教育総務課（市役所４階）
▶対象者　令和５年度に進学予定で、経済的理由により
　　　　　修学困難な方 

■他の育英機関から同様の援助を受けていないこと等、要
　件があります。詳しくは募集要項をご確認ください。
■申請書類等は、教育総務課窓口で取得するか、市ホーム
　ページからダウンロードしてください。

国による経済対策の一環として、電気・ガス・食料品等の価
格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい
住民税非課税世帯等に対し、１世帯あたり５万円の現金を給
付します。

▶対 象 者　
①令和４年度住民税非課税世帯
　※順次、対象世帯へ確認書を送付しています。

②家計急変世帯
　（令和４年１月から１２月までの間に予期せず家計が急変
　し収入の減少がある世帯）
　※申請が必要です。申請書が必要な方はコールセンター
　　までご連絡ください。郵送します。 

▶申請期限　令和５年１月３１日（火）必着

市育英会奨学生
（入学準備金・給付奨学生）募集

住民税非課税世帯等に対する
緊急支援給付金について

国による経済対策の一環として、住民税非課税世帯等に対
し、１世帯あたり10万円の現金を給付します。
　▶対 象 者　
①令和４年度住民税非課税世帯
②令和３年度住民税非課税世帯
　
③家計急変世帯（令和４年１月から９月までの間に新型コロ
　ナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し収入の減少
　がある世帯）
　※申請が必要です。申請書が必要な方はコールセンター
　　までご連絡ください。郵送します。
　▶申請期限　令和4年１２月２８日（水）必着

※給付の決定には、決定期限である令
和4年１２月２８日(水)までに必要書
類等が本市へ到着し、かつ不備等の
ないことが必要です。余裕をもった申
請をお願いします。

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金について
【申請期限を延長しました】

豊見城市臨時特別給付金コールセンター　
☎0570-071-103（平日9時～17時）

豊見城市臨時特別給付金コールセンター　
☎0570-071-103（平日9時～17時）

教育総務課　☎850-0961

市HP 市HP

※対象世帯への
　確認書の送付は
　終了しました。

Tomigusuku Information 募集・お知らせ

①と②どちらかの方法を選んで受診してください。
①個別健診　かかりつけの病院で無料受診できます。
　　　　　　※受診する病院へ直接予約・お問い合わせください。
②集団健診　健康づくり財団へのご予約が必要です。
　　　　　　※下記日程表から希望日を選んで予約してください。
　【準備するもの】
（１）被保険者証（ピンクの保険証） （２）受診券（オレンジの封筒） 
　※紛失等した場合は担当課までお問い合わせください。 
　【集団健診の予約に関する問い合わせ先】
沖縄県健康づくり財団　☎８８９-６４５２

子育てサポーター (有償ボランティア) を養成するための講
座を開催します。受講料は無料です。
養成講座の全日程を受講終了後に、子育てサポーターとし
て活動することができます。
今回の養成講座で全日程を受講できなかった方は、次回の
講座で残りの分を受講することができます。
　
▶対象者　 市内在住の２０歳以上の方 
▶内　容　 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
　
▶開催日　 令和５年１月１１日（水）から３月８日(水)までの
　　　　　 期間中のうち９日間
▶時　間　 ９時から１２時３０分
▶場　所　 豊見城市役所
▶申し込み 担当課へ電話、または
　　　　　 申請フォームで申し込み▶▶▶
　
■子育てサポーターの活動とは、子どもの預かりや保育園、
　習い事の送迎等です。
■新型コロナウイルス感染症により変更や中止となる場合
　があります。

～75歳以上の方へ～
年に１度は長寿健診 (無料 )を受けましょう

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

▶申込条件　
　令和５年４月１日時点で豊見城市民かつ、０歳（3か月）か
　ら５歳までの教育または保育を必要とする児童

▶申込書の配布・受付
　【配布場所】　保育こども園課窓口またはＨＰから取得
　【受付場所】　保育こども園課（市役所２階８番窓口）

▶受付期間（令和５年４月利用申し込み）
　【保育利用(2・3号認定)で申し込みの方】
　令和４年１１月７日（月）～１１月１８日（金）
　　【教育利用(１号認定)で申し込みの方】
　※公立上田こども園のみ
　　令和４年１１月21日（月）から１１月29日（火）まで

■既に令和４年度の申し込みをされている方も、令和５年
　度の入所を希望する場合は再度申し込みが必要です。
　■公立上田こども園以外の認定こども園等の「教育利用
　(１号認定)」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。

令和５年度　豊見城市
認定こども園・保育園等 利用申し込み

子育て支援課　　☎850-0143 保育こども園課　☎850-5088

国民健康保険課　高齢者医療班　☎850-0160

【今後の集団検診の日程 ( すべて市役所での開催 )】

健診日

令和４年
12月16日（金）

8時30分

〜

10時30分

令和５年
1月28日（土）

令和５年
3月18日（土）

11月10日(木)
11月11日(金)

12月22日(木)
12月23日(金)

2月16日(木)
2月17日(金)

10月17日(月)
〜

11月6日(日)

11月25日(金)
〜

12月18日(日)

1月20日(金)
〜

2月12日(日)

健診当日の
受付時間

電話予約
（2日間）

ネット予約期間

◀
ネ
ッ
ト
予
約
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Tomigusuku Information 募集・お知らせ

～税務署から事業者の皆さまへのお知らせ～
「インボイス制度」申請受付始まっています

日本年金機構と厚生労働省は、毎年１１月を
「ねんきん月間」とし、１１月３０日を「年金の
日」としています。
ねんきん月間は、公的年金制度を身近に感
じていただき、公的年金制度に対する理解
を深めていただく事を目的としています。
この機会に年金記録や年金見込額を「ねんきんネット」で確
認してみませんか？「ねんきんネット」に登録することで、24
時間いつでもどこでもパソコンやスマホからご自身の年金
記録や将来の年金受給見込額の試算ができます。（※一部、
共済組合等に関してはご利用できない場合があります。）

・ご自身の年金記録の確認
・将来の年金見込額の確認
・電子版「ねんきん定期便」の閲覧
・日本年金機構から郵送された各種通
知書の確認や再交付申請など

11月は「ねんきん月間」
11月 30日は「年金の日」です！

ねんきんネット専用番号　☎0570-058-555
　 那覇年金事務所　☎855-1122

インボイス制度に関する質問や相談は、
軽減・インボイスコールセンターまで！
　　☎0120‐205-553（無料）

受付時間　9時～17時（土日祝日除く）

本市では、那覇空港周辺地域のうち、国土交通大臣により第
1種区域に指定された区域内の住宅（諸条件あり）に居住す
るものが航空機騒音防止工事を行う際に、予算の範囲内に
おいて補助金を交付します。
※対象工事の内容など、詳しくは担当課までお問い合わせ
ください。

【受付期間】　令和4年12月末（予定）まで
【対象住宅】
国土交通大臣の定める第１種区域において「昭和５２年９月
２８日以前に現に所在する住宅」および「昭和５２年９月２９
日以降昭和５７年３月30日以前に現に所有する住宅」（字与
根・瀬長・田頭・名嘉地の一部）

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式（インボイス
制度）が開始されます。消費税の仕入税額控除を受けるため
には、適格請求書（インボイス）の保存が必要です。
「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を税
務署に提出し、税務署長の登録を受ける必要があります。

国税庁が公開している「インボイス特設サイト」では、制度の
概要や問い合わせが多い質問等（Q＆A）、インボイス制度
をわかりやすく説明した動画などが確認できます。

住宅騒音防止対策事業
(空気調和機器設置工事等 )のお知らせ

生活環境課　☎850-5520

年金機構
HP

ねんきん
ネットHP

インボイス特設
サイト

【ねんきんネットで出来ること】

※詳しくは、日本年金機構のホームページ、または那覇年金
　事務所にお問い合わせください。

【取り替え工事 事例】
31
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【申請期限延長】
 新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金の支
給および再支給

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、緊急小口資金および総合
支援資金（初回）のいずれも終了した世帯、
または自立支援金（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。
期 12月31日（土）まで　※消印有効
    ９時～１６時３０分（１２時～１３時除く）
　　 ※年末年始のため、窓口受付は令和4年
　　　　 12月28日（水）までとなります。
場 社会福祉課 (市役所2階　12-②窓口)
対 対象者等については、収入要件や資産

要件、求職等要件がありますので、市ＨＰ
または下記までお問い合わせください。

【支給額（月額）】　※支給期間は３か月
単身(１人)世帯：６万円　２人世帯：８万円
３人以上世帯：１０万円
◆申請手続きや相談は原則、
　　郵送・電話でお願いします。
◆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。
問 制度に関すること　厚生労働省コールセンター
   ☎0120-46-8030（平日９時～17時）
   申請に関すること　社会福祉課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎850-0141

出張相談会のお知らせ

「豊見城市若年（じゃくねん）無業者の就労相
談会」を実施しています。
働くことについて様々な悩みを抱えている
皆さんの早期就労につなげるための相談会
となっています。
日 11月28日（月）　14時～17時
場 ふるさとハローワーク（市役所1階）
対 15歳以上49歳以下の若年無業者の方と
　　 その家族の方々
問 地域若者サポートステーション琉球
　　 ☎917-2086　
　　 Email :　info@supportryukyu.info

傷病手当金の適用期間が
さらに延長されました

国民健康保険または後期高齢者医療保険
に加入している被用者（給与の支払いを受
けている人）が新型コロナウイルス感染症
に感染した場合、または発熱などの症状が
あり当該感染症と疑われた場合、その療養
のため労務に服することができなかった
期間に支給される傷病手当金の適用期間
が令和４年12月３1日（土）まで延長されま
した。詳しくは担当課までお問い合わせく
ださい。
問 国民健康保険課　☎850-0160

11月は国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料
第5期納付月です

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。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」もあります。早めにお問い合わせ
ください。
▶口座振替をご利用になると便利です！
　　金融機関、もしくは対象税目の各担当課

窓口で申し込みが可能です。
▶納付期限が過ぎた納付書
　　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ます。各担
当課までお問い合わせください。

問 国民健康保険課　国保税　☎850-0142
　　　　　　　　　　　　　後期保険料　☎850-0160

「やさしいみまもり」サービス
モニター無料体験の募集

沖縄電力グループがお届けする、カメラも
マイクも使わないプライバシーに配慮した

「やさしいみまもり」無料モニターを募集
します。
期 令和５年３月31日（金）まで
申おきでんCplusC
対 65 歳以上の市民または
　　その家族
問 おきでんCplusC（シープラスシー）
　　 ☎0120-425-065（平日9時～17時）

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

新型コロナ感染症に関する国
保税・後期保険料の減免制度

期 令和５年３月３１日（金）まで
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つ全てに該当する
世帯（※）

①令和４年の給与・事業収入等の減少
見込みが令和３年の１０分の３以上

　　※給付金による収入を除く
②令和３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３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
【減免の対象となる国保税・後期保険料】
令和４年４月１日～令和５年３月３１日（金）
までの間に納期限が設定されているもの　
※対象の世帯や所得に応じて、全部または
　 一部が免除されます。
問 国民健康保険課　国保税　☎850-0142
　　　　　　　　　　　　　後期保険料　☎850-0160
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豊見城市一般廃棄物
収集運搬業許可証46号

あしびなー
●

ホンダ
●

道の駅
　豊崎●

●
ダイハツ

●
ヤマダ電機沖縄県警察●

運転免許センター

ふじ産業
豊崎営業所

249

331

↑
那
覇

糸
満
↓

安心・確実・スピーディー
信頼と実績の紙リサイクルシステムです。

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

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

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

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

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

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

株式会社 ふじ産業｜広報とみぐすく 広告 （175×44）
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指定給水工事　事業者当番
（11月・12月）

▼道路側修理当番
11月（株）三星建設　　　　  ☎850-6089
12月（株）大盛建設工業　 ☎856-2137
▼宅地内修理当番（※宅地内修理は有料）
宅地内修理のご用命は、市HP

「豊見城市指定給水装置工事事
業者一覧表」から。
問 上下水道部 施設課 ☎850-0111

字豊見城地区街なみ環境
整備助成事業

～字豊見城地区にお住まいの皆さまへ～
景観形成重点地区に指定した「字豊見城地
区」において、赤瓦葺きや石垣・花ブロック・
生垣の設置費用を一部助成します。
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 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
度について

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
は徴収の猶予が可能となる場合がありま
す。ご相談を希望される方は、下記までご
連絡ください。
▶お問い合わせ先（指定管理者）
  沖縄県住宅供給公社　☎917-2435

浄化槽の維持管理について

浄化槽は家庭生活の中から出る汚れた水を
きれいな水にして川などへ流す装置です。
浄化槽設置者の3大義務(清掃・汲み取り、保
守点検、法定検査)を果たし、浄化槽の維持
管理を行いましょう。
問 生活環境課　☎850-５５２０

農産業物価高騰等
緊急支援事業

コロナ禍における原油価格や物価の高騰
に直面する生産農家への支援を目的に、肥
料、資材、農薬を購入した費用の高騰分（上
限４万円）を予算の範囲内で支援します。
申請方法など詳しくは
市HP等をご確認ください。
▶お問い合わせ先
農林水産課　☎850-5３０５
JAおきなわ豊見城支店　経済課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎850-４１２８

水産業原油価格高騰等
緊急支援事業

コロナ禍における原油価格や物価の高騰
に直面する漁業者への支援を目的に、船舶
用燃料を購入した費用の高騰分（上限4万
円）を予算の範囲内で支援します。
申請方法など、詳しくは市HP等
をご確認ください。
問 農林水産課　 ☎850-5３０５

公共下水道接続促進事業補助金
～公共下水道に接続しよう！～

補助対象工事
公共下水道の処理区域内で合併浄化槽、単
独浄化槽、汲み取り式トイレを廃止して行
う排水設備工事（令和４年４月１日以降に
申請し、令和５年１月末日までに完了する
工事）
※11月３０日（水）で受付終了となるため、排水

設備指定工事店へお問い合わせください。
※新築の建物や農業集落排水は除く
■合併処理浄化槽を設置している建物

補助対象工事費 補助金額
5万円未満 当該工事費の額
5万円以上 5万円

■単独処理浄化槽または汲み取り式便所
を設置している建物
補助対象工事費 補助金額

10万円未満 当該工事費の額
10万円以上 10万円

問 上下水道部 施設課 ☎850-8164

【生理用品の無償配布】
コロナ禍で生理用品の購入
にお困りの方へ

対 経済的な理由等で生理用品が購入でき
　　 ない方（豊見城市在住の方）
場 市社会福祉協議会、わくわく児童館、真

嘉部コミュニティセンター、（市役所2
階）子育て支援課・社会福祉課

内お一人様１回につき、１セット
　▶セット内容　昼用（２０個入り４パック）、

夜用（９個入り４パック）計８パック
　　　※在庫が無くなり次第終了
【受取方法】
各配布施設の開館時間内に窓口で、次のい
ずれかの方法で職員にお申しつけください。
▶窓口に設置された「引換カード」の提示
▶市HP等に掲載されている「引換カード」
　 の画像を携帯電話等で提示
※声に出さなくても大丈夫です。名前や住　
　　所等の確認は行いません。
問 子育て支援課　☎85０-0143

ー生活・環境・安全ー

令和4年度秋季
全国火災予防運動実施中

「お出かけは　マスク戸締り　火の用心」
（令和4年度全国統一防火標語）
【期間】　11月9日（水）～15日（火）
※全国で発生した住宅火災の死亡者数

は913人で、そのうち死亡者数の約
74.7％が65歳以上の高齢者でした。

（令和3年1月～12月）
※消防が住宅用火災警報器や消火器等を

直接販売することはありません。不正販
売にご注意ください。詳しくは市消防本
部　予防課までお問い合わせください。

問 消防本部　予防課　☎850-３１０５

マシントレーニング事業
 （第4クール）　参加者募集

マシントレーニング・ストレッチ・バランス
運動を専門のスタッフが分かりやすく教
えます。（一般介護予防事業）
日 令和5年1月～2月　火・木・金の３クラス
　　 10時～11時30分
　　（１回あたり９０分/週１回　計８回）
　　※クラスは年齢等を考慮し、編成します。
場 市社会福祉センター　1階トレーニング室
対 65歳以上の市民で、運動制限がない方
申 障がい長寿課の窓口へ事前に申し込み
期 12月16日（金）まで
定 各６人（定員を超えた場合は選考。今年

度一般介護予防事業の利用がない方を
優先します。）

問 障がい長寿課　☎856-4292　

(初心者向け)
料理教室の参加者募集

独り暮らしで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
を振る舞ってみたい、そんな方におすすめ
の教室です。　※事前予約が必要です。
日 令和5年1月～2月（火曜日・全4回）
　  10時～１3時　（実習・片付け含む）
場 市立中央公民館　調理室
対 65歳以上の市民 　定１0人
申 12月１6日（金）までに担当課へ申し込み
　　　※材料は自己負担になります。
問 障がい長寿課　☎856-4292

沖縄県障害者委託訓練生
（令和5年1月開講）募集

【コース名】　パソコンビジネス科
【訓練期間】　3か月(令和5年1月5日(木)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ～3月31日(金))
【訓練実施先】　(株)ワイエムシィ
【訓練場所】　那覇市首里汀良町1-37
申 11月25日（金）までに住所地のハロー
　　 ワークへ申し込み　 定 10人　
※受講料無料、保険料・テキスト代等は自
　　己負担になります。
問 浦添職業能力開発校　☎879-2560

生活困窮者自立支援の相談

相談窓口では、一人一人の状況に合わせて
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
向けた支援を行います。相談は無料、電話で
面談日の予約をするとスムーズです。
日 月～金 9時～17時　※相談受付は16時まで
　　（12～13時、祝日、年末年始を除く）
場 市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
　　（市役所２階　社会福祉課内）
対 仕事や生活で困り事や不安をお持ちの方
問 市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
　　 ☎850-1067

対面（個別）相談会

心の悩みを抱えている方やそのご家族の
様々な悩み事に、精神保健福祉士が無料で
相談に応じます。ぜひご相談ください。

（相談はおひとりにつき約1時間です）

　
場 市役所2階　会議室
申 担当課へ電話で申し込み

※当日申し込みも可能ですが、予約優
先のためご希望に沿えない場合が
あります。

問 障がい長寿課　☎８５０－５３２０

会計年度任用職員
（保健師または看護師）募集

内 特定健診および保健事業に関すること
対 保健師または看護師
準 履歴書、普通自動車運転免許証写し、
　　 保健師または看護師免許証写し
【採用期間】
履歴書提出時に相談～令和5年3月31日
【勤 務 日】　月～金
【勤務時間】　9時～17時
　　　　　　　　　　（勤務：7時間、休憩1時間）
問 健康推進課　☎850-0215

水洗便所改造貸付金制度
公共下水道・農業集落排水
に接続しよう

公共下水道区域および農業集落排水区
域で下水道接続がまだのご家庭は、早め
の接続をお願いします。汲み取り便所、し
尿浄化槽を廃止して接続する場合は、工
事の資金を無利子で貸付しています。
【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

住まいの簡易診断・塩分分析
調査／ブロック塀調査募集

昭和５６年５月３１日以前に着工された
住宅並びに既存ブロック塀の耐震化を促
進するため、沖縄県（土木建築部建築指導
課）が住まいの簡易耐震診断（塩分調査含
む）とブロック塀調査の技術者派遣を行い
ます。 対象住宅・ブロック塀の条件があり
ますので、詳しくは下記へお問い合わせ
ください。

【事業名】令和４年度簡易診断技術者派遣
　　　　　　　等事業委託業務
【簡易診断+塩分分析調査】
募集件数：５件（先着順） 　
診断費用：14,300円（税込）
対象住宅：店舗併用住宅
【ブロック塀調査】
募集件数：１５件（先着順） 
診断費用：3,300円（税込）
対象の塀：住宅に属するブロック塀5段
　　　　　　　　　積み以上で、かつ築20 年以上
申 令和５年１月31日（火）まで

▶お問い合わせ先
　 特定非営利活動法人 
　 沖縄県建築設計サポートセンター　
　 ☎879-1020

１1月18日（金）
１2月16日（金）

令和5年1月20日（金）　
令和5年2月17日（金）
令和5年3月17日（金）

14
時
〜
17
時



借金
交通事故

離婚・相続
不動産

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

にし　　ばた　  ゆう　　こ
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第4回プログラミング体験
ワークショップ開催 

豊見城市ワク・ドキこども未来プロジェクト
グローバル人財育成事業の一環として、
小学校低学年向けのプログラミング体験
ワークショップを開催します。
※参加費無料
日 12月22日(木)
　　 16時30分～18時30分
場 市役所1階　市民交流スペース
定 10名　※抽選で決定します。
対 市内在住の小学1年～3年生　
申 11月15日(火)までにWebまたは
　　　こども応援課窓口で申し込み
問 こども応援課　☎850-6775

母子父子寡婦福祉資金
貸付金について

母子・父子家庭や寡婦の方を対象に、子ど
もの進学に係る資金など12種類の無利子
または低利子の貸付けがあります。

【主な貸付資金】
①就学支度資金・・・お子様の入学金など
②修学資金・・・お子様の授業料など
※申請から貸付開始までに約2か月かかり

ますので、お早めにご相談ください。
問 こども応援課　母子父子寡婦福祉資金
　　 貸付担当 ☎850-6775

母子健康手帳アプリ

本市では、無料の「母子健康
手帳アプリ」で健診や予防
接種など子育て情報を発
信しています。
妊娠・出産・育児の記録と予防接種の計画
を自動計算できる機能もあります。

「母子健康手帳アプリ」をダ
ウンロードし、「自治体設定」
で「豊見城市」をご登録くだ
さい。
問 子育て支援課　☎850-０１４３

公認心理師等募集 

内 保育所への巡回相談等、障害児や発達 
が気になる子への保育園・こども園等
での行動観察、発達検査の実施

対 公認心理師資格または臨床心理士資
格を所持している者

準 履歴書、資格登録証
【採用期間】
　　 令和4年11月1日～令和5年3月31日

【勤務日】　　 月～金
【勤務時間】 9時～17時（7時間）
　　　　　　　　　 ※勤務時間等について相談可能
問 保育こども園課　☎850-５０８８

【注意喚起】
過去に子宮頸がん予防ワク
チン（HPVワクチン）を接種
されたことがある方へ

ワクチン接種緊急促進事業等により、過
去に子宮頸がん予防ワクチン（HPVワク
チン）を接種されたことがある方は、残り
の回数分のみ接種が可能です。接種を希
望する方は、規定回数（合計３回）を超える
接種を行わないようご注意ください。

【実施場所】
沖縄県医師会加盟の医療機関（要予約）

【キャッチアップ対象者】
平成９年４月２日～平成１８年４月１日生
まれの女性

【通常の対象者】
小学６年生（１２歳相当）から高校１年生

（１６歳相当）の女子
※対象者への予診票は送付済みです。紛

失した場合は再発行が可能ですので、
担当課までお問い合わせください。

※転入前に接種された方や任意接種等で
接種済みの方にも予診票が届いている
場合がありますので、母子手帳等で接
種履歴を確認の上、接種してください。

問 子育て支援課　☎850-0143

【随時募集中】
消防団員募集(男女問わず) 

市消防本部では、消防団員を随時募集して
います。
※ 『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「消防本部 警
防課」までご連絡ください。

対 市内在住または市内在勤の18歳以上
    (大学生、専門学生も可)
問 消防本部　警防課　☎850-9108

女性防火クラブ員募集中 

市消防本部では、女性防火クラブ員を募
集しています。入会にあたり、年齢制限は
ありません。詳しくは市消防本部予防課
までお問い合わせください。
申 11月9日（水）～15日（火）
対 市内在住または市内在勤の女性
問 消防本部　予防課　☎850-３１０5

ー子育て・教育ー

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産科
医療補償制度の申請期限は、子どもの満1
歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
対象の方は期限までに申請をお願いしま
す。
※産科医療補償制度の
　　HPはこちらから▶▶▶▶

申 平日　9時～17時
　　（土日祝日・年末年始除く）
対 補償対象基準の項目に該当する満5歳
　　 までの子ども 
問 産科医療補償制度専用コールセンター
　　 ☎0120-330-637　
　　　  9時～17時（土日祝日・年末年始除く）

子・そ・だ・て・
お・う・え・ん！

地域子育て出前支援（利用料無料）
保育士と一緒に親子で遊びませんか？
▶豊見城団地集会所
日 11月14日（月）
　　 １３時３０分～１５時３０分
対 ０歳～就学前の親子
▶地域連携室(豊崎小学校体育館２階)
日 11月15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 11月21日(月)
　　 １０時１５分～１１時４５分
場 豊見城団地集会所
対 0歳～就学前の親子　１０組
申 11月8日(火)から （先着順）
参加費 １００円
▶ベビーマッサージ
日 11月22日(火)
　　 １０時～１１時30分
場 子育て支援センターぐっぴー
対 ０歳（首据わりしている子）
　　 ～１歳の親子　6組
申 11月9日(水)から （先着順）
▶クリスマスカード作り
日 11月29日(火)
　　 10時～１1時30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 11月10日(木)から （先着順）
参加費 5００円
※新型コロナの影響で中止する場合あり。
※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

令和4年度低所得の子育て世
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）

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、特別給付金（児童1人
あたり一律5万円）の支給を実施します。
詳しくは市HPをご確認ください。

【対象者】
（要申請）公的年金等を受給しており、令和
４年４月分の児童扶養手当の支給を受け
ていない方

（要申請）新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて家計が急変するなど、収入が児
童扶養手当を受給している方と同じ水準
となっている方

【受付】 令和5年2月28日(火)まで ※必着
【申請方法】　郵送または直接、担当課窓口
　　　　　　　　　　へご提出ください

【受付】こども応援課（市役所2階 7-①窓口）
 ※申請書は本市HPから
　　　　 ダウンロードしてくだ
　　　　 さい。ご希望の方には
　　　　 申請書を郵送しますの
　　　　 で、こども応援課まで
　　　 　ご連絡ください。
問 こども応援課　☎850-6775

【制度に関するお問い合わせ先】
厚生労働省コールセンター
☎0120-400-903 （平日9時～18時）

多胎妊婦健康診査受診票の
交付

令和4年4月から、多胎児(双子など)妊娠さ
れている方に、妊婦健康診査受診票を5回
分追加で交付します。
場 妊婦健診実施機関
対 本市に住民票があり、令和4年4月1日

以降に妊婦健康診査を受診する多胎
妊婦

準 多胎妊婦健康診査受診票(子育て支援
課で交付します)

問 子育て支援課　☎850-0143

1 2 3 4

5 6 7 8

令和4年度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）

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、特別給付金（児童1人
あたり一律5万円）の支給を実施します。
詳しくは市HPをご確認ください。

【対象者】
令和４年３月３１日時点において18歳未満
の児童（障害児の場合、20歳未満）を養育す
る父母等で、令和４年度住民税（均等割）が
非課税である方。または、令和4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。
※令和５年２月末までに生まれた新生児等

も対象になります。
※ひとり親世帯分を受給した方は除きます。

【受付】 令和5年2月28日(火)まで ※必着
【受付窓口】　こども応援課（市役所2階）
※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います。
※申請書は本市HPからダウ
　　ンロードしてください。
　　こども応援課の窓口でも
　　配布しています。
問 こども応援課　☎850-6775

【制度に関するお問い合わせ先】
厚生労働省コールセンター
☎0120-400-903 （平日9時～18時）

児童生徒派遣費補助金

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
を交付します。

【申請期限】　大会の10日前まで
【実績報告】　大会終了後20日以内

対 市内在住の小中学生　
問 生涯学習振興課　☎850-３５９１



■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

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に吹き込んで配付し
ています。配付を希望する方は、秘書広報課ま
でお問い合わせください。市立中央図書館で
広報の音訳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

市ホームページ内の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る
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。

1回で出せるごみの量は1世帯あたり３袋が目安となっています。
引越しや大掃除などで多量に出たごみは、ご自身で糸豊環境美
化センターへの直接搬入も可能ですが、直接搬入ができない場
合は右記の業者に依頼することも可能です。
詳細については生活環境課までお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　（生活環境課　☎850-5520）

令和4年9月末日 先月比

65,869人
32,251人
33,618人
27,924世帯

+25人
-1人
+26人
+46世帯

■乳幼児健診　※予約制　（子育て支援課）☎850-0143

■離乳食教室　※予約制　（子育て支援課）☎850-0143

■上級救命講習会　（消防署）☎850-0529

※対象者へ個別で通知を郵送しています。
※ご予約は電話または案内文中のQRコードを読み取り。
※延期となる場合は個別通知・市のHPでお知らせします。

※市HPから申込書を取得し、講習日の14日前までに消防署
へ提出してください。

乳児後期
（10か月～１歳頃）

個別受診 小児科

11月20日(日)　　9時～18時

①１1月30日(水)　　②12月27日(火)
①②13時30分～14時45分まで

豊見城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～74歳のうち
　学校・職場等で健診を受ける機会がない方
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

市立中央公民館1階和室
生後4～6か月児の保護者（12組程度）

①11月25日(金)　　②12月２2日(木)まで
親子健康手帳、筆記用具、授乳ケープ

電話または予約フォーム　 ▶▶▶▶▶
※キャンセル待ち希望の方は電話でお申し込みください。

市消防本部４階　多目的ホール（駐車場有）

市内在住および市内在勤の方

軽装、マスク、筆記用具

乳児前期（4か月児）

１歳６か月児
（１歳８か月～２歳頃） 12月  8日(木)午後

12月11日(日)午前

３歳児（３歳６か月～４歳頃） 12月  7日(水)午後

市役所 2階
保健センター

健 診 名 日　程■納付期限

■集団健（検）診

■各種相談業務
相談内容 日　程 場　所

■夜間窓口

11月28日（月）・29日（火）

国民健康保険税　5期 11月25日（金）まで

17時 15分～ 20時

場　所

（国民健康保険課・給付班）☎850-0160
（賦課班・徴収班）☎850-0142

日　程

場　所

対　象
準　備

日　程

健 診 日
場　所
当日受付
予約受付
（Web）

予約受付
（電話）

対　象

場　所
対　象

申込方法

申込締切
準　備

消費生活相談

①

②

③

④

⑤

市役所2階
第3相談室

11月15日(火)
12月  6日(火)

10時～12時
13時～16時

①③9時～12時
②13時～16時

9時～１2時

10時～12時

9時～
16時30分

①11月16日(水)
②11月17日(木)
③12月  7日(水)
11月22日(火)
※11月23日の振替

弁護士相談
※要予約

司法書士相談
※要予約

11月24日(木)行政相談

児童・女性相談
・児童虐待相談、通報、
子どもの居場所

月～金

市役所2階
第1会議室

市役所2階
第1会議室

市役所１階
第2相談室

市役所2階
子育て支援課

①～④（協働のまち推進課）☎850-0159
⑤（子育て支援課）☎850-0143

（国民健康保険課 徴収班） ☎850-0142

令和5年1月28日（土）
市役所２階 保健センター
8時30分～10時30分

11月25日(金)～12月18日(日)まで▶▶

12月22日(木)・23日(金)8時30分～12時／13時～16時
沖縄県健康づくり財団　☎889-6452（予約専用）

■ 中止の場合は市HPなどでお知らせします。　
■ 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。 （一時預かりは  ※要予約　※無料です。）

（健康推進課）☎850-0162（がん検診）
　※要予約   ☎850-0215（特定健診）

～家庭ごみの一時多量ごみについて～

業者名
・公益社団法人 豊見城市シルバー人材センター （098）850-7716
・株式会社 タイラ産業 （098）850-1943
・有限会社 タイラ衛生社 （098）856-4488
・有限会社 大繁建設 （098）850-5059
・あきづ産業 070-3801-5633

電話番号

222022.11　　

INFORMATION

女性に対する暴力をなくす
運動について

内閣府その他関係省庁が主唱して「女性に
対する暴力撤廃国際日」に合わせ、ストー
カー規制法および配偶者暴力防止法の内
容の周知、被害防止策について推進する運
動です。コロナ禍の影響で家庭内や男女関
係等の不和が懸念されているところです
が、今一度、相互理解を深め、思いやりのあ
る犯罪のない住みよい社会づくりをしま
しょう。
【実施期間】
１１月12日（土）～11月25日（金）

【緊急は110番、相談ダイヤルは＃9110】
問 豊見城警察署　☎850-0110

暴力団関係情報提供および
被害届出の推進

暴力団犯罪被害の早期提出および暴力団
の違法な活動実態に関する情報提供をお
願いします。

「利用しない」「恐れない」「金を出さない」
「交際しない」の「三ない運動＋１（プラス
ワン）」の推進にご協力をお願いします。

【緊急は110番、相談ダイヤルは＃9110】
問 豊見城警察署　☎850-0110

市シルバー人材センター
会員募集

【11月入会説明会】
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 11月15日(火)10時～12時
 詳しくは下記へお問い合わせください。
問 市シルバー人材センター ☎850-７７１６

市シルバー人材センター
「黒木の剪定技能講習会」
受講者募集

対 市内に居住する原則60歳以上の方で
あればどなたでも参加できます。

場 シルバー人材センター
　　 および市陸上競技場内
日 11月25日(金)
　　 13時30分～16時30分
詳しくは下記へお問い合わせください。
問 市シルバー人材センター
　　 ☎850-７７１６

市シルバー人材センター
会員等交流グラウンドゴルフ
大会のお知らせ

対 市シルバー人材センター会員等
場 市陸上競技場
日 11月18日(金)
　　 13時30分～17時
詳しくは下記へお問い合わせください。
問 市シルバー人材センター
　　 ☎850-７７１６

沖縄県女性健康支援センター
妊娠SOS・女性の悩み相談

妊娠・出産・子育ての悩みや女性の心身の
健康相談を受け付けています。不安をひと
りで抱え込まずに、お気軽にご相談くださ
い。
新型コロナウイルス感染症に対して不安
を抱える妊婦の方々への相談も受け付け
ています。
日 月・火・木・金・土　９時～17時
　　（水・日・祝日・年末年始除く）
対 思春期から更年期に至る女性、思いがけ

ない妊娠に悩む女性、新型コロナウイ
ルス感染症に対して不安を抱える妊婦
の方々

問 沖縄県女性健康支援センター
　　（沖縄県母子未来センター内）
　　 ☎989-1181

　
　

子どもの性被害撲滅

毎年11月は、「子ども・若者育成支援強調
月間」です。同月間に合わせて、児童買春や
児童ポルノの製造等をはじめとする、児童
に対する性的搾取事犯の撲滅に向けて情
報提供をお願いします。　

【緊急は110番、相談ダイヤルは＃9110】
問 豊見城警察署　☎850-0110

指名手配被疑者の捜査発見
協力について

警察庁指定重要指名手配被疑者をはじめ、
全国の警察から指名手配された被疑者が
現在も逃走中です。
沖縄県においても、全国重要指名手配犯を
公開し、鋭意追跡捜査中です。
手配犯の顔を見かけた際は、警察へ通報を
お願いします。

【緊急は110番、相談ダイヤルは＃9110】
問 豊見城警察署　☎850-0110

６０歳以上の皆さま
シルバー人材センター
にはあなたにあった
楽しみ方があります

豊見城市公式ＬＩＮＥ
登録お願いします！

お持ちの携帯電話
でQRコードを読み
取り「追加」ボタン
を押して完了です。
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これまでの年末調整は、一連の手続きを書面で行っていました。この一連の手続きが電子化されると、従業員は控除証明書
を電子データで受け取り、当該データを電子化に対応した民間ソフトウェアや国税庁が提供する年末調整控除申告書作成
用ソフトウェア（通称「年調ソフト」）にインポートすることで、各種控除申告書をデータ作成しメール等で勤務先に提出する
ことができるようになります。
※「年調ソフト」・・・国税庁では、控除証明書の電子データの取り込みから控除申告書のデータ作成に対応した「年調ソフ　
　ト」を開発し、各アプリストアや国税庁ホームページで公開しています。

生活環境課　☎850-5520　

読みやすいユニバーサルデザインフォントを
使用しています

■発行日／令和４年11月４日　11月号 680号
■配布／豊見城市シルバー人材センター
■住所／〒901-0292沖縄県豊見城市宜保一丁目１番地１（代表 ☎098-850-0024）
■発行・編集／豊見城市 総務企画部 秘書広報課
■メールアドレス／ hisho-kouhou@city.tomigusuku.lg.jp

勤労感謝の日（11月23日）のごみ収集はお休みです！
■区別ごみ出しカレンダー　※収集スケジュールの確認をお願いします。

①電池、バッテリー、ライター（危険ごみ）
　危険ごみの袋以外の指定ごみ袋に混在していると、ごみ収集車やごみ処理施設での火事の原因となります。
　電池・バッテリーは必ず電化製品から取り除いて危険ごみ袋へ入れて排出するようお願いします。
②スプレー缶（燃やせないごみ）
　スプレー缶の中にガスが残っていると発火する恐れがあり、火事の原因となります。必ず中のガスを全て出し切ってから
　もやせないごみ袋へ入れて排出するようお願いします。（音が出なくなるまでガスを出してください）

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

地　区

A地区

B地区

C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

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

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）

月・木曜日
第1・第3
火曜日 火曜日 金曜日

土曜日

月曜日

第1・第３
水曜日

第１・第３
月曜日

火・金曜日

　　　 木曜日
１１/２4（木）分はもやせる
ごみの振り替え収集のた
め収集はお休みです。次回
12/1（木）に収集します。

　　　水曜日
11/23（水）分のごみ
収集はお休みです。
次回11/30（水）に収
集します。

　　水・土曜日
１１/２３（水）分のごみ
収集はお休みです。
１１/24（木）に振り替
え収集します。

必要な方へ


