


契約をする際に、気を付けなければいけないことはありますか？

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者

取消権」によって、その契約を取り消すことができます。成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、

簡単に取り消すことはできなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分

自身になります。契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があ

ります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいるので、注意が必要です。

約140年ぶりの改定！なぜ成年年齢を18歳に引き下げるの？
日本における成年年齢は、1896年（明治29年）に民法が制定されて以来、20歳と定められてきました。近年、公職選挙法の選

挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を１８歳と定めるなど、１８歳・１９歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうた

めの政策が進められる中で、市民生活に関する基本法である民法でも、１８歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという

議論がなされ、成年年齢が１８歳に引き下げられることになりました。なお、世界的にも成年年齢を１８歳とするのが主流となって

います。成年年齢の引下げには、若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことを意図しています。18歳で大人とし

て社会に参加をすることで「若者の未来の可能性を広げる」という願いやエールが込められています。

親の同意を得ずに、様々な契約が１人で結べるよう

になります。

民法が定めている成年年齢は、「1人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があり

ます。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約が出来るようになります。

地方公共団体が設置

している身近な消費

生活センターや相談

窓口をご案内します。

法的トラブルの解決に役

立つ法制度や相談窓口を

無料で紹介します。

飲酒・喫煙・公営ギャンブル※１）の年齢制限は２０歳

のままです。

A

Q

もし契約によってトラブルに巻き込まれた場合は、どうすればよいですか？

「消費者ホットライン」全国共通の電話番号

平日：９時～２１時　/　土曜日：９時～１７時

☎0570�078374　（IP電話からは：03�6745�5600）

成年年齢が１８歳になることにより

変わること 変わらないこと

クレジット
カードを作る

アパートを
借りる

携帯電話を
購入する

※１）公営ギャンブルとは競馬 ・競輪 ・ オートレース ・
　 モーターボート競走

１８歳からは単独で契約を結ぶことが出来るようになります

成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げること等を内容とした

「民法の一部を改正する法律」が２０２２年４月１日から施行されます

消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きた場合には、一人で悩まず、次のような窓口に相談してください。A

Q

＃大人になると何が変わる？　　＃大人になることは責任も重くなる　　＃１８歳から大人　　　＃契約消費行動を学ぼう

特集　18歳から大人特集　18歳から大人

LINE 登録はコチラ   

消費者庁LINE公式アカウント 

―「消費者庁  若者ナビ！」  

×

http://lin.ee/Vly3NYf 

詳しくはコチラ 

詐欺被害 

―お金と契約と友達とー 

詳しくはコチラ   

１８歳から大人！
―ゆりやんとみんなのラップ動画ー

公式アカウント 

  @caa�18sai�otona 

―消費者庁「１８歳から大人」― 

×

Twitter 

お酒は飲めるよう

になるの？�

なりません。 

お酒は２０歳から。 

結婚は�

何歳から？�

男女ともに 

１８歳へ統一 

国家資格も取得

できるの？�
公認会計士や司

法書士、行政書

士などの取得が

できる 

消費者ホットライン 

―契約や買い物やで困った時はー 

  188（いやや！）まで 

社会への扉 

―契約等の知識やルールを学ぼうー 

契約に関するル

ールや知識を学

び、生き抜く力を

身につけよう。 

コチラ  

「成人式」は

いつになるの？

パスポート取得は

どうなるの？�

１０年有効

パスポート

の 取 得 が

できます 

年 月 日。成年年齢は 歳へ。

開催時期は、

お住まいの市町村

により異なります
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詳細は沖縄県南部接触者PCR検査コールセンターへ　 受付時間　９時３０分～１７時まで

対象者　陽性者と接触があった方　　 設置場所　 豊見城城址跡地西側駐車場（ドライブスルー方式）

令和３年7月～8月 高齢者以外の方

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

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

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）

ワクチン接種・接種券の発行・接種証明書
等に関しての問い合わせ

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時から17時まで（平日・休日除く）

対　象　者 2回目の接種を受けた18歳以上の全ての住民

接 種 間 隔 2回目接種の完了から原則8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

追加接種（３回目接種）について

新型コロナウイルスワクチン

◆接種券の発送時期および接種時期の目安

※以降、接種時期（２回目接種完了日から６か月以上経過）に合わせて、順次接種券を発送

令和３年8月～9月 高齢者

令和３年10月 全ての方

令和4年2月14日（発送済み）

3回目接種の時期接種券の発送時期主な対象者2回目の接種日

令和4年3月

令和３年９月 高齢者以外の方

令和4年3月下旬（予定） 令和4年4月（予定）

令和4年3月上旬 令和4年3月

追加接種（３回目接種）の前倒しについて 市コールセンター　☎0570�098�099

感染拡大防止のため、２回目接種完了から８か月以上の経過を待たずに追加接種ができることになりました。本市では、３月接種分

から、年齢にかかわらず全ての方を対象に６か月以上経過に前倒しいたします。

接種時期（接種可能日）については、２回目の接種を完了した日から６か月後の同日から接種可能となり、６か月後に同日がない場

合は、その翌月の１日から接種可能となります。

例）令和３年８月１日に２回目の接種をした場合　 　（6か月後の同日となる）　 　令和４年２月１日から３回目接種が可能

例）令和３年８月３１日に２回目の接種をした場合　 　（6か月後に同日がないため翌月の１日となる）　 　令和４年３月１日から

　　 ３回目接種が可能

新型コロナワクチンについては、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。

接種券は順次発送していますので、ご自宅に届くまでしばらくお待ちください

接種券の発送時期および接種時期について

上記接種間隔の前倒しを踏まえ、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、接種の予約方法等を記載した案内も同封します。

追加接種（３回目）会場・接種方法について

接種方法は、１回目・２回目接種と同様に、①市立中央公民館における「集団接種」、②市内の医療機関における「個別接種」、③沖縄県

が設置する「沖縄県広域ワクチン接種センター」で実施します。詳細は、市ホームページまたは接種券に同封されている「新型コロナワ

クチン追加接種（３回目接種）のお知らせ」をご覧ください。

詳しくは
コチラ▲

をお願いします

の継続
感染予防対策

沖縄県南部接触者PCR検査センターについて

初回接種を希望される方は、接種を希望する医療機関へ直接予約をしてください。医療機関ごとに接種にあ

たっての条件が異なります。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。ご自身やご家族を新

型コロナウイルス感染症から守るためにも、まだ初回接種を受けていない方は、ぜひ接種をご検討ください。

初回接種（1回目・2回目）を希望される方へ

詳しくは
コチラ▲

詳しくはコチラ

追加接種（3回目接種）につきましては、１回目・２回目接種とは異なるワクチンを接種する「交互接種」も推奨され

ています。特に、１回目･２回目接種でファイザー社ワクチンを接種した方におかれましては、「早めの接種」を念頭

に、武田/モデルナ社ワクチンの接種についてもご検討されるようご協力をお願いします。

追加接種（３回目接種）の『交互接種』へのご協力をお願いします

ワクチンには高い発症予防効果等がある一方、感染予防効果や、高齢者においては重症化予防効果についても、時間の

経過に伴い、徐々に低下するといわれています。このため、感染拡大防止および重症化予防の観点から、追加接種を受

けることが望ましいとされています。

なぜ追加接種（３回目）が必要なのですか？

５歳から１１歳のお子様を対象とする小児接種については、現在、準備を進めています。（２月１８日現

在）実施方法や開始時期等詳細が決まりましたら、市ホームページおよび市公式ＬＩＮＥにて周知する

とともに、対象となるお子様には個別に通知を送付しますので、お手元に届くまでお待ちください。

新型コロナウイルスワクチン接種は任意であり、接種を強制されるものではありません。特に小児接

種については、１２歳以上の方を対象とするコロナワクチン接種と異なり、予防接種法における「接種

の努力義務（対象者は接種を受けるよう努めなければならない。）」の対象外となっています。

小児接種（５歳～１１歳）について

ＰＣＲ検査コールセンター　☎090�3871�8297

「３つの密（密集場所・密接場面・密閉空間）」の回避 マスクの着用
石けんによる

手洗い
手指消毒用アルコール
による消毒の励行

Q

A

追加接種を行わなかった場合と比較して、感染予防効果や重症化予防効果等を高める効果があります。オミクロン株に

対する初回接種による発症予防効果・入院予防効果は、デルタ株と比較して低下するものの、追加接種により回復する

ことが報告されています。

追加接種（3回目）には、どのような効果がありますか？Q

A

追加接種に使用するワクチンは、初回接種に用いたワクチンの種類に関わらず、ｍＲＮＡワクチン（ファイザー社のワクチ

ンまたは武田/モデルナ社のワクチン）を用いることとされており、米国をはじめ、追加接種の際に交互接種を認めてい

る国は複数あります。

追加接種（3回目）で、初回接種（1・2回目）と異なるワクチン接種を使用（交互接種）しても大丈夫ですか？Q

A

× × ×
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追加接種（３回目接種）について

新型コロナウイルスワクチン

◆接種券の発送時期および接種時期の目安

※以降、接種時期（２回目接種完了日から６か月以上経過）に合わせて、順次接種券を発送

令和３年8月～9月 高齢者

令和３年10月 全ての方

令和4年2月14日（発送済み）

3回目接種の時期接種券の発送時期主な対象者2回目の接種日

令和4年3月

令和３年９月 高齢者以外の方

令和4年3月下旬（予定） 令和4年4月（予定）

令和4年3月上旬 令和4年3月

追加接種（３回目接種）の前倒しについて 市コールセンター　☎0570�098�099

感染拡大防止のため、２回目接種完了から８か月以上の経過を待たずに追加接種ができることになりました。本市では、３月接種分

から、年齢にかかわらず全ての方を対象に６か月以上経過に前倒しいたします。

接種時期（接種可能日）については、２回目の接種を完了した日から６か月後の同日から接種可能となり、６か月後に同日がない場

合は、その翌月の１日から接種可能となります。

例）令和３年８月１日に２回目の接種をした場合　 　（6か月後の同日となる）　 　令和４年２月１日から３回目接種が可能

例）令和３年８月３１日に２回目の接種をした場合　 　（6か月後に同日がないため翌月の１日となる）　 　令和４年３月１日から

　　 ３回目接種が可能

新型コロナワクチンについては、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。

接種券は順次発送していますので、ご自宅に届くまでしばらくお待ちください

接種券の発送時期および接種時期について

上記接種間隔の前倒しを踏まえ、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、接種の予約方法等を記載した案内も同封します。

追加接種（３回目）会場・接種方法について

接種方法は、１回目・２回目接種と同様に、①市立中央公民館における「集団接種」、②市内の医療機関における「個別接種」、③沖縄県

が設置する「沖縄県広域ワクチン接種センター」で実施します。詳細は、市ホームページまたは接種券に同封されている「新型コロナワ

クチン追加接種（３回目接種）のお知らせ」をご覧ください。

詳しくは
コチラ▲

をお願いします

の継続
感染予防対策

沖縄県南部接触者PCR検査センターについて

初回接種を希望される方は、接種を希望する医療機関へ直接予約をしてください。医療機関ごとに接種にあ

たっての条件が異なります。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。ご自身やご家族を新

型コロナウイルス感染症から守るためにも、まだ初回接種を受けていない方は、ぜひ接種をご検討ください。

初回接種（1回目・2回目）を希望される方へ

詳しくは
コチラ▲

詳しくはコチラ

追加接種（3回目接種）につきましては、１回目・２回目接種とは異なるワクチンを接種する「交互接種」も推奨され

ています。特に、１回目･２回目接種でファイザー社ワクチンを接種した方におかれましては、「早めの接種」を念頭

に、武田/モデルナ社ワクチンの接種についてもご検討されるようご協力をお願いします。

追加接種（３回目接種）の『交互接種』へのご協力をお願いします

ワクチンには高い発症予防効果等がある一方、感染予防効果や、高齢者においては重症化予防効果についても、時間の

経過に伴い、徐々に低下するといわれています。このため、感染拡大防止および重症化予防の観点から、追加接種を受

けることが望ましいとされています。

なぜ追加接種（３回目）が必要なのですか？

５歳から１１歳のお子様を対象とする小児接種については、現在、準備を進めています。（２月１８日現

在）実施方法や開始時期等詳細が決まりましたら、市ホームページおよび市公式ＬＩＮＥにて周知する

とともに、対象となるお子様には個別に通知を送付しますので、お手元に届くまでお待ちください。

新型コロナウイルスワクチン接種は任意であり、接種を強制されるものではありません。特に小児接

種については、１２歳以上の方を対象とするコロナワクチン接種と異なり、予防接種法における「接種

の努力義務（対象者は接種を受けるよう努めなければならない。）」の対象外となっています。

小児接種（５歳～１１歳）について

ＰＣＲ検査コールセンター　☎090�3871�8297

「３つの密（密集場所・密接場面・密閉空間）」の回避 マスクの着用
石けんによる

手洗い
手指消毒用アルコール
による消毒の励行

Q

A

追加接種を行わなかった場合と比較して、感染予防効果や重症化予防効果等を高める効果があります。オミクロン株に

対する初回接種による発症予防効果・入院予防効果は、デルタ株と比較して低下するものの、追加接種により回復する

ことが報告されています。

追加接種（3回目）には、どのような効果がありますか？Q

A

追加接種に使用するワクチンは、初回接種に用いたワクチンの種類に関わらず、ｍＲＮＡワクチン（ファイザー社のワクチ

ンまたは武田/モデルナ社のワクチン）を用いることとされており、米国をはじめ、追加接種の際に交互接種を認めてい

る国は複数あります。

追加接種（3回目）で、初回接種（1・2回目）と異なるワクチン接種を使用（交互接種）しても大丈夫ですか？Q

A

× × ×
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進めよう！こども改革！
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。

今月は「豊見城市こども未来基金」を活用し、令和４年度に予定している主な事業などについてご紹介します。

令和３年度に「皆様から頂いたご寄附」「ふるさと納税の一部」「一般財源の一部」から合わ

せて約３億円を『豊見城市こども未来基金』に積み立てます。その積み立てた基金の一部を

活用して令和４年度の事業に取り組んでいきます。 令和４年度には、令和３年度から引き継

いだ積立金に加えて、更に「皆様から頂いたご寄附」「ふるさと納税の一部」「一般財源の一

部」を積み立てて、令和５年度以降の事業に活用していきます。このように『豊見城市こども

未来基金』を活用することで、子育て支援施策の事業を安定的に取り組むことができるの

です。 

令和３年４月に『豊見城市こども未来基金』を設置し、これまで３１の個人・団体・企業の皆様から４００万円を超えるご寄附

をいただきました。今月はこれまでご寄附いただいた方々をご紹介します。 （令和４年２月１６日時点）

学校給食のうち、「牛乳」の給食費（月額1,200円）を市

が支援し、保護者負担の軽減を図るよう取り組む予定

です。また、保護者負担を増額することなく、学校給食

の栄養価充足率１００％を満たすための支援（小学校

月額６００円、中学校月額７００円）についても、引き続

き実施する予定です。 

誰もがやってみたい習い事に挑戦できる環境を整え、子

ども達の大事な時期に才能を開花させるキッカケを与

える「こども習い事助成事業」に取り組む予定です。

『豊見城市こども未来基金』のお金の流れはどうなってるの？

令和４年度はどんな取り組みをするの？ 

『豊見城市こども未来基金』へご寄附いただいた方々を紹介します！ 

②こども習い事助成事業 

ご寄附いただいた皆様ありがとうございました！ 

豊見城市では引き続き皆様からの暖かいご支援をお待ちしております。 

①学校給食費の段階的無償化 

③こども医療費の拡充 

令和４年度に予定している以下の事業については、市議会（令和４年第１回定例会）で予算が可決されたのち、取り組みます。 

給食費の
月額 

小学校 4,000 円

中学校 4,500 円

保護者が負担する
給食費の月額（予定） 

2,800 円

3,300 円

こども未来基金

ポータルサイト▶▶▶

こども未来基金のイメージ

令和３年度 令和4年度

みんな無料♪

・豊寿大学第１３期生 令和あけぼの会 ・株式会社共和技研 ・有限会社大栄土建 ・Thank‘ｓ mama

・株式会社ライフコーポレーション ・赤嶺 義秀 ・協同組合とよみ水道管理センター 

・有限会社名嘉山重建 ・Ｔ・Ｓ・Ｐ管理協同企業体 ・豊見城市管工事組合 ・合同会社上外間産業 

・大邦工業 ・とよみ税理士法人 ・山中 隆行 ・株式会社大生通信 ・社会福祉法人まつみ福祉会 

・井本 剛司 ・瀬長自治会 ・宮良 ツル ・宮良 かなえ ・アキヅ産業合同会社 ・株式会社エマオ 

・辻内 岳晴 ・株式会社興洋エンジニアリング ・有限会社南工業   ほか匿名希望６者（※敬称略） 

沖縄県内でも多くの自治体で助成対象外とされている

高校卒業までの入院・通院にかかる医療費を市が負担

することで、保護者が金銭的な負担を感じることなく、安

心して医療機関を受診できるよう取り組む予定です。 

これまで自治会との「ワクドキ地域懇談会」等を通して、たくさんのご指摘やご意見をいただいております。現在、こども達の成長や市

民サービス向上を目指した予算（案）を市議会に提出しています。予算が承認され次第、市民と共に事業推進に取り組んでいきます。 

市長メッセージ  「Welcomeな思いで ハートがつながり みんなで彩るまち とみぐすく」の実現に向けて 
ウェルカム

市制施行
20周年 

新規

新規

新規

新規

継続

中学校建設
生徒400人程度

こども
未来基金 

市区別
年少人口割合

日本一

まちづくり
の推進

市街化区域の
拡大

スポーツを
“力”に！

地域と
 共に！

ふるさと納税
寄附額

県内No.1 
（令和２年度）

★市制施行20周年記念事業 歳出予算（案）：887万円

令和4年4月1日に市制施行20周年を迎えるにあたり、記念式典・祝賀会、各記念事業

等の開催を予定しています。

★スポーツ拠点エリア構想 歳出予算（案）：1,098万円

豊見城総合公園を中心とするエリアを「スポーツ拠点エリア」と位置付け、スポーツとヘルス

ケア・医療等を通したソフト事業によるまちづくりを目指します。

★市民体育館機能強化 歳出予算（案）：6,579万円

プロスポーツチームの合宿や公式試合開催などの誘致をさらに促進させるため、施設

の機能強化（トレーニング室の増築及び備品整備など）に取り組みます。 

★市民と市長のワクドキ地域懇談会 歳出予算（案）：35万円

令和４年度も引き続き市民と市長が膝を交えて意見交換を行う地域懇談会を開催します。

市民の声に耳を傾け、しっかりと取り組みを進めていきます。 

令和元年度：23件、令和２年度：7件、令和３年度：10件、その他各種団体も実施 

★新商品開発チャレンジ支援事業 歳出予算（案）：403万円

地元の素材などを活用し、地域全体の好循環につながる新たな商品メニューやサービス形態の

開発へ奨励金等による支援を行います。

★歴史・文化企画展開催事業、
　 組踊学校鑑賞事業、デジタル博物館事業

歳出予算（案）：7,346万円

市の歴史・文化に理解・関心を深めてもらうため、終戦から現在までを中心とした企画展を開催しま

す。組踊を小学校で上演し、「組踊」の普及と継承に取り組みます。地域の歴史・文化に育まれた地

域知的資産情報の電子化・コンテンツ作成等を図り、公開・普及を行います。 

★（仮称）豊崎中学校建設 歳出予算（案）：14億3,671万円 

令和６年度開校予定の中学校校舎などの建設工事を行います。屋内温水プール

や指定緊急避難場所の機能を有した学校になる予定です。 

★ふるさと納税 歳入予算（案）：7億5,000万円 

「新たな魅力ある返礼品発掘等」や「効果的なポータルサイトの運営」に力を

入れ、本市の魅力を発信し、ふるさと納税寄附額の増加に向け取り組みます。

★都市計画マスタープラン部分改定 歳出予算（案）：484万円

上位計画が改定されるので、上位計画との整合を図るため都市計画マスタープラン

の見直しを行い、まちづくりの推進（市街化区域の拡大等）に取り組みます。

★ワク・ドキこども未来プロジェクト 歳出予算（案）：613万円

こどもが多く活気あふれる本市において、企業版ふるさと納税を活用して、グロー

バルに活躍できる人財を育成します。

★こども未来基金 歳入予算（案）：2億5,800万円

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

の基金で、一部を取り崩し、こども関連事業を推進します。 

祝

推進

推進

推進

推進

令
和
4
年
度
予
算
(案
)
と
主
な
取
り
組
み
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これまで自治会との「ワクドキ地域懇談会」等を通して、たくさんのご指摘やご意見をいただいております。現在、こども達の成長や市

民サービス向上を目指した予算（案）を市議会に提出しています。予算が承認され次第、市民と共に事業推進に取り組んでいきます。 

市長メッセージ  「Welcomeな思いで ハートがつながり みんなで彩るまち とみぐすく」の実現に向けて 
ウェルカム

市制施行
20周年 

新規

新規

新規

新規

継続

中学校建設
生徒400人程度

こども
未来基金 

市区別
年少人口割合

日本一

まちづくり
の推進

市街化区域の
拡大

スポーツを
“力”に！

地域と
 共に！

ふるさと納税
寄附額

県内No.1 
（令和２年度）

★市制施行20周年記念事業 歳出予算（案）：887万円

令和4年4月1日に市制施行20周年を迎えるにあたり、記念式典・祝賀会、各記念事業

等の開催を予定しています。

★スポーツ拠点エリア構想 歳出予算（案）：1,098万円

豊見城総合公園を中心とするエリアを「スポーツ拠点エリア」と位置付け、スポーツとヘルス

ケア・医療等を通したソフト事業によるまちづくりを目指します。

★市民体育館機能強化 歳出予算（案）：6,579万円

プロスポーツチームの合宿や公式試合開催などの誘致をさらに促進させるため、施設

の機能強化（トレーニング室の増築及び備品整備など）に取り組みます。 

★市民と市長のワクドキ地域懇談会 歳出予算（案）：35万円

令和４年度も引き続き市民と市長が膝を交えて意見交換を行う地域懇談会を開催します。

市民の声に耳を傾け、しっかりと取り組みを進めていきます。 

令和元年度：23件、令和２年度：7件、令和３年度：10件、その他各種団体も実施 

★新商品開発チャレンジ支援事業 歳出予算（案）：403万円

地元の素材などを活用し、地域全体の好循環につながる新たな商品メニューやサービス形態の

開発へ奨励金等による支援を行います。

★歴史・文化企画展開催事業、
　 組踊学校鑑賞事業、デジタル博物館事業

歳出予算（案）：7,346万円

市の歴史・文化に理解・関心を深めてもらうため、終戦から現在までを中心とした企画展を開催しま

す。組踊を小学校で上演し、「組踊」の普及と継承に取り組みます。地域の歴史・文化に育まれた地

域知的資産情報の電子化・コンテンツ作成等を図り、公開・普及を行います。 

★（仮称）豊崎中学校建設 歳出予算（案）：14億3,671万円 

令和６年度開校予定の中学校校舎などの建設工事を行います。屋内温水プール

や指定緊急避難場所の機能を有した学校になる予定です。 

★ふるさと納税 歳入予算（案）：7億5,000万円 

「新たな魅力ある返礼品発掘等」や「効果的なポータルサイトの運営」に力を

入れ、本市の魅力を発信し、ふるさと納税寄附額の増加に向け取り組みます。

★都市計画マスタープラン部分改定 歳出予算（案）：484万円

上位計画が改定されるので、上位計画との整合を図るため都市計画マスタープラン

の見直しを行い、まちづくりの推進（市街化区域の拡大等）に取り組みます。

★ワク・ドキこども未来プロジェクト 歳出予算（案）：613万円

こどもが多く活気あふれる本市において、企業版ふるさと納税を活用して、グロー

バルに活躍できる人財を育成します。

★こども未来基金 歳入予算（案）：2億5,800万円

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

の基金で、一部を取り崩し、こども関連事業を推進します。 

祝

推進

推進

推進

推進

令
和
4
年
度
予
算
(案
)
と
主
な
取
り
組
み
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豊見城市子どもの貧困支援
那覇南ロータリークラブよりお弁当の贈呈

県小中学校童話・お話・
意見発表大会最優秀賞受賞報告1/31 1/26

　『第72回沖縄県PTA小中学校童話・お話・意見発表大会』
において、「にわとりとりゅう」を発表し、最優秀賞を受賞した
伊良波愛彩さん（座安小学校2年）が山川市長と瀬長教育長
へ喜びの報告を行いました。伊良波さんは「人前に出て発表す
るのが好きで、優勝できて嬉しかった」と振り返りました。

那覇南ロータリークラブ（新垣雅春会長）より、子どもの貧
困対策を目的に、市内の子どもの居場所へお弁当の贈呈があ
りました。山川市長は、「子どもの居場所を通して多くの子ども
達に届けられるよう、有効活用させていただきます」と感謝の
意を述べました。

プロサッカーチームが
今年も市内でキャンプ1/17～2/6

　豊見城総合公園陸上競技場において、１月17日から24日ま
での期間にＪ２のFC町田ゼルビア、１月27日から２月６日まで
の期間にＪ2の水戸ホーリーホックのキャンプ受入を行いまし
た。新型コロナウイルス感染防止対策のため交流教室は中止
となり、無観客の中、選手たちは練習に励みました。

市内各地で行われたイベントやまちのでき
ごとをお届けします♪また、市ホームページ
「市内のできごと」でも市内のできごとを
紹介していますので、ご覧ください。

沖縄県社会教育功労者表彰伝達式「ポケふた」が道の駅「豊崎」に
やってきた！3/1 2/2

　市役所において、「沖縄県社会教育功労者表彰伝達式」
が執り行われ、地域における社会教育活動を推進し、多年に
わたり社会教育を振興したことが評価され、玉城富次郎氏
（写真右）が受賞しました。玉城氏は、盆栽愛好「葉和会」
を創設し、会員に指導や助言を行うなど沖縄全体の盆栽技
術の向上に寄与しました。
（伝達式には代理でご子息が出席されました。）

　人気ゲーム「ポケットモンスター」のキャラクターがデザイ
ンされたマンホールの蓋「ポケふた」が、道の駅「豊崎」内に
設置されました。本市に設置された「ポケふた」は、ハーリー
発祥の地にふさわしいドラゴンタイプのポケモンの「キバゴ」
と「ジャラコ」が爬龍船を思わせる船に乗っている様子が描
かれたとても可愛らしいデザインとなっています。近くまでお
越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
（道の駅「豊崎」　☎850-8280）

― ―

©2022Pokémon．©1995-2022Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

豊見城市の人事行政の運営

３　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

豊見城市 沖縄県 国

1,315千円

１人当たり平均支給額（２年度）

　1,511千円

１人当たり平均支給額（２年度）

－　　千円

１人当たり平均支給額（２年度）

（2年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.60月分 1.85月分

（1.45）月分 （0.90）月分

（2年度支給割合） （2年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.60月分 2.55月分1.85月分 1.90月分

（1.45）月分 （0.90）月分 （0.90）月分

期末手当 勤勉手当

（1.45）月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による

加算措置

有（職務の級により5〜15％の

加算）

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による

加算措置

役職加算5〜20％まで

管理職加算10％

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による

加算措置

役職加算5〜20％まで

管理職加算10〜25％

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（２）退職手当（令和３年4月1日現在）

豊見城市 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置

定年前早期退職特別措置（2％〜20％加算）

1人当たり平均支給額13,897 千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（3％〜45％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は令和２年度に退職した職員に支給された平均額である。 （注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

平成28年4月1日から人事評価を運用開始し、平成28年度の12月の勤勉手当より評価
結果に基づく支給を行っている。

１　給与の状況　総括

（1）人件費の状況（普通会計決算）

区　分 実質収支
歳 出 額

Ａ

人件費

Ｂ

職員数

Ａ

人件費率

Ｂ／Ａ

（参考）

元年度の

人件費率

住民基本

台帳人口

（２年度末）

2年度
人

65,644 33,739,948 287,752 3,660,480 10.8 11.7

千円 千円 千円 ％ ％

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分

給 与 費 １人当たり

給与費

B/A

（参考）令和

元年度一人

当たり給与費給　料 職員手当 計　Ｂ
期末・

勤勉手当

２年度
千円千円千円千円千円千円人

1,315,969 265,111 520,101 2,101,181 5,227 5,268402

（注）　１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　　2　職員数は令和２年４月１日現在の人数である。

　　　　3　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含ま

　　　　　　れており、職員数には当該職員を含んでいない。

（注）　１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

　　　　2　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、市長及

　　　　　　び副市長は１期（４年＝４８月）、教育長は１期（３年＝36月）勤めた場合における退職

　　　　　　手当の見込額である。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和３年４月１日現在）

一般行政職

区　分

豊見城市

沖縄県

国

平均年齢

39.5歳

41.5歳

43.0歳

平均給料月額

289,200円

311,900円

325,827円

平均給与月額

337,323円

371,504円

407,153円

（２）職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）

豊見城市区　　分 沖縄県 国

一般行政職

技能労務職

技能労務職

大 学 卒

高 校 卒

大 学 卒

高 校 卒

261,400 円

224,100 円

354,500 円

298,600 円

392,000 円

366,200 円

407,200 円

399,500 円

高 校 卒 ー ー ー ー

182,200 円

150,600 円

147,900 円

139,900 円

182,200 円

150,600 円

147,900 円

139,900 円

182,200 円

150,600 円

高 校 卒

中 学 卒

ー

ー

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和３年4月1日現在）

経験年数10年区　　　　　分 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職

（３）特殊勤務手当（令和３年4月1日現在）

5,185千円

 40千円

 32.3％

6種類

（４）時間外勤務手当

（５）その他の手当（令和３年４月１日現在）

手 当 名 内容及び支給単価

扶養手当

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績（2年度決算） 左記職員に対する支給単価

徴税手当

消防、救急及び
救助業務手当

納税課職員、国民健康
保険税の徴税を担当する職員

消防職員
消防、救急及び救助業務に
従事したとき

市税の徴収、差押え、滞納
処分等に係る業務

市税徴収　日額200円
滞納差押　 １件300円
換価処分　 １件400円

743千円

632千円

生活環境課職員、
農林水産課職員

感染症防疫作業及び家畜
伝染病防疫作業に従事したとき

新型コロナウイルス感染症から
市民の生命及び健康を保護する
ための業務に従事したとき

社会福祉課
行旅病人又は行旅死亡人
を取り扱ったとき

－

－

全職員
風水災事において特に
勤務を命ぜられたとき

1,999千円

1,811千円

救急　　　　　    1回200円
（救急救命士）   1回300円
火災救助　　 　  1回250円
自然現象･事故　1回300円
（潜水）          1回1,000円

感染症の患者の身体に接触し
て行う作業等　日額4,000円
上記以外　　 日額3,000円

日額  1,000円

－ １回につき2,000円

１時間　700円風水災事勤務手当

消防職員

消防職員

災害が発生した市町村に出動し
消防の支援に従事したとき

日額　3,000円緊急消防援助隊手当

防疫作業手当

行旅死亡人等
取扱手当

同じ

住居手当

通勤手当

管理職手当

休日勤務手当

同じ

同じ

借家（限度額）　　28,000円

通勤距離が２㎞以上

部長・参事監

課長・参事

53,388円

41,020円
－

同じ

62,974千円

62,127千円

8,650千円

26,310千円

 17,390千円

279,884円

312,196円

39,318円

515,882円

424,146円

国の
制度
との
異同

国の
制度と
異なる
内容

支給実績
（令和２年度決算）

支給職員1人当たり
平均支給年額

（令和２年度決算）

配偶者
子
その他

特定期間の加算　5,000円

6,500円
10,000円
6,500円

４　特別職の報酬等の状況（令和３年4月1日現在）
区 分 給料月額等

給
料

報
酬

期
末
手
当

退
職
手
当

市　長
副市長
教育長

市　長
副市長
教育長

市　長
副市長
教育長

議 　長
副議長
議 　員

議 　長
副議長
議 　員

830,000円
684,000円
626,000円

442,000円（　ー　）円
395,000円（　ー　）円
371,000円（　ー　）円

（令和２年度支給割合）3.30月分

（令和２年度支給割合）3.30月分

（算定方式） （1期の手当額） （支給時期）

830,000円×在職年数×500/100
684,000円×在職年数×300/100
626,000円×在職年数×250/100

16,600,000円　任期毎
8,208,000円　任期毎
4,695,000円　任期毎

５　職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（令和3年4月1日現在）

区　分

部　門

職員数

主 な 増 減 理 由令和
2年度

令和
3年度

対前年
増減数

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会
総務企画
税務
民生

衛生

労働
農林水産
商工
土木
小計

教育部門
消防部門
小　　計

小　　計

水道
下水道
その他

5
80
24

112

13

1
12
7

43
297

44
61

402
15
9

18
42

444

公
営
企
業
等

会
計
部
門

人事部門強化による増

子ども支援関係業務体制強化による増
保育・こども園体制強化による増
保健予防部門強化による増
ワクチン接種対策室設置による増

教育委員会体制及び文化部門強化による増
消防体制強化による増

ワクチン接種対策強化に伴う国保事業部門の減

合　　　計

お問い合わせ　人事課　☎850-1116

支給実績（令和２年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（２年度）

手当の種類（手当数）

支給実績（令和２年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（2年度決算）

支給実績（令和元年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（元年度決算）

78,590千円

224千円

73,904千円

217千円

5
81
24

114

17

1
12
7

43
304

46
64

414
15
9

17
41

455

0
1
0
2

4

0
0
0
0
7
2
3

12
0
0

▲1
▲1
11

－

－

－

－

－

豊見城市では、人事行政の公正かつ透明な運営を確保するため、豊見城市職員の任免、給与、処分の状況などを公表しております。

（注）　１　「平均給料月額」とは、令和３年４月１日現在における職員の基本給の平均である。

　　　　2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当

　　　　　　などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において

　　　　　　明らかにされているものである。
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豊見城市の人事行政の運営

３　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

豊見城市 沖縄県 国

1,315千円

１人当たり平均支給額（２年度）

　1,511千円

１人当たり平均支給額（２年度）

－　　千円

１人当たり平均支給額（２年度）

（2年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.60月分 1.85月分

（1.45）月分 （0.90）月分

（2年度支給割合） （2年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.60月分 2.55月分1.85月分 1.90月分

（1.45）月分 （0.90）月分 （0.90）月分

期末手当 勤勉手当

（1.45）月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による

加算措置

有（職務の級により5〜15％の

加算）

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による

加算措置

役職加算5〜20％まで

管理職加算10％

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による

加算措置

役職加算5〜20％まで

管理職加算10〜25％

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（２）退職手当（令和３年4月1日現在）

豊見城市 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置

定年前早期退職特別措置（2％〜20％加算）

1人当たり平均支給額13,897 千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（3％〜45％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は令和２年度に退職した職員に支給された平均額である。 （注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

平成28年4月1日から人事評価を運用開始し、平成28年度の12月の勤勉手当より評価
結果に基づく支給を行っている。

１　給与の状況　総括

（1）人件費の状況（普通会計決算）

区　分 実質収支
歳 出 額

Ａ

人件費

Ｂ

職員数

Ａ

人件費率

Ｂ／Ａ

（参考）

元年度の

人件費率

住民基本

台帳人口

（２年度末）

2年度
人

65,644 33,739,948 287,752 3,660,480 10.8 11.7

千円 千円 千円 ％ ％

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分

給 与 費 １人当たり

給与費

B/A

（参考）令和

元年度一人

当たり給与費給　料 職員手当 計　Ｂ
期末・

勤勉手当

２年度
千円千円千円千円千円千円人

1,315,969 265,111 520,101 2,101,181 5,227 5,268402

（注）　１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　　2　職員数は令和２年４月１日現在の人数である。

　　　　3　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含ま

　　　　　　れており、職員数には当該職員を含んでいない。

（注）　１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

　　　　2　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、市長及

　　　　　　び副市長は１期（４年＝４８月）、教育長は１期（３年＝36月）勤めた場合における退職

　　　　　　手当の見込額である。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和３年４月１日現在）

一般行政職

区　分

豊見城市

沖縄県

国

平均年齢

39.5歳

41.5歳

43.0歳

平均給料月額

289,200円

311,900円

325,827円

平均給与月額

337,323円

371,504円

407,153円

（２）職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）

豊見城市区　　分 沖縄県 国

一般行政職

技能労務職

技能労務職

大 学 卒

高 校 卒

大 学 卒

高 校 卒

261,400 円

224,100 円

354,500 円

298,600 円

392,000 円

366,200 円

407,200 円

399,500 円

高 校 卒 ー ー ー ー

182,200 円

150,600 円

147,900 円

139,900 円

182,200 円

150,600 円

147,900 円

139,900 円

182,200 円

150,600 円

高 校 卒

中 学 卒

ー

ー

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和３年4月1日現在）

経験年数10年区　　　　　分 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職

（３）特殊勤務手当（令和３年4月1日現在）

5,185千円

 40千円

 32.3％

6種類

（４）時間外勤務手当

（５）その他の手当（令和３年４月１日現在）

手 当 名 内容及び支給単価

扶養手当

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績（2年度決算） 左記職員に対する支給単価

徴税手当

消防、救急及び
救助業務手当

納税課職員、国民健康
保険税の徴税を担当する職員

消防職員
消防、救急及び救助業務に
従事したとき

市税の徴収、差押え、滞納
処分等に係る業務

市税徴収　日額200円
滞納差押　 １件300円
換価処分　 １件400円

743千円

632千円

生活環境課職員、
農林水産課職員

感染症防疫作業及び家畜
伝染病防疫作業に従事したとき

新型コロナウイルス感染症から
市民の生命及び健康を保護する
ための業務に従事したとき

社会福祉課
行旅病人又は行旅死亡人
を取り扱ったとき

－

－

全職員
風水災事において特に
勤務を命ぜられたとき

1,999千円

1,811千円

救急　　　　　    1回200円
（救急救命士）   1回300円
火災救助　　 　  1回250円
自然現象･事故　1回300円
（潜水）          1回1,000円

感染症の患者の身体に接触し
て行う作業等　日額4,000円
上記以外　　 日額3,000円

日額  1,000円

－ １回につき2,000円

１時間　700円風水災事勤務手当

消防職員

消防職員

災害が発生した市町村に出動し
消防の支援に従事したとき

日額　3,000円緊急消防援助隊手当

防疫作業手当

行旅死亡人等
取扱手当

同じ

住居手当

通勤手当

管理職手当

休日勤務手当

同じ

同じ

借家（限度額）　　28,000円

通勤距離が２㎞以上

部長・参事監

課長・参事

53,388円

41,020円
－

同じ

62,974千円

62,127千円

8,650千円

26,310千円

 17,390千円

279,884円

312,196円

39,318円

515,882円

424,146円

国の
制度
との
異同

国の
制度と
異なる
内容

支給実績
（令和２年度決算）

支給職員1人当たり
平均支給年額

（令和２年度決算）

配偶者
子
その他

特定期間の加算　5,000円

6,500円
10,000円
6,500円

４　特別職の報酬等の状況（令和３年4月1日現在）
区 分 給料月額等

給
料

報
酬

期
末
手
当

退
職
手
当

市　長
副市長
教育長

市　長
副市長
教育長

市　長
副市長
教育長

議 　長
副議長
議 　員

議 　長
副議長
議 　員

830,000円
684,000円
626,000円

442,000円（　ー　）円
395,000円（　ー　）円
371,000円（　ー　）円

（令和２年度支給割合）3.30月分

（令和２年度支給割合）3.30月分

（算定方式） （1期の手当額） （支給時期）

830,000円×在職年数×500/100
684,000円×在職年数×300/100
626,000円×在職年数×250/100

16,600,000円　任期毎
8,208,000円　任期毎
4,695,000円　任期毎

５　職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（令和3年4月1日現在）

区　分

部　門

職員数

主 な 増 減 理 由令和
2年度

令和
3年度

対前年
増減数

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会
総務企画
税務
民生

衛生

労働
農林水産
商工
土木
小計

教育部門
消防部門
小　　計

小　　計

水道
下水道
その他

5
80
24

112

13

1
12
7

43
297

44
61

402
15
9

18
42

444

公
営
企
業
等

会
計
部
門

人事部門強化による増

子ども支援関係業務体制強化による増
保育・こども園体制強化による増
保健予防部門強化による増
ワクチン接種対策室設置による増

教育委員会体制及び文化部門強化による増
消防体制強化による増

ワクチン接種対策強化に伴う国保事業部門の減

合　　　計

お問い合わせ　人事課　☎850-1116

支給実績（令和２年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（２年度）

手当の種類（手当数）

支給実績（令和２年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（2年度決算）

支給実績（令和元年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（元年度決算）

78,590千円

224千円

73,904千円

217千円

5
81
24

114

17

1
12
7

43
304

46
64

414
15
9

17
41

455

0
1
0
2

4

0
0
0
0
7
2
3

12
0
0

▲1
▲1
11

－

－

－

－

－

豊見城市では、人事行政の公正かつ透明な運営を確保するため、豊見城市職員の任免、給与、処分の状況などを公表しております。

（注）　１　「平均給料月額」とは、令和３年４月１日現在における職員の基本給の平均である。

　　　　2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当

　　　　　　などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において

　　　　　　明らかにされているものである。
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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
3月

４月

１７日：館内整理日　
２２日：振替休（春分の日）

１日：館内整理日　29 日： 昭和の日

図書館行事

とみぐすく電子図書館のサービス利用を！

中央図書館の雑誌カバーに広告を掲載してみませんか？
雑誌カバーを広告媒体として利用していただき、中央図書館の利用者
に対する事業者のPRができます。詳しくは、市HPをごらんください。

事業主の皆さま！雑誌スポンサー大募集しています

▽　下記のイベント会場は、全て市立中央図書館　▽

イベント 日 時 対 象

① 3月12日（土）、27日（日）、４月9日（土） 歳～小学生

② １４時３０分～（約２０分）
～ 歳

（保護者含む）

１４時３０分～（約３０分）おはなし会

おひざにだっこ 3月23日（水）

インターネットに接続できる環境があれ
ば、自宅でも外出先でも楽しめる電子図
書館をご利用ください。
電子書籍タイトル数は約3,715 タイトル
です。
ご利用にはIDとパスワードが必要です。
詳しくは、電子図書館サイトをご覧く
ださい。

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

を募集しますぐみと す報 く 川 柳

大嶺 優子さん （字宜保在住）

（寸評）あしばーとは方言辞典によると、遊び人・不良とあります。しかし、こ

の作品からは、悪い響きは伝わってきません。むしろ妻の優しいまな

ざしが伝わってくるではありませんか。

退職後 遊び心で 過ごしたい

宇根 丈雄さん （字平良在住）

（寸評）企業戦士で、生真面目なお人柄が伝わってきます。

せめて退職後は自由に羽ばたきたくなったのでしょうか。

コロナ禍で 学び遊びも オンライン

松川 峯夫さん （字我那覇在住）

（寸評）コロナ禍の世相をうまくとらえ五七五にまとめられました。

発想が良いです。

前回のお題「遊ぶ」応募数２８句 優秀作品は次の通りです。おめでとうございます。

（お詫び）１月号の広報とみぐすく川柳にて宛先住所の記入漏れがありました。大変申し訳ございませんでした。

- お 題 -

１０月２２日（土）～１１月２７日（日）に開催される国民文化祭（美ら島おきなわ文化祭 2022）。本市で

は１０月３０日（日）に「響（とよ）むまち ・ 豊見城 川柳の祭典」を行います。機運盛り上げのため、 奇数

月に「広報とみぐすく川柳」を実施。皆さんのご応募をお待ちしています。

市内に在住または在勤の方

作品（2句以内）・住所・氏名（本名に限る）・年齢を（市内在勤の場合は会社名等および所在

地も）明記し、３月２５日（金）【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。※添削もあります

〒901-0232　豊見城市字伊良波３９２番地

豊見城市教育委員会文化課内「広報とみぐすく川柳」係

メール：kokubun@city.tomigusuku.lg.jp　FAX：856-1215

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）

▶対象者

▶申込み

▶選　 者

あしばーの夫　教育パパとなり

【親子上映会】 タイトル 「宮西達也」劇場 おまえうまそうだ Vo1・2
  日時３月20日（日）14時30分～（約30分）　定員 30人
  申込み インターネットや窓口にて申込み、電話受付不可（先着順）

▲市HP

図書館行事申し込みはコチラから▶▶▶

認定

市教育委員会より就学援助制

度のお知らせが各家庭に配布

されます。

所得などをもとに審査を行い、

市教育委員会から結果の通知

が届きます。

就学援助申請用紙を学校また

は市教育委員会に提出します。

認定された場合、就学援助費が

支給されます。

※援助の内容によって異なる

お知らせ配布 申請手続き 審査・認定 就学援助費の支給

令和４年度 就学援助 のご案内

申 請 方 法

注 意 事 項

申請から受給まで

お問い合わせ 学校教育課 就学援助担当 ☎850-0035

お問い合わせ こども応援課 ☎850-6775

豊見城市自立支援教育訓練
給付金について

豊見城市高等職業訓練促進
給付金について

詳しくは担当課、

または市ＨＰよりご確認ください ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

詳しくは担当課、

または市ＨＰよりご確認ください ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

お問い合わせ こども応援課 ☎850-6775

本市教育委員会では、小中学校へ通うお子さんが安心して学校生活を送れるように、学用品費や給食費などを援助しております。 

▶援助対象者

▶援 助 内 容

経済的な理由により就学費用の支払いが困難であると認められた家庭

給食費、新入学用品費、学用品費、校外活動費、修学旅行費

４月１日（金）から４月２８日（木）まで（４月認定希望者の方）※５月以降の申請については受付日の翌月認定となります。

①市教育委員会学校教育課（豊見城市役所４階）　②学校の事務室

令和４年度就学援助申請書　※申請書類は学校を通じて配布しています。

また、申請書類は学校教育課窓口または市ホームページでも取得できます。

①振込先指定口座金融機関名、支店名、口座番号が確認できるもの

※申請者（保護者）名義の通帳など　②児童扶養手当証書の写し、障害者手帳の写し　など

③令和４年１月１日に本市に住民票がなかった方は、令和４年度市町村民税（非）課税証明書

※当時お住まいだった他市区町村で発行を依頼する必要があります。

▶申込期間

▶受付場所

▶提出書類

▶申請時に

  必要なもの

母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんの就職に有利な資格
の取得を促進し、生活の負担の軽減を図るため、給付金を予算
の範囲内で支給します。
（予定月額70,500～100,000円、最長４年）

母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんの主体的な能力開
発の取組を支援し、自立の促進を図ることを目的として給付金
を支給します。

市内に住む母子家庭の母または父子家庭の父で次の

要件すべてを満たす方

①母子および父子並びに寡婦福祉法に定める配偶者

　 のない方で、現に２０歳未満のお子様を扶養してい

　 る方

②児童扶養手当の支給を受けているまたは、同様の

　 所得水準にある方

③その制度を受けることが適職に就くために必要で

　 あると認められる方

④過去にこの給付金の給付を受けたことがない方

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座

随時（申込み前に、担当課までご相談ください）

受講のために対象者が支払った費用(対象講座の

受講料等)の60％に相当する額

▶対象者

▶対象講座

▶申込み

▶支給額

　

市内に住所を有する母子家庭の母、父子家庭の父で

あって、次の受給要件のすべてに該当する方

①児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準

　 にあること

②養成機関において、１年以上のカリキュラムを修業し、

　　対象資格の取得が見込まれること

③就業または育児と修業の両立が困難であると認め

　 られること

※ただし、過去にこの給付金を受給した方、またはこの給付金

　 と趣旨を同じくする給付を受けている方は対象外

４月１日～２８日まで

看護師（准看護師）、歯科衛生士、介護福祉士、美容師、

保育士、社会福祉士、理学療法士、製菓衛生師、作業

療法士、調理師等

▶対象者

▶申込み

▶対象資格

令和３年度就学援助に認定されていた方も申請が必要です
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認定

市教育委員会より就学援助制

度のお知らせが各家庭に配布

されます。

所得などをもとに審査を行い、

市教育委員会から結果の通知

が届きます。

就学援助申請用紙を学校また

は市教育委員会に提出します。

認定された場合、就学援助費が

支給されます。

※援助の内容によって異なる

お知らせ配布 申請手続き 審査・認定 就学援助費の支給

令和４年度 就学援助 のご案内

申 請 方 法

注 意 事 項

申請から受給まで

お問い合わせ 学校教育課 就学援助担当 ☎850-0035

お問い合わせ こども応援課 ☎850-6775

豊見城市自立支援教育訓練
給付金について

豊見城市高等職業訓練促進
給付金について

詳しくは担当課、

または市ＨＰよりご確認ください ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

詳しくは担当課、

または市ＨＰよりご確認ください ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

お問い合わせ こども応援課 ☎850-6775

本市教育委員会では、小中学校へ通うお子さんが安心して学校生活を送れるように、学用品費や給食費などを援助しております。 

▶援助対象者

▶援 助 内 容

経済的な理由により就学費用の支払いが困難であると認められた家庭

給食費、新入学用品費、学用品費、校外活動費、修学旅行費

４月１日（金）から４月２８日（木）まで（４月認定希望者の方）※５月以降の申請については受付日の翌月認定となります。

①市教育委員会学校教育課（豊見城市役所４階）　②学校の事務室

令和４年度就学援助申請書　※申請書類は学校を通じて配布しています。

また、申請書類は学校教育課窓口または市ホームページでも取得できます。

①振込先指定口座金融機関名、支店名、口座番号が確認できるもの

※申請者（保護者）名義の通帳など　②児童扶養手当証書の写し、障害者手帳の写し　など

③令和４年１月１日に本市に住民票がなかった方は、令和４年度市町村民税（非）課税証明書

※当時お住まいだった他市区町村で発行を依頼する必要があります。

▶申込期間

▶受付場所

▶提出書類

▶申請時に

  必要なもの

母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんの就職に有利な資格
の取得を促進し、生活の負担の軽減を図るため、給付金を予算
の範囲内で支給します。
（予定月額70,500～100,000円、最長４年）

母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんの主体的な能力開
発の取組を支援し、自立の促進を図ることを目的として給付金
を支給します。

市内に住む母子家庭の母または父子家庭の父で次の

要件すべてを満たす方

①母子および父子並びに寡婦福祉法に定める配偶者

　 のない方で、現に２０歳未満のお子様を扶養してい

　 る方

②児童扶養手当の支給を受けているまたは、同様の

　 所得水準にある方

③その制度を受けることが適職に就くために必要で

　 あると認められる方

④過去にこの給付金の給付を受けたことがない方

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座

随時（申込み前に、担当課までご相談ください）

受講のために対象者が支払った費用(対象講座の

受講料等)の60％に相当する額

▶対象者

▶対象講座

▶申込み

▶支給額

　

市内に住所を有する母子家庭の母、父子家庭の父で

あって、次の受給要件のすべてに該当する方

①児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準

　 にあること

②養成機関において、１年以上のカリキュラムを修業し、

　　対象資格の取得が見込まれること

③就業または育児と修業の両立が困難であると認め

　 られること

※ただし、過去にこの給付金を受給した方、またはこの給付金

　 と趣旨を同じくする給付を受けている方は対象外

４月１日～２８日まで

看護師（准看護師）、歯科衛生士、介護福祉士、美容師、

保育士、社会福祉士、理学療法士、製菓衛生師、作業

療法士、調理師等

▶対象者

▶申込み

▶対象資格

令和３年度就学援助に認定されていた方も申請が必要です
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お知らせ住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
令和３年１１月１９日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環で、住民税非課税世帯等に対して、
１世帯あたり10万円の現金を給付します。

▶申請受付期間　①令和４年９月30日まで　②令和４年９月に家計が急変した世帯のみ、令和４年10月31日まで
▶申請受付窓口　住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口（市役所５階）
▶支給対象世帯
　▶①住民税非課税世帯
　基準日（令和３年12月10日）において豊見城市に住民登録があり、世帯全員の令和３年度分の住民税均等割が非課税であ
　る世帯
　▶②家計急変世帯
　①のほか、申請時点において豊見城市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月以降の家
　計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
　※①、②いずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
▶申請方法
　▶①に該当する世帯
　・支給対象世帯には、市から「臨時特別給付金支給要件確認書」が郵送されます。（３月上旬頃から３回程に分けて郵送）
　・確認書の内容を確認して、必要書類を添えて返信用封筒にてご提出ください。原則郵送で申請を受け付けます。
　・書類の内容等を確認し不備がなければ、20日前後で指定口座に振り込みます。（３月下旬頃から順次、給付金を支給します。）
　▶②に該当する世帯
　・給付金の受給には申請が必要です。
　・申請書に必要事項を記入して、必要書類を添えて郵送、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世帯に対して、指定口座に振り込みます。
　※申請受付の開始日は、予算措置等の準備が整い次第、市HP等でお知らせいたします。今しばらくお待ちください。

いいえ いいえ

いいえいいえ

いいえ いいえ はいはい

はいはい はい

① ② ③

支給対象となる可能性のある世帯

②令和３年１月以降の収入が減少し
「住民税非課税相当」の収入となった世帯

①世帯の全員が
令和３年度住民税非課税者である世帯

対
象
外

対
象
外

世帯の全員が住民税課税者に扶養されている世帯

令和３年12月10日時点で豊見城市に住民票がある世帯 申請日時点で豊見城市に住民票がある世帯

令和３年12月10日時点で
住民票がある市町村に
お問い合わせください。

住民税非課税世帯での支給
対象となる可能性があります。
▶受付期間９月30日まで

申請日時点で住民票が
ある市町村に
お問い合わせください。

家計急変世帯での支給対象
となる可能性があります。

今後の流れ

確認書の内容確認と
必要書類を準備して
ください。

確認書と必要書類
を豊見城市役所へ
返送してください。
（令和４年９月30
日まで必着）

書類の内容確認や
不備等がなければ
20日前後で指定
口座へ振り込まれ
ます。

※この図は一般的な事例を想定しています。
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お知らせ

お知らせ

■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窓口　こども応援課　☎850-6775（受付時間：平日 ９時～１７時）

■制度に関すること　厚生労働省コールセンター☎0120-46-8030　■申請に関すること　社会福祉課 ☎850-0141

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及び再支給について
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。

▶申請期限 ３月３１日（木）まで　※消印有効 ▶受付場所 社会福祉課（市役所３階）

▶対 象 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をご確認いただくか、
下記までお問い合わせください。

▶支給額（月額） 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　※支給期間は３か月
■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。

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付のご案内
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おられ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１０万円の現金を支給します。
▶申請受付期間 ３月１６日（水）必着
※令和４年３月に生まれた新生児については、申請受付期間が令和４年４月15日（必着）となります。
※申請受付期間が変更されております。注意していただきますようお願いいたします。
▶申請受付窓口 市役所２階 こども応援課（7-①番窓口）
▶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。

▶申請方法等
▶①に該当する方 ※公務員除く
・令和３年１２月２４日、令和４年１月１４日に支給済。
▶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、及び公務員
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書(ホームページよりダウンロード可)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。

 

離婚等により「子育て世帯への臨時特別給付」を受けられない世帯に対する支援について

現に児童を養育しているにも関わらず離婚等で子育て世帯への臨時特別給付を受け取れない養育者に対し、対象児童１人
当たり10万円の現金を支給します。
▶申請受付期間 ３月３１日（木）必着 ▶申請受付窓口 市役所２階 こども応援課（7-①番窓口）
▶対象者 以下の①～②のいずれかに該当する方
①令和３年９月分の児童手当の受給者でなかったが令和４年３月分の児童手当（特例給付を除く）の受給者
②令和３年９月３０日において高校生等を養育していなかったが、令和４年２月２８日時点において高校生等を養育している者
※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。
▶申請方法等
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書（ホームページよりダウンロード可）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。

募集・お知らせTomigusuku Information
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お知らせ

募　集

お知らせ

こども未来基金への
寄附金贈呈がありました

こども医療費助成制度が令和４年４月１日から変わります！
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１日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。この拡充に伴い、小・中学生の証書はこれまでのオレンジ色からピン
ク色に変わります。未就学児のお子様は証書の期限が延長されます。
対象児童（０歳～15歳）へは、新しい証書を３月下旬に送付予定です。

こども応援課　☎850-６７７５

市民体育館　☎８５０-１５５０

こども応援課　☎850-6775

１月２４日、市役所においてアキヅ産業合同会社様より『豊見城
市こども未来基金』への寄附金の贈呈がありました。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されます。温かいご支援ありが
とうございました。

人事異動
以下のとおり職員の採用がありました。

【令和４年１月17日採用】
　當銘 星（こども応援課 主事）
　棚原 美菜子（障がい長寿課 主任主事）

【令和４年２月１日採用】
　座安 樹乃（総務課 主事）
　上門 ゆりの（子育て支援課 主事）

【令和４年２月１４日採用】
　林 紀彦（道路課主任 主事）

▶新採用職員

Ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ　ｃｈａｎｇｅ

窓口支払いがなくなります（現物給付）
健康保険証とあわせて受給資格者証を医
療機関窓口で提示することで、原則として
医療費を支払うことなく（窓口無料で）医療
機関を受診できます（※保険適用分に限る）

中学校卒業まで医療費を助成します
これまで 令和４年４月１日から

▶通院 ０歳から小学校入学前まで
▶入院 ０歳から中学校卒業まで

▶通院・入院
０歳から中学校卒業まで

▶申込期間 ３月９日（水）開始 ▶受講料 各５００円 ▶開催場所 豊見城市民体育館
▶申込方法 市民体育館窓口にて直接申し込み（受講料は教室初回に支払い）　※受付時間９時～２１時（火曜休館）

対象 開催日 時間 定員

キッズ体操 ３歳～小学３年 ３月２８日（月）

３月２８日（月）

３・４歳 １４時３０分～１５時３０分
５・６歳 １５時４０分～１６時４０分
１～３年 １６時５０分～１７時５０分

各１４人

キッズトランポリン ３歳～小学３年
３・４歳 １４時３０分～１５時３０分
５・６歳 １５時４０分～１６時４０分
１～３年 １６時５０分～１７時５０分

各８人

キッズサッカー ５歳～小学３年 ３月３０日（水） １６時３０分～１８時 ２４人
キッズリトスポ ４～６歳※未就学児 ３月２５日（金） １５時３０分～１７時 ２０人

通常１０回コースで開催しているキッズ向けスポーツ教室「体操」「トランポリン」「サッカー」「リトスポ」
の４教室を体験してみませんか。気になる教室をぜひこの機会に体験してみましょう！

令和３年度　豊見城市民体育館　キッズスポーツ教室体験会

募集・お知らせTomigusuku Information
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お知らせ

お知らせ

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、それができない場
合は下記の業者に依頼することも可能です。処理費用などの
詳細についてはお問い合わせ下さい。

※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、年度末においては、一時多量
ごみが多くなることが予想されるため、３月２０日（日）と３月２７
日（日）の２日間に限り、一般搬入の受付を致します。　

図のように人差し指、中指、薬
指を軽くあてます。１５秒脈拍を
とり４倍します。正常は１分間に
５０～１００回です。リズムの乱れ
はないかを確認します。

市配偶者暴力相談支援センター　☎840-５６３３生活環境課　☎850-５５２０

健康推進課　☎850-0215

▶家庭ごみの一時多量ごみについて

業者名 電話番号
豊見城市シルバー人材センター （098）850-7716

（098）850-1943
（098）856-4488
（098）850-5059
070-3801-5633

株式会社 タイラ産業
有限会社タイラ衛生社
有限会社大繁建設
あきづ産業

▶粗大ごみ、動物の死骸処理
予約先 電話番号

沖縄道路メンテナンス（株） ８５０-１０１０
※現在、生活環境課では受付は行っておりません。

▶不法投棄は犯罪です。

（受付時間：週５日(月～金)、８時３０分～１７時１５分まで。）
※動物死骸に関しての土日祝日受付は８５０-００２４までお問い
合わせください。
※私有地の動物死骸処理に関しては回収いたしません。

懲役5年以下、1,000万以下の罰金です。
※個人の土地に不法投棄された廃棄物は捨てた者が判明しな
い場合、土地の所有者（管理者）が不法投棄物を処分することに
なります。

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。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。

▶「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

≪処理手数料の改定≫
４月１日より１０kg当たり６０円→100円へ
≪対象施設≫
糸豊環境美化センター（糸満市）
お問い合わせ先　糸豊環境美化センター ☎997-3078

引っ越し等に伴うごみの出し方について あなたの脈、大丈夫ですか？

豊見城市
配偶者暴力相談支援センター

の設置について

▶DV被害者の相談事実証明書の発行

▶保護命令制度の手続きに係る援助

▶場所 市役所 子育て支援課 家庭児童相談室内

▶相談受付日時
月～金曜日（土・日・祝日・慰霊の日はお休み）
９時～１６時３０分

▶動悸がするとき▶息苦しい時▶１日数回、気がついた時
普段から脈をチェックしてみましょう

▶自分でできる脈のチェック

３月９日は脈の日
３月９日～１５日は心房細動週間です。

もし、不規則だったら心房細動かもしれません。心房細動は
脳卒中・心不全・認知症や寝たきりになる原因の一つです。
心房細動の診断は心電図検査が必要です。早めに医師に相
談し、必要な検査や治療を受けましょう。本市の集団健診で
は４０～７４歳の国保加入者の方は心電図検査が無料です。
※令和３年度の集団健診は予約が終了したので令和４年度
をご利用ください。

本市では、DV被害者支援の充実と
円滑化を図ることを目的に、県内の
市町村では初となる「配偶者暴力相
談支援センター」の窓口を令和４年
３月１日に設置しました。
これにより、県の配偶者暴力相談支
援センターが行っていた下記の業
務を市役所でも行えるようになりま
した。

DV被害者が避難のため新住所の登録ができず、健康保険
や年金の届け出ができない場合などに、DV被害の相談を
受けたことを示す証明書を発行します。

DV被害者やその子どもなどの安全を守るために、裁判所
からの保護命令に必要な申請手続きの援助を行います。

募集・お知らせTomigusuku Information
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お知らせ
募　集

募　集
お知らせ宝くじの助成金を活用し

グリーンハイツ自治会
コミュニティセンターが完成

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
財源として実施しているコミュニティ助成事業を活用して、
長年にわたり自治会員が待ち望んでいた、グリーンハイツ自
治会コミュニティセンターが完成しました。上原宏自治会長
は、「長年の夢が叶い、嬉しく思います。自治会員の交流や会
議等に多く役立てられ、自治会活動の活性化が期待できると
思います。」と抱負を語り、「建設に携わった方々に感謝をし
たい。」と述べていました。

ネーミングライツ・パートナー企業
“随時”募集しています

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。
▶対象施設
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
▶契約期間 3年間
▶募集期間 随時受付
▶参考事例
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
　市ホームページをご確認ください。

また、現時点において、市内でサッカー競技が可能な施設は
次のとおりです。
（１）市内学校施設の夜間開放（ナイター設備あり）
　  ①豊見城小学校グラウンド（利用可能時間：２０時～２２時）
  　②長嶺小学校グラウンド（利用可能時間：２０時～２２時）
（２）豊見城総合公園陸上競技場（天然芝）一定の基準を
　  満たした大会等で利用できます。

与根体育施設（与根サッカー場）
利用休止のお知らせ

与根西部地区の土地区画整理事業の進捗に伴い、与根体育
施設（サッカー場）が下記の期日より、利用休止となります。
ご理解とご協力をお願いします。

▶利用休止となる期日 令和４年３月１日（火）～

生涯学習振興課　☎850-3591公園緑地課　☎８５０-００９６

協働のまち推進課　☎850-0159

令和４年度地域活性化助成事業
（第１部：前期）の公募について

▶助成金額 補助率９割で限度額３０万円まで
▶申込期間 ３月１８日（金）１７時必着
▶対 象 地域づくり団体（NPO法人、自治会、PTA

などの営利を目的としない民間団体）
■市からの推薦が必要となりますので、３月９日（水）までに
　推薦依頼書を市へ提出してください。
■募集要領や様式、その他詳細につきましては沖縄県地域
　振興協会のホームページをご覧ください。

伝統文化の保存・活用、生活環境 
改善、産業振興など、地域の振
興や活性化を目的として開催す
るワークショップや講演会を対
象に沖縄県地域振興協会より助
成金を交付します。
地域の活性化に繋がる事業等を
検討している方につきましては、
ぜひご活用ください。

【申請書提出・お問合せ先】
沖縄県地域振興協会　☎862-9390
【推薦依頼書提出先】
企画調整課　☎850-0364

募集・お知らせTomigusuku Information
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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

税金の納付期限

はコチラです！

ー税・保険・年金ー

今月（9期）国民健康保険税納付期限 3月25日

国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の納付

３月は国民健康保険税・後期高齢者医療保

険料第９期の納付月です。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」等もあります。早めにお問い合わ

せください。

◆	分割による納付手続きを行った市税等

は口座振替ができません。

口座振替をご利用になると便利です！

手続は金融機関、もしくは対象税目の各担

当課窓口にて申込みが可能です。金融機関

と担当課窓口での必要書類や申込方法等

は異なりますので、詳しくは各担当課窓口

へお問い合わせください。

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 国民健康保険課　国保税　☎850-0142

　　　　　　　　　　	後期保険料　☎850-0160

令和４年４月より国保税が
特別徴収が開始される予定の世帯へ

平成２０年度の国の医療制度改革に基づく

地方税法等の改正に伴い、以下の条件を

満たす世帯は、世帯主の年金からの天引き

により国保税を納めていただく「特別徴収」

の対象となります。令和４年４月の年金か

ら新たに特別徴収が開始される可能性の

ある世帯には、3月末～4月上旬に案内文

書を送付しますのでご確認ください。

【特別徴収の対象世帯となる条件】

以下の①・②・③の条件を満たすことで、４

月・６月・８月に支給される年金から国保税

が特別徴収されます（仮徴収）。また、当該

年度の国保税額決定後（６月以降）に④を

含めたすべての条件を満たすことで、１０

月・１２月・２月の年金から国保税が特別徴

収されます（本徴収）。

①	世帯主が国民健康保険に加入していること

②	世帯の国民健康保険加入者全員が６５

歳以上７５歳未満であること

③	世帯主が年額１８万円以上の年金を受給

しており、すでに介護保険料が年金から

特別徴収されていること

④	特別徴収の対象となる年金の年間受給

額が、介護保険料と国民健康保険税の

合計の２倍以上であること

◆	「特別徴収」の対象となる世帯でも、国保

税の口座振替手続きをすでに金融機関

で済ませており過年度の未納がない場

合は、国民健康保険課で申請手続きを

することにより納付方法を口座振替に変

更することができます。（法令に基づき

納付書による支払いは不可）

問 国民健康保険課　賦課班　☎850-0142

75歳以上のみなさまへ
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 	集団検診の申し込みは終了し、個別健

診（医療機関）のみ実施しています。詳し

くは、受診券同封の案内をご確認いた

だくか、またはお問合せください。

対 	対象の方には、４月～５月に受診券（オレン

ジ色の封筒）と案内を送付しています。無

くされた場合は、お問い合わせください。

準 	後期高齢者医療被保険者証・長寿健康

診査受診券

問 国民健康保険課　☎850-0160

所得の有無に関わらず申告を！

令和４年度（令和３年分）市県民税および

確定申告期間は、３月１５日（火）までとなり

ます。国民健康保険の加入者全員とその世

帯主の方は、所得がある・なしに関わらず

所得の申告が必要です。また、年金収入の

みの方も、国民健康保険税納付済額につ

いて社会保険料控除を受けられる場合は

申告が必要です。税務署で申告をされる方

は、令和３年分「納付済額通知書」を発行し

ますので徴収班まで。

◆	令和4年1月2日以降に転入された方

は、１月１日現在の住所地または各税務

署で所得の申告をしてください。郵送に

よる申告方法等については、各市町村の

住民税担当課・税務署にてお問い合わせ

ください。

問 国民健康保険課　☎850-0142

国保税の減免制度について

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。

・	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、令和２年中と比較して３割以上

減少している

・失業等により納付困難の状態が続いている

・	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納

付困難の状態が続いている

▶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年中の世帯主および世帯の国保

加入者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

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。

▶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

	 国民健康保険課　高齢者医療班　☎850-0160



TOMIGUSUKU 18

INFORMATION

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

３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 ３月１3日　午前

１歳６か月児健康診査 3月１７日　午後

３歳児健康診査 3月１６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。案内文の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

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

３月は国民健康保険証の
切り替え時期です

令和4年度の国民健康保険証は「うぐいす

色」に変わります。３月下旬までにご自宅へ

郵送いたしますので、令和４年４月１日から

は新しい保険証をご使用ください。なお、

新しい保険証が届く日付は地域により異な

ることがありますので、ご了承ください。

◆	保険税７期（納期限１月２５日）までに未納

がある世帯は、市役所窓口での切り替えに

なりますので、「国民健康保険証切り替え

のお知らせ」（はがき）を郵送いたします。

問 国民健康保険課　☎850-0160

国民年金保険料の追納を
オススメします

国民年金保険料の免除（全額・一部・法定

免除等）、納付猶予、学生納付特例を受け

た期間があると、保険料を全額納めた場合

に比べ、将来受け取る老齢基礎年金額が

少なくなります。そこでそれらの期間があ

る場合、10年以内であれば、保険料を遡っ

て納めること（追納）ができます。追納する

ことによって将来の年金受給額を増やすこ

とができます。

【追納に関する注意事項】

１．	追納をするには、申込みが必要です。「国民

年金保険料追納申込書」に必要事項を記

入し、那覇年金事務所へ申込みください。

　	（855-1122自動音声②－②）

　	用紙は日本年金機構HPから

　	ダウンロード可（郵送可）

２．	追納ができるのは、承認された月の前

10年以内の免除・納付猶予・学生納付

特例を受けた期間の分に限ります。

３．	承認等をされた期間のうち、原則、古い

期間からの納付となります。

４．	保険料の免除もしくは納付猶予を受け

た期間の翌年度から起算して、３年度目

以降に保険料を追納する場合は、当時

の保険料額に経過期間に応じた加算額

が上乗せされますので、早目の追納を

お勧めします。

問 那覇年金事務所　☎８55-1122（②-②）

	 市民課　国民年金班　☎８50-0139

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

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

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 ①３月１８日（金）　②４月２６日（火）

	 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 	①３月１５日（火）②４月２１日（木）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

ください。

問 子育て支援課　☎850-0143
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マイナポイント第２弾の案内
申込支援を行っています

マイナンバーカード作成後に申込をする

と、キャッシュレス（○○ペイやクレジット

カードなど）での買い物に使えるマイナポイ

ントが付与されます。（上限5,000円分、そ

の他条件あり）

日 平日　８時３０分～１７時１５分　場 市民課

対 	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 	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

◆	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

◆	健康保険証として利用登録および公

金受取口座の登録を行った方への各

7,500円分のポイント付与の申込は令

和４年６月頃から開始します。申請方法

については決定しだいお知らせします

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 デジタル推進課　☎850-0246

身体障害者用ストマ装具（紙おむつ・蓄
便袋・蓄尿袋）の給付を受けている方へ

障がい長寿課では、３月からストマ装具（令和

4年4月～9月分）の事前申請を受付けていま

す。詳しくは担当課へお問い合わせください。

なお、決定通知書および給付券の送付は3

月下旬となります。

問 障がい長寿課　☎850-5320

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 ３月１８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

望に添えない場合あります。

問 障がい長寿課　☎850-5320

不妊・不育に関する
相談・支援制度について

県では、子どもを望む夫婦の負

担軽減を図るため、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。新型コロナ感染拡大に係る特例措置と

して、時限的に年齢要件が緩和されていま

す。詳細は、県ＨＰの「不妊・不育に関する相

談・支援制度について」をご覧ください。

申請窓口 南部保健所　☎889-6945

特定健診・がん検診のお知らせ

令和３年度、特定健診・がん検診をまだ受

けていない方は指定医療機関で３月３１日

までに受診してください。予約は、各医療

機関へお問い合わせください。

令和４年度の健診日程は、４月

に全戸配布します。

問 健康推進課　☎850-0２１５

ー暮らし・福祉ー

マイナンバーカードの
申請サポートを行っています

市民課の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。手続きはわ

ずか２０分程度。本人確認書類等をお持ち

の上、市民課までお越しください。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。詳しく

は、担当課までお問い合わせください。

問 市民課　☎850-0103

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

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）

３月５日（土）、１3日（日）、１９日（土）

平　　日　（18時～20時）

３月３日（木）、１０日（木）、１７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

公務員になった方・公務員を退職され
た方は児童手当の手続きが必要です

児童手当の受給者が公務員の場合は、職

場からの支給となります。公務員になった、

または公務員を退職したときは15日以内

に手続きが必要です。手続きが遅れると、

継続して受給できない場合があります。詳

しくは担当課までお問合せください。

◆	非常勤職員等（臨時的任用職員、会計年

度任用職員）で所属庁の共済年金等に

加入する場合も、支給先が切り替わるこ

とがありますので職場にご確認くださ

い。（独立行政法人の共済は除く）

問 こども応援課　☎850-６７７５
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指定給水工事　事業者当番
（３月・４月）

▼道路側修理当番

３月　(有)上原設備工業　	☎856-３０００

４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）

宅地内修理の当番制は令和４年３月より廃

止となりました。宅地修理のご用命は、市

HP「市指定給水装置工事事業者一覧」より

お問い合わせください。

公共下水道・農業集落排水に
接続しましょう

公共下水道区域および農業集落排水区域

で下水道接続がまだのご家庭は、早めの接

続をお願いします。汲み取り便所、し尿浄

化槽を廃止して接続する場合は、工事の資

金を無利子で貸付しています。

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

検定満期の水道メーターの
交換について

水道メーターは、計量法によって８年ごと

の交換が義務付けられています。市では検

定満期までに水道メーターを交換していま

す。この業務では、敷地内にある水道メー

ターの取り換えを行う場合もあります。そ

のため、受託業者がお客様の敷地内に立ち

入って作業を行うことがありますので、ご

理解とご協力をお願いします。

問 上下水道部　施設課　☎850-0111

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

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

◆	来所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

ー生活・環境・安全ー

緑の募金

緑の募金は身近な緑づくりに活用するほか、

貴重な水資源を確保するための森林の整備

や地球規模での緑の環境を守り育てること

を目的としています。募金額は目安です。

期 ４月２８日まで　場 農林水産課（市役所３階）

職場募金500円以上　家庭募金200円以上

問 農林水産課　☎８５０-5305

土砂流出に関するお願い

畑から土が道路を汚したり、排水路を詰ま

らせた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

犬の登録・狂犬病予防注射に

ついて

犬を飼育したときは、登録と狂犬病予防注射

が、狂犬病予防法で義務付けられています。

犬の登録は終生１回です。各市町村、狂犬

病予防集合注射会場、指定動物病院で手

続きできます。	狂犬病予防注射は、毎年１

回で4～６月の期間、各市町村の集合注射

会場で接種できます（本市では４月下旬頃

に実施予定）。また指定動物病院では、年

中、接種できます。接種料金については各

動物病院によって違いますので、動物病院

へお問い合わせください。令和３年度の集

合注射は新型コロナ感染症の影響により、

延長または中止する場合があります。

問 生活環境課　☎850-５５２０

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

墓地の経営許可について

墓地を経営しようとする者は、「墓地、埋葬

等に関する法律」第10条の規定により、市

長の許可を受けなければなりません。無許

可で墓地等を設置した場合は、懲役または

罰金に処されます。墓地の経営許可につい

てのご相談、無許可で墓地を設置している

のを見かけた際には生活環境課までご連

絡ください。

問 生活環境課　☎850-5520
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幼児教育・保育の無償化に係る
手続きについて

新たに幼児教育・保育の無償化の対象とな

るには、お住まいの市町村から施設等利用

給付認定を受ける必要があります。なお、

認定の開始日は認定申請日より前にさか

のぼることができませんので、４月１日から

認定を希望する場合は、３月中

にお手続きをお願いします。

詳しくは市HPをご確認ください。

問 保育こども園課　☎850-5088

卒業式当日の花束等の
プレゼント自粛について

市内小中学校の卒業式では、厳粛な中にも

温かな雰囲気で、旅立つ子供たちの門出を

祝福する様子が見られます。一方で、華美

なプレゼントを贈る等で、卒業するすべて

の子どもたちを温かく見守る雰囲気が損な

われている光景も残念ながら見受けられ、

特定の子どもたちへのプレゼントで、不公

平感を生む状況を懸念しております。また、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

からもご協力をお願いいたします。次のよ

うにプレゼントの自粛をお願いいたします。

◆	卒業式当日、学校内および学校周辺で

花束等のプレゼントは行わない

◆	プレゼントの贈呈は、各家庭で行うか、各

団体（部活動、スポーツ少年団等）の卒業

を祝う会等において行う

自粛に向け、お互いに共通認識を持ち、大

人としてのお手本を示しましょう。

問 市教育委員会　☎850-0035

	 市小中学校校長会・市青少年育成会議

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

妊娠中や産後は、健診等で主治医から診

断や指導を受けた場合は、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下記窓口

にご相談ください。

沖縄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）　

☎868-4380（相談は無料、匿名でも可能)

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

道路の美化・緑化ボランティア
に花の苗を支給しています

道路課では、道路ボランティアの方に花の

苗や肥料を配布しております。興味のある

方は担当課まで気軽にお問合せください。

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

花の苗や肥料等の支給

個人（５，０００円）、団体（１０，０００円）

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・軍手・ごみ袋

などの配布

◆	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

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 消防本部　警防課　☎850-9108

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。

詳しくは消防署までお問い合わせください。

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

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

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ので、機器

本体を取り替えましょう。

問 消防本部　予防課　☎850-3105

豊見城警察署からのお知らせ

クロスボウ等の引取り強化

クロスボウの所持禁止および許可制導入

を内容とする銃砲刀剣類所持等取締法の

一部を改正する法律（以下「改正法」とい

う）が令和4年３月１５日に施行されること

に伴い、クロスボウ（通称：ボウガン）の所持

が原則禁止・許可制となります。改正法の

施行後、不法に所持した場合罪に問われま

すので改正法の施行後６か月以内に許可

申請をするか警察に処分を依頼してくださ

い。問 豊見城警察署　☎850-0110

ー子育て・教育ー

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。	

電話相談　#8891　または　☎975-0166

（２４時間　３６５日体制※台風時閉所）
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公民館サークル会員募集

現在４７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。

問 生涯学習振興課　☎850-3２８０

ーその他ー

協会けんぽ沖縄支部の
保険料率が変わります

令和４年３月分（４月納付分）から協会けん

ぽ沖縄支部の保険料率が変わります。

健康保険料率 10.09％（令和４年３月分～）

介護保険料率 1.64％（令和４年３月分～）

※	任意継続被保険者の方の保険料率は令和４

年４月分（４月納付分）から変更となります。

※	健康保険料率は加入している都道府県

支部ごとに異なります。

問 全国健康保険協会（協会けんぽ）沖縄支部

	 ☎951-2211（音声ガイダンス４番）

石綿（アスベスト）による
健康被害の救済について

過去に米軍関連施設で働いたことのある

方は、石綿（アスベスト）にさらされる作業

に従事した可能性があります。石綿による

疾病と認定された場合、労災保険制度また

は石綿健康被害救済制度による給付を受

けられる場合があります。

申請期限 労災保険給付、救済給付→給付内

容、給付の種類等により異なる。特別遺族給

付金→令和４年３月２７日まで

◆	詳しくは、下記もしくはQR

コードにてご確認ください。

問 沖縄労働局　労災補償課　☎868-3559

	 （独）環境再生保全機構　☎0120-389-931

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

ーイベント・募集ー

第１８回ウージ染め組合展
My Green　「見つけませんか…」

手染め・手織りの作品は、実際に手にとっ

てその魅力を感じて頂きたく、ショールや

バッグなど1,000点以上の品を準備して

います。ぜひ、足をお運びください。

日 ３月７日（月）まで　※開催時間は10時〜20時

	 （最終日は１７時まで）

場 リウボウ７階　美術サロン

問 ウージ染め協同組合　☎850-8454

令和３年度
「福祉講演会」のご案内

思いがけない自然災害の発生時、家族や自

分の身を守るために準備する事は？家庭や

地域で日頃から出来る取組みを防災士（平

田千春氏）と市役所防災危機管理班（古堅

悟氏）のお話をオンライン配信（YouTube

動画配信）します。参加無料です。

配信期間　３月３１日(木）まで

対 興味のある方はどなたでも

◆	豊見城市社会福祉協議会ＨＰから本講

演会の案内ページへアクセスしてご視聴

ください。

問 市社会福祉協議会　☎856-2782

市シルバー人材センター
会員・受講者募集

3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 ３月１５日（火)　１０時～１２時

刈払機・トリマ・チェンソー取扱い講習会

対 市内に居住する原則60歳以上の方

場 当センター会議室及び市陸上競技上内

日 ３月２５日（金)　１４時～１６時30分

問 市シルバー人材センター　☎850-７７１６

ーご芳志ー
市社会福祉協議会へ

忠孝酒造（株）より知的障害者支援施設へ

寄附金として１０万円

お詫びと訂正

広報とみぐすく令和４年１月号と２月号に

掲載した「こども医療費助成対象年齢が拡

充します！」の記事に誤りがありましたの

で、下記のとおり訂正してお詫びします。

拡充対象年齢

正　平成２７年４月１日生（現小学１年生）

誤　平成２６年４月１日生（現小学１年生）

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3,753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 ８時～１５時４５分（週休２日） 日額7,168円 調理師免許資格
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■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4年1月末日 先月比

+26人
-3人
+29人
+10世帯

65,966人
32,387人
33,579人
27,686世帯

3
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
53.4㎏

直近１２ヵ月平均
374.2㎏

約51.9㎏ 約300㎏
1 月1

新型コロナウイルスの感染状況により、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。

－74.2㎏
－1.5㎏

13 旧2.11 14 旧2.12 15 旧2.13 16 旧2.1417 旧2.15 18 旧2.16 19 旧2.17

旧2.18 2120 旧2.19 22 旧2.20 23 旧2.21 24 旧2.22 25 旧2.23 26 旧2.24

旧2.25 2827 旧2.26 29 旧2.27 30 旧2.28 31 旧2.29

旧2.4 76 旧2.5 8 旧2.6 9 旧2.7 10 旧2.8 11 旧2.9 12 旧2.10

旧3.3 43 旧3.4 5 旧3.5 6 旧3.6 7 旧3.7 8 旧3.8 9 旧3.9

旧3.14/1 旧3.22

司法書士相談
（市役所2階第1会議室）
9時～12時※要予約

乳児健診 
（市役所2階保健センター）
9時30分～11時※要予約 

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 

消費生活相談
(市役所2階第３相談室）
10時～12時/13時～16時

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
(市役所2階保健センター）
13時～15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

1歳6か月児健診
(市役所2階保健センター）
13時～15時※要予約 
弁護士相談
（市役所2階第1会議室）
13時～16時※要予約

少年を守る日
離乳食教室
（市立中央公民館）
13時30分～14時45分

家庭の日・
ファミリー読書の日

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

刈払機・トリマ・チェーンソー
取扱い講習会
(市陸上競技場内）
14時～16時30分 

春分の日

国民健康保険課
夜間窓口
17時15分～20時

国民健康保険課
夜間窓口
17時15分～20時

■豊見城市ごみカレンダー
地　区 もやせるごみ収集区域

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






