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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▶

TOMIGUSUKU
広報 とみぐすく No.6762022.July 7

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。

・熱中症対策
・体験型夏休みイベントカレンダー

特 集



熱中症が疑われる人を
見かけたら

熱中症が疑われる人を
見かけたら

熱中症が疑われる人を
見かけたら

熱中症予防×コロナ感染防止 熱中症を防ぎましょう熱中症予防×コロナ感染防止

マスクを着けると皮膚からの熱が逃げづらくなったり、気づかないうちに脱水状態になったり
するなど、体温調整が難しくなってしまいます。
暑さを避け、水分をとるなどの「熱中症予防」と、マスク、換気などの「新しい生活様式」を
両立させましょう。

熱中症を防ぐためには、それぞれの場所に応じた対策を取ることが
重要です。以下の内容を確認して、適切な対策を実施しましょう。

高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが
高くなるおそれがあります。

体調に応じて、屋外で人と十分な距離
（少なくとも２ｍ以上）が確保できる
場合には、マスクをはずすようにしま
しょう。

（めまい・失神・筋肉痛・筋肉の硬直・大量の
発汗・頭痛・不快感・吐き気・嘔吐・倦怠感・
虚脱感・けいれん・手足の運動障害・高体温

救急車が到着するまでの間に応
急処置を始めましょう。呼びかけ
への反応が悪い場合は無理に
水を飲ませてはいけません。

エアコンが効いている
室内や風通しのよい日
陰など、涼しい場所へ
避難させる

衣服をゆるめ、から
だを冷やす（特に、首
の周り、脇の下、足の
付け根など）

水分・塩分、スポーツド
リンクなどを補給する

※WBGT値
気温、湿度、輻射（放射）熱から算出される暑さの指数運動や作業の度合いに応じ
た基準値が定められています。環境省のホームページ（熱中症予防情報サイト）に、
観測値と予想値が掲載されています。

氷のうなどがあれば、首、わき
の下、太もものつけ根を集中
的に冷やしましょう。

本人が倒れたときの状況を知
っている人が付き添って、発症
時の状態を伝えましょう。

大量に汗をかいている場合は、塩分
の入ったスポーツドリンクや経口補
水液、食塩水がよいでしょう。

マスクを着用する場合には、負荷が大
きい作業や運動は避け、のどが渇いて
いなくてもこまめに水分補給を心がけ
ましょう。

子どもは体温の調節能力
が十分に発達していない
ので、気を配る必要があ
ります。

障がい者・障がい児には、
特に気を配りましょう。

熱中症患者のおよそ半数は65歳以
上の高齢者です。
高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機
能やからだの調整機能も低下しているの
で、注意が必要です。

チェック1 熱中症を疑う症状がありますか？

チェック3 水分を自力で摂取できますか？

チェック4 症状がよくなりましたか？

チェック2 呼びかけに応えますか？

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

救急車を呼ぶ

医療機関へ

涼しい場所へ避難し、
服をゆるめ体を冷やす。

涼しい場所へ避難し、服を
ゆるめ体を冷やす。

そのまま安静にして十分に
休息をとり、回復したら帰
宅しましょう。

水分・塩分を補給する。

熱中症を防ぎましょう

熱　中　症　の　応　急　処　置

特に注意したい方々

暑さを避ける、身を守る

夏、真
っただ

中

室内では
・扇風機やエアコンで温度を調節
・遮光カーテン、すだれを利用し、
　日光を防ぐ
・室温をこまめに確認
・WBGT値も参考に

屋外では
・日傘や帽子の着用
・日陰の利用、こまめな休憩
・天気のよい日は、日中の外出を
　できるだけ控える

からだの蓄熱を
避けるために

・通気性のよい、吸湿性・速乾性の
　ある衣服を着用する
・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、
　からだを冷やす

こまめに水分を補給する
室内でも、屋外でも、のどの渇きを感じなくても、
こまめに水分・塩分、スポーツドリンクなどを補給する

涼しい場所へ

からだを冷やす

水分補給
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SummerVacation

Summer Vacation

体験型 体験型 イベントカレンダーイベントカレンダー
プログラミング体験
―プログラミングしたロボットで
　　　　　サッカーゲームをしよう―

13時～１６時
市立中央図書館（1F大集会室）
　　無料
市内在住の小学生で保護者同伴
20名（市内小学生と保護者各10名）
７月8日（金）10時からインターネット
や窓口で申し込み　※先着順
①単三電池10個
②筆記用具
③飲み物

◆電話受付は不可
◆詳しくは図書館サイトまで

市立中央図書館　☎856-6006

7/24
（日）

わくわくサイエンス教室
―虫メガネや鏡で実験しよう―

夏休み講座①

夏休み講座②

１０時～１1時30分
市立中央公民館 中ホール
親子１０組（先着順）
　　700円/子ども一人
　よなつよ先生（與那嶺　剛氏）
ハサミ、カッターナイフ
７月１2日（火）から左の
QRコード経由で申し込み

◆2日のうち1日を選択
◆子どもだけの参加は不可申し込みはこちらから

申し込みはこちらから

市立中央公民館（生涯学習振興課）☎850-3280

夏休み陸上教室
―みんなで走って、飛び跳ねよう―

１0時～１2時
市民体育館　メインアリーナ
30名
小学生
走りのコツ、ジャンプのコツのレクチャー
　　7００円（保険料込み）
　外間　友喜 氏
動きやすい服装、室内シューズ、
飲み物など
７月１3日（水）9時から窓口で
申し込み　※先着順◆詳細はお問い合わせください

市民体育館　☎850-1550（※火曜日休館）

8/10
（水）
8/10
（水）

親子手芸教室
―地球にやさしいエコたわしをつくろう―

１4時30分～１6時30分
市立中央図書館（1F大集会室）
２０名（市内小学生と保護者各10名）
　　5００円（保護者も作る場合は
　　1,000円）※当日払い
　山入端　真由美 氏
市内在住の小学生で保護者同伴
７月30日（土）10時～8月7日（日）
19時まで（インターネットや窓口で
申し込み）※先着順
かぎ針　7.5号前後

◆電話受付は不可
◆詳しくは図書館サイトまで

市立中央図書館　☎856-6006

8/14
（日）

苦手克服教室 てつ棒コース
―苦手な種目を克服しよう―

①11時15分～１2時45分
②１5時30分～１7時
市民体育館 2階サブアリーナ
各１2名
小学生
　　1,000円（保険料込み）
動きやすい服装、タオル、飲み物
７月１3日（水）9時から窓口で
申し込み　※先着順

◆室内シューズ不要
◆詳細はお問い合わせください

市民体育館　☎850-1550（※火曜日休館）

8/11
（木）

苦手克服教室 とび箱コース
―苦手な種目を克服しよう―

①9時３０分～１1時
②１3時45分～１5時1５分
市民体育館　2階サブアリーナ
各１2名
小学生
　　1,000円（保険料込み）
動きやすい服装、タオル、飲み物
７月１3日（水）9時から窓口で
申し込み　※先着順

◆室内シューズ不要
◆詳細はお問い合わせください

市民体育館　☎850-1550（※火曜日休館）

8/11
（木）

夏休み工作イベント
―世界に１つだけのサンゴランプをつくろう―

①11時～１2時３０分
②１3時30分～15時
市民体育館　2階サブアリーナ
　　7００円/１名
小学生（保護者同伴）
各１５人
７月8日（金）～7月22日（金）までに
窓口で抽選申し込み◆予備日8月 17( 水 )　

◆子どもだけの参加は不可
◆詳細はお問い合わせください

市民体育館　☎850-1550（※火曜日休館）

8/7
（日）
8/7
（日）

親子ふれあい おりがみ教室
―親子で楽しく作品をつくろう―

14時～15時30分
市立中央公民館　1階会議室
親子１０組（先着順）
　　100円/子ども1人
　古堅 幸江氏
７月１2日（火）から左の
QRコード経由で申し込み

◆2日のうち１日を選択
◆子どもだけの参加は不可

市立中央公民館（生涯学習振興課）☎850-3280

歌三線・箏体験教室
―伝統芸能に親しもう―

歌三線クラス　　１0時～１1時３０分
箏クラス　　　　13時30分～15時
　市文化協会事務所（陸上競技場内）
　　　　　　1,000円
　市内の3年生以上の小学生、中学生
　各クラスともに10名
　７月13日（水）まで※先着順

◆期間中　毎週土曜日（全5回）※8月13日を除く
◆歌三線クラスは三線をご持参ください（有料レンタル可）
◆箏は文化協会で準備します。

豊見城市文化協会 ☎ 856-6430 （月・水・金 9時～17時）

7/23（土）
8/27（土）
7/23（土）
8/27（土）

しまくとぅば子ども教室
―しまくとぅばに親しもう―

１０時～12時
市文化協会事務所（陸上競技場内）、
市立中央公民館
７月13日（水）まで※先着順
筆記用具、『豊見城市しまくとぅば読本』、
800字以内の作文（題材自由）を提出
市内の小学生
15名

◆全 12回（火～金）　※詳細な日程はお問い合わせください
◆8月 21日（日）は発表会と閉講式を行います

豊見城市文化協会☎ 856-6430 （月・水・金 9時～17時）

8/2（火）
8/4（木）
or

8/2（火）
8/4（木）
or

8/2（火）
8/4（木）
or

8/2（火）
8/4（木）
or

7/26（火）
8/21（日）
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選べる２コース

いろいろな経験をとおして、
楽しい夏休みを過ごそう !!
いろいろな経験をとおして、
楽しい夏休みを過ごそう !!

今年も夏がやってきた！
夏休み期間中に図書館や中央公民館などで
開催予定のイベントをご紹介します。

今年も夏がやってきた！
夏休み期間中に図書館や中央公民館などで
開催予定のイベントをご紹介します。

山の日

8/11
（木）
8/11
（木）山の日
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本市は、令和元年度から、「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た事業などについてご紹介します。

上記表のとおり、令和3年度には
305,043,000円を積み立てました。
令和4年度はその内、1億3千万円を活用して
「こども習い事助成事業」や「こども未来講演
会」、「学校給食保護者支援事業」の実施を予定
しています。
また、令和4年度に新たに305,041,000円を
積み立て、年度末には480,084,000円の基金
残高となる見込みです。

5月26日、市役所において「豊見城市こども未来基金寄附金贈呈式」が行わ
れ、沖縄医療生協豊見城ブロック（大城郁男ブロック長）から山川市長へ目録
が贈呈されました。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。ご支援ありがとうご
ざいました。
沖縄医療生協豊見城ブロック（とよみ支部、長嶺支部、とみしろ支部、上田支
部、座安支部、伊良波支部）

切れ目のない子育て支援施策の充実を図るため、市政施
行20周年とあわせ、「こども未来講演会」を開催します。詳
細は市ホームページや広報とみぐすくでお知らせします。

学校給食における栄養価充足率100％と献
立の充実を目指し、保護者の負担を変える
ことなく、学校給食費の支援を行っています。

こどもたちが、やってみたい
習い事に挑戦できる環境を
整え、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」に取り組みます。
7月上旬頃に募集を開始し、
8月からスタートする予定です。詳細は7月上旬頃に
市ホームページでお知らせします。市内小学校に通っ
ている児童には、学校を通じてもお知らせします。

令和４年度『豊見城市こども未来基金』の運用状況

こども未来講演会

学校給食保護者支援事業

こども習い事助成事業

寄附金贈呈式がありました

令和４年度『豊見城市こども未来基金』の運用状況

こども未来講演会

学校給食保護者支援事業

こども習い事助成事業

寄附金贈呈式がありました

※金額は基金から充当する（した）額であり、事業費の額とは異なります。

進めよう！ こども改革！進めよう！ こども改革！

（１）こども習い事助成事業　74,000,000円
　・習い事に通う費用の全部、又は一部を助成。
　・小学校と自治会公民館を活用した習い事のモデル事業を実施。
（２）こども未来講演会　2,000,000円
　・こども未来講演会を開催。
（3）学校給食保護者支援事業　54,000,000円
　・学校給食における栄養価の充足や献立の充実を図る。

基金を活用した事業の一覧（予定）

令和3年度積立額 基金活用予算額

305,043,000円 130,000,000円
令和4年度積立予算額

305,041,000円
令和4年度末基金残高予定額

480,084,000円

令和４年度 豊見城市こども未来基金の状況（令和4年6月7日時点）

■認可保育施設の待機児童数が減少しました。（4月1日速報値）
　2019年89人　→　2020年139人　→　2021年76人　→　2022年6人
　令和4年度から新園3園、分園1が開園しています。
■令和4年度に、子どもの放課後の居場所「学童クラブ」を座安小学校および伊良波小学校に整備することで、
　全小学校への設置となりました。
■令和６年度の開校をめざして、いよいよ「（仮称）豊崎中学校」着工へ。

こども改革の取り組みこども改革の取り組み

対　象　者 ①３回目の接種を受けた60歳以上の住民
②３回目の接種を受けた１８歳以上60歳未満で基礎疾患を有するまたはその他重症化リスクが高いと医師が認める住民

使用ワクチン １～３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（4回目接種）について
新型コロナウイルスワクチン

新型コロナウイルスワクチンについては、海外の研究により、３回目接種から４か月以上経過した６０歳以上の方にファイザー社ワクチンを
４回目接種した場合、オミクロン株流行時期において、接種後６週間経過しても重症化予防効果が低下せず維持されていたとの報告があ
り、現時点で得られている科学的見地等から、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（４回目接種）を実施いたします。

接 種 間 隔 ３回目接種の完了から５か月以上

接種券の発送時期および接種時期について

集団接種についてのお知らせ

①６０歳以上の方 ▶▶▶ ４回目接種が可能となる時期に合わせて、順次、対象者へ接種券を送付します。接種方法、接種の予約方法等
　　　　　　　　　　   を記載した案内も同封しています。
②１８歳以上60歳未満で基礎疾患を有する、またはその他重症化リスクが高いと医師が認める方
　▶▶▶以下の方法により接種券発行の申請をお願いします。
　（1） インターネットによる申請　 ▶▶▶　申請フォームで申請を行ってください。　　▶▶▶
　（２） 市コールセンターに申請　 ▶▶▶　下記連絡先へ連絡し、申請を行ってください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎0570-098-099　　　▶受付時間　８時３０分～１７時（土日・祝日除く）
　（３） 申請書による申請         　 ▶▶▶　申請書に必要事項を記入のうえ、郵送もしくは窓口で申請を行ってください。

接種方法は次のいずれかとなります。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（４回目接
種）のお知らせ」をご覧ください。
▶接種方法　①市立中央公民館における「集団接種」　②市内の医療機関等における「個別接種」

８月は中央公民館での集団接種がありません。
７月中に対象となる方で集団接種を希望する方は、７月中の接種をご検討ください。
また、9月以降の集団接種の実施については決まり次第ホームページやLINEなどで周知します。
なお、市内医療機関でも接種を行っていますので、そちらも積極的にご活用ください。

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30分から17時まで（土日・祝日除く）

追加接種（4回目）会場・接種方法について

初回接種
（１・２回目）
を希望される方へ

追加接種
（３回目）
について

小児接種
（5歳～11歳）
について

◀◀◀詳しくは
市ＨＰ、または
公式ＬＩＮＥを
ご確認ください。

申請はこちらから
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Tomigusuku City Events

5/9

5/27

４/26

贈呈式：沖縄三和シヤッター株式会社
から学童軟式野球大会への優勝旗寄贈

5/26 職員メンタルサポート
業務契約報告会

6/2 表敬訪問：空手武道剛柔流仲本塾
塾生大会成績報告

6/21

5/27

表敬訪問：豊見城中学校
女子サッカー部優勝報告

　沖縄三和シヤッター株式会社（代表取締役社長　稲山武
志）から、5月21日・22日開催の「豊見城市市制施行20周年記
念事業　第21回豊見城市長杯学童軟式野球大会（第１回沖
縄三和シヤッターこども未来旗学童軟式野球大会）」に新し
い優勝旗が寄贈されました。

　本市では令和4年度から、職員への総合的なメンタルヘル
ス対策を目的とした業務を開始しました。報告会では、株式会
社BowL荷川取佳樹代表と山川市長による意見交換も行わ
れ、山川市長から「笑顔が増える職場環境の実現に努力した
い。」旨や相互に連携して取り組むことを確認しました。

令和4年度
豊見城市母子保健推進員交付式

6/6 令和4年度
豊見城市交通安全功労者表彰

　市保健センターにおいて、母子保健推進員交付式が開催さ
れ、山川市長から18名の方に委嘱状が交付されました。母子
保健推進員は、赤ちゃんが生まれた家庭を訪問し、行政との
連絡役として活躍するほか、乳幼児健診など母子保健事業に
協力しています。推進員は随時大募集中です。詳しくは子育て
支援課までご連絡ください。（☎098-850-0143）

　令和４年５月に開催された第18回沖縄県少年少女空手道
選手権大会において、形・組手で優勝した大城清和さん（豊
見城小1年）、組手で準優勝した与那原瑠唯さん（上田小6
年）、第１回沖縄空手少年少女世界大会県予選において、形で
３位に入賞した村川稜典さん（上田小1年）が、山川市長と瀬
長教育長へ受賞報告を行いました。

5/26 「九州探検隊」
アンバサダー認定式

5/23 令和４年度
子ども遊び場危険箇所点検報告

　市役所において「九州探検隊」アンバサダー認定式が行わ
れ、山川市長と株式会社博多大丸の村本取締役らが参加しま
した。九州探検隊は株式会社博多大丸が九州・沖縄１１９市
の行政と協力して情報を収集・発掘・紹介するためのプロジェ
クトで、本市のさらなる魅力を県内外へ広くPRしていくことが
期待されます。

　沖縄県消防学校（中城村）で開催された第46回沖縄県
消防救助技術指導会に本市救助隊が参加し、約２か月間
にわたる厳しい訓練の成果を発揮しました。
　この救助技術指導会は、訓練を通した災害に対する技術
向上や体力錬成を目的として毎年５月に開催され、沖縄県
内の１8消防本部（局）の救助隊員が参加します。優秀な成
績を収めた隊員は九州大会、全国大会へと派遣されます。

　「2022年児童福祉週間」にちなんで、子どもたちが安全で健
全な遊びができるように、民生委員児童委員活動の一環とし
て子ども遊び場危険箇所点検が実施され、市民生委員児童
委員連合会の川井義喜会長らが山川市長に、点検結果の報
告を行いました。

　梅雨・台風シーズン前の災害対策および海洋レジャー
シーズン前の水難事故対策として、本市の与根旧漁港内で
市消防本部、豊見城警察署、ドクターカー（社会医療法人
友愛会　友愛医療センター）による合同水難救助訓練を
実施しました。

　市役所において、令和4年度市交通安全推進協議会総会
が開催され、市交通安全功労者への表彰が行われました。本
表彰は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個人・団体に贈られるもので、５名と
４団体へ表彰状を贈呈しました。（当日出席は３名と1団体）

　5月21日～22日にかけて開催された『OFA第14回沖縄県中学校
女子（夏季）サッカー大会』において、優勝に輝いた豊見城中学校女
子サッカー部が山川市長と瀬長教育長へ喜びの報告を行いました。
豊見城中学校女子サッカー部は、３月のOFA第11回沖縄県中学校
女子新人サッカー大会に続いて、２大会連続の優勝となりました。

豊見城市消防本部
活動紹介
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後期高齢者医療の被保険者の皆さまへ後期高齢者医療の被保険者の皆さまへ

○ 一定以上所得がある方の医療費窓口負担割合が変わります
令和４年10月 1日から、一定以上の所得がある方（現役並み所得者以外の方）は、　医療費の窓口負担割合が2割になります。
後期高齢者の医療費のうち窓口負担を除いて約４割は現役世代の負担（支援金）となっており、今後医療費の増大が見込まれ
るなか、現役世代の負担を抑え、国民皆保険制度を未来へつないでいくための見直しです。
※変更対象者の詳しい説明については、被保険者証と一緒に郵送するリーフレットをご覧ください。

○ 長期入院該当候補者の方へ
減額証（区分Ⅱ）を交付された方で、令和３年８月から令和４年７月の減額証（区分Ⅱ）に該当する期間のうち、入院日数が
90 日を超える方は、申請するとさらに食事代が減額されます。申請を希望される方は、医療機関が発行した直近 3 か月分の
入院日数が確認できるもの（領収書など）を準備してお手続きください。　※適用となる場合は、申請した月の翌月から適用
されます。

○ 申請方法について
限度証、減額証を初めて申請する時は、申請手続きが必要です。
被保険者証、印鑑を準備して、市役所1階の国民健康保険課（2-⑤窓口）でお手続きください。代理人が申請する場合は被
保険者証、被保険者本人の印鑑、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類（運転免許証、個人番号カードなど）をお持ちください。
　
※限度証、減額証が適用となる場合は、申請した月の初日から適用されます。
※前年度に交付を受けている方が引き続き今年度も該当する場合は、8月の定期更新時に被保険者証と同封して郵送します。
※同じ世帯に令和4年度の所得が不明な方（未申告者など）がいる場合、所得区分の判定ができず、限度証、減額証が発行
できません。交付を希望される方は、世帯員全員の申告が必要となります。

今回は2割負担新設のため、被保険者証の一斉交付（送付）を
2回に分けて行います。
　
新しい被保険者証は、７月下旬までに、国民健康保険課から郵送または窓口等で交付します。８月からは、医療機関の窓口に
新しい被保険者証を提示してください。被保険者証が届いたら、「住所・氏名・一部負担金の割合」を確認してください。

▶減額証とは？
後期高齢者医療の被保険者で、1 割負担の保険証をお持ちの方
のうち、住民税非課税世帯の方が療養（入院・外来・調剤）を
受ける場合に、減額証を被保険者証に添えて医療機関の窓口へ
提示することで、一部負担金限度額の適用および入院時の食事
代などが減額されます。

○ 減額証（限度額適用・標準負担額減額認定証）について

▶限度証とは？
後期高齢者医療の被保険者で 3 割負担の保険証をお持ちの方の
うち、所得区分が区分（現役並み）Ⅰ・Ⅱの方が療養（入院・外来・
調剤）を受ける場合に、限度証を被保険者証に添えて医療機関
の窓口へ提示することで、一部負担金限度額が適用されます。

○ 限度証（限度額適用認定証）について

令和４年８月から被保険者証が切り替わります！

お問い合わせ　国民健康保険課　高齢者医療班　☎850-0160

低所得

区分低Ⅱ

区分低Ⅰ

一　般

所得区分

世帯全員が住民税非課税

世帯全員が住民税非課税かつ
年金収入 80 万円以下

課税所得 145 万円未満

※所得区分が一般の方は減額証の申請は不要です。

現役並み 区分低Ⅱ

区分Ⅲ

区分低Ⅰ

所得区分

課税所得 690 万円以上

課税所得 380 万円以上 690 万円未満

課税所得 145 万円以上 380 万円未満

※所得区分が区分Ⅲの方は限度証の申請は不要です。

【住民税非課税世帯の所得区分】

【現役並み所得者の所得区分】

交付の目安
7月中
9月中

被保険者証の色
桃色→若草色
若草色→桃色

新しい有効期限
令和4年 9月 30日
令和 5年 7月 31日

1回目
2回目

現在 １回目交付 2回目交付

※制度見直しの背景等に関するお問い合わせは【厚生労働省コールセンター　☎0120-002-719】まで。

マイナポイントの申込支援を行っています
マイナポイントが気になっている方、やってみたい方、この機会に設定してみませんか？

マイナポイント第2弾では、令和4年 9月末までにマイナンバーカードの新規申請で最大5,000円分、健康保険証としての
利用登録、公金受取口座の登録を行った方がそれぞれ7,500円分のマイナポイントを取得できます。
本市では、以下のとおりマイナポイントの申込支援を行っていますので、ぜひご活用ください。
　▶受付日時　（平日）8時 30分から 17時 15分まで
▶受付場所　市民課窓口となり（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

※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し込み可能です。（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「マイナポイント申し込み」ができない場合があります。
※健康保険証としての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し込みは
　6月 30日から開始となっています。申請方法については決定次第お知らせします。

▶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）

オンライン申請用ＱＲコード付きマイナンバーカード交付申請書
送付のお知らせ

マイナンバーカードの普及促進のため、令和 4 年 7 月中旬から令和 4 年 8 月下旬にかけて、マイナンバーカードを取得して
いない方を対象に、順次、地方公共団体情報システム機構からオンライン申請用 QR コード付きマイナンバーカード交付申
請書が送付されます。これからマイナンバーカードの申請を希望される方はご活用ください。
（申請が難しいと感じている方は市役所市民課で申請サポートを実施していますので、ぜひご利用ください）

▼以下の方は、今回の交付申請書送付の対象外となっています。
（1) 令和 3年 10月 31日時点で75歳以上の方
(2) 令和 4年度中に出生した乳児、国外転入等により新たに住民票の記載がされ、QRコード付き交付
　  申請書が添付された個人番号通知書の送付を受けた方
(3) 中長期在留者等の外国人住民の方で、出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請等につい
　  てお知らせを受けた方

証明書コンビニ交付サービスのお知らせ
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提供しています。
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。

▶交付できる時間　　６時30分～ 23時まで（12月 29日～１月３日を除く）
　
▶マイナンバーカードを使って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や、本籍地がコンビニ交付サービスを提供している場合に限ります。

コンビニ交付
サービス

◀詳しくはこちら

マイナポイント
第2弾

◀詳しくはこちら

▶市民課窓口となり（市役所１階）

　申込手続きをお手伝いします♪

マイナポイント申し込み

健康保険証利用の登録

公金受取口座の登録

市民課　☎850-0103

デジタル推進課　☎850-0246
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下記のイベント会場は、全て市立中央図書館
【市内小中学校の夏休み期間（７月21日 ( 木 ) ～８月24日 ( 水 )）は 9時 30分開館です】

図書館行事 インターネット申し込み・電話受付不可　▶▶▶

イベント

おはなし会

おひざにだっこ

親子上映会
【くまのがっこう

パティシエ・ジャッキー
とおひさまスイーツ】

①

②

③

7月9日（土）、２4日（日）
14時３０分～（約2０分）

7月２7日（水）
１４時３０分～（約２０分）

7月17日（日）
１４時３０分～（約33分）

３歳～小学生

0～ 2歳
（保護者含む）

幼児
（保護者含む）

対　象日　時

一日子ども図書館員　図書館のしごとを体験してみよう♪

◆インターネットや窓口で申し込み ※電話受付は不可

雑誌スポンサー大募集！
◆事業者の皆さまへ
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PRができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

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

14日（木）： 館内整理日　18日（月）： 海の日
19日（火）： 振替休日

7月

8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

11日（木）： 山の日　１8日（木）：館内整理日

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」を実施中です。皆さんのご応募をお待ちしています。
▶お　題　「とみぐすく」
▶対象者　市内に在住または在勤の方
▶申込み　作品（2句以内）・住所・氏名（本名に限る）・年齢（市内在勤の場合は会社名等および所在

地も）を明記し、7月２５日（月）【必着】までに郵送・メール・FAXでご応募ください。
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

▶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）

村が市へ　夢の街へと　２０年

おしめ替え　沐浴させた　孫二十才

とみぐすく　えがおはみんな　にじゅうまる

２０年　後の平和を　願う日々

市と歩み　我が子我が街　二十年

字我那覇在住　比嘉　啓子さん

字保栄茂在住　當間　和美さん

字長堂在住　　上地　睦美さん

字宜保在住　　大嶺　優子さん

字豊崎在住　　宮城　建一さん

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

前回のお題「 二十 」 応募数17句 優秀作品は次のとおりです。おめでとうございます。

もくよく は　た　ち

あと

図書館では夏休み期間中以下のイベントに加え、プログラミング体験や親子手芸教室の
イベントを開催予定です。詳細はP4-5のイベントカレンダーのページをご覧ください。

日　時　７月２8日（木）、 8月3日（水）　９時～12時
定　員　各回４人（市内４～６年生）　受付　７月8日(金)10時～17日（日）19時

市体育協会 ☎850-3279 

令和４年度市バレーボール大会

令和４年度豊見城市バドミントン大会

─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─

▶日付 8月 7日（日） 
▶会場  豊見城市民体育館
▶申込方法  7 月 20 日（水）までに市体育協会へ申込み

令和４年度第28 回市サッカー大会
▶日付 8月 13日・14日・20日・21日（土）、 （日） 
▶会場  豊見城市陸上競技場
▶申込方法  7 月 22日（金）までに市体育協会へ申込み

▶日時 8月 14日（日） 
▶会場  豊崎小学校体育館
▶申込方法  8 月 5 日（金）までに市体育協会へ申込み

令和４年度豊見城市ソフトテニス大会
▶日時 8月 28日（日） 
▶会場  豊見城市総合公園庭球場
▶申込方法  8 月 19 日（金）までに市体育協会へ申込み

第21回豊見城市長杯学童軟式野球大会 結果

■各大会の詳しい内容は、市体育協会ホームページをご確認ください。
■新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、大会が中止となる可能性があります。

響むまち・豊見城 川柳の祭典
作品の募集

10 月 30 日（日）に本市で開催される美ら島おきなわ文化祭
2022「川柳の祭典」のため、川柳作品を募集しています。優
秀作品は、表彰と講評をおこないます。
▶募集期限　8月 1日 ( 月 ) まで　※当日消印有効
▶募集要項・応募用紙
　次の場所で配布しています。
　・豊見城市役所本庁舎1階売店横
　・豊見城市立中央公民館
　・豊見城市立中央図書館
　・豊見城市教育委員会文化課（図書館1階）
▶応募先・問い合わせ先
　一般社団法人　全日本川柳協会
　TEL（06）6352－2210
■詳細は募集要項をご確認ください。

５月 21・22 日に豊見城市瀬長島野球場において「豊見城市市
制施行 20 周年記念事業 第 21 回豊見城市長杯学童軟式野球大
会（第１回沖縄三和シヤッターこども未来旗学童軟式野球大会）」
が開催されました。

市民の皆さまに気軽に参加できる学習機会を提供し、生涯学習
を推進するため、移動公民館講座を開設する自治会を募集して
います。詳細は中央公民館まで。
▶受付期限　令和5年 2月 28日まで
▶開催場所　各自治会公民館や集会所
■自治会からの申し込みに限ります。

■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をご確認ください。

美ら島おきなわ文化祭豊見城市実行委員会事務局
☎856-3671

とよ

移動公民館講座を開設しませんか？

サークル会員募集！

三線サークル ちゅらさん

琉球かれん 仁和の会

サークル名 日　　時

①

②

毎週火曜日19時～21時

毎週木曜日10時～12時

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分まで

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

お問い合わせ 開 館 時 間

優　勝　

準優勝

３　位

３　位

根差部ベースナイン

豊見城ジュニア

嘉数ジュニアベースボール

豊見城パワーズ 根差部ベースナイン

第141回豊見城市学童軟式野球大会 結果
６月４・５日に豊見城市瀬長島野球場において「第１４１回豊見城
市学童軟式野球大会（第１４回ブルーシール旗争奪学童軟式野球
大会）」が開催されました。

優　勝　

準優勝

３　位

３　位

根差部ベースナイン

豊見城ジュニア

嘉数ジュニアベースボール

豊見城パワーズ
根差部ベースナイン

sports
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企画調整課　☎850-0364

企画調整課  ☎850-0364

豊見城市市制施行20周年記念式典の開催について豊見城市市制施行20周年記念式典の開催について

豊見城市ウェブ口座振替受付サービス 就業構造基本調査を実施します！

豊見城市は、令和4年 4月 1日に市制施行20周年を迎えました。
節目の年を記念するとともに、さらなる飛躍・発展の契機とする
ため、下記の日程で記念式典を開催します。
　▶日　時　令和４年７月31日（日）　午後２時
▶場　所　豊見城市立中央公民館（大ホール）
　新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、現時点において、
規模を縮小し招待者のみでの開催を予定しています。
変更等が生じた場合は、市ホームページでお知らせします。

学校給食費や水道料金などの公共料金のお支払いに便利
な口座振替を、スマートフォンや PC からご自宅で簡単
にお申し込みできます。金融機関の窓口に行く必要がな
く、営業時間外でも申し込みが可能です。
新型コロナウイルス感染症対策の観点からも、是非ご利
用ください。 ※個人の普通預貯金口座が対象です。

▶利用可能な金融機関
　琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行
　ゆうちょ銀行、沖縄県労働金庫
　コザ信用金庫

※沖縄県農業協同組合はウェブ
　口座振替受付サービスでの申し
　込みができません。

皆さまの就業状況を正しく把握し、安心して働ける社会
を実現していくための統計調査、「就業構造基本調査」を
10月 1日（土）に実施します。

▶日　時　令和4年 10月 1日（土）（調査基準日）
▶場　所　豊見城市内全域
▶対象者　市内在住者

料金種類
学校給食費
上下水道料金
保育所保育料
こども園保育料
育英会奨学金償還金

お問い合わせ
098-850-4585
098-850-1516
098-850-5088
098-850-5088
098-850-0961

担当課
学校給食センター
上下水道部総務課
保育こども園課
保育こども園課
教育総務課

ウェブ口座振替受付
サービス

Tomigusuku Information 募集・お知らせ

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）

沖縄県介護保険広域連合（会計課）☎911-7503
　　障がい長寿課（介護長寿班）　☎856-4292

市民課（国民年金班)　☎850-0139

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４年度 国民年金保険料免除申請の受付を開始します！

沖縄県介護保険広域連合からのお知らせ

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。

▶対象世帯
　①令和４年度住民税非課税世帯
　　※対象世帯には確認書を送付します。
　②家計急変世帯（令和４年１月以降に新型コロナウイ
　ルス感染症の影響を受け家計が急変した世帯）
　　※申請が必要です。
　③令和３年度住民税非課税世帯
　　※確認書の送付は完了しています。
　　　確認書がまだ手元にある方はご返送ください。

▶申請期限　令和４年９月30日（金）必着
※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（月）必着です。

▶申請受付　令和４年７月１日（金）から
▶免除期間　令和４年７月分～令和５年６月分まで
▶対 象 者　国民年金加入者（第1号被保険者）で経済的
　　　　　　に納付が困難な方
　▶本人・配偶者（別世帯の配偶者を含む）・世帯主、それぞ
れの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある
場合、申請手続きをすることで保険料の納付が全額また
は一部免除になります。
　▶50歳未満の方は本人と配偶者（別世帯の配偶者を含む）
の所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。
　▶学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。
▶申請後、該当するか否かについては日本年金機構での審
査が必要です。

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。この制度を利
用することで将来の年金受給権の確保と、万一の事故や疾病により障害を負ったときの障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資
格を確保することができます。

介護保険料は原則的に年金からの天引き（特別徴収）で
すが、65歳に到達したときや広域連合構成市町村外から
の転入などにより、新規で第１号被保険者となった場合
は、特別徴収に切り替わるまでの間、納付書払いまたは
口座引落（普通徴収）となります。
前年度途中で特別徴収が停止となった方も、再び特別徴
収へ切り替わるまでの間は普通徴収となります。

▶コンビニ収納について
コンビニでも納付が可能となりました。
時間や曜日を気にせずに納付すること
ができますので、ぜひご活用ください。豊見城市HP

令和４年度の介護保険料が決定しました。

納付書払いまたは口座引落
（普通徴収）の方

７月中旬に納入通知書を
お送りします。

年金からの天引き
（特別徴収）の方

9 月中頃に決定通知書を
お送りします。

【手続きに必要なもの】

※前年中所得が未申告の場合、免除判定ができません。
申告を済ませた後に免除の手続きをしてください。

①本人確認書類

②年金番号が分かるもの

※失業または退職した方

※自営業の方が廃業届を
　行っている場合

運転免許証、個人番号カード　など

年金手帳、年金機構からの納付書など

離職票または
雇用保険受給資格者証　など

廃業したことがわかる書類の写し
（受付印を押したものに限る）
　
・ 税務署への個人事業の廃業届出書、
   事業廃止届出書
・ 保健所への廃止届出書　など

【免除申請】
詳しくは
こちら▶

日本年金機構HP 電子申請HP パンフレット

【電子申請】　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはこちら▶

マイナンバーカードをお持ちの国民年金加入者は、スマホで免除等
申請ができます！自宅で24時間いつでも申請可能です。
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住宅リフォーム支援事業のお知らせ
■申請できる人（以下を全て満たすもの）
　・本市に住民登録し、現に居住する者 （※）
　・市税等を滞納していない者
　※空き家の場合、工事完了後に対象住宅（空き家）に居住
　　予定の者も対象となる。
■対象となる住宅（市内にある住宅で以下のもの）
　・自己所有住宅
　・借家、共同住宅等（住居専用部分のみ）
　・１年以上居住者がいない一戸建て住宅（空き家）
■工事を行う業者について
　・市内に本社、支店等を有する事業者
　・市内に事務所を有し、かつ、市に住民登録している個人事業者

■応募受付について
　7月１日（金）～ 7月 29日（金）までを受付期間とします。
　ただし、当該補助金は予算に限りがあるため、応募者多数の際は８月初旬以降に抽
　選を行い、予算に達しない場合は受付期間を延長し、達し次第受付を終了します。
≪注意事項≫
　※対象住宅は、建築後１年以上経過した住宅に限ります。
　※対象工事は、令和5年２月末までの工事完了とします。
　※すでに工事着手または完了している工事については、本事業の対象外となります。

■対象となる工事
　以下のうち、総工事費が20万円以上のもの
　・バリアフリー改修工事
　・省エネ改修工事
　・空き家改修工事
　・住宅の耐久性を向上させる改修工事 など
　・子育て支援改修等工事
　・テレワークの推進改修等工事
■補助額
　対象工事費の 20% 以内 、補助限度額 20万円以内

都市計画課 ☎850-5332

台風時のごみ収集について
もやせるごみ

8時 30分の時点まで
暴風警報が発令されている場合 翌日に収集。収集日が

土曜日の場合は翌月曜日。

翌日に収集。収集日が
土曜日の場合は翌月曜日。

収集しません。次回の収集日に出してください。

発令された時点で収集を中止します。出したごみが収集されていない場合は、ご自宅に戻してい
ただき、次回の収集日に出してください。この場合、振替収集は行いません。

収集します。
10時 30分までに出してください。

10時までに
暴風警報が解除された場合

10時以降に
暴風警報が解除された場合

ごみ収集中に
暴風警報が発令された場合

もやせないごみ 危険ごみ 資源ごみ

■暴風域に入ることが予想される場合、糸豊環境美化センターもお休みになり、自己搬入もできませんので、ご注意ください。
■テレビやラジオ等で暴風警報などの情報をこまめにご確認ください。
■台風が近づき荒れた天候の中、ごみを出すのは危険です。次回のごみ収集日に出されるようご協力お願いします。

お問い合わせ　生活環境課　☎850-5520

収集しません。次回の収集日に出してください。
※台風によりもやせるごみの収集が翌日（土曜の場合は翌月曜）となった場合は、翌日（土曜の場合は
翌月曜）のもやせないごみ、危険ごみ、資源ごみの収集もお休みです。次回の収集日に出してください。

収集しません。次回の収集日に出してください。
※台風によりもやせるごみの収集が翌日（土曜の場合は翌月曜）となった場合は、翌日（土曜の場合は
翌月曜）のもやせないごみ、危険ごみ、資源ごみの収集もお休みです。次回の収集日に出してください。
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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、お子さまの
満1歳の誕生日から満５歳の誕生日までと
なっています。対象の方は期限までに申請
してください。
対 補償対象基準の項目に該当する満5歳

までのお子さま
問 産科医療補償制度専用コールセンター
　　 電話番号：0120-330-637
　　 9時〜17時（土日祝日・年末年始除く）
産科医療補償制度ホームページ
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp
問 子育て支援課　☎850-0143

ー暮らし・福祉ー

マイナンバーカードの申請
サポートについて

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。
平日の8時30分〜17時まで事前予約不要
で常に実施しています。
また、今月の休日の申請サポートの実施は
次のとおりです

休　　日　（９時～12時）
7月30日（土）

※休日に来所を希望される場合は、必ず電
話での事前予約が必要になります。自分
でパソコンやスマホを使ったオンライ
ン申請や、郵送での申請方法等もありま
すので、申請に必要な「ID付の個人番号
カード申請書」を市民課に請求ください。

場 市民課窓口　準 本人確認書類
問 市民課　☎850-0103

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

減免申請の受付は、令和４年度納税通知書
の発送後（７月上旬)となります。
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日から令和５年３月３１日ま
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。
期 令和５年３月３１日まで
問 国民健康保険課　国保税　☎850-0142
　　　　　　　　　　　　　後期保険料　☎850-0160

ー健康ー

離島・県外での予防接種について
離島・県外で予防接種を受ける場合は、予
防接種実施依頼書の提示が必要です。「予
防接種実施依頼書交付申請書」を窓口また
は郵送でご提出ください。
対・接種時に豊見城市に住民登録のある方
　　 ・豊見城市と予防接種業務委託契約を
　　　締結していない医療機関で予防接
　　　種を受ける方
※接種費用はいったん自己負担になりま

すが、基準額に基づいて払い戻します。
※依頼書がないと接種費用の払い戻しが

受けられないだけでなく、万が一予防
接種による事故があった場合に法律に
よる救済措置が受けられなくなります。

問 子育て支援課　☎850-0143

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

固定資産税 市・県民税 軽自動車税

1期 ５月２日 ６月３０日

５月３１日
2期 ８月１日 ８月３１日

3期 １２月2６日 １０月３１日

4期 ２月２８日 １月３１日

今月（１期）国民健康保険税納付期限 ７月25日
納付期限の過ぎた場合は、各担当課まで。

国民健康保険税・後期高齢
者医療保険料の納付

7月は国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料第1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。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。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。詳しくは各担当
課窓口へ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

税金の納付期限は
コチラです！
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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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INFORMATION INFORMATION

住宅騒音防止対策事業 
（空気調和機器設置工事など）

対象区域、対象工事に該当
する方に予算の範囲内で
補助金を交付します。
受付期間　１２月末（予定）まで
�問 生活環境課　☎850-5520

合併処理浄化槽設置整備事
業費補助金について

次に該当する方に補助金を交付します。
１．既設の単独処理浄化槽から合併処理浄
化槽（5～10人槽）へ切り替え予定の方

２．①公共下水道、農業集落排水区域外で
　　　　あること
　��②下水道事業計画区域であるが、その整
備が７年以上行われていない地域で
あること

受付期間　１２月末まで
注意事項　①新築住宅は該当しない
　　　　　　　　�②申請前に工事を着工した場合
　　　　　　　　　　�は対象外
◆詳しくは担当課までお問い合わせください
問 生活環境課　☎850-5520

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

指定給水工事　事業者当番
（7月・8月）

▼道路側修理当番
7月　（株）三星建設　�　　　　☎850-6089
8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名簿」から。

ー生活・環境・安全ー

危険生物にご注意ください
【ハブに注意！ 】
県内には猛毒を有するハブが生息し、年
間50～60人前後のハブ咬症患者が発生
しております。ハブによる咬症被害を未然
に防ぐために、草刈りやネズミの駆除を
行い、環境を整えましょう。また草むらや農
地、夜間に歩行する際には十分注意するよ
う心がけましょう。
▶ハブ抗毒素常備　医療機関
　　豊見城中央病院　　　☎851-0501
　　友愛医療センター　☎850-3811
　　南部徳洲会病院�　　☎998-3221
　　沖縄協同病院　　　　　☎853-1200
▶お問い合わせ先
　　生活環境課　　　　　　　☎850-5520
　　豊見城警察署　　　　　☎850-0110

【ハチに注意！ 】
夏に向けて気温が徐々に高くなってきてハチ
の活動が活発化し、ハチに関する通報が増え
ております。市ではハチの駆除等は行ってお
りません。個人の敷地内にあるハチの巣の駆
除は、所有者または管理者でハチ専門業者に
依頼するなどの対応をお願いします。自ら駆
除する場合は十分注意し行ってください。�県
内で主にみられるハチは以下のとおりです。
ハチの種類　ミツバチ、アシナガバチ、スズ
メバチ、ツチバチ等
◆アシナガバチ、スズメバチは攻撃性が高
いため、専門業者に依頼してください。
（参考：新垣養蜂園　☎884-0814)

【ハブクラゲに注意！ 】
ハブクラゲは5月頃から１０月頃に発生し
ます。海水浴は、肌の露出を避け、できるだ
けハブクラゲ侵入防止ネットの中で泳ぐ
ようにしましょう。ハブクラゲに刺された
場合は、酢を患部にたっぷりかけてから触
手を取り除き、氷や冷水で冷やし、医療機
関で治療を受けましょう。
問 生活環境課�☎850-5520/ＦＡX850-5820

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�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

介護保険 負担限度額認定
(食費・居住費の減額)

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、
介護老人保健施設等といった介護保険施
設を利用する際に支払う居住費と食費を
軽減できる制度です。
負担限度額を受けられるかどうかは、「所
得」と「預貯金」等から判断されます。こちら
の制度は有料老人ホームやグループホー
ムには利用できません。
■窓口へ来庁する前に、対象条件に該当し
ているか、お電話による問い合わせをお
願いします。

準 対象者の被保険者証、対象者とその配
偶者の預貯金通帳や有価証券の写し

問 障がい長寿課　☎856-4292

『脳がんじゅう教室』パソコン
教室（第1クール） 参加者募集

脳の活性化と高齢者の生活の質の向上を
図り、認知症予防および閉じこもり予防の
推進を目的に実施します。
内 パソコン基礎、Ｗｏｒｄ・文書作成、Excel・
　　�表計算、脳トレ�等
期 7月20日（水）まで�
日 8月～10月（週1回　計10回コース）
対６５歳以上の方で、可能な限り休まず出
　　�席できる方。※初めての方が優先
申 担当窓口で事前に申請
問 障がい長寿課　☎856-4292

社会福祉法人等による利用
者負担額軽減制度

所得が低く特に生計が困難な方について、
介護保険サービスが行う社会福祉法人等
が利用者の負担を軽減する制度です。
■窓口へ来庁する前に、対象条件に該当し
ているか、お電話による問い合わせをお
願いします。

対 ①世帯全員が市町村民税非課税である　
　　②年間収入額（年金等）が一人暮らしの

方で150万円以下である
　　③預貯金の額が一人暮らしの方で350

万円以下である
　　④世帯全員が、日常生活に供する資産以

外に活用できる資産がない
　　⑤負担能力のある親族等に扶養されて

いない
　　⑥介護保険料を滞納していないこと
　　⑦生活保護受給者または中国残留邦人

等の支援給付受給者
準・通帳や有価証券等の写し（世帯全員分）
�　　・資産評価証明書もしくは無資産証明書
　　　（世帯全員分）
　　・所得課税証明書＜世帯全員分＞
　　　※本年1月1日時点で住所が他市町村
　　　　　の場合提出
　　・健康保険者証もしくは後期高齢者医療
　　　被保険者証の写し＜世帯全員分＞
　　・対象者の印鑑と窓口へ申請に行く方
　　の印鑑(認め印可)
問 障がい長寿課　☎856-4292

フードドライブにご協力
ください

「フードドライブ」とは、本市における子ど
もの貧困対策として、市内４郵便局の窓口
に「フードボックス」を設置し、地域の皆さま
から家庭で余っている食品などをいただき、
寄附された食品を各子どもの居場所等に
配付します。
フードボックス設置場所
豊見城団地内郵便局、豊崎郵便局、真玉橋郵
便局、豊見城郵便局
問 子育て支援課　☎８50-0143

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、平日日中の受け取りが難しい方は、下記
の日程で交付窓口をご利用ください。

休　　日　（９時～１２時）
7月9日（土）、7月24日（日）

  平　　日　（18時～20時）
7月7日（木）、７月21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で事前予約
　　（平日８時３０分～１７時１５分まで）
問 市民課　☎850-0103

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 8月３1日(水)まで　※消印有効
����９時～１６時３０分（１２時～１３時除く）
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）　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。
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

公共下水道接続促進事業補助金
～公共下水道へ接続しよう！～

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

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けしています。
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

道路の異常をネットでも
連絡できるようになりました

道路課では道路陥没や側溝の破損など、
道路に関する異常を従来の電話だけで
なく、ネットで連絡できるようになりまし
た。QRコードや市HPから連絡できます。
◆当サービスはシステムの状況等により
　　予告なしに中止する場合が
　　ありますのでご注意くださ
　　い。�QRコードはコチラ▶▶▶
問 道路課　☎850-5306



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。
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ー子育て・教育ー

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）
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、食費等の物価高騰に直面
する低所得の子育て世帯に対し、特別給付
金を支給することにより、その実情を踏ま
えた支援を行います。（この給付は全国一
律の制度です。）
期 令和５年２月28日（月）　※必着
場 こども応援課　
　　 （市役所２階　７-①番窓口）
準 申請書（市ホームページからダウンロー
　　 ドもしくは郵送対応可能。）
対（１）令和４年４月分の児童扶養手当の支

給を受けている方（※対象の方には
通知しています。）

　　（２）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）

　　（３）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
と同じ水準になっている方（要申請）

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（通話無料）
電話番号　0120-400-903
　　　　　　　　 （受付時間　平日９時～18時）
問 こども応援課　☎850-6775

多胎児を妊娠されている方へ
妊婦健診受診票を追加交付します

令和４年４月から、多胎児（双子など）を妊娠
されている妊婦さんに、妊婦健康診査受診
票を5回分追加で交付します。
日 令和４年４月１日受診から
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産婦
準 多胎妊婦健康診査受診票（担当課で交付）
問 子育て支援課　☎850-0143

豊見城警察署からのお知らせ

沖縄県水難事故防止運動の実施
沖縄県では7月から10月末までを「水難事
故防止運動期間」と定め、水難事故防止の
広報、啓発活動に取り組んでいます。県警に
よると2021年に県内で発生した水難事故
は94件（前年比9件増）で死者は45人（同2
人増）でした。水難事故は他人事ではなく、
水に関わる全ての方々がいつでも当事者
になりえることを肝に銘じてください。
夏休みにおける少年の非行・犯罪被害防止
と有害環境の浄化
夏季は、夏休みの解放感から少年が家出や
深夜徘徊などの不良行為、薬物乱用などの
非行に走りやすく、家出少年にあっては犯
罪の被害にあうケースが多くなることが
予想されることから、7月の「青少年の非行・
犯罪防止全国強調月間」にあわせて、少年
自身の規範意識の醸成を図るとともに非
行などを助長する有害環境の浄化を呼び
掛けていきましょう。
沖縄県警察官B試験（高校卒業程度）
受験者募集
期 8月12日（金）まで
採用予定人数
男性24名程度、女性11名程度
受験資格
・平成5年4月2日(30歳未満)から平成17
 年4月1日(18歳以上)までに生まれた方
・高校を卒業した方、沖縄県人事委員会で
 高校卒業見込みと同等の資格があると認
 められる方
問 豊見城警察署　☎850-0110

墓地の設置には市長の許可
が必要となります

墓地を経営しようとする者は、「墓地、埋葬
等に関する法律」第10条の規定により、市
長の許可を受けなければなりません。  
無許可で墓地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は生活
環境課までお問い合わせください。
問 生活環境課　☎850-5520

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。
■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、QRコー
ドまたは担当課へお問い合
わせください。　▶▶▶

問 都市計画課　☎850-5332

青い羽根募金について

この募金は船舶の遭難や海洋レジャー事
故の際の人命救助、およびその訓練、機材
の購入等に活用されます。市民の皆さまの
ご協力をお願いします。
日 8月31日（水）まで
募金先 沖縄銀行　高橋支店
　　　　　　 普通1526329
名義　公益社団法人琉球水難救済会
問（社）琉球水難救済会　☎868-5940

消防団員　募集

対 市内在住または在勤する１８歳以上
　　（大学生・専門学生可、男女問わず）
受 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

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 7月11日（月）１３時３０分～１５時３０分
対 0歳児～就学前の親子
▶地域連携室（豊崎小学校体育館２階）
日 7月12日（火）１３時３０分～１５時３０分
対 0歳児～就学前の親子
育児講座
▶キッズ（ベビー）＆ママヨガ
日 7月２5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 7月8日(金)から （先着順）
準 動きやすい服装など　参加費 100円
▶アロマ虫よけスプレー作り
日 7月２1日(木)　１０時～１１時
場 子育て支援センターぐっぴー
対 ０歳～就学前の親子　8組
申 7月11日(月)から（先着順）
材料代 500円
※新型コロナの影響で中止になる可能
　  性あり。
※祖父母の参加も可能。お子さんの安全
　　管理は保護者の方がご配慮ください。
※講座の受付開始時間は9時30分から。

問 子育て支援センターぐっぴー　☎850-9214

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 9月6日(火)～27日(火)のうち９日
　　 ９時～１２時
　　 ※時間は日により多少の変動があります。
場 市役所
対 市内在住の２０歳以上の方
受講料 無料
申 担当課へ電話または窓口申し込み
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は、子どもの預か

りや保育園、習い事の送迎などになります。
■新型コロナウイルス感染拡大防止対策の

ため日時変更・中止となる場合があります。
■詳細はホームページをご覧ください。
問 子育て支援課　☎850-０１４３

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

性暴力被害者
ワンストップ支援センター

年齢、性別、相手との関係、セクシュアリティ
などは関係なく、ひとりで悩まずご連絡く
ださい。 被害後７２時間以内の緊急避妊ピ
ル（医療機関で処方）の服用が有効です。
電話相談　#8891　または　☎975-0166

（２４時間　３６５日体制※台風時閉所）

1 2 3 4

5 6 7 8

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。
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
日 月･火・木・金・土（水曜・日曜・祝日・年末年

始除く）９時～17時
問 沖縄県女性健康支援センター　
　　 ☎989-1181

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、体調により仕事に影響が
出ることがあります。健診等で主治医から
診断や指導を受けた場合は、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。母性健康管理指導事項連絡カードの
様式は、厚生労働省HPからダウンロードで
きます。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。
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)
受付時間　8時30分～17時15分
　　　　　　　  （土日・祝日・年末年始を除く）

母子健康手帳アプリのご案内
本市では「母子健康手帳アプリ」を活用し
て、お子さまの健診や予防接種等の子育て
情報の発信を行っています。また妊娠・出
産・育児の記録ができ、難しい予防接種の
計画を自動計算してくれる便利な機能も
ついています。アプリは利用無料です。ぜ
ひご利用ください。
利用方法　「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」を登録してください。
問 子育て支援課　☎850-0143



■ひとのうごき

■豊見城市ごみカレンダー

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。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5月末日 先月比

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）

収集地区地　区

月・木曜日

火・金曜日

水・土曜日

火曜日

水曜日

月曜日

金曜日

土曜日

木曜日

燃やせるごみ 資源ごみ
缶・びん類 紙・ペットボトル

第1・第3
火曜日

第1・第３
水曜日

第1・第3
月曜日

燃やせないごみ
危険ごみ

65,738人
32,238人
33,500人
27,756世帯

+4人
+4人
0人

+45世帯

■日よう集団健（検）診　※予約制 ■乳幼児健診　※予約制　（子育て支援課）☎850-0143

▶電話申込　沖縄県健康づくり財団　
　　　　　　 ☎889-6452
▶Web申込　QRコード読み取り▶▶▶
▶場　　 所   市役所２階 保健センター
▶対　　 象   市に住所を有する以下の方
①国民健康保険加入の20歳～74歳の方
②国保以外の健康保険加入者20歳～39歳のうち学校・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）

▶対　　 象　　対象者へ郵送で案内文を送
　　　　　　 　 付しています。
▶申し込み　  電話または案内文中のQR
　　　　　　　  コード読み取り
　　　　

▶対　　 象　　生後4～6か月児の保護者
　　　　　　　　（12組程度）
▶準　　 備　　親子健康手帳、筆記用具、
　　　　　　　  授乳ケープ
▶申し込み　　電話または予約フォーム（QRコード読み取り）
※キャンセル待ち希望の方は、電話でお申し込みください。

▶場　　 所　　市消防本部４階  多目的ホール（駐車場有）
▶対　　 象　　市内在住および市内在勤の方
▶準　　 備　　軽装、マスク、筆記用具

健 　 診 　 日
当日受付時間

電話予約受付

Web予約受付

8月 28日（日）
8時 30分～ 10時 30分
8月 3日（水）・4日（木）
8時 30分～ 12時／ 13時～ 16時
7月 8日（金）～31日（日）まで

日　　程
乳児一般健康診査（10か月児）

１歳６か月児健康診査

３歳児健康診査

8月21日（日）
7月 7 日（木）
7月28日（木）
8月18日（木）
7月27日（水）
8月17日（水）

午前

午後

午後

市役所2階
保健センター

健 診 名 日　程

■納付期限

固定資産税 市・県民税
8月 1 日（月） 8月 31日（水）

■各種相談業務　（協働のまち推進課）☎850-0159

消費生活
相談

弁護士相談
※要予約

司法書士相談
※要予約

行政相談

7月5日・19日（火）
8月2日（火）

7月6日・20日（水）
8月3日（水）
7月21日（木）

7月13日・27日（水）

7月28日（木）

10時～12時
13時～16時

9時～12時

13時～16時

9時～12時

10時～12時

市役所 2階
第 3相談室

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

相談内容 日　程 場　所

■救命講習会　（消防署）☎850-0529

7 月 20日（水）
7月 21日（木）・22日（金）

9時 30分～ 12時 30分
18時 30分～ 21時 30分

日　程　（毎月３回  水・木・金）

■離乳食教室　※予約制　（子育て支援課）☎850-0143

①7月22日（金）
②8月26日（金）

①7月19日（火）
②8月23日（火）

13時30分
～14時45分

市立中央公民館
１階和室

日　程 場　所 申込締切

■夜間窓口

7月 27日（水）・28日（木） 17時 15分～ 20時
日　　程

場　所

※延期となる場合は個別通知・市のHPでお知らせします。

（納税課）☎850-0242
（国民健康保険課・給付班）☎850-0160

（賦課班・徴収班）☎850-0142

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

2 期

国民健康保険税
7月 25日（月）1 期
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市シルバー人材センター
会員募集

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

7月入会説明会
日 7月１５日（金）　１０時～１２時
場 当センター会議室
　　（市陸上競技場1階）
対 市内に居住する原則６０歳以上の方
問 市シルバー人材センター
　　 ☎850-７７１６

住まいの総合相談窓口

土地や住宅を購入する際の注意点や住宅
の新築およびリフォームに関すること、賃
貸住宅における契約関連トラブルなど、住
まいに関する一般的な相談・情報提供も無
料で行っていますので、お気軽にご相談く
ださい。
問 住まいの総合相談窓口
　　（沖縄県住宅供給公社内）
　　 ☎917-2433
受付時間 平日・第3土曜日の9時～17時
　　　　　　　　(12時～13時除く)

メディカルヨガ・ピラティス
教室（体験会）

身体の可動域が低下した高齢者でも安全
に行える運動です。
誰でも安全に疾患予防や不調改善を目的
に取り組むことができます。
日 8月3日(水)　13時～14時半
場 市民体育館　多目的室
対 成人女性
定 10名（先着）
受講料 600円（保険料込み）
申 7月13日（水）から受付開始（窓口：9時～21時）
　　※火曜休館日
準 運動着、ヨガマット
問 豊見城市民体育館　☎850-1550

子育て心理相談のご案内
お子さまへの関わり方や発達で気になるこ
とについて、臨床心理士が相談に応じます。
随時、お電話や来所での相談を受け付けて
います。（来所での相談を希望される場合
は、事前の電話予約をお願いします）
場 子育て支援課　（市役所２階）
対 就学前のお子さまの保護者の方
問 子育て支援課　☎850-0143

ーイベント・募集ー

児童生徒派遣費補助金の
申請について

市内在住の小中学生が、スポーツや文化活
動において優秀な成績を収め、離島や県外
の大会に参加する際に、参加選手へ補助金
を交付します。派遣費の補助金は、大会出
場の１０日前までに申請をお願いします。
大会後の申請は原則受付できません。ま
た、実績報告は大会終了後２０日以内の提
出が必要です。
問 生涯学習振興課　☎850-3591

豊見城市青少年リーダー育
成事業「ふれあいキャンプ」
の中止

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、豊見城市青少年育成市民会議主催の

「ふれあいキャンプ」を中止いたします。
問 生涯学習振興課　☎850-3280

ーその他ー

令和４年9月開講
県障害者委託訓練生募集

コース名　自動車・洗車科
訓練期間 9月1日（木）～11月30日（水）
　　　　　　　　（３か月）
募集期間 7月26日（火）まで
訓練実施先 沖縄トヨタ自動車（株）
訓練場所 浦添市勢理客4丁目18番1号
定 １人 申 住所地のハローワーク
受講料 無料（保険料等は自己負担）
問 浦添職業能力開発校 ☎879-2560

豊見城市公式ＬIＮE
登録お願いします！

新型コロナウイルスワクチン
接種情報・防災情報・行政
情報などをお届けします！

 

 

https://l in.ee/1aPOOYobe

お持ちの携帯電話（スマートフォン
推奨）で、下記のQRコードまたは
URLへアクセスし「追加」ボタン
を押して完了です。 
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健康推進課　☎850-0162

選挙管理員会事務局　☎850-8859

食生活改善推進員（食育ボランティア）
養成講座　受講者募集

豊見城市長選挙　投票日

沖縄県知事選挙　投票日
▶日　程　事前研修：５回程度
　　　　　交流研修：７月30日～８月１日【２泊３日】
　　　　　県外研修：８月５日～８月８日【３泊４日】
　　　　　事後研修：８月17日
▶場　所　事前研修・事後研修→主に市立中央公民館
　　　　　交流研修→沖縄県内体験・見学施設および
　　　　　　　　　　宿泊施設
　　　　　県外研修→宮崎県美郷町
▶対象者　①市内在住の小学６年生・中学１年生
　　　　　②すべての研修に参加できる方
　　　　　③美郷町の子ども達が沖縄研修を行う際に、ご家族
　　　　　　で交流ができる方
▶申込み　６月 22 日（水）17 時までに、参加申込書を、生涯
　　　　　学習振興課（市立中央公民館）へ提出
▶参加費　40,000円　　　▶定　員　25名（先着順）

▶日　程　８月16日(火)、19日(金)、23日(火) 9時15分～16時30分
▶場　所　市立中央公民館
▶対象者　市在住の20歳～70歳の方
　　　　　※修了後は、豊見城市食生活改善推進員協議会に　　　
　　　　　　所属してボランティア活動できる方
▶申し込み　7月２5日（月）まで　※電話受付のみ
▶受講料　無料（講座修了後の協議会入会時に年会費1，500円
　　　　　　　 の支払有り）　　
▶定　員　12名程度
▶準備物　筆記用具　他（日程によりエプロンや三角巾、運動　　　
　　　　　　　　　　　  できる服装）
※日時、場所は都合により変更することがあります。

11月7日任期満了による豊見城市長の選挙の期日が選挙管理
委員会において決定されました。
日程は、次のとおりです。
　▶選挙期日　１０月9日(日)　▶告示日　１０月2日(日)
▶期日前投票期間　10月3日(月)～10月8日(土)

明るい選挙を呼びかけることを内容とした、自由な表現によ
る選挙啓発ポスター作品の募集を行います。優秀賞・佳作・
入選した方へ表彰状と記念品を贈呈します。応募者全員に粗
品の贈呈もあります。市役所1F市民交流スペースで、全応募
作品の展示を行う予定です。

▶応募期限　９月2日(金)
▶対 象 者　豊見城市内の小・中・高等学校へ通学している児童、生徒
▶提 出 物　〇画用紙の四ツ切（542mm×382mm）、八ツ切
　　　　　　　（382mm×271mm）もしくはそれに準ずる大きさ
　　　　　　〇描画材料は自由（紙や布など、絵の具以外もOK）
　　　　　　〇作品のうら右下に学校名、学年、氏名（ふりがな）を記入
▶提 出 先　市選挙管理委員会事務局（市役所3階）　

会計年度任用職員　募集
▶募集職種　一般事務（４名）
▶業務内容　選挙事務補助業務
　　　　　　（沖縄県知事選挙の事務補助）
▶任用期間　採用から1か月を予定
▶勤務時間　８時３０分～１６時３０分（原則）、週休２日
▶休　　日　土・日曜、祝日（原則）　
　　　　　　※時間外勤務、休日出勤あり
▶報酬額等　日額　６，545円

沖縄県知事の選挙の期日が沖縄県選挙管理委員会において決定
されました。
日程は、次のとおりです。
　▶選挙期日　9月11日(日)　▶告示日　8月25日(木)
▶期日前投票期間　8月26日(金)～ 9月10日(土)

第26回参議院議員通常選挙　投票日
第26回参議院議員通常選挙の日程が決定されました。
日程は、次のとおりです。
　▶選挙期日　7月10日(日)　▶告示日　6月22日(水)
▶期日前投票期間　6月23日(木)～ 7月9日(土)

投票立会人・選挙事務パートナー
を募集します！

令和４年度 明るい選挙啓発ポスターコンクール作品を募集します！

若い世代の方に政治や選挙に対する関心を高めていただき、選挙
をもっと身近なものに感じてもらうために、投票事務全般の立会
等にご協力いただける方を募集します。応募いただいた方は、投票
立会人候補者名簿または選挙事務パートナー名簿に登録され、各
選挙の投票区の状況に応じて選任します。
▶日　　時　①沖縄県知事選挙
　　　　　　　9月11日（日）　6時30分～20時
　　　　　　②豊見城市長選挙
　　　　　　　10月９日（日）　6時30分～20時
▶開催場所　市内各投票所
▶対 象 者　選挙権を有する若い世代
▶準 備 物　市選挙管理員会事務局へ登録申請書を提出

▶日　程　令和４年９月14日（水）～令和５年１月11日（水）
　　　　　【原則　第２・第４水曜日】
　　　　　14時～15時30分
▶場　所　市役所　２階
▶対象者　市内在住で次の①・②に当てはまる方
　　　　　①全８回の講座全ての日程で受講が可能な方
　　　　　②発達障がいおよび発達の偏りが気になる子
　　　　　　（未就学児～小学生）の保護者
　　　　　　 ※保護者1人のみの参加
▶申し込み　7月6日（水）～定員に達するまで
▶定　員　8名（先着順）

障がい長寿課　☎850-5320

ペアレント・トレーニング講座
受講者募集

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
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