
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。
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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。
残暑

お見舞い申し上げます



企画調整課　☎850-0364

令和４年７月２９日に、オリジナルフレーム切手贈呈式が行われました。
日本郵便株式会社 経営管理本部長 金城様から山川市長にフレーム切手
が贈呈されました。フレーム切手は、豊見城市を代表する名所、文化、
特産品の写真を使用したデザインとなっています。

『豊見城市市制施行20周年記念』
オリジナルフレーム切手贈呈式

『豊見城市市制施行20周年記念』
オリジナルフレーム切手贈呈式
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7/21 臨時災害放送局に関する協定
締結式

7/27 令和４年度　
行政相談委員総務大臣表彰報告

　市役所において、臨時災害放送局に関する協定締結式が
行われました。この協定は、豊見城市に大規模災害が発生し
た際に、(株)FMとよみに臨時災害放送局の運営を業務委託
するものです。市民が必要とする仮設住宅、ライフライン復旧
状況等の各種災害関連情報を提供します。

第１５回沖縄県マンゴーコンテスト
受賞報告

　第１５回沖縄県マンゴーコンテストにおいて、本市から個人
賞で優秀賞２名(金城光子さん、長嶺篤さん)、優良賞１名(大
城修さん)、団体賞でJAおきなわ豊見城支店マンゴー共選部
会が受賞しました。豊見城産マンゴーは毎年７月頃に最盛期
を迎えます。来年のお中元などの贈り物には、豊見城産マン
ゴーをよろしくお願いします。

　令和４年度行政相談委員総務大臣表彰を受けた比嘉建夫
委員が、山川市長へ報告を行いました。比嘉氏は、平成21年か
ら長きにわたり本市行政相談委員として、複雑多様化する市
民からの様々な意見や要望に対し、親身に対応を行い、本市
の行政相談にご尽力されました。

8/158/9 沖縄県大衆音楽祭　受賞報告 市固定資産評価審査委員会委員
選任証書交付式

　市役所において、山川市長から市固定資産評価審査委員会
委員に選任された久保以明氏に選任証書が交付されました。固
定資産評価審査委員とは、固定資産課税台帳に登録された価
格に関する不服を審査決定する組織の委員で、地方税法や市
条例で定められています。久保委員の任期は３年間となります。

　令和４年7月に開催された第14回沖縄県大衆音楽祭におい
て、チャイルド部門チャイルド大賞を受賞した仲座苺花さん
（とよみ小5年）が、山川市長と瀬長教育長へ受賞報告を行い
ました。仲座さんは、令和４年１０月に開催される第３８回日本
大衆音楽祭(全国大会)に出場されます。

6/3 令和４年度
豊見城市青少年育成功労者表彰

　市役所において、令和4年度豊見城市青少年育成功労者へ
の表彰が行われました。受賞者の寄川靖さんは、長年、子ども
たちの登校時の交通安全活動にご尽力いただき、本市の青少
年健全育成に寄与いただいたことから、青少年育成功労者と
して表彰されました。
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市体育協会 ☎850-3279 

市体育協会 ☎850-3279 

生涯学習振興課　☎850-3280

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。

令和４年度第61回市軟式野球大会　結果

令和４年度第23回市ゴルフ大会　結果

第20回市バレーボール祭り開催のお知らせ

令和４年度県民体育大会硬式テニス競技
市代表選考会　結果

７月１０・１７日に瀬長島野球場において「第６１回豊見城市軟式野
球大会」が開催されました。

大会日時　： 令和4年10月1日（土）～２日（日） 
開催場所　： 豊見城市民体育館
対 象 者　： 豊見城市内在住・在学・在勤
申 込 み　： 中央公民館窓口
申込期限　： 令和4年9月22日（木）１７時
代表者会議： 令和4年9月27日（火）１９時～
　　　　　　豊見城市立中央公民館
※詳細は中央公民館へお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の状況で急遽中止になる
　場合があります。

７月１８日にパームヒルズゴルフリゾートクラブにおいて
「第23回市ゴルフ大会」が開催されました。

７月１０日に市総合公園庭球場において「第 74 回県民体育大会硬
式テニス競技市代表選考会」が開催されました。
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自治会は、子どもからお年寄りまで、お互いが見守り、
助け合いながら楽しい居場所づくりを目指しています。

協働のまち推進課　☎850-0159

自治会へ加入して
地域のつながりを広めましょう！

台風時のごみ収集

（※）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。

生活環境課　☎850-5520

8時30分の時点で
暴風警報が発令
されている場合

翌日収集
土曜の場合は
翌月曜

もやせる
ごみ

もやせな
いごみ 危険ごみ 資源ごみ

翌日収集
土曜の場合は
翌月曜

発令された時点で収集中止。
収集されていない場合は、次の収集日に出す。

10時30分
までに出す

収集しない。
次回の収集日に出す。（※）

収集しない。
次回の収集日に出す。

収集しない。
次回の収集日に出す。（※）

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

× × × ×

○ × × ×

× × × ×

× × × ×

ささえあい活動
環境づくりの活動
情報の伝達活動
親睦活動
安全安心な

地域づくりの活動

投票できる人

10 月 9日（日）は、
豊見城市長選挙の投票日です。
豊見城市の明日を決める一票です。そろって投票しましょう。

▶豊見城市の選挙人名簿に登録があり、投票日当日選挙権がある方。 ※投票日までに豊見城市外へ転出した方は投票できません。

▶選挙人名簿に登録される方は　

■　投票所入場券は、郵送でお届けします。
■　入場券に各自の投票所が記載してありますので、お間違えのないようにお確かめください。
■　入場券が投票日までに届かなかった場合や紛失した場合は、投票日当日に再発行します。
　　本人確認ができる書類（運転免許証・健康保険証など）をご持参ください。

※期日前投票をする際には、あらかじめ、お手元に郵送される投票所入場券（ハガキ）裏面の「期日前投票請求書兼宣誓書」欄に、
　必ず本人が住所、氏名等を署名し、期日前投票所（市役所１階）へご持参ください。（同請求書は市ホームページや期日前
　投票所にも備え付けてあります）

■　告　示　日 　　 ・・・ 10月２日（日） 
■　立候補者届出の受付 ・・・ 10月２日（日）　８時30分～ 17時
■　投　票　日 　　 ・・・ 10月９日（日）　７時～20時
■　開　票 　　 ・・・ 10月９日（日）　21時から

■　期日前投票期間 ・・・ 10月３日（月）～10月８日（土）
■　時　　間 　・・・ ８時 30分～ 20時
■　場　　所 　・・・ 豊見城市役所１階市民交流スペース（売店隣）

▶遠隔地に滞在している方　　　　　　　　・・・ 滞在地の選挙管理委員会で投票できます。
▶病院や老人ホームなどで入院 (所 ) 中の方・・・ 指定病院などの施設で投票できます。

入場券を持って投票所へ！

選挙の期間中に仕事などで遠隔地に滞在している方や指定された病院や老人ホームなどに入院
(入所）中の方は、不在者投票をすることができます。

※滞在先での投票において、滞在先が選挙期間中でない場合、不在者投票をすることができる
　期間・時間が、各選挙管理委員会によって異なる場合があります。
　必ず、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせの上、不在者投票にお出かけください。
　（滞在先で不在者投票をする場合は、事前に豊見城市選挙管理委員会へ「不在者投票請求書
　兼宣誓書」を提出し、投票用紙等の請求を行ってください。）

投票日の前でも投票ができます（期日前投票）

滞在地や病院などでの投票ができます（不在者投票）

①平成16年 10月 10日以前に生まれた方
②令和４年７月１日までに豊見城市へ転入届出を行い、引き続き住んでいる方

投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの予定がある方は、事前に投票をすることができます。

豊見城市選挙管理委員会事務局　☎850-8859
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デジタル推進課　☎850-0246

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申請をサポートします
～商業施設等で実施中～

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。

本市ではマイナンバーカード取得促進のため、写真撮影等
の申請サポート業務を民間委託し、市内各所の商業施設
等で受付しています。（無料）
まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、買い物など
のついでに是非ご利用ください。専門のスタッフがお手伝
いします。
【所要時間】　１名あたり１５分程度
【必要な書類】　免許証や健康保険証などの「本人確認書類」
【問い合わせ】　豊見城市マイナンバーカード出張申請
　　　　　　　サポート事務局　☎050-3613-7950
※「通知カード」や「個人番号通知書」、「申請書ID付の個人
　番号カード交付申請書」をお持ちの方は、ご持参ください。
　実施場所は市ホームページや市公式LINEのVOOMな
　どで随時お知らせします。

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
バーカード作成申込を行い、かつ令和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
登録、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分から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
 ・ 口座情報のわかるもの（通帳等）
※ポイント付与の詳細（付与状況の確認、付与タイミング、
受取方法）についてはお申し込みいただいた決済サービ
スに直接お問い合わせください。

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・平日夜間　交付窓口開設

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の平日（日中）の受け取りが難しい方
は、事前に電話予約のうえ、下記日程の市民課窓口でマイ
ナンバーカードを交付します。

【9月の交付日】
休　　日：9月17日(土)　9時～12時
平日夜間：9月8日(木)、9月15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。
※必ず前日までに電話での事前予約が必要です。

マイナンバーカードの
休日・平日夜間　申請サポート窓口の開設
マイナンバーカードの平日（日中）の申請サポートが難しい
方は、事前に電話予約のうえ、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。

【9月の実施日】
休　　日：9月3日（土）、9月25日（日）　9時～12時
平日夜間：9月29日（木）　18時～20時
【事前予約先】　市民課　☎850-0103
　　　　　　  （平日８時３０分～17時１５分）
【対 象 者】　豊見城市内に住所を有する方で、前日までに
　　　　　  電話で事前予約済みの方

【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)
※(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。

※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。

マイナポイント
第２弾

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59歳以下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
③3回目の接種を受けた18歳以上59歳以下で医療従事者等および高齢者施設等の従事者 （※令和4年7月22日
　から追加）

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

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59歳以下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
③18歳以上59歳以下で医療従事者等および高齢者施設等の従事者
　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。

新型コロナワクチン接種は、発症予防効果や重症化予防効果が確認されていますので、速やかな３回目・４回目のワクチン接
種をお願いします。集団接種については、これまで市立中央公民館および豊見城市役所（保健センター）で実施していましたが、
９月末より字翁長のドン・キホーテ豊見城店３階（旧役所庁舎）を接種会場として実施します。また、個別接種（市内医療機関で
の接種）もご利用ください。

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～17時（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～17時（土日・祝日除く）

追加接種（3回目・4回目接種）のお願い

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
（5～11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。

接種券発行の
Web申請は
こちらから ▶▶
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身近な生活及び自然環境の保全や、次世代にも住みよく、活気にあふれたま
ちとするため計画的な土地利用を推進するとともに、地域の課題解決に向け
て市民参画により協働で取り組む、安全安心なまちづくりを展開します。

【調和のとれたまちなみの整備】
計画的な土地利用と良好な市街地環境を形
成するために、市街化区域の拡大等に取り
組んでいます。

【ネーミングライツの促進】
オリオン ECO 美ら SUN ビーチの名称で、
オリオンビール株式会社に３年間、総額
990万円の施設命名権を譲渡しています。

【観光交流施設の整備】
観光交流の拠点として与根地区観光交流施設
「ゆにまーる」がオープンしました。
※令和４年４月

【自治会との行政懇談会】
地域の課題解決に向けて、延べ 40 自治会、
657名が参加しました。
　※令和元年度～３年度

【住宅リフォーム助成事業】
バリアフリー改修、省エネ改修、子育て
支援改修等が対象となります。

【ふるさと納税の促進】
ふるさと納税寄附額
平成30年度　1億 5300万円
令和元年度　　3億 9900万円
令和２年度　　6億 3300万円 ※県内１位
令和３年度　　5億 9500万円
※百万円以下切り捨て

『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』を目指すまちづくりに取り組んでいます！
『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』を目指すまちづくりに取り組んでいます！

ウェルカム

国保健康保険課　徴収班　☎850-0142

令和４年度 豊見城市　国民健康保険税収納対策緊急プラン
本市では毎年度、国民健康保険事業の健全化および安定運営を目指し、国民健康保険税収納向上を目的と
して次のとおり収納対策緊急プランを策定しております。
　
１．資格・賦課の適正化
（１）他保険加入の把握に努め、早期の加入又は資格喪失等の届出を勧奨します。
（２）居所不明者の実態把握および隣戸による居住確認調査等を行い、資格の適正化を図ります。
（３）未申告者 (世帯 ) への申告勧奨を行い、賦課額の適正化につなげます。
（４）市のホームページや広報紙、国保税ガイドブック等を活用し、国保制度の周知啓発を行います。
（５）納税困難世帯の把握に努め、減免及び軽減措置等の周知を図ります。
（６）新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の賦課・徴収については、国の示す基準に基づき適切に対応し

ます。
　
２．滞納状況の解消および改善
（１）年度当初に「収納対策基本方針」を定め、組織的な収納体制の充実・強化を図ります。
（２）納期内未納者に対して、督促状、催告書および呼出状等の文書催告のほか、随時電話催告により早期納付又は納税相談

を促します。
（３）分割納付誓約者については履行管理を強化し、不履行者に対しては電話及び文書催告により誓約履行を促します。
（４）滞納者については、預貯金、勤め先への給与照会、動産・不動産、生命保険解約返戻金、売掛金、国税還付金等の早期

財産調査を実施します。
（５）度重なる督促状や文書・電話等による催告にも応じず、納税意思がみられず納税折衝にも応じない無反応滞納者および

高額滞納者、転出、他保険加入者等については、実態調査に基づき速やかに滞納処分を実施します。
（６）無反応滞納者については、車両のタイヤロックやミラーズロックを実施します。
（７）実態調査等により徴収が不可能であると判断される場合、滞納処分により滞納者の生活を困窮させる恐れがある場合は、

速やかに滞納処分の執行停止を検討します。
　
３．その他の取り組み
（１）国民健康保険税納税相談員によるきめ細かな納税相談に努めます。
（２）税に関する事務処理上の個人情報管理・保護に厳正に対応します。

国民健康保険課　高齢者医療班　☎850-0160

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。
　
【変更対象者】　変更対象となる方は①②の要件をすべて満たす方です。
▶窓口負担割合が２割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20％の方です。
①世帯内の後期高齢者の方に、課税所得が28万円以上の方がいる。
②世帯内の後期高齢者の方の【年金収入 +その他の合計所得金額】が200万円以上。
　※世帯内に後期高齢者の方が2人以上いる場合は合計320万円以上
　※現役並み所得者（窓口負担割合3割）の方は除く

■令和４年10月から被保険者証が切り替わります
新しい被保険者証は、9 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。10 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。
　
※令和４年度は制度改正（２割負担新設）のため、被保険者証の一斉交
　付（送付）を2回行いますが、令和４年度のみの対応となりますので、
　ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

制度見直し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

※全文は市ホームページに
　掲載しています。

▶９月中に２回目の交付
▶有効期限が「令和５年７月３１日」となります。
※被保険者証の色は「若草色」から「桃色」へ変更
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　多様な世界情勢の影響による物価高騰と新型コロナウイルス感染症の影響による地域経済の
低迷緩和を図るため、市内の取扱店舗等で利用可能な 5,000 円分のクーポン券を、対象世帯
に配布いたします。
　市民の生活を支援し消費の後押しをすることにより、市内事業者の積極的な活用を促します。

対象世帯　7月 31日までに本市に住民票がある世帯　
利用期間　令和４年10月 15日 ( 土 ) ～ 12月 31日 ( 土 )
▶9 月中旬から、郵便局のゆうパケットを活用して、順次発
　送していく予定です。
　全世帯への配布完了が 10 月末となっていますので、到着
　までしばらくお待ちください。
※詳しくは9月中旬頃に市ホームページに掲載いたします。

13億 1,873万円

1,672万円

4万円

13億 3,513万円   

産業振興課　☎850-5876

豊見城市クーポン券事業について豊見城市クーポン券事業について

給付金専用ダイヤル　0570-05-4092（ナビダイヤル）

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、
年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年
金事務所）が実施します。

①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
　お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から９月初旬頃から、請求可能な旨の　
お知らせを送付します。
　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し提出してください。
　令和５年1月４日までに請求手続きが完了しますと、令和４年10月分からさかのぼっ　
て受け取ることができます。
②年金を受給しはじめる方
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

年金生活者支援給付金制度について

▶対象となる方

▶請求手続き

▶日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

老齢基礎年金を受給している方 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります。
■65歳以上である　
■世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
■年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

以下の要件を満たしている必要があります。
■前年の所得額が約472万円以下である

請求手続きはお早めに！

本市教育委員会では、令和５年度に小学校にご入学されるお子さんがいる保護者の方を対象に、
新入学準備金の支給をご入学前に行います。

支給対象となる方　（次の要件すべてに該当する方）

申請方法

①申請時に本市在住の方
②お子様が令和５年４月に豊見城市立小学校に入学予定の方
③生活保護を受けている家庭に準ずる程度に生活が困窮していると認められた方
※令和４年８月までに、対象児童の兄姉（豊見城市立小中学校に在学する者）が、すでに就学援
　助の申請手続き済みの世帯については、入学準備金の申請を再度行う必要はありません。

▶申込期間　９月30日（金）まで　８時30分～17時15分（土日・祝日を除く）　※期間外の提出は受付できません
▶提 出 先　令和４年度就学援助申請書を学校教育課（市役所４階）へ提出　 ※学校教育課窓口または市HPから取得できます。
▶申請時に必要なもの
　　　　　　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
　　　　　　※令和４年１月１日に本市に住民票がなかった方のみ→「令和４年度（令和３年分）市町村民税（非）課税証明書」を　
　　　　　　　当時居住していた他市区町村にて取得して提出（証明書は令和３年中の収入額・控除額・税額の記載があるもの）

支給額・支給日・支給方法

注意事項

▶支 給 額　新小学校１年生：40,600円　　新中学校１年生：47,400円　
▶支 給 日　令和5年３月（予定）　※変更となる場合あり
▶支給方法　申請書に記載された指定口座へ振り込み

▶以下のいずれかに当てはまる場合は支援の対象とはなりません
　①小学校入学前に豊見城市を転出する場合　　②豊見城市立小学校以外の学校へ入学予定の場合

■新入学準備金の入学前支給を受けた場合でも、「令和５年度就学援助制度」をご希望する場合には入学後にあらためて
申請する必要があります。その際の判定基準は「令和５年度就学援助制度」の基準となり、「令和４年度就学援助制度」の
結果と変わります。
■受付期間後の新入学準備金の申請は受付できませんので、必ず期間内に申請してください。
■今回の新入学準備金を受給された方は、「令和５年度就学援助制度」の「新入学学用品費など」は支給されません。
■支給後に転出された場合は、本援助が対象外となり全額の返還を求めることがあります。

令和５年度　新小学１年生の保護者の皆様へ

お問い合わせ　学校教育課  就学援助担当 ☎850-0035

就学援助費 新入学準備金の入学前支給のご案内就学援助費 新入学準備金の入学前支給のご案内
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今
回
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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」を実施してきました。皆さんのご応募をお待ちしています。
　▶お　題　「ウチナー」　※優秀作品は広報とみぐすく11月号で発表します。
▶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、9月２6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

利便よく　飛躍する街　とみぐすく

とみぐすく　村シーサーで　守られる

とみぐすく　老いも若きも　ちむどんどん

ぐすく跡　喜雨に生命を　吹き込まれ

空と海　空気も旨い　とみぐすく

字我那覇在住　比嘉　啓子さん

字保栄茂在住　當間　和美さん

字豊崎在住　　宮城　建一さん

字豊見城在住　下地　順子さん

字我那覇在住　松川　峯夫さん

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「とみぐすく」 応募数15句 優秀作品は次のとおりです。おめでとうございます。

（今回最終回）

■一般講座のご案内

■移動公民館講座を開設しませんか？

※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

10月1日～29日
毎週土曜日　全5回
10時～12時

一般市民

※市内在住、
　　在勤、在学　

10月4日～18日
毎週火曜日　全3回
14時～15時30分

10月12日～26日
毎週水曜日　全3回
10時～11時30分

パソコン教室
「とみぐすく」
（字上田

とみえーる上階）

9月20日(火)
から

9月13日(火)
から

9月13日(火)
から

中央公民館
1階会議室

中央公民館
中ホール

12日は交流広場

14名

20名

20名

無料

無料

無料

筆記具
飲み物

筆記具
飲み物

飲み物
タオル

動きやすい服装
靴

パソコン Excel 講座
※マウス操作、文字入力ができる方、
　初めての方優先です。

豊見城の文化財と歴史

50代からの健康体操

【募集期間】　令和4年 11月 30日（水）まで
　　　　　　　　　※定員に達し次第終了
【開催場所】　各自治会公民館や集会所
【申し込み】　自治会からの申し込みに限ります
　
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
習を推進することを目的に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、中央公民館までお問い合わせください。

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

豊見城市立中央公民館　TEL : 098－850－3280

豊見城市立中央公民館には41サークルがあり、約590名の会員が趣味や体力づくり、仲間づくりの
ために楽しく学び活動しています。気になるサークルがあるときは、ぜひ一度見学してみてください！
見学・入会希望の方は、中央公民館までご連絡をお願いします。
※サークル一覧は市HPまたは、中央公民館窓口にて配布しています。
※活動状況については変更になる場合があります。

令和４年度　豊見城市立中央公民館 サークル紹介

三線
三線
日本箏
オカリナ

弦楽器琉球かれん

弦楽器琉球かれん

ギター

合唱
合唱

童謡・唱歌

童謡・唱歌

詩吟
水墨画

和紙ちぎり絵
手作り

水彩画

折り紙
琉球舞踊
琉球舞踊

ハワイアンフラ
ハワイアンフラ

民踊
日本舞踊
台湾舞踊

フォークダンス

　ジャズダンス

ダンススポーツ

ウォーキング

ウォーキング・筋トレ
ヨガ
太極拳

気功・太極拳

健康体操

キックボクシング・MMA

茶道
料理実習
川柳の基本
歴史文化

ボーイスカウト
ガールスカウト

盆栽

毎週火曜日
毎週水曜日
毎週水曜日
毎週水曜日
毎週木曜日

毎週木曜日

第１・３金曜日

毎週火曜日
毎週水曜日
毎週金曜日

毎週金曜日

毎週金曜日
毎週火曜日
毎週火曜日
毎週火曜日

第２・４水曜日

第２土曜日
毎週水曜日
毎週木曜日
毎週火曜日
毎週水曜日
毎週水曜日
毎週金曜日
毎週木曜日

毎週水曜日

毎週木曜日

毎週金曜日

毎週火曜日

毎週木曜日
毎週火曜日
毎週水曜日
毎週土曜日

毎週土曜日

毎週木曜日

毎週土曜日
第１水曜日
第１・３土曜日
第１・３土曜日
毎週日曜日
毎週日曜日
第２・４日曜日

19時～ 21時
10時～ 12時
14時～ 16時

19時 30分～ 21時
10時～ 12時
19時 30分～
21時 30分
19時 30分～
21時 30分
19時～ 21時
13時～ 15時
10時～ 12時
13時 30分～
15時 30分
14時～ 16時
10時～ 12時
10時～ 12時
10時～ 12時
19時 30分～
21時 30分
10時～ 12時
20時～ 22時
14時～ 16時

19時 30分～ 21時
20時～ 22時
10時～ 12時
19時～ 21時
10時～ 12時
19時 30分～
21時 30分
19時 30分～
21時 30分

20時～ 22時

9時 30分～
11時 30分
14時～ 16時
10時～ 12時
10時～ 12時

10時～ 11時 30分
19時 30分～
21時 30分
17時 30分～
19時 30分
10時～ 12時
9時～ 11時
10時～ 12時
10時～ 12時
10時～ 12時
10時～ 12時
10時～ 12時

2階会議室
1階会議室
１階会議室
２階会議室
第１研修室

第１研修室

１階会議室

第１研修室
第１研修室
第１研修室

第１研修室

2階会議室
1階会議室
2階会議室
第１研修室

工作室

1階会議室
和室
和室
交流広場
第１研修室
和室
和室

第2研修室

第2研修室

第2研修室

第１研修室

交流広場

交流広場
和室

第１研修室
交流広場

和室

交流広場

和室
調理実習室
第１研修室
1階会議室
交流広場
第１研修室
工作室

三線サークル ちゅらさん
三線サークル「むつみ会」

日本箏 豊咲の会
オカリナサークル 美ら
琉球かれん 仁和の会

琉球かれん 豊仁の会

とみぐすくギターサークル

豊見城市混声合唱団 もみじの会
女性合唱の会「たんぽぽ」
童謡・唱歌サークル　宙

童謡・唱歌友の会 みらい

豊見城吟友会
水墨画サークル　画夢
和紙ちぎり絵サークル
手作りサークル

水彩画 コスモスの会

豊見城おりがみサークル
琉舞友の会
友舞の会

ハワイアンフラ　花
フラサークル ホアピリ
民踊サークル　和の会
日舞サークル　純蓮の会

台湾民間舞踊

豊見城フォークダンス愛好会

ジャズダンスサークル

ダンススポーツ
Shall　We　Dance

とみぐすくウォーキングサークル

木曜健康クラブ
インターナショナル・ヨガ・サークル

太極拳サークル　武城
天遊会

生命の貯蓄体操 
さわやかサークル

スポーツサークル『あきづ』

木蓮の会
ススムクッキングサークル

川柳とみぐすく
豊見城歴史文化同好会

ボーイスカウト豊見城第１団
ガールスカウト沖縄県連盟第10団

盆栽愛好「葉和会」

奏 

・ 

歌

手
工
芸
等

そ
の
他

舞
踊
・
ダ
ン
ス

運
動
・
身
体
づ
く
り
等

種類 サークル名 活動日 活動時間 活動場所

※令和４年6月 15日時点のサークル情報です。
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豊見城市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止と、安
全・安心な社会生活を維持することおよび医療機関へ受診
者が集中することを回避する目的で有症状者およびその濃
厚接触者となりうる同居者が自宅で検査を受けられるよう
抗原定性検査キットを配送します。
(１万キットに達した時点で終了となります )
▶配布対象者
(1) 新型コロナウイルス感染症の症状がある市内在住の豊
見城市民

(2) (1) の濃厚接触者となりうる同居者 (市民 )
　※既に新型コロナウイルス陽性と確定診断された方は配
布対象から除く

　※1人につき1回 1個限りの申し込みとなります
▶申込方法　専用webサイトからの申し込み
　URL : https://tomigusuku-testkit.com
　受付時間 :午前 10時～（1日申込上限数100件）
　※申込から２～３日後に配送 (配送方法、日時指定不可 )
▶問合わせ　9時 30分～17時（土日祝含む）
　・web操作方法、その他のお問い合わせ
　　TEL : 090-9585-6049 ・090-2691-0859
　・パソコン等での申請が困難な高齢者（61歳以上）専用
　　申し込み
　　TEL : 090-6544-0881

豊見城市では、新型コロナウイルス感染症の家庭内感染を
防止するために、陰性を確認できた同居家族が、市内の
ホテル等において自主隔離する際の宿泊に要した費用の一
部を助成します。※本事業は陰性者の宿泊費に対して助成
を行うものであり、陽性者は対象となりません。
▶対象宿泊期間　令和４年８月１５日（月）
　　　　　　　　～令和４年１２月３１日（土）
▶申請の対象となる方
1 豊見城市に住民登録している方
２ 同居家族が新型コロナウイルス感染症の罹患により自
宅療養しており、自宅内での感染対策を講じることが
困難な方

3 宿泊の前に PCR 検査又は抗原検査により陰性を確認
している方

４ 発熱やせきなどの新型コロナウイルス感染症を疑う症
状がない方

▶対象となる宿泊施設　豊見城市又は近隣市町村 ( 那覇、
　糸満、八重瀬、南風原 ) の宿泊施設 ( ホテル・ビジネス
　ホテル・旅館・民宿など )
　※宿舎、会社の寮、社宅等は対象になりません
▶助成の対象となる経費　令和４年８月１５日から令和４年
　１２月３１日までに宿泊した際の宿泊者本人の宿泊費
▶助成額　１人１泊あたり５,０００円を上限とし、宿泊費の
　額が１人１泊あたり５,０００円を下回る場合は実費の額
　※対象となる宿泊期間は、支給対象者１人あたり原則と
　　して、同居家族の感染者の療養期間が終了するまでの
　　期間 (最大１０日 )を上限とする
▶申請受付開始日　令和４年８月１５日から
▶申請方法　宿泊最終日の翌月末までに、豊見城市役所
　都市計画課に申請してください。
　詳しくは、市ＨＰ又は、豊見城市役所都市計画課まで

豊見城市抗原検査キット配送事業

子育て支援課　☎850-0143

多胎児 (双子など )ミルク支給

人事異動保育こども園課 ☎850-５０８８

都市計画課 ☎850-5332

▶申込書 ： 令和４年９月中旬配布
▶受　付 ： 令和４年１１月頃
▶対象者 ： 令和５年４月１日時点で豊見城市民かつ、０歳
　　　　　（３か月）～５歳の「保育を必要とする」児童
　※詳細が決まり次第、市ＨＰでお知らせします。
　※現在、認可保育施設等を利用している児童については、
　　施設経由でお知らせします。

０歳児の双子、三つ子のお子さまに対し、粉ミルクを支給
します。
▶対　象 ： 0 歳児の双子、三つ子のお子さま
▶支　給 ： １人月１缶ずつ、１歳の誕生日まで最大６か月間
▶申　請 ： 支給申請書に親子健康手帳 ( 母子手帳 ) を添
　　　　　えて、市役所子育て支援課に申請 (郵送可能 ) 
　※詳しくは、市ＨＰ又は、子育て支援課まで

職員の人事異動がありました。
（　）は前職。課長級以上の異動と退職職員を掲載しています。
●総務企画部
【デジタル推進課】
　▶課長　後間　大輔　（デジタル推進課デジタル推進班長）
　　＝昇任　令和４年７月１日付
【産業振興課】
　▶課長　千住　文子　（産業振興課産業企画班長）
　　＝昇任　令和４年８月１日付
●退職
　▶前泊　中　（デジタル推進課長）　令和４年６月３０日付
　▶當銘　寿都　（産業振興課長）　令和４年７月３１日付

令和５年度認定こども園・保育園等
新規利用申し込み案内

豊見城市新型コロナウイルス感染症
拡大防止宿泊費助成金交付事業

Tomigusuku Information 募集・お知らせ

がんじゅう習慣で
健康と景品をゲットしよう！

令和２年度より敬老会から転換し、新たに実施した当企
画を今年度も開催いたします。「広報とみぐすく９月号」
に折り込みましたパンフレットへ、応募に必要な抽選券
や景品の詳細等を掲載しておりますので、ご確認の上、
ぜひご参加ください♪　

▶期間　９月１日 (木 ) ～９月 30日 ( 金 )　
▶期限　10月７日 (金 )
▶内容　運動やボランティアなど、健康増進につながる
取り組みを実施し、パンフレット掲載の抽選券により
応募してください。
　当選者へ商品券や協賛品などの景品を贈呈いたしま
す。
▶対象　市内在住で、70歳以上の方

婦人がん検診
婦人がん検診の日程をお知らせします。Web と電話の
予約制となっています。
　
▶日時　令和４年10月 28日（金）
　※子宮頸がん検診（細胞診）　20歳以上
　　乳がん検診（マンモグラフィ）　40歳以上
▶受付　14時～ 15時 30分
▶会場　市役所1階市民交流スペース
▶予約　Web　令和４年８月29日（月）～９月19日(月)
　　　　電 話　令和４年９月26日（月）・27日（火） ２日間
　　　　　　   ８時 30分～ 12時・13時～ 16時
　
▶予約　Web予約 http://www.ganjuu.or.jp
　　　　電話予約  沖縄県健康づくり財団
　　　　TEL:098-889-6452
　
▶対象　豊見城市に住所を有する
　　　　20歳以上の女性
▶準備　豊見城市がん検診受診券または国民健康保険加
　　　　入者は保険証
　※前年度に検診を受けた方は補助の対象外となります。
　※検診会場では、入場時間や入場者数に制限を設けて
　　います。
　※新型コロナウイルス感染症の影響で中止の場合もあり
　　ます。その際は、市ＨＰ等でお知らせいたします。

第11回特別弔慰金の請求期限が近づいています。令和５
年３月31日までに、ご請求ください。請求期限を過ぎる
と、第11回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、
ご注意ください。
※市役所へお越しの際は、事前に電話予約をお願いします。
▶受付日時（土日・祝日を除く）
　月曜日～金曜日
　午前の部　９時～11時　　午後の部　１時～４時
▶受付場所　豊見城市役所　社会福祉課 (２階 )
▶対 象 者　戦没者等の死亡当時のご遺族で
　１ 令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護
　　 法による弔慰金の受給権を取得した方
　２ 戦没者等の子
　３ 戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
　　※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの
　　　要件を満たしているかにより、順番が変わります。
　４ 上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、
　　 姪など）
　　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関
　　　係があった方に限ります。

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金の申請を忘れていませんか？

戦没者等のご遺族の皆さまへ

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
　受給できるのは①、②、③のいずれか1回です。
　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。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。 
　③令和３年度住民税非課税世帯
　※確認書がまだ手元にある方は、お早めにご返送くだ
　　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。

障がい長寿課　☎856-4292

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）

健康推進課　☎850-0162 社会福祉課　☎850‐0141

市HP
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企画調整課　☎850-0364

【10月 1日】 令和 4年度就業構造基本調査
豊見城市では、10 月 1 日現在で就業構造基本調査を実
施します。就業構造基本調査は、国民の就業および不就業
の状態を調査し、全国および地域別の就業構造に関する
基礎資料を得ることを目的としています。
9 月から調査員が世帯に伺いますので、調査の主旨をご理
解いただきご協力お願いします。
　
▶日　時　　令和4年 9月～令和4年 10月
▶場　所　　豊見城市内全域
▶対象者　　市内全世帯から抽出された一部世帯
▶調　査　　調査員が調査書類を配布します

（株）サイネックス沖縄支店　☎863-6694

暮らしの便利帳掲載広告を募集

市民サービスの向上
と地域経済の活性化
を図る目的で、豊見
城市と（株）サイネッ
クスは、行政情報や
観光、特産品等の地
域情報を掲載した
「豊見城市暮らしの
便利帳」を官民協働
事業として発刊する
ことになりました。
本紙は市民の暮らし
をより利便にするた
めに全世帯へ無料配
布する予定です。つきましては、本紙に掲載する広告を募
集しますので、広告を希望する企業は（株）サイネックス
までお問い合わせください。

▶配布予定　令和4年 12月～令和5年 1月頃

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
隣の国から

アンニョンハセヨ
（講師：趙恩智氏）

お薬のおはなし
（講師：根岸康雄氏）

おはなし会

①

②

③

④

⑤

10月30日（日）
14時３０分～(約６０分)

9月17日（土）　
14時30分～（約60分）

9月10日（土）、25日（日）
　14時30分～（約30分）

定員30名
（中高生以上）

定員30名
（大人向け）

３歳～小学生

おひざにだっこ 9月28日（水）　
１４時３０分～（約２０分）

0～ 2歳
（保護者含む）

NHKスペシャル恐竜
超世界第2集　史上最強！

海のモンスター

9月18日（日）
１４時３０分～（約50分）

定員30名
（大人向け）

対　象日　時

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
9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

15日：館内整理日　19日：敬老の日
20日：振休日　　　23日：秋分の日
10月
10日：スポーツの日　11日：振休日
19日：館内整理日

※①～⑤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。
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高額療養費資金貸付制度

病院からの請求金額のうち、高額療養費に
該当する金額を本市から貸し付け、直接医
療機関に支払いをする制度です。本市の国
保加入者の方で、病気または、けがで医療機
関を受診したが限度額適用認定証が利用で
きず、医療費の支払いが困難な場合、高額療
養費資金貸付制度の利用で、支払額を自己
負担額まで軽減することができます。貸し
付けされた金額の返済は、ご本人に本市か
ら後日支払われる高額療養費が充てられま
すので、新たな負担にはなりません。この制
度を利用するには、医療機関に了承を得る必
要があります。　
問 国民健康保険課　給付班 ☎850-0160

交通事故などによるケガの治
療で保険証を使ったら届出を！

交通事故などの第三者行為によるケガ、病
気で受診した場合、加害者が医療費の全額
を負担するのが原則ですが、国民健康保険
課窓口で届出をすることで国民健康保険
証を使って治療を受けることができます。
その場合は、医療機関の窓口でお支払いい
ただく一部負担金以外の医療費を市が一
時的に立て替え、後日加害者に請求するこ
とになります。
準 ①傷病原因届出書
 ②第三者の行為による傷病届
 ③念書
※全て市役所窓口で配布しています。
▶第三者によるケガ・病気とは
　　交通事故以外にもけんかや他人の飼っ

ているペットに噛まれた、他人の料理に
よる食中毒なども第三者行為にあたり
ます。

▶示談の前にご相談ください！
　　加害者から医療費を受け取ったり、示談

を済ませたりすると、国民健康保険では
治療が受けられず、全額自己負担になる
場合があります。

問 国民健康保険課　☎850-0160

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

９月は国民健康保険税・後期
高齢者医療保険料　第３期
の納付月

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
口にて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

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

令和6年4月1日から
相続登記が義務化されます

所有者がなくなったのに相続登記されな
いと、登記簿を見ても持ち主がわからず、
災害の復興事業や取引を進められないと
いった問題が起きています。所有者不明土
地を解決するため、相続登記の義務化な
ど、様々な制度がスタートします。
詳しくは、法務局HPをご覧ください。
問 那覇地方法務局不動産登記部門
　　 ☎854-7950

相続手続きが
断然ラクになります

法務局には、相続手続きをする人を応援す
る「法定相続情報証明制度」があります。相
続登記申請はもちろん、預貯金の払戻し、
税務署での相続税の申告等、様々な相続手
続きでご利用いただけます。手数料は無料
です！
詳しくは、法務局HPをご覧ください。
問 那覇地方法務局不動産登記部門
　　 ☎854-7950
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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
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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

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

道路に関するアンケート調査

皆さまが日頃から感じている道路交通や地域
の課題についてご意見をお聞かせください。
対 18歳以上
期９月30日（金）まで
問 沖縄県土木建築部
　　 道路街路課　☎866-2390

コロナ禍で生理用品の購入に
お困りの方へ【生理用品の無
償配布】

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 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

指定給水工事　事業者当番
（9月・10月）

▼道路側修理当番
9月（有）大設工業　　　　 ☎856-0611
10月(有)上原設備工業　☎856-3000
▼宅地内修理当番（※宅地内修理は有料）
宅内修理のご用命は、市ホームページ「豊見
城市指定給水装置工事事業者名簿」から。
問 上下水道部 施設課 ☎850-0111

9月10日（土）は下水道の日

げすいどう　めぐりめぐって　またあおう！
下水道は街を浸水から防ぐだけでなく、汚
れた水をきれいにし、環境を守るなど私た
ちのくらしを支えています。
この日を機会に、下水道について考えてみ
ませんか。
問 上下水道部　総務課　☎850-1516

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、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

「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）

男性の料理教室
(食生活改善推進員協議会事業)

生姜焼き・きんぴらごぼうに挑戦！
料理初心者の方もぜひどうぞ。
※事前予約が必要　※参加時はマスク着用
日１０月19日（水）　10時～１２時
場 市立中央公民館　調理室
対 市内在住の男性　定１０人　参加費 ３００円
準 エプロン、バンダナ、ハンドタオル、筆記

用具
申１０月１2日（水）までに担当課へ申し込み
問 健康推進課　☎850-0162

国民健康保険が使える場合
【はり・きゅう】神経痛・リウマチ・頚腕症候群
五十肩・腰痛症・頸椎ねんざ後遺症

【マッサージ】　筋麻痺・関節拘縮
※本市では整骨院、接骨院、鍼灸院、マッ

サージ施術院などで施術を受けた人の
保険給付の請求内容を確認しています。
点検委託業者が受診内容を文書で確認
する場合がありますので、ご協力をお願
いします

問 国民健康保険課　☎850-0160

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　申請期限延長！

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 9月３0日(金)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）】　※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

令和4年度（令和3年分）の・
申告案内

７月から令和４年度国民健康保険税の納付が
始まっています。世帯主および国民健康保険加
入者全員の所得申告を済ませていないと、所得
の少ない世帯に対する軽減制度が受けられな
いことや、少ない納期（回数）で所得にかかる保
険税を納付することがあります。さらに、世帯内
に未申告の方がいる場合、所得が少ない場合で
あっても医療費の自己負担額が高い区分にな
ることがあります。まだ所得申告を行っていな
い方は早めに所得申告を済ませてください。
■令和４年１月１日時点において、１８歳未満

で収入の無かった方や障害・遺族年金を除
く公的年金収入のみの方、給与収入のみで
会社が給与報告を行っている方は申告不
用です。

■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
申告してください。申告方法等については、
各市町村・税務署へお問い合わせください。

■令和２・３年度（平成３１～令和２年分）の所
得申告がまだの方も、早めに申告を済ませ
てください。

問 国民健康保険課　賦課班　☎850-01４２

「柔道整復師」「はり・きゅう・
マッサージ」のかかり方

柔道整復師の施術を受けるとき
国民健康保険で受けられるケースは限定
され、国民健康保険で受けられない場合は
全額自己負担になります。次の点に注意
し、正しい利用を心がけ大切に医療費を使
いましょう。
◆医療機関との重複受診は不可
◆施術が長引くときは医師の診断を受ける
◆内容に誤りがないかよく確認し、「療養
　　費支給申請書」に署名 
はり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき
医師の同意がある場合に限り、国民健康保
険を使うことができます。

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。
問 道路課　☎850-5306

命を守る「住宅用火災警報
器」設置していますか？
点検していますか？
(10年たったら交換を！)

 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
なくなることがありますので、機器本体
を取り替えましょう。
問 消防本部予防課　☎850-3105

救急車の適正利用

市民の大切な「社会資源」である救急医療
を守るために、一人ひとりが救急車の適切
な利用を心がけてください。
救急車の台数は無限ではありません。本
当に助けが必要な人の所へ行けない可能
性があります。救急搬送時の傷病程度は
46%が軽症です。適切な利用をお願いし
ます。救急車を呼ぶか迷った場合には、「Q
助」というアプリや、小児救急電話相談「♯
8000」などのシステムをご活用ください。
問 消防本部警防課　☎850-9108

都市公園施設等の指定管理
者募集

【対象施設】
①豊崎海浜公園
②豊見城市民体育館等
③都市公園（４１公園）
【指定管理期間】　５年間
（令和５年４月１日から令和１０年３月３１日）
※詳細は市ホームページをご確認ください。
問 公園緑地課　☎850-0096



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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予約制
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豊見城団地市改良住宅の
家賃減免及び、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、家賃の減免又は
徴収の猶予が可能となる場合があります。
詳しくは、沖縄県住宅供給公社
☎098-917-2435までお問合わせください。

字豊見城地区にお住いの
皆さまへ

字豊見城地区街なみ環境整備助成事業の
お知らせ
平成31年3月12日に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
瓦葺き等の設置にかかる費用の一部を助
成します。
補助対象行為は、赤瓦葺き工事・花ブロック
の設置工事・石垣設置工事・生け垣設置工
事等があります。詳しくは、下記までお問
い合わせください。
問 都市計画課　☎850-5332

介護保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、
介護保険料の納付が困難となられた場合、
減免制度を利用できる場合があります。
対 ①または②のいずれかに該当する方
①世帯の主たる生計維持者が新型コロナ

ウイルス感染症に感染し、死亡または重
篤な傷病を負った場合

②新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、世帯の主たる生計維持者の収入が事
業収入、不動産収入、給与収入など、収入
の種類ごとに前年度と比べて10分の3
以上の減少が見込まれる場合

準 申請内容やその状況により添付資料が
異なります。下記お問合せ先までお電
話でご相談ください。

問 沖縄県介護保険広域連合　会計課
　　 賦課徴収係　☎991-7503
　　 障がい長寿課　☎856-4292

農地の管理者・農家の皆様へ

■土砂流出防止に関するおねがい
畑から土が道路を汚したり、排水路を詰ま
らせ冠水被害が発生しています。畑の管理
者は、土砂流出防止対策を実施していただ
きますようお願いします。またやむを得ず
土砂等が道路・水路へ流出してしまった場
合は、速やかに撤去をお願いします。
■農機具等の管理について
農機具等を歩道や車道に置くことは大変
危険です。歩行者や車の通行の妨げとなり
交通事故の原因となります。すみやかに撤
去又は、圃場内へ移動してください。
問 農林水産課　☎850-5305

農家の皆さま
農業保険に加入しましょう！

頻発する自然災害や新型コロナウイルス
感染症等、これまでにない予期せぬ事態で
の農業収入減少に対応するため、農業保険
に加入しましょう！お見積もり、加入の相談
は、下記までご連絡ください。
問 沖縄県農業共済組合　☎945-3293

都市計画に関する情報

■令和4年度第1回豊見城市都市計画審議会
那覇広域都市計画用途地域の変更(国道
331号小禄ＢＰ沿道地区外7地区)外5議案
日 10月4日(火)14時～16時
場 豊見城市役所　3階第1会議室
対 審議会の傍聴受付　審議会開催時刻の
　　30分前から先着順で受付
※都市計画の変更手続きなどにより開催

日が変更になる場合には、市ＨＰでお知ら
せします。

■事業認可に伴う図書の写しを縦覧します。
施行者の名称 : 沖縄県
都市計画事業の種類および名称:3・2・10
号豊見城中央線
日 8時30分～17時15分
場 都市計画課　市役所3階
※事業施行期間の変更に伴うものです。
問 都市計画課　☎850-5332

一般廃棄物（し尿・浄化増汚
泥）収集運搬及び浄化槽清掃
業者募集

資格要件、選定方法、申請に必要な添付書
類などは募集要項をご確認ください。
【募集要項配布期間】
９月１２日（月）から９月２６日（月）
【申請受付期間】
９月２０日（火）から９月３０日（金）
◆郵送不可
※配布および受付とも９時から１７時まで
　（ただし、１２時から１３時・土日祝日は除く）
問 生活環境課　☎850-5520

飼い主のいない猫対策
としてのTNR活動

TNRとは？
T　（Trap）トラップ：捕獲すること
N　（Neuter）ニューター：不妊手術のこと
R　（Return）リターン：元の場所に戻す
飼い主のいない猫に対して「①捕獲②不任
去勢手術③元の場所に戻す」を実施するこ
とで、繁殖を防止し、一代限りの命を全う
させ飼い主のいない猫に関する苦情や殺
処分の減少に寄与する活動です。不妊去勢
手術をされた猫は、片耳をV字にカットし
ます。
※V字カットは不妊去勢
　　手術で麻酔が効いて
　　いる間に行います。
問 生活環境課　☎850-5520

野焼きは禁止されています

野外での廃棄物焼却行為（野焼き）はダイ
オキシン類などを発生させ悪臭や煤

ば い

じん
等の原因になり、周辺住民の健康や生活環
境を著しくそこないます。そのため、法律
や条例等（一部の例外を除き）により禁止
されており、違反者に対して罰則規定が定
められています。改善命令等に従わず、常
習的に「野焼き」を行った場合、豊見城警察
署へ通報し、しかるべき措置を図ります。
※なお、市役所閉庁時に野焼き行為を見つ

けましたら、豊見城警察署（850-0110）
に通報をお願いします。

問 生活環境課　☎850-5520

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 9月12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 9月13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 9月２6日(月)
　　 １０時１５分～１１時４５分
場 豊見城団地集会所
対 0歳児～就学前の親子　１０組
申 9月８日(木)から（先着順）
準 動きやすい服装、飲み物、タオル
　　 ヨガマットまたはバスマットなど
参加費１００円
▶ママのための骨盤調整
日 9月２1日(水)　１０時～１１時30分
場 子育て支援センターぐっぴー
対 0歳児～就学前の親子　5組
申 9月9日(金)から（先着順）
準 動きやすい服装、飲み物、タオル
　　乳児はお気に入りの玩具など
▶歯と口の健康講座
日 9月２8日(水)　１０時～１１時
場 子育て支援センターぐっぴー
対 0歳児～就学前の親子　6組
申 9月15日(木)から（先着順）
※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

ー子育て・教育ー

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。
■大会出場の１０日前までに申請
※大会後の申請は原則受付不可。
■大会終了後２０日以内に実績報告を提出。
問 生涯学習振興課　☎850-3591

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

母性健康管理指導事項連絡カードと特別
相談窓口について
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。健診などで主治医か
ら診断や指導を受けた場合には、母性健康
管理指導事項連絡カードを利用し、休業な
ど必要な措置を事業所に申し出ることが
できます。また、新型コロナウイルス感染
症に関して、お悩み、お困りの妊婦の方は、

「母性健康管理措置等にかかる特別相談
窓口」にご相談ください。
母性健康管理指導事項連絡カードは、厚生
労働省ＨＰからダウンロードできます。
県の母性健康管理措置等に係る特別相談
窓口(新型コロナウイルス感染症関連)
☎098-868-4380
 (相談は無料、匿名でも可能です。
受付時間　8時30分～17時15分
(土・日・祝日・年末年始を除きます)
問 子育て支援課　☎850-0143

子育て心理相談

お子さまへの関わり方や発達で気になる
ことについて、公認心理師(臨床心理士)が
相談に応じます。
日 随時、お電話や来所での相談を受付け

ています。(来所の場合は事前電話予約
が必要です)

場 子育て支援課(市役所2階)
定 就学前のお子さまの保護者
問 子育て支援課　☎850-0143

1 2 3 4

5 6 7 8

母子健康手帳アプリ

豊見城市では無料の「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する機能もあり
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

若年妊娠ＳＯＳ

思いがけない妊娠、誰にも言えない、どう
したらいいかわからない、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。(妊娠検査薬の
お届け、産婦人科への付き添いなど)
対 10代の妊婦
携帯電話アドレス
　　　　　　miraisincere@gmail.com
パソコンアドレス 
　　　　　　okinawamirai@snow.ocn.ne.jp
一般社団法人おきなわ
子ども未来ネットワーク
問 子育て支援課
　　 ☎850-0143

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 豊見城市に住民票があり、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



■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の貸出しも行っています。

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7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

65,808人
32,248人
33,560人
27,854世帯

+17人
-4人
+21人
+26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

※予約制　※中止の場合は市HPなどでお知らせします。

（健康推進課・保険予防班）
　　　　　　☎850-0162
（特定検診班）☎850-0215

■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QRコードから
※延期となる場合は個別通知・市のHPでお知らせします。

乳児後期（10か月～） 10月16日（日)午前

9月21日(水)・23日(金)　　9時30分～12時30分
　　　　  9月22日(木)　 18時30分～21時30分

①9月22日（木）、②10月28日(金）　
　①②13時30分～14時45分まで

市に住所を有する以下の方（女性のみ）
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（20～74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）

①9月16日(金)、②10月25日(火)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

１歳６か月児 10月13日(木)午後
３歳児

（３歳６か月～４歳頃）
9月14日(水)午後
10月12日(水)午後

市役所 2階
保健センター

健 診 名 日　程■納付期限

■レディース総合健（検）診　 ■各種相談業務

相談内容 日　程 場　所

■夜間窓口

9月 28日 ( 水 )・29日 ( 木 )

国民健康保険税　3期 9月 26日 ( 月 ) 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
受付時間
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

9月20日(火)
10月4日(火)

10時～12時
13時～16時

①②9時～12時
③13時～16時

①②9時～12時
③10時～12時

10時～12時

9時～
16時30分

①9月21日(水)
②10月5日(水)
③9月15日(木)
①9月14日(水)
②9月28日(水)
③10月12日(水)

弁護士相談
※要予約

司法書士相談
※要予約

9月22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
※中止の場合は市HPなどでおしらせします。
⑤（子育て支援課）☎850-0143

（国民健康保険課 徴収班）☎850-0142

11月19日（土）
市役所２階 保健センター
8時30分～10時30分

9月16日(金)～10月10日(月)まで ▶▶

10月17日(月)・18日(火)8時30分～12時/13時～16時
沖縄県健康づくり財団　☎889-6452

222022.9 　　

INFORMATION

健康づくりパネル展＆ミニ健康教育
～適正体重と血圧基準値～

日 9月26日(月)午後～９月30日(金)
場 市民交流スペース(市役所1階)
問 健康推進課　☎850-0215

総務省 デジタル活用支援講座
スマホ教室　参加費無料

スマホ操作やマイナンバー申請などデジ
タル活用を始めてみたい皆さんを対象に
スマホ教室を行います。
日 9月６日（火）～10月25日（火）
　  １0時30分～１1時30分、
　  １3時30分～１4時30分
　　 ※火曜日のみ開催(9月20日を除く)
場 市立中央公民館　第2研修室
定 各回先着８名　※1人まで同伴可
対 市内在住の方
準 スマートフォン、マスク
　　（お持ちでない方は研修用スマホを貸出）
申 電話で申込み
◆講習会当日、記録用写真を撮影し、活動報

告等に活用しますので、ご了承ください。
◆スマホ教室において携帯電話の販売を

行うことはありません。
◆感染拡大により中止の場合は、電話でお

知らせします。
問 ドコモショップ豊見城南店
　　　☎891-6115

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

【9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 9月15日(木)10時～12時

【刈払機取扱い講習会】
対 市内に居住する原則60歳以上の方
場 当センターおよび陸上競技場内
日 9月28日(水)14時～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

男女共同参画に関する標語を
募集します！

家庭、地域、学校、職場など身の回りで性別
に関係なく、「誰もが自分らしく生きること
について」や「男女共同参画について感じて
いること」を標語にして応募してください。
期 10月31日(月)まで
対 市内在住または在学している小学校3

年生以上の方
【応募規定】
①作品はほかのコンテスト
　　等に応募していない、未発
　　表で自作のものに限る
②1人につき一点

【応募方法】
下記フォームから応募ください。
https://logoform.jp/f/bygUA
問 協働のまち推進課　☎８５０-０159

第2回SDGｓフォトコンテスト
作品募集について

本コンテストは、SDGｓについて「自分事」
として考え、写真とメッセージで発信する
という一歩を踏み出すきっかけとなること
を目指して開催しています。SDGｓを通し
て沖縄と世界のつながりが伝わる写真と
メッセージをお待ちしています。

期 9月18日(日)まで

問 独立行政法人国際協力機構沖縄
　　センター(JICA沖縄)　☎876-6000
　　SDGｓフォトコンテスト運営事務局
　　(株式会社沖縄コングレ)　
　　globalfesta@okicongre.jp

■豊見城市　子育て支援課へ
小禄技工所　歯科技工士　我喜屋宗清さま
より国内産お米100㎏（5㎏×20袋）「穂の
ほまれ」の寄贈がありました。子供の貧困
緊急対策事業（子どもの居場所）へ子育て
支援課を通して提供いたしました。

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。
日 令和4年10月20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 定員10名(先着順)
対 市内在住の小学1年生～3年生
　　 参加費無料
申 9月15日(木)8時30分からWebまたは、
こども応援課窓口で申込み
問 こども応援課　☎850-6775

臨時的任用職員（保育教諭）
募集について

内 上田こども園（教育・保育業務）
対 保育士資格、幼稚園教諭免許のいずれ
　　 かを所持している者
準 ①履歴書、②保育士資格証写しまたは
　　 幼稚園教諭免許証写し

【採用期間】
履歴書提出時に相談～令和5年3月31日（金）

【勤務日】 月～土 （週休二日制）
【勤務時間】※シフト勤務
7時30分～18時30分

（勤務7.75時間、休憩1時間）
問 上田こども園　☎850-7876

調理員募集について

内 豊見城市立座安保育所(調理員)
対 調理師免許を所持している者

【採用期間】
令和4年9月1日（木）～令和5年3月31日
詳しくは市ホームページをご確認ください。
問 座安保育所　☎850-4382
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市制施行20周年記念
「豊見城市性の多様性尊重宣言（仮称）」

記念市民講座を開催します！
あなたは、気づかないうちに「男だから」「女だから」に固執していま
せんか？周りで苦しい思いをしている方がいるかもしれません。性
の多様性？LGBTQ？わからない方も、より理解を深めたい方も、こ
の機会にぜひご参加ください。

▶講　　師　　新垣 誠　氏（沖縄キリスト教学院大学教授）
▶日　　時　　9月24日（土）13：00～15：00
▶場　　所　　豊見城市役所1階市民交流スペース
▶対　　象　　テーマに興味がある方
▶申込方法　　下記のURLから申し込み、または
　　　　　　　電話・FAXで2日前までにお申し
　　　　　　　込みください。

・ 当日はセレモニーも開催します。
・ 市内在住、在勤の方の生後６か月～小学6年生のお子様を無料で
お預かりします。希望する方は9月9日（金）までにお申し込みくだ
さい。人数には制限があります。

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。

★控除額等の記入・手計算が不要
★控除証明書等データを紛失しても
　再交付依頼が不要
★勤務先からの問合せが減少

★保険料控除等の控除額の検算が不要
★控除証明書等のチェック事務が削減
  （従業員が控除証明書等データを利用した場合）
★従業員からの問合せが減少
★年末調整関係書類の保管コストの削減

お問い合わせ　那覇税務署　☎867-3101

協働のまち推進課　TEL：098-850-0159
　　　　　　　　　FAX：098-850-5820

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9月５日　9月号 678号
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■発行・編集／豊見城市 総務企画部 秘書広報課
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■年末調整手続の電子化については、国税庁ホームページの「年末調整手続の電子化に向けた取組について」 
　（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm）をご覧ください。

電子化のメリットとは？

年末調整手続の電子化って何？
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