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TOMIGUSUKU

― 最先端のテクノロジーを活用した安心・安全みまもりシステム ―

高齢者みまもり共同実証試験のモニター募集！

本市は、「沖縄市」・「宜野湾市」・「株式会社おきでんCplusC（シープラスシー）」と共
同で実施する、最先端テクノロジーを活用した「高齢者みまもり共同実証試験」のモニ
ターを募集しています。小型な円形機器３台を設置することで、２４時間の活動状況
と睡眠状況の把握ができます。おひとり住まいの６５歳以上の方を対象に、家屋内で
の状況をWi-Fiセンシングで検知し、生活活動情報をレポートでまとめ、離れて暮らす
ご家族等へ通知される仕組みとなっております。日頃から不安を感じている当事者の
方や、離れて暮らす親御さんが心配な方など、ぜひご参加をお待ちしております。

２４時間
センシングで
活動量・呼吸（睡眠）を検知

ＡＩでみまもり

ご家族に通知

▶対象者 豊見城市内在住で 65歳以上のおひとり住まいの方
（緊急連絡先として別世帯のご家族等の登録が必要となります）
▶利用料 無 料

▶備 考 みまもり対象者宅にインターネット通信環境がなくても参加可能

▶締 切 令和３年１０月２７日(水)まで

ご自宅に設置する円形機器▶

実証試験のお申込みや詳細については、下記のモニター募集サイトやお問合せ先へご確認をお願いします。
【お申し込み先】
▶モニター募集サイト
▶お問い合わせ先

▶住所 〒
▶

(右記QRコードでも閲覧可)
株式会社おきでん CplusC（シープラスシー）
☎098-870-9610/9629(みまもり係)
沖縄県宜野湾市宇地泊558番地18号
宜野湾ベイサイド情報センター 4F
▶メール

おきでん みまもり
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令和３年１０月より

市税等の
「スマホ決済」はじめます
専用アプリをダウンロードして、市税等の納付書のバーコードをスマートフォンアプリのカメラで読み込むだけで、24 時間どこからで
も納付ができます。ぜひ、ご利用ください。※現在、納付書で納付している方が対象となります。

▶▶▶ スマホ決済の対象となる市税等
市税（住民税、固定資産税、軽自動車税）、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育所の保育料、幼稚園の保育料・入園料、
育英会奨学金

▶▶▶ 使用可能アプリ（全４種） LINE Pay/PayPay/PayB/支払秘書
ご利用できるアプリは次の４種類です。詳しい操作方法はアプリ毎に異なり
ます。詳しくは、アプリ提供各社のホームページ等でご確認ください。
◇スマホ決済で納付可能な金額は30 万円以下となります。
◇育英会奨学金は「PayB」、「支払秘書」に限ります。

▶▶▶ 注意事項
◇領収書は発行されません。領収書が必要な場合はスマートフォン決済での納付はせず、納付書に記載の金融機関またはコンビニエンス
ストアで納付してください。
◇納期限が過ぎているもの、破損、汚損等によりバーコードを読み取れないものはスマートフォン決済アプリで納付ができません。
◇納付後も領収印のない納付書が手元に残ります。アプリ決済サービスで納付後、他のアプリやコンビニ店頭などで納付されないように
ご注意ください。

お問い合わせ 納税課 ☎850-0242

与根地区観光交流施設の名称 募集！
来年４月に与根漁港内に豊崎から瀬長島までの西海岸地区の観光漁業を活かした観光交流の拠点としてオープンする、与根
地区観光交流施設の名称を募集します
▶募集期間

１０月１８日（月）～１１月３０日（火）まで

▶対 象 者 市民
▶応募方法 所定の用紙（担当課窓口にて配布）に名前とその理由、
住所、氏名、年齢、電話番号、職業を明記の上ご応募くだ
さい。
※感染症対策として、なるべく郵送でお願いします

▶注意事項 応募作は、返却いたしません。また、部分的に修正
を加える場合もあります。
応募作の権利は、豊見城市に帰属します。
詳しくは、市ホームページでご確認ください。

お問い合わせ 農林水産課 ☎850-5305
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新型コロナウイルスワクチン接種のご案内
ワクチン集団接種 １回目 終了のお知らせ
集団接種における新規受付（１回目接種）は１０月２４日をもって終了となります。これにより２回目接種につきましても、１１月１４日
に終了します。ワクチン接種をご希望されている方は、お早めにご予約をお願いします。１０月２４日以降にワクチン接種を希望さ
れる方につきましては、沖縄県広域接種または市内医療機関での個別接種をご利用ください。

ワクチン接種会場について
▶集団接種会場

市保健センターと市立中央公民館にて集団接種を行なっています。
①市保健センター（市役所２階） ▶受付時間 9 時～12時 ／ 14 時～17 時
※１７時以降の時間帯についても検討しており、決定次第、市HP 等でお知らせします
②市立中央公民館 ▶受付時間 9時～１２時 ／ 14 時～18時

▶個別接種会場

接種方法

接種対象者

集団接種

市
一
般

個別接種
小
児

▲接種予定日

市内個人病院やクリニック等にて個別接種を行っています。医療機関ごとに接種にあたっ
ての条件が異なりますので、市ホームページまたは市公式LINEをご確認ください。

はこちら
※9月21日時点

接種施設

・コールセンターで予約

市内個人病院やクリニックに
かかりつけ医がいる市民
※対象者のみ病院で予約可能

満12歳～15歳
※医療機関により１８歳以下も可

市保健センター（市役所

階）・市立中央公民館

とよみ生協病院、おもと会大浜第二病院、松岡医院、空と海とクリニック、とよ
むファミリークリニック、うえず内科クリニック、伊佐内科クリニック、かかず耳
鼻咽喉科クリニック等
かかず耳鼻咽喉科クリニック、伊佐内科クリニック、しろま小児科医院、松岡医
院、とくとくクリニック、ぐしこどもクリニック、とよさきこどもクリニック等

ワクチン接種クーポン券の発送と集団接種の予約受付開始時期
本市のワクチン集団接種状況や予約受付等についてお知らせします。予約受付については、今後のワクチン供給量の見込み等によ
り変更する場合がありますので、市ホームページまたは市公式LINEをご確認ください。
接種予約・接種券に関してのお問い合わせ窓口

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

▶受付時間 8時30分から17時まで（休日・祝日除く）
年齢区分
65歳以上の高齢者

▶連 絡 先 ☎0570-098-099
接種クーポン発送について

予約受付について

発送済み

市ホームページ
または
市コールセンター
から予約可能

64歳～16歳
対象：2006年４月１日以前出生

15歳～満 12 歳

※２００９年９月１日以降に生まれた方には、１２歳に達
した日の翌月上旬までに接種クーポン券を発送します

対象：接種日に満１２歳以上の方

ワクチン接種優先接種が追加されました
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に伴い、次の方に対する新型コロナウイルスワクチン接種の優先接種予約を受付しま
す。詳しくは市ホームページまたは市公式 LINEよりご確認ください。
優先接種

対象者

受験生等に対する優先接種

・小学6年生（満12歳かつ受験生に限る）
・中学3年生および令和3年3月に中学校を卒業した受験生等
・高校3年生および令和3年3月に高校を卒業した受験生等

妊婦等に対する優先接種

・妊婦、妊婦のパートナー

12歳未満の障がい児をもつ
保護者に対する優先接種

・12歳未満の障がい児をもつ保護者
（2010年4月2日以降生まれのお子さまの保護者）
・ ～ 歳児のお子様をもつ保護者
※10～11月の期間、平日（午前）の集団接種会場（中央公民館）で
一時預かりを実施します。

接種時において一時預かりが
必要な方に対する優先接種

予約受付について

市ホームページ（通常枠）
に加えて
市コールセンター（優先枠）
での予約可能

市コールセンター（優先枠）
での予約可能

TOMIGUSUKU

6

現在、豊見城市では、30代以下の感染割合が高くなっています。接種を希望する方は、本市の
集団および個別接種、または沖縄県の広域接種により早めの接種をおすすめします。
12歳～15歳のワクチン接種について
12歳から15歳ワクチン接種については、日本小児科医会が保護者や本人への丁寧な対応が可
能な個別接種を推奨しています。接種は強制ではありません。接種を受ける際には、メリットとデ
メリットを十分に理解した上で、接種を受けるか・受けないかを決めてください。
12歳から15歳の方が接種を受ける場合は、予診票の「被接種者または保護者自署欄」に保護者
の署名が必要になります。予診票に保護者の署名がなければ予防接種は受けられません。
またお子様の安全のため、保護者の同伴がなければワクチン接種を受けられません。ただし、やむ
を得ない事情により保護者の方が同伴できない場合は接種を行う医療機関へご相談ください。

年齢区分

保護者の同意

保護者の同伴

満12歳（小学生）

必要

（２００９年４月２日以降生まれの方）

必要

12歳～1５歳（中学生）

（予診票に保護者自らが署名）

満16歳～１９歳
（２００２年４月２日～２００６年４月１日生まれの方）

二重予約
に注意！

原則必要
（ただし、接種医療機関が認める場合を除く）

（２００６年４月２日～２００９年４月１日生まれの方）

推奨

推奨



沖縄県広域ワクチン接種会場のご案内

県広域ワクチン接種コールセンター予約 ☎

沖縄県広域ワクチン接種センターでの接種が開始しています。予約の際は、二重予約にご注意ください。
▶対 象 者 本市で発行された接種クーポン券を持っている１２歳以上で、ワクチン接種を初めて受ける方
▶予約方法 沖縄県広域ワクチン接種コールセンターへ電話予約、または
▶会

場 沖縄県立武道館、沖縄コンベンションセンター

にて予約（

コードより可）
※９月21日時点

▶注 意 点 沖縄県（モデルナ社製・アストラゼネカ社製）と豊見城市（ファイザー社製）では、使用しているワクチン
の種類が異なります。
異なるワクチン接種を防ぐため、２回目の接種も同じ会場で受けるようお願いします。

▲詳しくは
沖縄県

へ

県広域接種を受ける「12歳～15歳の方」へ
▶ 注 意 点 １２歳～１５歳の方は保護者の同伴が必要です。１５歳以下の方の接種には、予診票に保護者の署名が必要になります。
未成年者であっても、１６歳以上の方については保護者の同伴は必要ありません。予診票には本人の署名があればよく、
保護者の署名の必要はありません。ただし、 予診票の「電話番号」記載欄に、 緊急連絡先（予診や接種の際に、 必ず保護
者と連絡のつく電話番号）の記載が必要です。

集団接種会場へ入場する際の注意点
市内において、新型コロナウイルス感染症の陽性者が急増しています。集団接種会場での感染拡大を防ぐためにも、次の事項に１つ
でも該当する方は、接種会場へ入場（接種）ができませんのご注意ください。
▶ご自身が陽性者または濃厚接触者で、経過観察中である。または、2週間以内に陽性者と濃厚接触の疑いがある
▶同居家族に濃厚接触者（経過観察期間内）がいる
▶発熱や風邪症状がある
▶倦怠感・味覚・嗅覚異常がある
▶2週間以内に県外・海外への渡航歴がある
予約日の変更・キャンセルは市コールセンターまでお問い合わせください。
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豊見城市新型コロナウイルスワクチン接種について
ワクチン接種は強制ではありません
新型コロナウイルスのワクチン接種は推奨されていますが、強制ではありません。ワクチン接種を受ける際には、予防接種の
効果と副反応リスクの両方をよく理解した上で、ご自身の意思で接種に同意する必要があります。職場や周囲の方から直接・
間接的に強要されて接種することのないようご注意ください。

ワクチン接種を受けるにあたり注意が必要な方について
ワクチンの接種を受ける際に注意が必要な方がいます。詳しくは、右図 QR コードよりご確認ください。
▶過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方等
▶心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方

詳しくは厚生労働省 HP を確認▶▶▶▶▶

接種後のブレイクスルー感染にご注意を！引き続き感染対策をしましょう
ワクチン接種後でも感染する場合があります。ワクチンを接種しても免疫がつくまでに 1 〜 2 週間程度
かかり、免疫がついても発症予防効果は 100％ではありません。ワクチン接種の効果として期待される
のは、感染しても症状が出るのを抑える「発症予防」
、症状が重くなりにくい「重症化予防」と言われ
ています。ワクチン接種の効果等により一定程度に感染拡大が抑えられるまでは、ワクチン普及と並行
して、
「手洗いやアルコール消毒」
「マスク着用」
「密閉空間、密集場所、密接場面を避ける」等の基本的
な感染対策は必要です。接種後も引き続き、感染拡大防止にご協力ください。

新型コロナウイルスワクチン接種済証（国内利用）について
新型コロナウイルスワクチンを接種された方は、接種クーポン券に付属している「新型コロナウイルスワクチン予
防接種済証（臨時）
」または「新型コロナワクチン接種記録書」
（医療従事者等）により、接種済みであることを証
明できます。対象書類を紛失された方については、申請により接種済証を発行します。詳細は市ホームページ等を
ご覧ください。
▶対象者 接種日時点で、本市に住民登録がある方

▶申請方法 原則、郵送にて申請

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）について
海外渡航時の渡航先での防疫措置などの緩和を目的として、希望される方へ「新型コロナウイルス感染症予防接種
証明書（ワクチンパスポート）
」を交付します。海外渡航用の証明書であり、現段階では国内の利用は想定されて
いないため、現に海外渡航の予定がある方のみを対象としています。詳細は市ホームページ等をご覧ください。
▶対 象 者 ①海外渡航の予定があり、証明書があることで渡航先での防疫措置などの緩和を受けられる方
②接種日に本市に住民票がある方
▶申請方法 原則、郵送にて申請
発熱等の症状が起きた時の相談窓口
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

豊見城市公式 L I N E
登録おねがいします
タイムラインやトークにて新型コロナウイルス
ワクチン接種に関する最新情報などもお届けします

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 時間時間対応

沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセンター
▶連絡先 ☎894-4856 ▶受付時間 9 時から17時まで
（平日・休日）

豊見城市ホームページ
より情報発信しています
豊見城市ホームページにて新型コロナウイルス
ワクチン接種に関する最新情報がご覧になれます

TOMIGUSUKU

8

市民と市長のワクドキ懇談会
お住まいの地域以外でも、参加できます！

加 OK
参
日
当
し込み
申
前
事
す!
不要で

今年も市民と市長のワクドキ懇談会の開催を開催します。市長と膝を交えて、誰でも
意見交換できる機会となっていますので、多くの市民のご参加をお待ちしています。
■県内の感染状況により、急遽中止することがありますのでご了承ください。
■新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえで実施します。
■ご参加にあたって次の点をお願いします。
・マスクの着用

・当日の自宅での健康チェック（発熱や風症状等）

・氏名、連絡先等の記入、提出（不特定者の会議につき）

自治会名
1

日

時

場

所

集会所連絡先

エコシティとはしな

10 月 15 日（金）

19 時〜 20 時 30 分

自治会集会所

2

饒波

10 月 18 日（月）

19 時〜 20 時 30 分

多目的集会施設

―

3

豊見城団地南

10 月 19 日（火）

20 時〜 21 時 30 分

自治会集会所

856-7310

4

与根

10 月 21 日（木）

17 時 30 分〜 19 時

共同利用施設

850-5301

5

上田山川

10 月 28 日（木）

18 時 30 分〜 20 時

自治会集会所

―

―

6

瀬長

調整中

共同利用施設

―

7

タワーサイドハイツ

調整中

自治会集会所

―

8

上田

調整中

コミュニティ供用施設

―

9

北分譲

調整中

自治会集会所

―

お問い合わせ

▽

協働のまち推進課

下記のイベント会場は、全て市立中央図書館

図書館行事のお知らせ

入場無料

☎850-0159

▽
申込み▶▶▶

【大人のためのおはなし会】 お話の世界をゆっくり楽しむ、大人向けのおはなし会
日

定

時
員

語り手
申込み

11月14日（日）14時30分〜15時30分

市立中央図書館だより
図書館でのイベントや

20人（大人）

城野里江（沖縄県子ども読書指導員） 石垣弘一（当館読み聞かせボランティア）

お知らせなどをお届けします

10月14日よりインターネットや窓口にて申込み（先着順）
※電話受付不可
イベント

①

おはなし会

②

おひざにだっこ

③

子ども上映会
【忍たま乱太郎の宇宙大冒険】

④

楽読体験会

日 時
10月９日
（土）
・24日
（日）
１４時３０分〜
（約３０分）
10月２7日
（水）
１４時３０分〜
（約２０分）

10月17日
（日）
１４時３０分〜
（約50分）
10 月10日
（ 日）
１４時３０分〜
（約60分）

■インターネットや窓口にて申込み
（先着順）
※電話受付は不可

「秋の読書月間」
が始まります！
１０月２７日〜１１月９日は
「秋の読書週間」
です。
それを踏まえ、当館では
「秋の読書月間」
を実
施します。読書月間の期間中は、図書館資料の
貸出数上限を１０冊→１５冊に引き上げ、資料展
示
「はじめよう、
ＳＤＧｓ」
を行います。
読書月間の期間 １０月２１日
（木）
〜１１月２８日

9

皆様の
ご参加お待ち
しています

TOMIGUSUKU

対 象
歳〜小学生
〜 歳
（保護者含む）
先着２０人
先着20人
（高校生以上）

10月

休館日のお知らせ

20日：館内整理日
11月
１8日：館内整理日 ２３日：勤労感謝の日
※１１月3日文化の日は開館
▼▼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

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

―

9/10

宅建業協会 女性部会 有志の会
まごころボランティア会より生理用品の寄贈

―

8/27

暗算検定最高段位１０段満点合格
を市長へ報告

市役所にて、沖縄県宅地建物取引業協会 女性部会 有志の

全国珠算教育連盟主催の暗算検定試験において、最高

会まごころボランティア会より生理用品の寄贈があり、女性部会

段 位の1 0 段に満 点 合 格をした後 間 朝日さん（ 豊 見 城 中 1

部長の又吉悦子さんは「市内の子どもたちに有効活用していた

年）が山川市長に喜びの報告を行いました。

だきたい」と話しました。寄贈品は、
コロナウイルスによる経済的

暗算検定試験はかけ算、割り算、見取り算(足し算と引き

な影響をうけ、生理用品が買えない世帯などへ、市社会福祉協

算)の３種目。報告の際には、暗算を披露し、その速さと正確

議会や学校などをとおして、活用される予定となっています。

さに山川市長も「本市にこのような素晴らしい才能をもった方

沖縄県宅地建物取引業協会 女性部会 有志の会 まごころ
ボランティア会の皆さまありがとうございました。

9/15

7/1

がいることを誇りに思う」と激励のことばを贈りました。
後間さん、10段満点合格おめでとうございます。

令和３年度全国市区選挙管理委員会連合会 表彰伝達式
市役所において、令和３年度全国市区選挙管理委員会連合会
表彰伝達式が行われました。
委員長として４期１３年６か月、委員として３期１２年勤続された
平良兼吉さんが特別表彰を、委員として７期２５年勤続された
宮良紀美子さんが一般表彰を受けられました。
平良さん、宮良さんともに、数多くの選挙において、正確適切
な執行に努めるなど、大きく貢献、
ご尽力されました。

TOMIGUSUKU
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ふるさと納税 令和２年度 受入れ寄附金額が 沖縄県内１位 になりました！
“ 豊見城市を応援したい ” との想いで県内外の多くの方々からご寄附を賜り、豊見城市ふるさとづくり寄附（ふるさと納税）が
令和２年度において受入れ寄附金額、沖縄県内一位となりました。ご寄附をいただいた皆様並びに本市のふるさと納税に関わっ
ていただいている地元の返礼品取扱事業者様をはじめとする関係者の皆様に対しまして、心から感謝申し上げます。
ふるさと納税で集まった寄附金は、本市の魅力あるまちづくりや子育て・教育支援等、様々な施策を展開する上で大変重要な
財源となっており、令和２年度寄附につきましては、保育士就
職準備金支援事業や就学援助補助事業、その他にも交通防犯対
策など、複数の事業に活用されます。

寄附金額

寄附件数

令和２年度 633,942,985 円（県内１位） 19,509 件（県内２位）
令和元年度 399,226,724 円（県内３位）

8,180 件（県内９位）

※令和元年度は、
首里城再建寄附を除く。

ふるさと納税で、豊見城の未来 を応援しよう！

本市における今後の取組展開として、新規でご参画いただける市内事業者数の増加を図り、かつ、新たな返礼品の発掘・開発等
を推し進めてまいります。また、寄附金がどのように使われたのか、寄附金を活用した事業の詳細やその効果等を広く周知するこ
とにより、寄附金の透明性を確保しつつ、新たな寄附に繋げていきたいと考えています。
これらの取組みに加えて、これからも、多くの方々に継続的に応援していただけるよう、豊見城の魅力を県内外へ積極的に発信
し続け、“ 豊見城市ファン ” との良好な関係構築に努めてまいります。
なお、市民も本市に対し寄附は可能ですが、返礼品の送付はございませんのでご注意ください。

メリットいっぱいマイナンバーカード
便利なマイナンバーカードを作りませんか？
本人確認書類として使えます！

行政手続で個人番号（マイナンバー）
の確認書類として使えます！

コンビニで住民票等が
いつでも、どこでも取得できる

公的機関が発行した顔写真付きの本人確認
書類として１枚で本人証明ができます！

行政手続でマイナンバーの提示が求められ
たときにカード１枚で確認が済みます！

役所が閉まっていても、全国のコンビニ等
のコピー複合機から取得できます！
いつでも、どこでも、毎日!
(※年末年始を除く）6時30分〜23時

健康保険証としても使えます！
（令和３年10月から順次利用開始）

これから少しずつ
便利な機能が搭載される予定

保険証の代わりに使えて、就職・転職・
引っ越しをしてもずっと使える！(医療保
険者への加入手続き等は必要)
本人の同意で服薬履歴などが医師と共有
できる！

2022年度中にスマートフォンにマイナン
バーカードの機能が搭載
2024年度末に運転免許証と一体化予定

e-Taxが自宅のパソコン等から
オンライン手続きができる

混雑した確定申告会場に行かなくてもパ
ソコンやスマホで手続き可能です！マイ
ナンバーカードを利用することでさらに
便利になります！
※署名用電子証明書が必要です。
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ら
知
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令和４年度 豊見城市
認定こども園・保育園等利用申込み

集
募

令和４年度 児童クラブ（学童）
児童の募集について

▶申込条件
令和４年４月１日時点で市民かつ０歳（3か月）〜５歳の
「保育を必要とする」児童
▶申込書の配布・受付期間【令和4年4月利用申込み】
市内各児童クラブ（学童）において、令和4年度に利用を
希望する児童の募集が始まります。

【新規で申込みの方】
配布場所 保育こども園課窓口または市ＨＰから取得
受付期間 11月８日
（月）
〜19日
（金）

受付場所 保育こども園課（市役所２階）

▶対象者
令和４年度に市内児童クラブ（学童）の利用を希望する
児童および保護者
▶募集時期、申込用紙の配布等
利用を希望する各児童クラブ（学童）に問い合わせください
▶申込方法
直接、各児童クラブ（学童）に申込み
■申込みは、例年10月から12月にかけて行われますが、
児童クラブにおいて、申込み時期が異なりますので、各
児童クラブへお問い合わせください。
■児童クラブ（学童）一覧につきましては、
市HPでご確認ください。
こども応援課

【在園児の現況届】

（金）
まで
受付期間 10月22日
提出場所 現在利用している施設
（認定こども園・保育園等）
■新規の利用申込みと在園児の現
況届はそれぞれ受付期間等が異
なりますのでご注意ください。
■すでに令和３年度の利用申込
みされている方も、令 和４年
度の入所を希望する場合は再
度申込みが必要です。

☎ 850-6775

保育こども課

☎850-5088

集

募

保育士試験対策講座
（後期）
受講生の募集について
▶対 象 者 以下の条件を満たしている方
①保育士試験の受験要件を満たす方
※受験要件については、
「全国保育士養成協議会」
のＨＰでご確認ください
②保育士資格取得後に市内の認可保育所、地域型保育事業所などで就労予定の方
③令和４年４月23、24日の保育士試験を受験する方
▶募集人数 30人

※定員に達し次第、受付終了

▶講座期間 令和３年１１月１日
（月）
〜令和４年３月７日
（月）
予定
▶日

時 毎週月曜日・木曜日の１８時３０分〜２１時4０分
※状況によっては別曜日での実施の可能性もあります。

▶講座実施方法 Zoom
（オンライン）
基本、
オンラインは自宅で受講、
オンライン環境のない方は
サテライト会場にて受講が可能
▶サテライト会場 市社会福祉センター
▶受 講 料 無料

研修室など

※ただし、
テキスト代と受験料は自己負担です。

▶申込方法 NPO法人沖縄県学童・保育支援センターへ郵送、
またはFAX
住所：〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1丁目1-5
FAX：098-870-1835 電話番号：098-870-1838
※申込書は保育こども園課窓口、または市HPからダウンロード可
※郵送の際は封筒の表面に「豊見城市保育士試験対策講座申込書」と
記載してください。
▶申込期間 10月22日（金）まで
保育こども園課

☎ 850-5088

TOMIGUSUKU
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募集・お知らせ

乳幼児健診では、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
診してください。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経済的な理由
等で生理用品の購入が困難な女性を支援するために、生理用
品を無償で配付します。
▶配布期間 在庫が無くなり次第終了

▶配布時間 各配布施設の開館・開庁時間に準ずる

▶配布内容 お一人様１回につき、生理用ナプキン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（約４ヶ月分）
※数に限りがあるため、配布は１人につき２回

※新型コロナウイルスの状況により延期する場合がありま
すが、その場合は個別通知・市のHPにてお知らせします。
※令和３年９月の幼児健診より予約制を導入しています。
案内文に掲載されているQRコードかお電話にてご予約お願
いします。

▶配布施設 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）
▶対

象 経済的な理由等で生理用品が購入できない方
（市内在住の方）

乳児一般健康診査
（１０か月児）

▶受取方法 配布施設の窓口で、以下のいずれかの方法で職
員にお申しつけください。
（※声に出さなくても
大丈夫です。名前や住所等の個人情報の確認は
行いません。）

１０月２４日

１歳６か月児健康診査

１０月１４日、
２１日 午後

３歳児健康診査

１０月１５日、
２８日 午後

▶場所 市役所2階

保健センター

※新型コロナワクチン接種のため会場が変更になる場合が
あります。変更の場合は対象者へ個別通知で案内します。

※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。
子育て支援課

せ
ら
知
お

せ
ら
知
お

乳幼児健診について

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】

▶対象 個別で通知をご案内しています。

☎ 850-0１４３

子育て支援課

☎ 850-0１４３

せ
ら
知
お

就学時健康診断について

来年4月に小学校に入学されるお子さんを対象に保健上必要な助言や適切な就学についての指導等を行うため、就学時健
康診断を下記の日程で実施します。市教育委員会からの就学時健康診断通知書(発送済)をご確認のうえ、健診を受けて
ください。※通知が届いていない方は市教育委員会までご連絡ください。

持ち物

受 付 時 間

期 日

豊見城小学校区

10月27日（水）

12時30分

14時00分

13時00分 〜

ゆたか小学校区

11月4日（木）

13時00分

14時30分

13時30分 〜

とよみ小学校区

11月10日（水）

13時00分

14時30分

13時30分 〜

座安小学校区

11月30日（火）

13時00分

14時30分

13時30分 〜

上田小学校区

12月1日（水）

13時00分

14時30分

13時30分 〜

長嶺小学校区

12月7日（火）

12時30分

14時00分

13時00分 〜

伊良波小学校区

12月16日（木）

13時00分

14時30分

13時30分 〜

豊崎小学校区

12月22日（水）

13時00分

14時30分

13時30分 〜

開始

終了

会場

健診
内容

市立中央
公民館

内科
歯科
視力
聴力

健診時間

対 象 地 区

親子健康手帳（母子手帳）・メガネ（普段使用している方のみ）

■指定日に受診できない場合は、上記1〜８のいずれかの日程で受診してください。
（変更連絡不要）
■健診は、保護者またはお子様の健康状態を把握している方（健康状態について医師
からの質問等にご対応いただける方）の付き添いをお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症について
同伴者・児童はマスクを着用し、発熱・風邪・体調不良等の症状がある場合は、指定日当日の
受診を控え、後日上記期日のいずれかに受診してください。状況により日程等が変更になる場
合は、市HPおよび広報紙等でお知らせします。
学校教育課
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せ
ら
知
お

相談は無料で秘密は厳守します。この機会にお気軽にご相談
ください。
▶相談種類 ①弁護士相談
③行政相談
▶日

②司法書士相談
④人権相談

男女共同参画に関する標語
を募集しています！

家庭、地域、学校、職場等の身のまわりで男性も女性も性別
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」
などを標語にして応募し
てください。
▶対

時 １０月２９日
（金）１３時〜１６時
当日受付時間 １２時５０分〜１５時３０分

▶場

所 市社会福祉協議会 レクリエーション室

▶対

象 弁護士相談、司法書士相談に関しては市内在住、
または在勤の方に限ります。その他相談につい
ては、市外在住の方も相談可能です。

■相談種類は、変更になることがあります。

■中止となる場合は、市HPにてお知らせします。

■弁護士相談、司法書士相談については、事前予約が必要で

す。担当課に直接ご連絡ください。人数には限りがありま

集
募

秋の一日合同行政相談所
を開設します！

募集・お知らせ

象 市内に在住または在学している小学校3年生
以上の方

▶応募締切 １０月３１日
（日）
まで
▶応募規定 ①作品は他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１点の応募
▶応募方法 応募フォームより、必要事項を入力のうえ送信
ください。
▶応募フォーム https://logoform.jp/f/0FfGn
▶応 募 先 協働のまち推進課

すので、お早めに申込ください。

■その他の相談は当日先着順です。

■弁護士相談、司法書士相談の相談時間は２０分となります。
■その他の相談時間は約４０分以内となります。
協働のまち推進課

☎８５０-０１５９

協働のまち推進課 ☎８５０-０１５９／FAX８５０−５８２０

せ
ら
知
お

１０月１日は浄化槽の日！ 浄化槽の維持管理をしましょう！
みなさんのご自宅の浄化槽は、きちんと維持管理をしていますか？浄化槽は生きた微生物の働き

で汚れを処理しているので、日頃の維持管理が不可欠です。維持管理がきちんと行われていない

と、
しだいに浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。さらに、故障してしまうと
かえって余分な費用がかかることにもなります。

▶知っていますか？ 浄化槽設置者の３大義務！
みなさまの大切な財産である浄化槽を適切に維持管理し、末永く使い続けていけるように
浄化槽法において、浄化槽設置者の義務が定められています。

浄化槽の処理機能を維持させる
ために年に数回、保守点検を行う
ことが義務付けられています(一
般家庭では年に３回以上行うこと
が義務付けられています)。
保守点検は、専門的な知識や器具
を有することから県知事の登録を
受けた専門業者に委託することが
必要です。

浄化槽内にたまったスカムや汚泥
などを引き出し処理機能を回復さ
せるために、年１回以上清掃を行
うことが義務づけられています。
清掃は、市町村の許可を受けた浄
化槽清掃業者に委託することが
必要です。

生活環境課

浄化槽の処理機能や設置状況が
適正かを確認するために、浄化槽
設置者は、法定検査を受けること
が義務付けられています。
検査には浄化槽の使用開始後３〜
８か月の間に受ける
「はじめての
検査
（７条検査）
」
と１年に１回受け
る
「定期検査（１１条検査）」があり
ます。

☎８５０-５５２０
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募集・お知らせ

▶場

時 各選挙期日 第49回衆議院議員総選挙
期日未定
６時30分〜20時
所 市内各投票所

せ
ら
知
お

若い世代の方に政治や選挙に対する関
心を高め、そして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できる方を募集し
ます。
応募された方は、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

年金生活者支援給付金の
給付金請求書の郵送について

集
募

投票立会人・選挙事務パートナー
を募集します！ 若年層必見！

令和３年４月１日時点で基礎年金を受給しており、かつ、給
付金の支給要件を満たしていることが確認できた方に対
し、日本年金機構が下図のような簡易な給付金請求書（ハ
ガキ型）を８月末以降順次、送付しています。請求書（ハガ
キ型）とパンフレットが同封されていますので、記入例を参
考に必要箇所をご記入の上、所定の日付までに届くよう投
函してください。
（切手を貼って投函）
①同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を
切り取り線に沿って切り離し、氏名などを記入

②目隠しシールと切手を貼り、郵便ポストに投函

▶対 象 者 選挙権を有する若い世代

【ハガキ型の給付金
請求書(見本)】

【封筒(見本)】

▶申込方法 市選挙管理委員会事務局にて登録申請書を提出

会計年度任用職員 募集
一般事務（選挙事務補助業務）４名
▶任用期間

採用より１か月程度予定

▶勤務時間

８時30分〜16時30分の７時間
（週休２日）※時間外勤務があります。

▶勤務場所

市選挙管理委員会事務局（市役所３階）

▶申込方法

履歴書を担当課または人事課まで提出

▶報酬額等

給付金のお問い合わせ
給付金専用ダイヤル ☎０５７０-05-４０９２
（ナビダイヤル）

日額6,545円

脳がんじゅう教室
（パソコン教室）
第２クール受講生募集

講
受 料
無

市選挙管理委員会事務局

☎850-8859

「こども・子育て応援団」登録団体紹介
子どもと子育て家庭を応援する取り組みを実施し、子育て
しやすい環境づくりを推進する「こども・子育て応援団」の
活動を紹介します。

有限会社

新長堂土木

【活動内容】
・豊見城団地集会所隣接公園等の清掃活動

令和３年１２月中旬 〜 令和４年３月（全１０回）
曜日・クラス

月曜日クラス

火曜日クラス

水曜日クラス

木曜日クラス

時間

場所

16時〜
17時30分

金曜日クラス
公園の清掃活動の様子

令和３年9月27日現在、
６７の個人・団体
（企業）
の皆さまにご登録頂いております。
今後も多くの皆さまの「こども・子育て応
援団」
へのご登録をお待ちしております。
こども応援課
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☎８５０-６７７５

パソコン教室
とみぐすく

※送迎なし

▶対 象 者 市に住所がある６５歳以上の方
（令和３年４月１
日時点）
で要介護認定を受けておらず、事業
対象者として登録されていない方。可能な限
り休まず出席できる方。
▶定

員 30人（各クラス６人）

▶申込方法 11月19日までに担当課へ電話で申込み
障がい長寿課

☎８５６-４２９２

Tomigusuku Information

募集・お知らせ

集
募

豊見城団地市改良住宅
空家待ち入居者の募集
令和4年度内に見込まれる空家の補充入居者を募集します。
入居申込み・
「募集のしおり」
配布について
▶配布期間 １０月１８日
（月）
〜２９日
（金） ９時〜１７時

※土日・祝日、
１２時〜１３時は除く

１０月１８日
（月）
〜２９日
（金）
（当日消印有効）【窓口】
１０月２５日
（月）
〜２９日
（金） ９時〜１７時
▶受付期間 【郵送】
※土日・祝日、
１２時〜１３時は除く
※１０月１８日
（月）
〜２４日
（日）
は郵送のみ受付となります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出来るだけ郵送での提出をお願いいたします。
▶配布場所 ①市役所１階 総合案内
▶受付場所 市役所３階

②市役所３階 都市計画課

第３会議室

▶準 備 物 ①切手
（63円）
×2枚
②優遇申込みを希望する場合は、別途、証明書等を要す。

空き家待ち入居者募集

▶対 象 者 ①現に同居し、
または入居しようとする親族
（婚約者、内縁

関係等を含む）
があること
（※単身入居できる場合もある）

②現に住宅に困窮していることが明らかなものであること
③市内に３か月以上住所を有する方

④市税および国民健康保険税に滞納がない方
⑤本人および同居者が暴力団員でないこと

⑥その他条例で定められた基準に該当する者
（所得制限等）
都市計画課

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
■申込みの際、詳しくは市HPをご確認下さい。
公園緑地課

☎850-００９６

令和３年度企画展
（記念物１００年展参加事業）
『豊見城グスク』発掘調査展 開催

せ
ら
知
お

集

募

ネーミングライツ・
パートナー企業
随時 募集しています

☎850-5332

豊見城城址公園跡地内で行いました『豊見城グスク』の発掘
調査成果展を開催します。出土した青磁などの陶磁器や縄
文土器など展示します。
▶開催期間 １０月２６日
（火）
〜１２月２６日
（日）
（毎週月曜、祝日は休室）

※文化の日
（１１月３日）
は開室

▶開室時間 ９時〜１７時
（最終入室は１６時４５分まで）

▶開催場所 市歴史民俗資料展示室
（市立中央図書館１階）
■新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドラインに沿った
来室、見学をお願いします。
■新型コロナウイルス感染症の感染状況により開催時期を
変更する場合があります。
■１０月１８日
（月）
〜２５日
（月）
は企画展準備のため休室とな
ります。
文化課

☎85６-３６７１
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新型コロナウイルス感染症に係る
国保税・後期保険料の減免申請

後期高齢医療の
還付金詐欺にご注意ください！

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。
対象となる世帯
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（※）
・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
・令和２年の所得合計金額が１，０００万円
以下
・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税（料）
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 令和4年3月31日まで

市の職員を装った不審な人物が、被保険者
へお電話や自宅訪問し「保険料の還付金が
出ます」「医療費の払い戻しがある」など、
銀行等のATMに行って操作するようにと
いい誘導する事例が、県内外問わず多数発
生しています。保険料の還付金や高額療養
費（医療費の払い戻し）は、該当する人に書
面でお知らせしており、記入いただいた申
請書に不備がある場合などを除いて電話
をすることはありません。電話の際は、市職
員であることを名乗り、氏名・連絡先や未
納額の詳細を必ずお伝えします。
◆訪問の際は、必ず身分証明書を携行し、
提示しています。
◆銀行のATM端末を操作していただくこ
とは絶対にありません。
電話でATMの操作を求められたら、それは
「還付金詐欺」です。不審な電話を受けた場
合や不審な人物を発見した場合は、直ちに
最寄りの警察か市役所へ連絡してください。
問 国民健康保険課 高齢者医療班 ☎850-0160

問 国民健康保険課 国保税 ☎850-0142

納付した国民年金保険料は、所得税および
住民税の申告において、全額が社会保険
料控除の対象となります。その年の１月１日
～１２月３１日までに納付した保険料が対象
となります。社会保険料控除の適用を受け
るには、年末調整や確定申告の際に納付し
たことを証明する書類『控除証明書』や領
収書等の添付が義務付けられています。令
和３年１月１日～同年９月３０日までの納付
分は、１０月下旬～１１月頃に日本年金機構
から『社会保険料(国民年金保険料)控除証
明書』が郵送されます。年末調整や確定申
告の際にご利用ください。なお、１０月～１２
月の間に納付した分は、翌年２月頃に日本
年金機構から郵送されます。
■国民年金の『控除証明書』は市役所から
作成・発送をしておりません。年金保険
料の納付内容のご確認や発送等につい
ては、那覇年金事務所までお問合せくだ
さい。
ねんきん加入ダイヤル ☎0570-003-004
問 那覇年金事務所 ☎855-1122（自動音声②-②）
市民課 国民年金班
☎850-0139

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 ①１０月２９日（金） ②１１月２６日（金）

両日ともに１３時30分～14時45分
場 市立中央公民館 1階和室
対 生後4～6か月児の保護者 １２組程度
準 親子健康手帳、筆記用具、授乳ケープ
申 ①１０月２５日（月）②１１月２２日（月）までに

担当課へ電話または、予約フォームにて申
込み。キャンセル待ちを希望
の方は電話にて申込み。
問 子育て支援課 ☎850-0143
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日 ： 日時

場 ： 場所

定 ： 定員

対 ： 対象者

準 ： 準備物

内 ： 内容

申 ： 申込み

期 ： 期限

問 ： 問合せ

ー税・保険・年金ー
税金の納付期限はコチラです！
固定資産税 市・県民税
3期 12月27日

11月1日

4期

1月31日

2月28日

今月（4期）国民健康保険税納付期限 10月25日

納めた国民年金保険料は
社会保険料控除の対象になります

納付期限の過ぎた場合は、各担当課まで。

市・県民税、国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の納付
１０月は市・県民税第３期、国民健康保険
税・後期高齢者医療保険料第４期の納期月
となっています。納期内に自主納付をお願
いします。コンビニ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
受けた場合など、やむを得ない事情で期
限内に納付できない場合には、「納税相談」
「分割による納付手続き」などもありますの
で、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
替ができませんのでご了承ください。
■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・再発行納付書の
納付期限が過ぎた場合、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。納付期限が過ぎた
場合は担当課までご連絡ください。
問 納税課 市・県民税
☎850-0242
国民健康保険課 国保税 ☎850-0142
後期保険料 ☎850-0160

INFORMATION

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。
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
問 子育て支援課 ☎850-0143

「不妊に悩む方への特定治療支
援事業」の拡充について
沖縄県では、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。詳しくは県HPをご覧くだ
さい。令和３年１月１日以降に終了した治療
が対象です。
所得制度 撤廃
助成額 １回上限３０万円。ただし、凍結胚
移植（採卵を伴わないもの）およ
び採卵した卵が得られない等の
ため中止したものについては上
限１０万円
助成回数 １子ごと６回まで。ただし、初めて
助成を受けた際の治療開始日に
おける妻の年齢が４０歳以上４３
歳未満の場合は、３回まで
婚姻要件 法律上婚姻している夫婦および
事実婚の夫婦
申請窓口 南部保健所 ☎889-6945

2歳児歯科健診の
受診期間延長について
新型コロナウイルスの感染拡大により緊急
事態宣言が再延長されたことに伴い、２歳
児歯科健診の受診期間を延長します。対象
者には、受診票を送付しています。
通常 ２歳児（３歳未満）
延長期間 ３歳３か月に至るまで
■予約については、指定歯科医療機関にお
問合せください。
■受診票の再発行については、下記までお
問合せください。
問 子育て支援課 ☎850-0143

男性の料理教室
(食生活改善推進員協議会事業)

婦人がん検診・集団健（検）診
のお知らせ（予約制）

具だくさんカレーライスに挑戦！料理初心者

■婦人がん検診

の方もぜひどうぞ。事前予約が必要です。

健診日

12月1日

電話予約日

１１月1日・２日

Web予約日

１０月２７日まで

場所

市役所

対 市内在住の方 定 １０人 参加費 ３００円

婦人がん検診Web予約▶▶▶▶▶▶▶▶

準 エプロン、バンダナ、ハンドタオル、筆記

対 本市在住の２０歳以上の女性

子宮頸がん検診▶２０歳以上の
女性が対象
乳 が ん 検 診 ▶40歳以上の女性が対象

日 １０月２２日（金） ９時３０分～１２時
場 市立中央公民館 調理室

用具 ※参加の際はマスク着用
申１
 ０月１８日（月）までに担当課へ申込み
問 健康推進課 ☎850-0162

申 沖縄県健康づくり財団 ☎889-6452
■集団健（検）診

「健康スリム倶楽部」
（生活習慣病予防教室）受講生募集

健診日

１1月２４日

案外知らない「正しい」知識や実践方法に

電話予約日

１０月２５日、２６日

ついて、医師、管理栄養士、健康運動指導

Web予約日

１０月２０日まで

場所

市役所２階 保健センター

集団健（検）診Ｗｅｂ予約 ▶▶▶▶▶▶▶▶
対 本市在住の①国民健康保険

加入の２０歳～７４歳の方
②生活保護受給者で２０歳～７４歳の方
③国保以外の健康保険加入の２０歳～
３９歳で、学校・職場等で健診を受け
る機会のない方
④７５歳以上の後期高齢者医療制度対
象者
申 沖縄県健康づくり財団 ☎889-6452
問 健康推進課 集団健（検）診 ☎850-0215

士等がわかりやすく教えます。参加費無料
です。※参加の際はマスク着用
日 １１月２１日（日） １０時～１４時

（教室：１０時～１３時 食事：１３時～１４時）
場 豊見城中央病院附属 健康管理センター
対 ２０歳～６４歳の市民 ※妊娠中の方や

医師から運動制限の指示のある方は対
象外
申１
 １月１２日（金）まで 定 １５人

■申込書は健康推進課で配布、または市
HPからダウンロード(電話でも申込可)
問 健康推進課 ☎850-0162/ＦＡＸ856-7046

婦人がん検診 ☎850-0162

高齢者インフルエンザ予防接種
のお知らせ
１０月から高齢者インフルエンザ予防接種
が始まります。定期接種対象者に予診票を
送付しています。

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！
仲間づくり、健康づくりに興味のある方、ご
一緒に活動してみませんか。
場所
1日目

12月７日（火）

対 ①６５歳以上の方 ②６０歳以上６５歳

2日目

12月1０日（金）

未満の者であって、心臓、腎臓もしくは呼
吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能の障害を有するも
のとして厚生労働省令で定める者

3日目

12月14日（火）

定期接種期間 令和４年２月２８日まで

■対象者には、接種医療機関一覧表を郵
送しています。事前に予約し接種してく
ださい。
問 健康推進課 ☎850-0162

時間
９時３０分
～
１６時３０分

場市
 立中央公民館、市保健センター（市役所２階）
対本
 市在住の２０歳～７０歳の方 定 １
 ２人

※修了後、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
※入会時に1,500円の支払い有り
準筆
 記用具ほか※日程によりエプロンなど
申１
 １月１９日（金）までに担当課へ申込み
問 健康推進課 ☎850-0162

TOMIGUSUKU
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低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金
新型コロナウイルス感染症による影響が長
期化する中で、低所得の子育て世帯の生活
支援を目的として、給付金の支給を実施し
ています。（児童１人当たり 一律５万円）
期 令和４年２月２８日（月）まで※必着
申 担当課窓口または、郵送にて提出

※郵送を推奨しています。
郵送提出先 〒901-0292 豊見城市宜
保1-1-1 豊見城市こども応援課
制度に関するお問い合わせ先
厚生労働省コールセンター
☎0120-811-166（平日9時～18時）
問 こども応援課 ☎850-６７７５

生活保護制度をご存じですか？
申請は国民の権利です
「収入が途絶えて生活に困っている」「医療
費が支払えない」「援助が受けられない」な
ど、暮らしがひっ迫する世帯が増えていま
す。あらゆる制度を利用しても生活に困る
状況のとき、憲法に規定される健康で文化
的な最低限度の生活を保障する制度とし
て生活保護制度があります。生活保護の申
請は国民の権利であり、法律の定める要件
を満たす限り、すべての方が受けることが
できます。生活が苦しいときは、社会福祉
課に相談ください。なお、窓口での相談を
希望される場合は、事前に電話予約をお願
いいたします。
問 社会福祉課 ☎850-０１４１

マイナポイントの
申込支援を行っています
マイナポイントとは、マイナンバーカードを
活用した消費活性化策として国が実施を予
定している事業です。キャッシュレス（○○
はお買い物をすると、買い物に使えるポイ
ント（上限5,000円分）が付与されます。

問 協働のまち推進課 ☎850-0159

日 平日８時30分〜17時15分 場 市民課
対 令和3年4月までにマイナンバーカード

を申請した方
準 マイナンバーカード、利用者証明用電子

証明書のパスワード等（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）
■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（一部非対応機種あり）
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

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 １０月１５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
望に添えない場合があります。
問 障がい長寿課 ☎850-5320

相談窓口では、一人ひとりの状況に合わせ
て支援プランを作成し、専門の支援員が寄
り添いながら、他の専門機関と連携して、
解決に向けた支援を行ないます。相談は無
料です。
日 平日 月～金曜日 9時～17時（12～13時除く）
相談受付 16時まで
場 市就職・生活支援パーソナルサポートセ

ンター（市役所２階 社会福祉課内）

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
対 就学前のお子さんの保護者

対 仕事や生活で困り事や不安を抱えている方

■窓口での相談を希望される場合は、事前

■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

問 子育て支援課 ☎850-0143
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自治会へ加入して
地域の繋がりを深めよう！
自治会は、子どもからお年寄りまで、お互
いが見守り、助け合いながら楽しい居場所
づくりを目指しています。

ペイやクレジットカードなど）でチャージまた

込みも可能ですが、予約優先のため、希

生活困窮者自立支援について

ー暮らし・福祉ー

に電話予約をお願いします。

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）
１０月１０日（日）・2４日（日）
平 日 （18時～20時）
１０月７日（木）・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にて事前予約

（平日８時３０分～１７時１５分まで）
問 市民課 ☎850-0103

マイナンバーカードの受け取りは
お済みですか？
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（はがき）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
申請サポートを行っています
市民課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２０分
程度、本人確認書類等をお持ちの上、市民
課へお越しください。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
での申請方法等もありますので、申請に必
要な「ＩＤ付きの個人番号カード申請書」を
市民課へ請求してください。詳しくは市ＨＰ
または担当課までお問い合わせください。
問 市民課 ☎850-0103

INFORMATION

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！～

利用対策課へお問合せくださ
い。詳細は、「沖縄県」「土地取

補助対象工事

引届出制度」で検索！

公共下水道の処理区域内で合併浄化槽、単

問 企画調整課 ☎850-0364

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３年４月１日以降に申請
し、令和４年１月末日までに完了する工事）

ハブに注意！
沖縄県には、猛毒を有するハブが生息し、

新型コロナ生活困窮者自立支援金
の申請受付期間が延長
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。

■11月３０日で受付終了となるため、排水設

年間60～７０人前後のハブ咬症患者が発

期 1１月30日(火)まで ※消印有効

備指定工事店へお問い合わせください。

生しています。ハブによる咬症被害を未然

場 社会福祉課（市役所２階）

※新築の建物や農業集落排水は除く

に防ぐために、草刈りやネズミの駆除を行

■合併処理浄化槽を設置している建物

い、環境を整えましょう。また、草むらや農

■申請手続きや相談は原則として郵送・電話
■来所前には必ず電話予約をお願いして
おり、電話予約なしでの来所は長時間お
待たせすることがあります。
■対象者等については、市HPをご確認いた
だくか、下記までお問い合わせください。
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

補助対象工事費
5万円未満
5万円以上

補助金額
当該工事費の額
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
１０万円未満
１０万円以上

補助金額
当該工事費の額
１０万円

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
（医）友愛医療センター ☎850-3811
沖縄協同病院
問 生活環境課

豊見城警察署

☎853-1200
☎850-5520
☎850-01 10

問 上下水道部 施設課 ☎850-8164

指定給水工事 事業者当番
（10月・１1月）

ハブクラゲに注意！

▼宅地内修理当番（※宅地内修理は有料）

す。海水浴は、肌の露出を避け、できるだ

１０月 （有）大晧設備

☎850-4828

けハブクラゲ侵入防止ネットの中で泳ぐよ

11月 泉水設備（株）

☎856-5220

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

▼道路側修理当番
１０月 （有）大設工業

☎856-0611

11月 （有）上原設備工業 ☎856-3000

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

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

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。
受付期間 12月１７日（金）まで
１．既設の単独処理浄化槽から合併処理浄

化槽を廃止して接続する場合は、工事の資

化槽（5～10人槽）へ切り替え予定の方

金を無利子で貸しています。※農業集落排

２．①公共下水道、農業集落排水区域外で

水とは保栄茂・翁長の一部の下水道です

あること。②下水道事業計画区域である

貸付限度額 個人住宅30万円

が、その整備が7年以上行われていない地

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

ー生活・環境・安全ー

ハブクラゲは５月頃から１０月頃に発生しま

域であること。
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合わせください
問 生活環境課 ☎850-5520

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）
問 生活環境課 ☎850-5520

「土地月間」および
「土地取引届出制度」について
「土地月間」について
国では、毎年１０月を「土地月間」、１０月１日
を「土地の日」と定め、土地に関する基本理
念の全国的な普及・啓発活動をしています。
限られた貴重な資源である土地を有効利用
し、豊かで安心できる住みよい社会を築い
ていくため、この機会に皆さんも是非、土地
の有効利用について考えてみませんか。
土地取引届出制度について
一定規模以上の大規模な土地取引をした
場合、契約を結んだ日を含めて２週間以内
に、市を経由して県への届出が必要です。
詳細については、市または沖縄県土・跡地

TOMIGUSUKU
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ー子育て・教育ー
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

農家の皆さんへ
農機具等の管理について

字豊見城地区にお住まいの
皆さまへ

農機具等を歩道や車道に置くことは大変

▶字豊見城地区街なみ環境整備助成事業

危険です。歩行者や車の通行の妨げとなり

景観形成重点地区に指定しました「字豊見

妊娠中や産後は、体調により仕事に影響が

交通事故の原因となります。すみやかに撤

城地区」において、赤瓦葺きや石垣・花ブ

出ることがあります。健診等で主治医から

去または、圃場内へ移動してください。

ロック・生垣の設置にかかる費用の一部助

問 農林水産課 ☎850-5305

成を行っています。

診断や指導を受けた場合は、母性健康管

支援内容 随時受付可能です。

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

農薬の適正使用について

ます。７月１日から、母性健康管理指導事項

農薬の飛散により住民や子ども等へ健康

連絡カードの様式が改正され、厚生労働省

被害が生じないよう、農薬を使用する方

HPからダウンロードできます。新型コロナ

は、農薬の飛散防止に最大限配慮し、適正

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）

な使用にご協力お願いいたします。
問 農林水産課 ☎850-5305

土砂流出防止に関するお願い
畑からの土が道路を汚したり、排水路を詰

受付時間 8時30分～17時15分

まらせ冠水被害が発生しています。畑の管

子育て中の皆さんを応援！
認定こども園の子育て支援事業
親子で楽しく遊び子育てについて相談するこ

理者は、土砂流出防止対策の実施をお願

☎850-２７００

問 農林水産課 ☎850-5305
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あなたの貯水槽（タンク）
は大丈夫ですか？

ごみ袋や軍手、花の苗等の支給、鎌やス

上下水道部では、安心安全なおいしい水を

コップ等の道具の貸出、ボランティアで集

お届けするために、毎日水道水検査をして

めたごみの回収

ドレミ認定こども園

☎856-1822

ても、ご家庭の貯水槽（タンク）が汚れてい

伊良波こども園

☎850-５005

ては、水質的によくありません。定期的な清

座安こども園

☎987-0107

掃や検査などの管理が不十分だと衛生上

問 子育て支援課 ☎850-0143

TOMIGUSUKU

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）

☎85１-５５２７

状況を鑑み、開催中止を決定いたしました。

道路課では、道路ボランティアの参加者を

道路ボランティアの種類

豊見城こども園

新型コロナウイルス感染症が拡大している

道路の美化・緑化ボランティア
を募集しています

撤去をお願いします。

☎850-5９９２

びんちゃあ遊愛フェスティバルについては、

問 都市計画課 ☎850-5332

で気軽にお問い合わせください。

ゆたか認定こども園

１１月20日に予定していました第２５回わら

詳しくは、こちらよりご確認

水路へ流出してしまった場合は、速やかに

☎85１-３８８７

第２５回わらびんちゃあ遊愛フェス
ティバルの開催中止について

事については、対象外となります。

募集しています。興味のある方は担当課ま

豊崎こども園

ーイベント・募集ー

なります。
■す でに工事着手または完了している工

いします。また、やむを得ず土砂等が道路・

とができます。各施設に問い合わせください。
問 ゆたかこども園

の場合は、届出等の手続き後の申請と

ください▶▶▶▶▶▶

☎868-4380（相談は無料、匿名でも可能)

（土日・祝日・年末年始を除く）

■景 観計画（重点地区）に基づく届出対象

います。しかし、いくら安全な水をお届けし

の問題が発生し、健康に影響する可能性が

支援内容

問 道路課 ☎850-530６

市内公園のボランティアを
募集しています
市内公園の美化ボランティアの活動（個

あります。

人、団体）に対して、活動を支援していま

問 上下水道部 施設課 ☎850-0111

す。また、美化サポーターとして登録いただ
いた方は、その他の支援に対して要望をお

消防団員随時募集

受けします。

対 市内在住または在勤する２０歳以上（大

対 ボランティアに興味がある個人、団体

学生・専門学生可、男女問わず）

支援内容 帽子や軍手、ごみ袋などを配布

消防団員に興味のある方やサークル団体

■随時募集していますので、詳細は下記ま

のメンバーは下記までご連絡ください。

でお問い合わせください。

問 市消防本部 警防課 ☎850-９１０８

問 公園緑地課 ☎850-0096

INFORMATION

②昭和６２年４月２日以降に出生した者
■詳細は、県介護保険広域連合ＨＰを確認
問 県介護保険広域連合 ☎９１１-７５０５

テレワーカーの追加募集について
豊見城市テレワーク人材育成事業
新型コロナウイルスの影響下においても、
一定の収入を確保できるよう、自宅に居な
がら企業等から仕事を請け負うことができ
るテレワーカーの育成を行うとともに、研
修修了者を対象にテレワーク業務の斡旋
等を行います。
募 若干名（先着順） 対 市民
準 PCおよびインターネット環境
申 詳細は市HPをご覧ください。
問 産業振興課 ☎850-５876

沖縄県キャリアセンターからの
お知らせ
沖縄県キャリアセンターは15歳から概ね
40代前半の方（就職氷河期世代を含む）
の就職を支援している沖縄県
の関係機関です。メニューは全
て無料でご利用いただけます。
詳細はこちら→
問 沖縄県キャリアセンター ☎866-5465

ーその他ー
市シルバー人材センター
会員募集【10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 10月15日（金） 10時～12時
問 市シルバー人材センター ☎850-７７１６

スポーツキッズのための親子で学ぶ
心と身体の自己管理術講座

第３５回豊見城市壮年
ソフトボール大会の中止について

好きなスポーツを長く続けるために何が大
切か。マッサージオイルのワークショップ。
スポーツメンタルのお話し。栄養のお話し
の３本立て！
日 １０月２９日～１１月１２日 毎週金曜日
１９時～２０時３０分 全３回
場 市立中央公民館 １階会議室
対 市民（親子参加も可） 材料費 ７００円
定 １２人 講師 比嘉美樹氏
申 １０月１２日より直接、市立中央公民館、
または電話にて申込み（先着順）
問 生涯学習振興課 ☎850-3280

本市において毎年１０月下旬～１１月上旬に
かけて、瀬長島野球場にて開催予定してい
た「令和３年度第３５回市壮年ソフトボール
大会」は、県内の新型コロナウイルス感染拡
大に歯止めがかからない状況および緊急
事態措置期間の再延長(9/３０まで)を踏ま
え、今回の大会開催について中止します。
問生
 涯学習振興課 ☎850-3591

琉球の歴史講座（南山編②）
古琉球（第一尚氏王朝）～近世の南山と豊
見城を中心に琉球史を読み解きます。
日 １1月２日～１2月７日 毎週火曜日
１４時～１６時３０分 全５回
場 市立中央公民館 １階会議室
対 市民 定 12人 講師 玉城有一朗氏
申 １０月１２日より直接、市立中央公民館、
または電話にて申込み（先着順）
問 生涯学習振興課 ☎850-3280

1ｄａｙスケートボードスクール
開催します
スケートボードを始めたばかり、これから始
める子ども達のためにプロスケーターによ
るスクールを開催。乗り方・怪我の予防・基
本トリック等を指導します。
日 １１月２０日（土） １０時～１１時３０分
※雨天の場合、11月21日（日）へ延期
場 市民体育館側駐車場
対 小学生 参加費 ７00円（当日払）
定 １５人（先着順） 講師 謝花明徳氏
申 １０月１３日より電話にて申込み
問 市民体育館 ☎850-１５５０

思いを正しく伝えるための
終活講座
エンディングノートを書きながら、「相続争
いにならない」ポイントを学びましょう。
日 １１月１２日（金） １０時～１１時３０分
場 市立中央公民館 １階会議室
対 市民 受講料 無料
定 １２人 講師 辻脇稲子氏
申 １０月１２日より直接、市立中央公民館、
または電話にて申込み（先着順）
問 生涯学習振興課 ☎850-3280

令和３年度 沖縄県介護保険
広域連合職員採用候補者試験
採用区分 保健師職 採用予定人数 若干名
申 10月20日（水）まで
一次試験日 10月31日（日）
対 ①保健師資格を有する者※令和４年３

月３１日までに免許取得見込の者含む

会計任用職員募集
職

種

保育ヘルパー
保育士
休憩保育士
調理員
図書館司書
(週２日勤務)

図書館司書
(週5日勤務)

任用期間
令和４年
３月３１日まで
令和3年
12月３１日まで
随時募集

令和４年
３月３１日まで

勤務時間
８時３０分～
１６時３０分（週休２日）
7時15分～１8時３０分（週休２日）
内７時間シフト勤務
１２時～１５時（週休２日）
８時～１５時４５分（週休２日）
土日の週２日勤務
早出９時～１７時
遅出１１時１５分～１９時１５分
火～日の週５日勤務
早出９時～１７時
遅出１１時１５分～１９時１５分

勤務場所
上田
こども園

報酬額等

資格等

日 額 7 , 16 8 円

―

日額 9,149円
座安保育所

市立
中央図書館

申込方法

保育士資格

日 額 3 ,7 8 6 円
日 額 7 , 16 8 円

調理師免許

日 額 6 , ９ ３７ 円

司書資格

担当課
上田こども園
☎850-７８７６
座安保育所
☎850-4382

履歴書、資格等を
担当課または人
事課へ提出
市立中央図書館
☎856-6006

TOMIGUSUKU
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10

Cleanなまち、とみぐすくを目指そう！
家庭ごみ量（月/世帯）

8月

3

SUN

㎏

旧8.27

4

MON
旧8.28

5

TUE
旧8.29

旧9.1

弁護士相談
消費生活相談
（市役所2階第3相談室） （市役所2階第1会議室）
10時〜12時/13時〜16時 9時〜12時※要予約

10

旧9.5

11

旧9.6

12

旧9.7

17

旧9.12

18

旧9.13

19

旧9.14

24

旧9.19

25

旧9.20

26

旧9.21

31

旧9.26

11/1

旧9.27

2

旧9.28

家族の日
ファミリー読書の日

6

WED

住民税
（普徴）
３期納付期限

約 55.7 ㎏

9
10

THU

直近１２ヵ月平均

390.8㎏

.2㎏

＋

FRI

約 500㎏

9

SAT

旧9.2

8
15

旧9.10

16

旧9.11

旧9.3

旧9.4

旧9.8

14

旧9.9

20

旧9.15

21

旧9.16

22

旧9.17

23

旧9.18

27

旧9.22

28

旧9.23

29

旧9.24

30

旧9.25

3

旧9.29

4

旧9.30

5

旧10.1

6

旧10.2

司法書士相談
（市役所2階第1会議室）
10時〜12時※要予約

国民健康保険課
夜間窓口
17時15分〜20時
司法書士相談
（市役所2階第1会議室）
10時〜12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

8月

13

消費生活相談
弁護士相談
(市役所2階第３相談室）
(市役所2階第1会議室）
10時〜12時/13時〜16時 9時〜12時※要予約
離乳食教室
（市立中央公民館）
13時30分〜14時45分

若年無業者および氷河期
世代向け就労相談会
(市役所１階市民交流広場）
14時〜17時
※事前予約不要

7

直近１２ヵ月平均

53.8㎏

.9
+1

2021

瀬長島ごみ回収量

文化の日

沖縄地区教育の日

少年を守る日
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

国民健康保険課
夜間窓口
17時15分〜20時
行政相談
(市役所1階第2相談室）
10時〜12時

弁護士相談
(市役所2階第1会議室）
9時〜12時※要予約

新型コロナウイルスの状況により、各種イベント相談 等は中止または延期になる場合がありますので、ご了承ください。

■豊見城市ごみカレンダー
地 区

収集区域

資源ごみ

もやせるごみ

もやせないごみ
危険ごみ

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

第1・第３火曜日

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

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

■粗大ごみ収集に係る電話受付のお問い合わせ先 沖縄道路メンテナンス（株）☎850-1010
▶受付期間は、週5日（月〜金）で8時30分〜17時15分まで

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

▶休業日は、市役所の閉庁日と同様

広報紙 の 音訳ＣＤを届けます

65,895人

+36人

ため広報とみぐすくをＣＤに吹き込んで配布し

32,379人

+9人

女性

33,516人

+27人

までお問い合わせください。
また、
市立中央図

世帯数

27,624世帯

議会、
市陸上競技場の４か所に設置されてい

ています。配布を希望する方は、秘書広報課

を市へ届けることができます。
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先月比

男性

目が不自由な方に豊見城市の情報を届ける

ます投書箱（市民の声）
で市民の皆さまの声

令和3年8月末日

全体

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

■ひとのうごき

書館で広報紙の音訳CDの貸出も行っています。

+50世帯

