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宜野湾市防災行政無線放送を電話で確認できます。　　直通専用回線　☎896-2401　※通信料は自己負担となります
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【市の人口（2月末現在、カッコ内は先月比）】   人口  99,817人（+55）　男 48,523 人（+34）　女 51,294 人（+21）　世帯数 45,128 世帯（+52）

886-2900

無料法律相談

おきなわ子ども虐待

ホットライン

市民相談

消費生活相談

市民生活課

市民生活課

 

月～金 10：15～17：00

月～金 10：00～17：00

月～金 10：15～17：00

月～金 17：30～翌8：30

土日祝　終日

 

月～金 9：00～17：00

月～金 9：00～16：00

 

水 13：30～16：30

金 13：30～15：30

 

月～金 10：00～16：00

（12：00～13：00は除く）

第3木 13：30～16：30

第4火 13：30～15：30

月～金 10：00～16：00

（12：00～13：00は除く）

 

月～金 9：30～16：00

月～金 9：00～17：00

 

月～金 9：30～17：00

児童家庭課

896-1215

児童家庭課

生活福祉課

896-2020

0570-090-

110

市民生活課

892-4732

893-8859

893-5588

家庭・児童・女性相談

女性相談（福祉・DVなど）

女性（一般）相談

人材育成交流センター めぶき

家庭児童相談室

福祉相談

生活の困りごと相談

ふれあい相談室  社協

法律相談（要事前予約、予約状況は事前にお問い合わせください。）

市民相談

人権困りごと相談所

不動産無料相談（要予約）

教育相談

青少年サポートセンター

適応指導教室「若葉教室」

職業相談（ふるさとハローワーク）

地域職業相談

行政相談

沖縄行政評価事務所

相談案内 宜野湾市役所 ☎893-4411

第4木 14：00～16：00

受付期間
＊インターネット
　3/27（金）～4/6（月）

■国家公務員採用総合職試験
　（院卒者、大卒程度試験）

受付期間
＊インターネット
　4/3（金）～4/15（水）

■国家公務員採用一般職試験
　（大卒程度試験）

受付期間
＊インターネット
　6/22（月）～7/1（水）

■国家公務員採用一般試験
（高卒者、社会人（係長級）試験）

№ 大字 小字 地番 地目 公簿地籍  № 大字 小字 地番 地目 公簿地籍

 10 大山 1丁目 2061 墓地 369.00

 11 大山 2丁目 2378 墓地 107.00

 12 我如古 4丁目 665-2 墓地 111.00

 13 我如古 後原 138-2 学校用地 185.00

 14 我如古 後原 167-2 学校用地 162.00

 15 我如古 後原 184-2 原野 218.00

 16 新城 1丁目 1944-2 宅地 58.51

 17 大山 嶽ノ佐久原 1656 雑種地 62.00

 18 普天間 後原 825 雑種地 265.00

 1 安仁屋 アガリバル 255 墓地 194.00

 2 伊佐 1丁目 616-2 墓地 41.00

 3 大山 1丁目 1614 墓地 244.00

 4 大山 1丁目 1615 墓地 449.00

 5 大山 1丁目 1630 墓地 101.00

 6 大山 1丁目 1632 墓地 56.00

 7 大山 1丁目 1635 墓地 76.00

 8 大山 1丁目 1637 墓地 123.00

 9 大山 1丁目 1639 墓地 356.00

※主催者の都合により変更やキャンセルになる場合
があります。詳しくは主催者にご確認ください。
※土日はイベントが多くなり駐車場の混雑が予想さ
れますので、ご来園の際はご注意ください。

海浜公園ガイド（4月）☎897-2751
会　場日　付 イベント名

トロピカルビーチ
海浜公園

トロピカルビーチ

琉球海炎祭

トロピカルビーチ
海開き

11（土）

18（土）～19（日）

中央広場
フリーマーケット

にゃんにゃん譲渡会
  4（土）

体育館稲副杯バドミントン大会18（土）～19（日）

※地上デジタル放送受信障害例

各種講座　受講生募集
　【ビューティーヨガ教室　全 10 回】

　健康と美容を目的としたヨガポーズ
を紹介します。深い呼吸とアロマの香
りで心身共にリラックスし贅沢な時間
を過ごしましょう。
期間　4/2～　毎週木曜日
時間　13：30～15：00
場所　市立体育館会議室
定員　35人　　受講料　7,000円
対象　一般女性　　講師　山本玲子

【ハワイアンフラ教室　全 10 回】

期間　4/18～　毎週土曜日
時間　19：30～21：00
場所　市立体育館会議室
定員　25人　　受講料　6,000円
対象　一般男女　　講師　渡邊　強

【リズムジャンプトレーニング体験会】

　集中力をつけたい、身体と心のリフ
レッシュ、リズム感をつけたい等ぜひ
体験してみてください。
日時　4/14（火）　
　　　4歳・5歳　16：30～17：30
　小学1～3年生　17：30～18：30
場所　市立体育館アリーナ
参加費　500円

【英会話教室　全 4 回】

期間　4/7～　毎週火曜日
時間　19：30～21：00
場所　市立体育館会議室
定員　14人　　受講料　5,000円
対象　一般男女
講師　ジェイムス　ベネット

□申・□問 宜野湾市立体育館

　　    （はごろもＰＭパートナーズ）

　　　 ☎897-2751

フリーマーケット出店者募集

開催日　4/4（土）　9：00～12：00
出店料　300円　※雨天中止
申込　開催日前日までにお電話か窓口

にてお申込みください。

□申・□問 宜野湾市立体育館

　　    （はごろもＰＭパートナーズ）

　　 　☎897-2751

地上デジタル放送の受信障害が発生していませんか？
　　地上デジタル放送への移行後、米軍機が住宅地上空を通過すると受信障害が発
生するといった声が市へ寄せられており、平成 23 年度に野嵩・普天間・新城内の
一部区域において防衛省の補助金を活用した受信障害対策工事を実施しています。
　しかしながら、対策が行われた区域外からも同様の声が継続して寄せられてい
る現状にあることから、対策区域の拡大を国に要請しています。
　つきましては、米軍機が通過する際に、テレビ画面が映らなく等の障がいが発
生するお宅につきましては、お早めに基地被害110 番（24 時間受付）またはメー
ルにてご連絡をお願いします。
連絡先　基地被害 110 番　☎893-4400

　　　　メールアドレス　Kichi02@city.ginowan.okinawa.jp
　　　　（障害発生場所の把握が必要となりますので、ご住所、お名前、ご連絡
　　　　先までお願いします。）

令和2年度市報ぎのわん発行について
　　日頃より本市広報業務へのご協力を賜わりありがとうございます。
　さて、これまで行政情報をはじめ、地域の情報や本市の魅力、歴史等を市民
の皆さまに幅広く発信していくことを目的に発行しています「市報ぎのわん」につ
いて、令和 2 年度 4 月号から、これまでの 24 ページから 16 ページにページ数
が減ることとなりました。
　これまで令和元年度市報ぎのわん 9・10 月号でもお知らせしてまいりましたが、
本市の厳しい財政状況のなか、将来にわたって安定的に市民サービスを提供して
いくためにも、今年度策定された「宜野湾市行財政改革・集中改革方針 2019」
にあたり、本事業においても具体的な対応策に取り組むこととなりました。
　本市といたしましては、市民の皆さまの生活に支障を来すことがないように、掲
載内容を精査しつつ、ＳＮＳ等を活用しながら、より効果的な情報発信に取り組ん
でまいりますので、市民の皆さまにおかれましては、今後とも「市報ぎのわん」発
行事業にご理解・ご協力を賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。

□問 秘書広報課　内線 424

清明祭における基地内立
入日のお知らせ

　　今年の清明祭における基地内立入
日が、下記のとおり決まりましたので
お知らせします。
日時　
4/12（日）　9：00 ～16：00
場所　
大山ゲート、佐真下ゲート、野嵩ゲー
トの3カ所より入域できます。
※基地内の墓参りについては、入域
申請が必要です。各自治会事務所に
申請書がありますので、必要事項をご
記入の上、3月25日（水）までに各自治
会事務所へ提出をお願いします。
※4 月 12 日（日）以外の日程で立ち
入りを希望される方は、市役所基地
渉外課にて別途お手続きをお願いし
ます。

□問 基地渉外課　内線 310

国家公務員採用試験の
お知らせ

※受験資格等については、下記にお問
い合わせください。

人事院
ホームページはコチラ▶

□問 人事院沖縄事務所　調査課　

　 ☎834-8400

エクセル講習 受講生募集
　　難しい関数を使わない、実務のため
のエクセル講習です。
日時　
【実務のためのやさしいエクセル】
4/3（金）　18：30～20：00
【経理初心者向けのパソコン会計】
4/10（金）　18：30～20：00
場所　
パソコンスクールゆいまーる教室
（宜野湾ベイサイド情報センター内）
定員　
15人（うち5人は障がい者またはひと
り親世帯）
受講料　無料　　
講師　前田有得（日商マスター）
条件　
就職、転職を希望する方で、キーボード
入力ができる人
申込期間　3/16（月）～3/31（火）

□申・□問   （有）宗建リノベーション
　　　　 ☎882-6201

ダンボールの正しい出し
方について

　　ダンボールは箱の状態のままでは、
中に異物が混入する場合があると処理
場から指摘があります。また、収集車
の中でかさばり、たたむのに時間を取
られ収集に支障をきたしています。
　ダンボールは、必ずたたんで、ひも
で縛って出してください。ご協力よろ
しくお願いします。

所有者不明土地の所有者を探しています
　　沖縄県内には去る大戦により土地関係の公図・公簿類が焼失した結果生じた所有者不明土地が、下記のとおりあり、宜野
湾市管理が№1～№12の12 筆、沖縄県管理が№13～№18 の 6 筆、計18 筆、今なお散在しております。
　これらの土地は、所有権申告時（1946 年～1951年）に所有者が行方不明あるいは県内不存在等、何らかの事情により申
告がなされなかった私有財産であり早期に返還
すべき土地であります。
　沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律およ
び米国民政府布告第 16 号により、右記の所有
者不明土地を沖縄県および宜野湾市が管理して
いますが、未だ所有者が確定しておりません。
　つきましては、右記所在地の所有者若しくは
関係者がおりましたら情報提供してくださいます
ようお願いします。また市ホームページにて、所
在地の地図や写真を公開していますので、心当
たりのある方は、下記までご連絡ください。

□問 総務課　管財係　☎893-4402

□問 基地渉外課　内線 310・312□問 環境対策課　内線 452 ～ 455

画面がジラジラする、真っ暗になる（ブラックアウト）等

「上下水道局よりお詫び」
　令和２年２月18日午後15時30分頃、

上下水道局が管理する長田第二配水

地の消毒作業中に、上限目標値の約５

倍近い塩素濃度の水道水が、配水管

へ流入した事故が起こりました。

　安全安心な水道水を提供する立場

にある水道事業管理者として、誠に遺

憾であり、この様な事故を起こしてしま

いましたことを市民の皆様に深くお詫び

申し上げます。

　今後二度と同様な事故が起きない

様、今一度、消毒作業等の工程手順の

再確認を徹底させ、再発防止に努め、

安全安心な水道水の供給に万全を期

して参ります。

宜野湾市上下水道事業管理者

上下水道局長　島袋　清松


