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市 民と市 政をむ す ぶ
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市役所からのお知らせや
地域の情報を発信します

登録はコチラ▲

登録はコチラ▲

令和４年度

令和４年度の一般会計当初予算・特別会計当初予算
が、去る３月議会で可決されました。
予算とは、わたしたちの住む宜野湾市が１年間の行
政活動をするための活動費であり、いわばわたしたち
市民の家計のようなものです。
今年度は、どのくらいの予算で、どのような行政活
動を行っていくのか、見てみましょう。

宜野湾市の予算
−宜野湾市の予算はどうなっているんだろう？
何に使われるんだろう？−

１．
予算編成について
１．予算編成について
宜野湾市の自主財源の基本となる市税については、景気、雇用状況の影響を受けることから、引き続きコロナ禍にお
ける経済情勢等を注視し、税収の確保および徴収率の向上に努めることが必要であります。また、依存財源である交付
税等については経済情勢や国の策定する地方財政計画と連動し、減額されることもありうることから、引き続き、ふる
さと納税・ネーミングライツ等の積極的な活用、事務事業の見直しなどの行財政改革を積極的に進め、「自主財源の確保」
と「歳出の抑制」をさらに強力に推し進めていくことを目標に令和４年度予算を編成しています。

一般会計
当初予算額

498 億 7,000 万円

［ 対前年比

歳

譲与税等・
その他
市債

4.7％

6.9％

入

維持補修費

物件費

32.3％

国・県支出金

歳

11.5

繰入金・手数料等・
その他

8.7％

27.0％

普通建設
事業費

18.7％

12.3％

出

人件費

13.7％

その他経費

％

投資的経費

地方交付税

43.8％

8.2％

6.9％

自主財源

67.7％

（積立金・貸付金・
繰出金・予備費）

補助費等

市税

歳

その他

0.4％

23.6％

依存財源

13 億 6,000 万円、2.8 ％増 ］

18.7％

義務的経費

54.3％

扶助費

35.8％

公債費

4.8％

入 （市の収入）

歳

出 （市の支出）

地方交付税や国・県支出金等の依存財源が歳入の大半

義務的経費が大半を占めており、その中でも扶助費は

を占めている状況であるため、自主財源の確保をさらに

ここ数年伸び続けています。引き続き、歳出全般につい

推し進める必要があります。

て節減努力を行っていきます。

市
繰
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等
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国・県 支 出 金
市

債

譲与税等・その他

11,774,676
4,321,025
6,122,219
21,844,848
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3,485,035
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千円

扶

助
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千円

公

債

費

千円

普通建設事業費

千円

物

千円
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件
助

費
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等

維 持 補 修 費
そ

の

他

6,805,837
17,865,518
2,403,880
9,305,881
5,754,604
3,425,829
218,257
4,090,194
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２．ここでは、歳入歳出それぞれ上位３位の内容を見てみましょう。

歳

入

歳
国・県支出金

第１位

21,844,848

出

第１位

千円

17,865,518

（43.8％）

市町村等が行政事務を行う上で、国・県がその必要
な財源を負担金、補助金、委託金として交付するもの
です。

扶 助 費
千円

（35.8％）

社会保障制度の一環として支出する経費で、生活保
護 法、児 童 福 祉 法、老 人 福 祉 法、身 体 障 害 者 福 祉 法、
知的障害者福祉法などの法令に基づいて支出されます。

生活保護費等の法令に基づくものや建設事業に対す
るものなどがあります。

市

第２位

税

11,774,676

地方自治体独自の施策に伴う支出も含まれます。

第２位
千円

9,305,881

（23.6％）

●市民税（個人・法人の所得に対してかかる税）

普通建設事業費
千円

（18.7％）

普通建設事業費とは、道路、橋りょう、学校、庁舎

●固定資産税（土地・家屋・償却資産に対してかかる税）

等公共用または公用施設の新増設等の建設事業に要す

●軽自動車税（オートバイ・軽自動車等にかかる税）

る投資的経費です。

●たばこ税・入湯税等

地方交付税

第３位

6,122,219

第３位

千円

6,805,837

（12.3％）

地方交付税とは、税収の少ない自治体と多い自治体

人 件 費
千円

（13.7％）

人件費とは、議員および委員報酬、会計年度任用職

間で、行政サービスに不均衡が生じないよう調整し、

員報酬、職員給与、住居等の各種手当、退職金等のこ

すべての自治体が一定水準の行政サービスを提供可能

とです。

にすることを目的として、国から一定の割合で交付さ
れる交付金です。

３．
行財政改革への取り組み
３．行財政改革への取り組み
本市では、これまで第六次にわたる「宜野湾市行財政改革大綱」を柱に行財政改革を推進し、平成 25 年度以降は「宜野
湾市外部委託等推進方針」を定め「民に任せられることは民に」という考え方のもと、民間活力を積極的に導入し、最少
の経費で最大の効果を挙げるべく取り組んでまいりました。
また、平成 31年には「宜野湾市行財政改革・集中改革方針2019（平成 31 年度〜令和２年度）」を策定し、単独事業等
の廃止など、集中的な取り組みを実施するとともに、令和３年度には「財源不足への対策方針2021（令和３年度〜令和
４年度）」を策定し、引き続き財源確保に取り組んでまいりました。
令和４年度におきましては、第七次行財政改革大綱および同実施計画のもと、37 本の実施項目を設定し、引き続き自
主財源の確保や行政サービスのデジタル化、資産マネジメントの推進などに取り組み、市民生活の利便性向上や効率的
な行政運営を目指してまいります。

用語解説

自主財源

市が自主的に収入しうる財源をいいます。地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入等です。

依存財源

国・県から定められた額を交付されたり、割り当てられたりする財源です。地方交付税、国・県支出金、
市債等です。

市

債

市が特定の事業等を行うとき、その資金調達のために負担する債務で、一会計年度を越えて借入れる長期
借入金です。
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市の動きやまちの最近の
市の動きやまちの最近の
出来事をお届けします！
出来事をお届けします！
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こみゅにてぃ見聞録

温かいご寄附ありがとうございます

15 出店業事業協同組合から寄附金贈呈

沖縄県出店業事業共同組合（伊波清一理事長）から、市育
英会へ寄附金の贈呈がありました。同組合は、県内の祭り
や催事・イベント等で出店を行っている出店業者の組合で
あり、イベント等を盛り上げる一方、組合員の資質の向上
に努めています。伊波理事長は「少ないですが、組合員の皆
さんの善意の気持ちですので、子どもたちのために活用し
ていただければ幸いです」とあいさつしました。

3

温かいご支援ありがとうございます

29 カフェ・ユニゾンから食料品の寄贈

カフェ・ユニゾンから子どもの居場所等の子ども支援事
業に対し、レトルト商品など食料品の寄贈がありました。
代表の三枝克之さんは「お客様の募金での寄贈ですが、スタッ
フのサービスへのお客様の気持ちでもあり、それが地域貢
献につながることはスタッフの励みになっています。地域
のお弁当配食支援も含めやりがいある活動ですので、今後
も継続したいと思います」とあいさつしました。

3

恒久平和を後世に伝えるために

30 「沖縄平和祈念像原型」譲渡式

普天間に所在する「沖縄平和祈念像原型」の譲渡式が行
われ、
（ 公財）沖縄協会から宜野湾市へ贈与されました。当
協会の新垣昌頼専務理事は「祈念像原型は、世界平和の発信、
沖縄戦で亡くなられた御霊の慰霊シンボルとして多くの方々
の心のよりどころとなっています。今後、交流施設の中心
となって施設建設の趣旨のとおり、活用されるよう心から
祈念いたします」とあいさつしました。
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温かいご寄附ありがとうございます

28 丸久商会がベンチと寄附金を贈呈

株式会社丸久商会から、長いす（ベンチ）20台の寄贈と寄
附金の贈呈がありました。自社で製造したオリジナルのパ
イプ固定金具「クランピア」を使用した長いすは、永山健二
代表取締役が約1カ月をかけて制作しました。永山代表取
締役は「地域の皆さまが少しでも心が安らげる場所を提供
できればと思い、ベンチを作成しました。ぜひ、活用いただ
ければと思います」とあいさつしました。

3

温かいご支援ありがとうございます

29 モバイルルーターの寄贈がありました

ジャパンインテグレーション株式会社（新田純也社長）か
らWi-Fiモバイルルーター43台の寄贈がありました。寄贈
式に出席した玉城寛康サブマネージャーは「市民サービス
の充実と地域BWAの活用にご利用いただければ幸いです」
とあいさつしました。BWAとは総務大臣より認可された
事業者が市町村と連携し、地域の公共の福祉に役立てるよう、
高速データ通信を提供するサービスとなっています。

4

ドキドキドン！一年生

8 市内小学校で入学式が行われました

市内公立小学校にて入学式が行われ、元気いっぱいの新
一年生が大きなランドセルを背負いそれぞれの学校へ入
学しました。宜野湾小学校の甲斐達二校長は「勉強をがん
ばりましょう、友たちを沢山作りましょう、毎日朝ごはん
を食べましょう」と三つのお願いをしました。式の最後には、
一年生全員が「がんばります」と会場いっぱいに広がる大
きな声で、お父さんお母さんにあいさつしました。
市報
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～ 平和大使の育成に取り組んでいます ～
宜野湾市では、戦争の悲惨さ、平和の大切さ及び命の尊さを次代へ
継承する人材の育成に取り組んでいます。令和３年度平和大使とその取
り組みをご紹介します。

令和３年度宜野湾市平和大使
平 和 大 使として、戦 争

平 和 大 使として、戦 争

平 和 大 使になって、戦

の 恐ろしさをみ んなに

の醜さをみんなに伝え

争 の 恐 ろし さ を 伝 え

伝え、平 和 な 世 界にし

ていきたいです。

て、二 度と戦 争を繰り

たいです。

返さないような未来を
つくりたいです。

普天間中学校１年
こ ばし か わ

らい

普天間中学校１年
かわ

か

小橋川 萊 夏
平 和 大 使として、平 和

みつ

川満

さ

き

咲季

真志喜中学校１年
みや

ぎ

宮城

りょう

た

亮太

平 和 大 使として、戦 争

平 和 大 使として、いろ

の大切さを世界の人々

のことにつ い て、み ん

いろな戦争の出来事を

が 忘 れな いよう、戦 争

なに広めたいです。

知り、み ん なに伝えて

の話を伝えて争いをな

いきたいです。

くしていきたいです。
真志喜中学校１年
また

よし

又吉

嘉数中学校１年

り ょ う

やま

竜生

しろ

あき

山 城

暁

嘉数中学校１年

が

ね

こ

ゆう

し

我如古 悠 士

平 和 大 使として、戦 争

一人一人のチカラは小

地域を越えて、皆さん

の悲惨さや命の尊さを

さいけれど、みんなの

と平 和 の 道しるべをつ

伝えていきたいです。

チカラで平 和を守り続

くっていきたいです。

けられたらい いと思 い
ます。
宜野湾中学校１年
な か むら

仲村

ま こ と

宜野湾中学校１年
ほん

ま

将琴

本間

フィールドワークの様子

平和学習の様子

しょう

や

翔也

沖縄国際大学大学院１年
いし

かわ

石川

ゆう

と

勇人

オンライン報告会

平和学習で学んだことや平和の尊さを、戦争を体験していない世代へ継承し、平和のバトンをつないでいきます。
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〜わたしが会 長です！〜

ち

泉川

え

わしたムラヤー

大謝名団地

い ず み かわ

こ

智枝子

会長

～今、力を入れていることは～
～大謝名団地の魅力とは～
大 謝 名 団 地 自 治 会は自 主 防 災 組
住人同士が顔を合わせる機会も多
織を平 成 年より立 上げ︑ 年 以 上
く︑繋がりが深いところが魅力です︒
大 謝 名 団 地は︑平 成 年より 建て
に渡り活動を行っており︑地域住民が
替 え工 事 を 実 施しており ︑令 和３年
災害時に迅速に避難を行う事が出来
月に全 棟︵３棟 ︶完 成し︑立 派な建
るよう︑避難訓練︑消火訓練や救護訓
物となりました︒新入居者も増え︑団
練等を実施して参りました︒
地周辺の景観も綺麗になっております︒
防災士育成にも力をいれており︑直
大 謝 名 小 学 校 ︑病 院 ︑
スーパーに近
近では３名が防 災 士 資 格 を 取 得し︑
く︑子育て世代や高齢者の方々も安心
組織の強化に努めています︒
して生活できる住み良い環境です︒
防災組織委員会の年間活動計画で
は︑避難訓練の一環として︑
こども会と
の合同による災害時での宿泊・食事作
りなどを企画してきました︒見守り活
動 も 含め︑自 助・共 助・公 助のあり 方
を多世代で学んでいます︒
また︑毎月の定例清掃では芝刈り︑
草刈りを行うので︑敷地内はとても綺
麗です︒今後も綺麗な環境を保ち︑住
民の皆様が気持ちよく過ごせるよう︑
自治会活動に取組んで参ります︒
12

〜

今、力を入れていること

Ginowan City Resident s Association

出会うまち つながるまち わたしたちのまち

～地域の魅力スポット～
花植え隊や老人会が毎日手入れを
行っている団地内の花壇がとても魅力
的です ︒花 壇には︑美しいお花はもち
ろんの事︑老人会の綺麗なお姉様達が
工夫を凝らして︑面白い言葉を記載し
ている立て札もあるので︑ぜひ見て頂
きたいです︒心がほっこり致します︒
春には敷 地 内に桜 並 木が出 来るこ
ともありますよ︒

▲美男・美女が集まる老人会の皆様
花植え活動で地域を華やかに、明るく元
気にしています。

宜野湾市23の自治会

〜

夫婦とも沖縄市出身で、結婚を機に大謝名団地に住ん
で40 年くらいになります。大謝名団地にはやんばるや離島
の方々、他島ンチュが多いため、最初に自治会を立ち上
げた方々は、とても苦労されたと思います。その頃の役員
の皆さんにとても感謝しております。
自治会に関わることになったキッカケは、こども会の役
員になってからです。入居当時は子どもたちが多く、団地
内だけで４つの子ども会があり、保護者同士が切磋琢磨し
て、地域全体で子育てしたような感じです。今では、その
親たちが年齢を重ねてお互いに見守り合い、笑いながら楽
しんで生活しています。
多世代の方々に『大謝名団地に住んで良かった』
と思え
るような地域づくりが、私の目標です。

‑ 地域の魅力スポット ‑

大謝名団地

【趣味】
うちなー芝居観賞♪

27

自治 会 加 入
店舗をPRす
る地 域 応 援
ステッカー事
業実施中

21

▲令和３年11月実施「地震・津波避難訓練」
災害時の避難場所、避難時の注意点等
を確認します。災害の種類ごとの対応方
法や備えが必要となります。

10

子どもエイサー・道じゅねー♪

今後のスケジュール
6月 各班親睦ミニグラウンドゴルフ（団地内芝生地）

例年、旧盆には子ども達が元
気いっぱいに大太鼓・パーラン
クーを叩き、楽しく踊っています。
その姿はとても可愛く、地域住
民が楽しく交流きる場となってい
ます。

8月 旧盆子どもエイサー・道じゅねー

10月 団地祭り

11月 団地文化祭（展示部）
・団地地震津波避難訓練
※コロナウイルスの影響で、行事日程が変更、中止となる
場合があります。

ー 大謝名団地自治会 T E L：8 9 7 - 3 0 1 0 ー

◀地域に笑顔を運ぶ
『子どもエイサー・道じゅねー』

自治会による防犯灯の設置・管理

地域住民が協力し︑

安 心 して 過 ごせる 地

域を目指しています︒

大 謝 名 団 地 には ︑

様々なサークル活動や

地 域 活 動 がございま

自治会からみなさまへ

すので︑興 味のある方

わせください︒

は︑お気 軽にお問い合

一緒に地域を盛り上

げて行きましょう︒

夜道の安全を守る
防 犯 灯 の 設 置 費・維
持管理費は、
自治会員
からの会 費で賄われ
ています。
自治会加入へのご
理解とご協力をお願い
します。

▲大城 彰悟 書記
ラーメンを食べる事が大
好きです。地域の皆様の笑
顔を増やせるよう頑張ります。

市報
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げです。
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復帰と同時に、１９５８（昭和 ）年から
導入されていたドル通貨も見直され、慣れ
親しんできたドル通貨から日本円に切り
替えられました。切り替えは、各地の金融
機関や市役所の通貨交換所で、復帰した日
の 月 日から 日の 日間かけて、全県
的に行われました。宜野湾でも、普天間・大
謝名・大山・真栄原などの計 カ所の金融
機関と普天間の郵便局で、通貨切り替えが
実施されました。当時は、アメリカのドル
危機のため通常の通貨交換レート（３６０
円）より低い、 ドル３０５円のレートで

−0

を歩く

今月は西普天間住宅地区返還跡地内の
発掘調査で確認された歴史の道（グスクン
ダ）について報告します。

はじめに

歴史・文化遺産

ぎのわん の

1

グスクンダとは？

平成 年にキャンプ瑞慶覧から返還さ
れた西普天間住宅地区には、戦前まで使わ
れていた道が今も残っている場所があり
ます。その一つがグスクンダで、喜友名グ
スクからヤマガー（湧水）へ向かう２００
メートル程の道筋となっています。

グスクンダの発見

グスクンダは、平成 年度に市教育委員
会が実施した分布調査によって、初めて現
地に残っていることが確認されました。そ
の後、令和元年〜令和 年にかけて発掘調
査が行われました。

発掘調査の成果

（お碗などの破片）が出土しているため、少
なくとも２００年程前には現在のような
形になっていたと思われます。
西普天間住宅地区の発掘調査は現在も
行われており、調査成果については、今後
発掘調査報告書を作成して図書館などで
閲覧できるように周知していく予定です。

【問い合わせ】
文化課 ☎８９３ ４４３０

−

ぎのわんの歴史を

のぞいてみませんか？

ア メ リ カ 世 〜 か ら 、ヤ マ ト 世 〜 へ
宜野湾の祖国復帰と世替わり
50

５
６〕

これまでの調査によって、大量の石を敷
き詰めたり、岩盤を削って盛土するなど大
規模な造成工事が行われたことが判明し
ました。石の大きさは、数センチから セ
ンチ程度ですが、石畳のようにきれいに加
工されたものではなく、割ったままの状態
（未加工）で使用されていました。
発掘調査では石の状況を確認するため
にきれいに土を取り除きましたが、この道
が使われていた当時は、石の上に薄く土を
被せていたのではないかと考えられます。
グスクンダがいつ頃造られたのかは断
定できませんが、発掘調査で近世頃の遺物

2022・5・10
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20

1

204

お茶を飲みながら、

5

15

今から 年前となる１９７２（昭和 ）年
交換され、店頭では切り替えに便乗して
月 日、沖縄県は、アメリカ合衆国の 年
ドルを３０５円以上に値上げして商品を
もの沖縄統治から脱却して、念願の祖国復帰
販売し、物価も上昇するなど、経済が混乱
（日本復帰）を果たしました。
しました。経済不安を打開するために日本
軍事的占領支配下の沖縄の民衆が、支配者
政府は、個人保有のドル現金についてのみ
に対して武力による抵抗運動を展開するこ
しせいけん
３６０円との差額補償を行いました。
となく、
施政権を返還させることができたのは、
その後も日本政府は、復帰後から本土と
世界史上特筆に値する出来事でした。そこへ
かくさぜせい
の格差是正のため様々な制度を定め、沖縄
至るまで、沖縄県民は、歴史上かつてない大
の社会整備を進めていきました。
衆運動を展開しました。
現在、私たちが沖縄で日本人として生活で
【
問
い
合
わ
せ
】
きるのは、祖国復帰運動を諦めなかったおか
市立博物館 ☎８７
９３１７
15

〔其の

20

▲ −−− グスクンダのルート

▲ 発掘調査で見つかった道跡

28

3

33

▲ 通貨交換の様子（普天間郵便局） 1972（昭和47）年
『写真集ぎのわん』より

47

27

▲ 祖国復帰要求大行進（愛知） 1969
（昭和44）年
辺戸岬・那覇間を東西2コースで行進した。
『写真集ぎのわん』より

27

茶ぐゎ〜
ゆんたく
5
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ヘリマス』

申 問 保健相談センター
☎898-5583

母子関係の健診・教室
(場所：保健相談センター)

受付時間

新 型コロナによる家 計 急 変 世帯に対し臨 時 特 別 給 付 金
(10万円)の申請を受け付けています
対象世帯 新型コロナウィルス感染症の影響で、令和３年１月以降に収入が
減少し、世帯全員が「住民税非課税相当」の収入となった世帯。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外
※住民税非課税世帯として一度給付を受けた世帯は対象外です。
住民税非課税相当の判定方法 申請時点で、令和３年度住民税が課されて
いる世帯員全員のそれぞれの収入（所得）状況により判定します。
令和３年１月以降の任意の1カ月の収入を12倍した「年間収入見込額」が下
表の非課税相当収入限度額以下となれば支給対象世帯となります。
「年間収
入見込額」が限度額を上回る場合は、１年間の所得で判定します。

8：45～10：45
13：00～14：50

1歳6カ月児健診

2日(木)
22日(水)
24日(金)

13：00～14：50

2歳児歯科検診

16日(木)

13：00～15：00

3歳児健診

1日(水)
15日(水)
29日(水)

13：00～14：50

ふたば母子健康
相談

7日(火)
21日(火)

9：30～10：30

マンマン教室
(離乳食教室)

27日(月)

13：30～

7日(火)
こうのとり倶楽部 14日(火)
21日(火)

13：30～

健康相談(予約制)

受付時間
9：00～11：00

詳しくは市ホームページを
ご確認ください▶

☎898-5583

82.8万

配偶者や扶養親族(計２名)を扶養

168.0万

110.8万

配偶者や扶養親族(計３名)を扶養

209.7万

138.8万

配偶者や扶養親族(計４名)を扶養

249.7万

166.8万

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

204.3万

135.0万

申請方法

申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し下記住所に郵
送にて提出してください。窓口にて申請される場合は事前予約が
必要となります。(事前予約 ☎893-4130)
申請書入手先 臨時特別給付金担当窓口（市役所２階）または市ホームペー
ジよりダウンロード
郵送先 〒901-2710 宜野湾市野嵩1-1-1
宜野湾市役所 福祉総務課 臨時特別給付金担当宛
申請期限 令和4年9月30日 ※詳しくはホームページをご確認下さい▶
問 宜野湾市臨時特別給付金コールセンター
☎050-5443-2575 ( 9：00～17：00※土日祝日を除く)

子育て講座プログラム

8
9
3
4
4
1
1

受講生募集

子育てには楽しい事も多い反面、悩みも多く発生するものです。この講座で
は、子育てに関するヒントによって、子育ての仲間作りや相談しやすい環境を
整えていくことを目的とします。日頃、子育てに奮闘中のお母さん、お父さん、
楽しく子育てをするために、どのような関わりができるのか、一緒に方法を考
えてみませんか。この機会に、ぜひご参加ください。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況により、対面形式かオンライン形式
での開催となります。日程や申し込み方法、講座の詳細は、後日、市ホーム
ページや市公式ＳＮＳなどに掲載します。
講座日程 ７月～（日程調整中）※週１回 全３～４回
内容 子どもの力を引き出す関わり方“エンパワメント”他
対象 市内在住の小学生までの子育て中の方。オンライン開催時、ご自宅に
ZOOM視聴ができる環境のある方。※全講座を受講できる方優先
定員 20人程度
受講料 無料
申 問 児童家庭課（家庭児童相談室） ☎893-4643
市報

2022・5・10

問

申

⁝申し込み先

13：00～15：00

93.0万
137.8万

⁝問合せ

時 間 等 は 、お 問 い
合わせください。

38.0万

単身または扶養親族がいない
配偶者や扶養親族(計１名)を扶養

︵代表︶

のびっこ親子教室 28日(火)

非課税限度額
（所得ベース）

-

19日(日)

非課税相当限度額
（収入ベース）

宜野湾市役所 ☎

乳児一般健診

問 保健相談センター

詳しくはちゅらパーキング制度専用ホームページまで▶

扶養親族等の人数

６月健康カレンダー

毎週火・水曜日
保健相談 (祝日を除く）
センター 毎週月・金曜日
(祝日を除く）

令和４年７月より『沖縄県ちゅらパーキング利用証制度』が始まります。
ちゅらパーキング利用証制度とは、公共施設や商業施設、店舗などに設置さ
れている障害者等用駐車区画を適正にご利用いただくために、障がいのある
人、高齢者、妊産婦などのうち、歩行が困難な方、移動の際に特別な配慮が
必要な方に共通の「利用証」を交付する制度です。
「利用証」の窓口申請は、制度スタートに先立って令和４年５月２日より開始
します。申請・交付窓口は対象者によって異なります。
〇障害者手帳所持者、難病、その他必要と認められる方（けが人等）
▶障がい福祉課 給付係（内線3512）
〇高齢者等 ▶介護長寿課 認定給付係（内線4154）
〇妊産婦
▶健康増進課 すこやか親子係（☎898-5583）

募集・お知らせ

スマート目指す人必見！肥満に悩む方に
おススメの脱メタボ教室を企画しました。
「自分の健康は自分で守る！」を合言葉に、
みんなで一緒に生活習慣病の予防や健康
づくりに取り組んでみませんか？
日時 6/11(土) 9：30～12：00
(9：00受付開始)
場所 保健相談センター ２階ホール
対象 市内在住で20～64歳の運動制限の
ない肥満でお悩みの方
内容 体組成測定で自分の身体をチェック
しながら、自分のやる気スイッチを
入れる教室です。
定員 10人（定員に達し次第締切）
持ち物 動きやすい服装、室内シューズ、
飲み物
参加費 無料
※申込期間は開催日前日まで
※来庁時のマスク着用、手指消毒、事前の
体調確認の協力をお願いします。
その他、日程等詳しくは、ホームページを
ご覧ください▶

沖縄県ちゅらパーキング利用証制度のお知らせ

健康・福祉

﹃健康づくり教室
受講生募集！

8
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健康・福祉

児童手当についての大切なお知らせです。
必ずご確認ください！！

児童手当を継続して受けるためには毎年６月に「現況届」

の提出が必要でしたが、令和４年度より受給者の現況を公
簿等で確認することができない方（以下の【引き続き現況届
の提出が必要な方】に該当する場合）を除き、現況届の提出
が不要となります。
引き続き現況届の提出が必要な方

募集・お知らせ

①配偶者からの暴力等により住民票の住所地が宜野湾市と
異なる方。
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
③離婚協議中で配偶者と別居されている方。
④法人である未成年後見人、施設(里親含む)等の受給者の方
⑤その他、提出の案内があった方
引き続き現況届の提出が必要な方につきましては、５月末
までに現況届の案内の封書を送付致します。６月中に現況
届の提出がされない場合、児童手当の支給ができませんの
で、必ず受付期間内にご提出ください。また、令和４年度より
現況届の提出が不要となった児童手当の受給者の方につい
ても、令和４年度児童手当制度改正についてのご案内を送
付します。詳細につきましてはそちらをご確認ください。
受付期間
受付時間

受付場所

6/1(水)～6/30(木)

※土日・慰霊の日は受付不可
8：30～11：30 13：00～17：00
市役所2階

⑧番窓口

児童家庭課

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での申請
が必須となる方を除き、郵送での提出にご協力をお願いい
たします。
宜野湾市役所 ☎

申 問 児童家庭課 内線3232・3233・3234

﹃いきいき筋力アップ教室』
～65歳からの筋力トレーニング～

いつまでも元気でいるために、自宅で無理なくできる筋力

トレーニング運動やストレッチ、脳トレを学ぶ教室です。ま

8
9
3
4
4
1
1

た、健康に役立つ講話もありますので、身体と心を元気に保

-

つ秘訣を、楽しく学んで実践しましょう。
≪6月≫

︵代表︶

日時
場所

対象

6/7～8/23 毎週火曜日 10：00～12：00 (全12回)

男女共同参画支援センターふくふく
▶市内在住65歳以上の方で介護認定を受けてない方
▶医師から運動制限のない方（医師からの意見書の
提出を求める場合があります）

⁝問合せ

問

▶原則として教室全日程に参加できる方
定員

12人 ※応募多数の場合は、新規の方を優先に抽選

申込期間
⁝申し込み先

申

5/16(月)～5/23(月)

※受付後、窓口にて申込書の記入が必要

各教室の詳しい内容や送迎について等、質問や気になる
点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
※新型コロナウイルスの影響で、延期または中止となる可能
性もありますのでご了承ください。
申 問 介護長寿課

9
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内線4137
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フィットネス教室参加者募集！

運動指導士と一緒に有酸素運動、筋力トレーニング、スト
レッチをバランスよく行い、動ける身体づくりをめざし、運動
の基本を身につけていきましょう。
日時 ①6/1(水) 10：00～11：00
②6/17(金) 14：00～15：00
※当日は、問診・血圧測定等を行いますので15分前までに
お越しください。
場所 保健相談センター 2階ホール
対象 市内在住で運動制限のない方
持ち物 動きやすい服装、室内シューズ、飲み物
定員 15人(定員に達し次第締切)
参加費 無料(事前予約)
※予約期間は開催日1週間～前日まで
※来所時のマスクの着用、手指消毒の実施、事
前の体調確認など、ご協力お願いします。その
他、詳しくはホームページをご覧ください ▶

申 問 保健相談センター

☎898-5583

令和4年度子どもの学習・生活支援事業

家庭環境や教育環境に課題を抱える生活保護世帯や生
活困窮世帯の子どもと保護者を対象に、学習支援（通塾）や
生活支援を行ない、子どもの学習習慣や社会性の習得およ
び将来の自立に向けた基礎を築くことを目的とした、
『福祉
的支援』です。
対象 宜野湾市在住の
①生活保護受給世帯の中学１～３年生
②父母ともに住民税均等割が非課税世帯の中学3年生

募集人数 20人程度
申込期間 6/2(木)～6/15(水) 窓口または郵送にて受付
※郵送の場合は6/15消印有効
※窓口受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00
申込書類 調査票兼申込書（所定の様式をホームページで
ダウンロードまたは福祉総務課にて配布）
※5月16日から配布します
通塾先 市が指定する学習塾（5月16日以降のホームページ
でご確認ください）
通塾までの流れ ①調査票兼申込書の受付終了後に、対象
者を選定し、内定通知書を発行します。 ②採用が内定した
生徒は、希望塾で体験入塾と面談を行い申請書を提出しま
す。 ③塾の受け入れ確認後、決定通知書が発行され、入塾
手続き後に通塾が開始されます。
申 問 福祉総務課

内線3134

『ウォーキングｄａｙ』～健康づくり推進員と一
緒にウォーキングしませんか～
日時 6月の毎週月曜日 9：00～
集合場所 いこいの市民パーク管理事務所近く 東屋
対象 市内在住の運動制限のない方
内容 ストレッチ、美らがんじゅう体操、1時間程度(4～5㎞)
のウォーキング ※受付不要。帽子、日傘、飲み物をご
持参ください。荒天の場合は中止します。
問 保健相談センター

☎898-5583

Health And Welfare News

母子保健推進員募集

障がい者相談支援について

「母子保健推進員」を募集しています。

供や各種機関の紹介、障がい福祉サービスの利用援助、社

対象

任期

会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、権利擁護

市内在住で、子供が好きな方

募集地域

伊佐・嘉数ハイツ・宜野湾・大謝名・上大謝名・

的ケアを必要とする児童（以下、
「医療的ケア児」）が、その

①市の母子保健事業でのお手伝い

連分野の支援を受けられるための体制構築に向けて、昨年

③健診未受診者宅への訪問による受診勧奨
④こんにちは赤ちゃん事業の訪問活動
活動日 ①②あわせて月1-3回程度（調整可）
③④はご自身の時間内で調整
問 保健相談センター

市内在住の20代～40代でお子さんがいる母親
※原則として全日程参加可能な方
おいしくてヘルシーな時短料理のメニューを紹介し、栄
養を生かした料理作りに挑戦します。実習では宜野湾
市食生活改善推進員(食改さん)がサポ－トに入るため、
料理が苦手な方でも安心して実習に取り組めます。
6/3～6/24 毎週金曜日 10：00～13：00(全４回)
1,000円

持参する物 エプロン・三角巾・マスク・筆記用具
8人（定員に達し次第締め切ります）
※託児施設等は設けてないためお子様の参加は不可。
申込期間
場所

5/16～5/27

9：00～16：00（土日祝除く）

保健相談センター（調理室・2Fホール）

申込方法

電話または窓口受付

※新型コロナウイルス感染防止対策を行った上で実施しま
すが、感染症の状況等により人数制限や中止になる場合
があります。予めご了承ください。

ます。対象者へ受診券が送付されますので、早めの予約・受
受診期間 令和4年6月1日～令和5年1月31日
受診できる検診

20歳以上で前年子宮頸がん検診を受診していない方

子宮頸がん検診

40歳以上で前年度乳がん検診を受診していない方

乳がん検診

問 保健相談センター

☎898-5583

(委託相談）沖縄県精神保健福祉会連合会

事務所：地域活動支援センターはぴわん内
住所：宜野湾市普天間１-３-５
☎988-8151

山城 新司

真志喜中学校区

(委託連絡)沖縄県自立生活センター・イルカ
事務所：同事業所内

住所：宜野湾市伊佐４-４-１（1階）
☎890-4890

照屋 正敏

嘉数中学校地区

障がい福祉課自立支援係

住所：宜野湾市野嵩1-1-1
☎893-4411

内線3535

玉元 里佳子

【基幹相談支援体制】
障がい福祉課
(支援内容)

自立支援係

・地域移行、地域定着

8
9
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4
4
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照屋 悟志 古波蔵 尚子

・地域の相談支援体制強化の取組み
☎893-4411

内線3534・3538・3543・3545

玉那覇 育美 泉谷 忠司

問

【医療的ケア児等相談】
障がい福祉課
(支援内容)

自立支援係

・医療的ケア児及びその家族への相談支援
・各関連分野の支援機関との連絡・調整

狩生 志織

申

⁝申し込み先

れているチラシをご確認ください。

普天間中学校区

⁝問合せ

診をお願いします。

6月初旬に送付される受診券と同封さ

川口 香織

︵代表︶

子宮頸がん・乳がん検診は、6月から受診することができ

受診方法や料金などの詳細については、

古堅 広美

成年後見人制度・自立支援協議会

令和4年度子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ

※年齢は令和5年3月31時点

☎917-2678

・権利擁護、虐待・差別防止

☎898-5583

対象者

住所：宜野湾市野嵩1-43-11-101

-

申 問 保健相談センター

【一般相談支援体制】

宜野湾市役所 ☎

定員

ご相談の際は下記の地区担当窓口まで。

事業所：相談支援事業所Pont

す。ママ友と一緒に楽しく料理を作ってみませんか？

参加費

談員（医療的ケア児コーディネーター）」を配置しました。

(委託相談)社会福祉法人ハイジ福祉会

子育て中のママのための時短・簡単！料理教室を開催しま

日時

12月より新たに看護師資格をもつ「医療的ケア児等担当相

宜野湾中学校区

☎898-5583

﹃ママの料理教室』受講者募集

内容

心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関

募集・お知らせ

②毎月の定例会出席など

対象

のために必要な援助等を総合的に行っています。また、医療

真志喜・愛知

令和4年4月～令和6年3月31日までできる方(継続有り)

活動内容

市では、障がいのある方からの相談に応じ、必要な情報提

健康・福祉

お母さんと赤ちゃんが安心して暮らせるようサポートする

・障がいサービス事業所への助言・指導、

研修会等の実施・医療的ケア児等実態調査業務

☎893-4411

内線3533

問 障がい福祉課

内線3545・3538・3534
市報

2022・5・10
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健康・福祉

︻予防接種のお知らせ】子宮頸がん予防ワクチン

子宮頸がん予防ワクチンはHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染を予防します。
※子宮頸がん予防ワクチンは100％がんを防ぐものではありません。併せて、子宮頸がん検診を行うことで、がんを早期発見し
治療につなげます。20歳以上になったら2年に1回子宮頸がん検診を定期的に受けましょう。
子宮頸がん予防ワクチンの期待される効果や予測される副反応等については、ご自宅に送付している封書をご覧いただ
き、接種を受けるご本人もよく理解した上で受けましょう。ご不明な点はかかりつけ医(接種医療機関)にご相談ください。
対象

募集・お知らせ

小学校６年生～高校１年生相当の女子（宜野湾市に住民票がある方）
※通知は接種が推奨されている中学校1年生以上の対象の方にお送りしています。小学校6年生の方で接種を検討され
ている場合、市のホームぺージをご覧ください。
期間 高校1年生に相当する年度の末日（3月31日まで）
※平成18年・19年度生まれの方は、令和7年3月31日まで期間延長
定期予防接種の対象期間中に３回の接種を完了されるためには、概ね６カ月程度かかることから、接種を希望する方は早
めに接種を開始する必要があります。
無料(接種対象年齢および指定医療機関での接種のみ)
※期間を過ぎると全額自己負担(１回17,000円程度)
場所 指定医療機関
回数 ３回【ガーダシル(４価)・サーバリックス(２価)いずれかのワクチン】※ワクチンによって接種間隔が異なります。
料金

︻子宮頸がん予防ワクチンの接種機会を逃した方へ︼

子宮頸がん予防ワクチンの通知を控えていたことにより、接種機会を逃した方に対し、公平な接種機会を確保するために、接
種を受けていない方は従来の定期接種の対象年齢を超えての接種が可能となりました。期間がかぎられていますので、接種を
ご希望の方は早めに医師へご相談をお願いします。
期間 令和4年4月1日～令和7年3月31日までの3年間
対象 平成9年度～平成17年度生まれの女子で、子宮頸がん予防ワクチン(全3回)が完了していない方
※原則として過去に接種歴のあるワクチンと同じ製剤で接種を完了いたします。過去に接種したワクチンの種類
が不明な場合は接種医にご相談ください。
ホームぺージは
詳しくはお手元にある通知書、または市ホームぺージにてご確認ください。
コチラ▶
問 保健相談センター ☎898-5583

宜野湾市役所 ☎
-
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民生委員・児童委員一斉改選
について

令和4年度は、3年に一度の「民生委
員・児童委員の一斉改選」の年です。
地域福祉の重要な担い手となっている
民生委員・児童委員の仲間になって共
に活動してみませんか。
詳しくは、お住いの各自治会、または
下記までお問い合わせください。
問 福祉総務課

︵代表︶
⁝問合せ

問

⁝申し込み先

申

赤十字社資募集増強運動につ
いて
毎年5月は赤十字運動月間です。

月間に合わせ例年、5月1日の出発式
を皮切りに「赤 十字 社資 募 集増強 運
動」を展開し、活動資金へのご協力を
お願いしています。
募集方法 市役所（福祉総務課）また
は最寄りの自治会にて受付
会費 500円以上
寄附金 金額の指定はございません。
※ご協力していただいた方へは「協力
証」を差し上げています。
問 福祉総務課

11

内線3122

市報

内線3122

2022・5・10

令和4年度 宜野湾市育英会奨学生募集（入学準備金 前期）

宜野湾市育英会では、優秀な人材で経済的理由によって修学困難な者に対し学
資を貸与し、優秀な人材を育成することを目的とし、奨学生を募集します。
応募資格
①本人または保護者が本市に3年以上(平成31年6月1日以前から)住民登録がされ
引き続き住所を有する者であること。
②学業・操行ともに優秀(成績評定3.5以上)、健康であって学資の支弁が困難と認
められる者。
③学校教育法に定める大学(大学院および短期大学を含む。通信制は除く)または
同法に定める専修学校のうち修業年限2年以上の専門課程に入学予定の者。
貸与額(無利息) 年額30万円、40万円、50万円からの選択制
募集期間 6月1日(水)～6月30日(木)までに育英会事務局(教育委員会 総務課)
へ提出(土日、祝日を除く)
出願書類 募集要項は5月27日(金)より配布
(「宜野湾市育英会」で検索。出願書類のダウンロード可)
問 市教育委員会 総務課 ☎892-8280

沖縄全戦没者追悼式参加者募集

日程 6/23(木)
集合時間 9：30集合 10：00出発（15：00解散予定）
集合場所 宜野湾市上下水道局駐車場
募集人数 20人(応募多数の場合は先着順となります)
申込期限 6/17(金)
申込先 福祉総務課 総務係
※会場との往復の途中で停車はしませんのでご了承ください。
※飲み物や昼食の準備は各自でご用意をお願いします。
※コロナウイルス感染拡大等、状況により中止になる場合もあります。
申 問 福祉総務課 内線3123

Ginowan Information

令和５年以降の成人式(仮称)
の名称を募集します

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は国民年金の被保険者となり
ます。被保険者が就職・退職・結婚等をした場合は、届出が必要となりますので、
届出先をご確認の上、忘れずに届出をしましょう。
【国民年金の被保険者】
▶第1号被保険者 自営業、学生、無職の方など
▶第2号被保険者 会社員や公務員などで厚生年金に加入している方
▶第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者（夫・妻）
こんなとき
学生、自営業、無職などであるとき
20歳に
なった方 厚生年金に加入している配偶者に扶養さ
れているとき
厚生年金に加入したとき
第1号
配偶者
（第2被保険者）に扶養されるよう
被保険者
になったとき
退職したとき
第2号
被保険者 退職して配偶者（第2被保険者）に扶養さ
れるようになったとき
厚生年金に加入したとき

届出先

届出後の
被保険者種別

日本年金機構が加入の
手続きを行います

第1号

配偶者の勤務先

第3号

勤務先

第2号

配偶者の勤務先

第3号

市役所市民課年金係

第1号

配偶者の勤務先

第3号

勤務先

第2号

市役所市民課年金係

第1号

配偶者の新しい勤務先

第3号

離婚または死別したとき
配偶者が65歳になったとき

第3号
被保険者 配偶者が退職したとき

配偶者の扶養から外れたとき
配偶者が勤め先を変えたとき

※国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除制度（※所得制限有り）がありま
すのでご相談ください。必要な届出および手続きを行わず、保険料を未納のまま
放置すると「老齢年金」や「障害年金」、
「遺族年金」が受け取れなくなる場合が
ありますので注意しましょう。
問 市民課 内線2763・2764

離婚時の年金分割制度について ～請求は原則2年以内です～

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金
とすることができます。離婚後原則２年以内に手続きを行っていただく必要があり
ますので、お早めにコザ年金事務所までご相談ください。
1 ➡□
2
問 日本年金機構コザ年金事務所
☎933-2267 ※自動音声 □
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︵代表︶

マイナンバーカードを申請するとマイナポイントがもらえる！
マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイントに申し
込んでいない方（マイナンバーカードをこれから取得される方も含
みます）

最大
5,000
ポイント

マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みを行った方
（既に利用申し込みを行った方も含みます）

7,500
ポイント

公金受取口座の登録を行った方（公金受取口座の登録自体の開
始は2022年春頃を予定）

7,500
ポイント

申込受付中

2022年6月頃
申込開始予定

2022・5・10

申

⁝申し込み先

対象となる決済サービスは、マイナポイント事業ホームぺージでご確認ください。
宜野湾市では、本庁舎１階とマイナンバーカードセンターの特設窓口で、マイナポイ
ントの申し込みに必要な手続きをお手伝いします。
健康保険証利用と公金受取口座登録にかかるポイント付与は、
決まり次第お知らせします。 マイナポイント事業ホームぺージはコチラ▶
問 総務省マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。
市報

問

⁝問合せ

︻ウエットスーツ製造科】
訓練期間 7/1(金)～9/30(金)
募集期間 5/6(金)～5/27(金)
訓練場所 株式会社オキナワブレッシ
ング(うるま市)
受講料 無料(但し保険料等は自己負担)
問 具志川職業能力開発校
☎973-6680

国民年金の手続きについて ～届出はお済みですか？～

-

障がい者委託訓練生募集

選挙期日 令和4年9月11日(日)
告示日 令和4年9月4日(日)
選挙すべき市長および議員の数 宜野湾市長 1人 宜野湾市議会議員 26人
投票所が変更になります。 第13投票所 長田自治会事務所→長田小学校体育館
問 選挙管理委員会 内線5712

宜野湾市役所 ☎

令 和5年以降の20歳を対 象とした
「成人式」に替わる新名称を募集しま
す。なお、応募の多かった名称を参考に
して、市社会教育委員会などで審議の
上、新名称は最終的に市および市教育
委員会で決定します。
応募資格
平成14年4月2日以後に生まれ、宜野湾
市の成人式(仮)に参加を希望する人
応募方法
市ホームぺージまたは郵送により必要
事項を記入の上、応募してください。
※郵送の際は、新名称、住所、氏名（ふ
りがな）、生年月日、電話番号を記入
の上、市生涯学習課（宜野湾市野嵩
1-1-2）まで郵送してください。
応募期間
6/10(金)まで ※郵送の場合は必着
新名称の発表
市報およびホームぺージで参加者への
案内も兼ねて発表予定
問 生涯学習課 ☎893-4431

宜野湾市長選挙および宜野湾市議会議員選挙の期日について

募集・お知らせ

市営住宅の予想される空き家について、
入居順位を決めるために行うものです。
募集住宅 伊利原市営住宅
愛知市営住宅
受付期間 6/6(月)～6/17(金)
※土日を除く。
受付場所 建築課(市役所別館３階)
応募資格
①令和4年1月31日までに本市に住民
登録し、引き続き居住していること。
②同居または同居しようとする家族が
あること。
※単身入居については下記までお問
い合わせください。
③現に住宅に困窮していること。
④市税を完納していること。
⑤同居する家族の所得を合計した月収
額が次の範囲内であること。
▶一般 15万8千円以下
▶高齢者・身体障がい者等
21万4千円以下
問 建築課 ☎893-4420

健康・福祉

市営住宅空き家待ち入居者募集
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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

健康・福祉

ご芳志ありがとうございました
市育英会への寄附者
寄附
■沖縄県出店業事業協同組合 様
沖縄市在
5万円

募集・お知らせ

市社会福祉協議会への寄附者
寄附
■匿名 沖縄市在
1,000万円
■フクシマガリレイ(株) 様
大謝名在
2万円
■はごろもPMパートナーズ 様
真志喜在
50,270円
■(株)鹿児島銀行 様
鹿児島市在
10万円
(宜野湾整形外科医院 様
による指定寄付)
■匿名

神山在

2万円

香典返し
■比嘉 静江 様 普天間在
故 比嘉 要吉 様
5万円
沖銀スマートアプリ募金
■ぎのわんにじいろ募金 6,900円
■輝け子ども夢希望募金 7,600円

宜野湾市役所 ☎

納め忘れのないよう期限内での納付をお願いします。納付困難な場合は、随時納
税相談を受け付けていますのでご連絡ください。
問 納税課

内線1922～1926・1941～1946

令和４年度 軽自動車税（種別割）のお知らせ

令和４年度軽自動車税（種別割）の税率は下記のとおりです。納期限（５月３１
日）までの納付をお願いします。
１ 原動機付自転車および2輪車等の税率
車種区分

3,600円

原動機付 50cc超90cc以下
自転車 90cc超125cc以下

2,000円

２輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

2,400円

小型特殊自動車(農耕作業用)

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊自動車(その他のもの)

5,900円

２ 4輪の軽自動車等の税率
(1)最初の新規検査から13年を経過した車両のグリーン化特例(重課)
最初の新規検査から13年を経過した3輪以上の軽自動車については、グリーン化
特例(重課)の税率が適用されます。令和4年度は、初度検査年月が平成21年3月ま
での車両が重課の対象となります。
平成27年3月31日ま
平成27年4月1日
でに登録した車両 以後に登録した車両

車種区分
乗用
４輪以上
貨物用

自家用

⁝問合せ
⁝申し込み先

申
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市民図書館ガイド(６月)
☎８９７−４６４６
定例おはなし会
2階 カルチャーホール
4(土)15：30～ としょかんのおにいさん
おねえさん
8(水)11：00～ 読み聞かせボランティア
11(土)14：00～ おはなしの木の会
25(土)15：00～ 読み聞かせボランティア
市報

2022・5・10

7,200円

10,800円

初度検査から13年
経過した車両
12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

3,100円

3,900円

4,600円

３輪

※なお、下記車両については重課税率の適用はありません。
電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動
車・ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車・被けん引自動車
(2)環境性能に応じたグリーン化特例(軽課)
初度検査が、令和3年4月から令和4年３月の軽自動車は、令和4年度の軽自動車
税（種別割）に限り、一定の環境性能を有する場合、その燃費性能に応じたグリー
ン化特例（軽課）の適用があります。
最初の新規検査が令和3年4月1日～令和4年3月31日
車種区分

貨物用

☎896-2548

税率

軽２輪(125cc超250cc以下)

４輪以上

問 消防本部 警防課

車種区分

2,000円

乗用

︵代表︶

問

税率

50cc以下

３輪

ガソリン車・ハイブリット車(※2)

電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(※1)

令和12年度燃費
基準90％達成かつ
令和2年度燃費
基準達成車

令和12年度燃費
基準70％達成かつ
令和2年度燃費
基準達成車

2,700円

－

－

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

1,300円

－

－

営業用

1,000円

－

－

1,000円

2,000円(※3)

3,000円(※3)

-

8
9
3
4
4
1
1

水難事故等の災害から市民の生命、
身体および財産を守る目的で、令和3年
度特定防衛施設周辺整備調整金を活
用し、資機材搬送車を整備しました。
当資機材搬送車は、消防署真志喜出
張所に配置し、潜水重機材取付装置、
サイドオーニング、作業灯等を整備して
おり、速やかな水難救助活動を開始す
ることができます。

※通信料は自己負担となります。

5月31日(火)は軽自動車税(種別割)の納期限です

■困窮世帯を応援しよう募金
5,000円

資機材搬送車を更新しました

☎ 896-2401

自家用

(※1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、または平成21年排出
ガス基準値+10％低減達成車に限ります。
(※2)平成30年排出ガス基準50％低減達成車、または平成17年排出ガス基準
75％低減達成車に限ります。
(※3)乗用営業用のみ対象となります。
(3)軽自動車税(種別割)の減免について
身体障がい者等のために使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合
は、納期限までに減免申請することで軽自動車税（種別割）の減免を受けることが
できます。詳しくは下記へ問合せください。
問 税務課

内線1811～1814

市報に掲載された方で希望者には、写真を差し上げます。

市民会館ガイド(６月)
6/23(木)

開演14：00 ︻入場料︼無料

問い合わせ 沖縄県農業協同組合
☎831-5555

第32回藝能祭
問い合わせ 市文化協会

☎893-5442

※催事は主催者の都合により、日付・
時間・料金が変更になる場合があり

ます。詳しくは主催者までお問い合
わせください。

ブックスタート体験会について

令和2年度以降の9～11カ月乳児検

診において、ブックスタート「読み聞か

せ」を受けていない方・ブックスタート

絵本を受け取っていない方を対象に、
本市選定のブックスタート絵本5冊の読
み聞かせを行います。
日時

毎月第3土曜日

15：00～(30分程度)

場所 市民図書館
対象

0～2歳ぐらいのお子様と保護者

(市内在住の方)

前日17時までに図書館(ブックスタート
担当)までお電話ください。

ボランティアスタッフによる「読み聞か
せ」と子育て相談等を行います。
問 市民図書館

☎897-4646

おいて、くみ取り式便所や浄化槽を廃止
して公共下水道へ接続する方(建物の所

有者)を対象に、工事費の一部を補助金
として交付する事業を行っています。令

すので、ぜひ公共下水道接続について
ご検討ください。

問 市上下水道局お客様センター
(ぎのわん水道サービス合同会社)
☎892-3352(代表)

☎070-3802-1733(直通)

受講生募集

１．開催講座
︻初めての終活講座】
これからの人生を楽しく生きるために、終活に関わる税金・年金・保険・エンディ
ングノート等のテーマについてそれぞれの専門家から学ぶことで、自分らしい生き方
を考えてみよう。
日時 6/8～6/29 毎週水曜日 10：00～12：00（全4回）
場所 中央公民館2階 多目的室
教材費 無料
定員 10人(市内在住または在勤の成人、通話・通信のできるスマホをお持ちの方)
講師 下郡 みず恵(税理士)、矢野 淳子(社労士)、米須 力(ファイナンシャルプ
ランナー)、辻脇 稲子(ファイナンシャルプランナー)
︻更年期を美しく健康に！】
からだの移り変わりは目に見えない。だからこそ「知る」ことが大切です。心とカ
ラダのトリセツとエクササイズを学び、今、そして未来の自分に健康をプレゼントし
ませんか。
日時 6/10・6/17 各金曜日 14：00～16：00（全2回）
場所 中央公民館２階 多目的室
教材費 無料
定員 10人（市内在住または在勤の成人）
講師 仲宗根 美幸（更年期ライフデザインファシリテーター）
２．申し込み方法
申込期間 5/11(水)～5/26(木) 9：00～17：00
※休館日：毎週火曜日
※窓口または電話・メールでお申し込みいただけます。
※申し込み多数の場合は抽選となります。
申 問 生涯学習課

講座のお申し込みは
コチラ▼

☎893-4436

8
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夏休み期間中 小学校プール監視員募集！
勤務場所

市内小学校（普天間小学校除く）
※希望する小学校の勤務とならない場合があります。
勤務期間 7/21(木)～8/31(水)予定 期間中の火・水・木曜日(全体の15日以内)
※行事、荒天、コロナの状況により、プール開放日程が変更または中止
となる場合があります。
勤務時間 9：00～12：00
募集人数 24人
報酬 時給1，000円
条件 (1)市内在住または在勤者優先で18歳以上の方。
（高校生を除く）
(2)健康であること。
(3)期間中、確実に勤務できること。
(4)普通救命講習を必ず受講すること。※全員、勤務時間として受講。
(5)管理マニュアルおよび職員の指導を遵守すること。
申込期間 5/9(月)～6/30(木) 平日8：30～17：15
※履歴書(顔写真付き)を観光スポーツ課窓口(市役所別館2階)に提出
申 問 観光スポーツ課

問

申

⁝申し込み先

詳しくはコチラ▶

中央公民館６月開催講座

⁝問合せ

和4年度の受付を4月より開始していま

☎870-9317（火曜日は休館）

︵代表︶

宜野湾市では、下水道処理区域内に

申 問 市立博物館

-

下水道接続補助金の受付を
4月から開始しています

今年7月1日は、宜野湾市が市に昇格して60周年の日です。市昇格した頃、1960
～70年代の雰囲気が残る街、普天間とコザをめぐり、当時の宜野湾と沖縄について
学びます。
日時 6/26(日) 12：30～16：30 ※受付 12：00～
集合場所 市立博物館
講師 平敷 兼哉（市立博物館 館長）、ほか
定員 10～15人(先着順)
受講料 50円(保険料として)
申込期間 6/5(日)～6/17(金) ※定員に達し次第締め切り
(初日6/5(日)は、午前9時から受付開始)

宜野湾市役所 ☎

※要予約（各回5組まで）

博物館市民講座受講生募集！宜野湾市市制施行60周年記念事業
普天間の街・コザの街 −1960～70年代の街の跡を訪ねて−

募集・お知らせ

6/26(日) 開演13：30 ︻入場料︼1,000円

内線 2411 まで

健康・福祉

第20回通常総会

秘書広報課

☎893-4432
市報

2022・5・10
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4月末現在の人口動態については、大型連休にかかる編集上の都合により、6月号にて掲載いたします。

健康・福祉

海浜公園ガイド(６月)
☎８９７−2751
日付

イベント

会場

1
（水）
～
30
（木）

コロナウイルスワクチン
接種会場

体育館

3
（金）

ゲートボール大会

多目的運動場

4
（土）

フリーマーケット

中央広場

4
（土）

森川保育園 親子遠足 多目的運動場

募集・お知らせ

4
（土）
中頭地区中学校総合体
～5
（日） 育大会 軟式野球競技

アトムホーム
スタジアム
宜野湾

第104回全国高等学校
18
（土）
～
野球選手権沖縄大会
19
（日）
（予定)

アトムホーム
スタジアム
宜野湾

第104回全国高等学校
野球選手権沖縄大会
（予定）

アトムホーム
スタジアム
宜野湾

25
（土）
～
26
（日）

※コロナ拡大感染防止のため、大会・イ
ベント等は中止または延期となる可
能性がございます。
※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。

令和4年交通安全年間スローガン

メインスローガン
守礼の邦 人も車も ゴールドメダル ～美ら島2022～
運転手(同乗者を含む)に対するもの
手を上げる 子どもはあなたを 信じてる
歩行者・自転車利用者に対するもの
スマホじゃない 見るのは前でしょ 周りでしょ
中学生以下に対するもの
とうげこう よそみ おしゃべり きけんがいっぱい
毎月１日は、
「飲酒運転の根絶運動の日」、
「交通安全県民の日」
毎月20日は、
「県民交通事故０の日」
令和3年度交通人身事故の発生件数
発生件数 2,783件 死者数 26人 負傷者数 3,319人

九州一斉 住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン
後援：総務省消防庁

住宅火災による被害のさらなる軽減を目的として、九州の
各消防本部が一斉に住宅用火災警報器の設置の徹底および適
切な維持管理の周知を行う取り組みを行います！
期間 令和4年6月1日を含む前後一週間
今年の宜野湾市は、5月26日(木)から6月7日(火)までの期間実施します！

設置済みのご家庭も
10年たったら取り替えを！

相談案内 宜野湾市役所
☎８９3−4411
女性相談(福祉・DVなど) 月～金 8：30～17：15 児童家庭課
女性一般(相談)
人材育成交流センターめぶき

月～金 8：30～17：15 児童家庭課

おきなわ子ども虐待 月～金 17：15～翌8：30
886-2900
ホットライン
土日祝日 終日

-

生活の困りごと相談 月～金 9：00～17：00

保護課

ふれあい相談室 社協 月～金 9：00～16：00 896-2020

︵代表︶
⁝問合せ

問

⁝申し込み先

申

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)

月～金 10：00～16：00
(12：00～13：00は除く)

人権困りごと相談所 第3木 13：30～16：30
不動産無料相談(要予約) 第4火 13：30～15：30 生活安全課
消費生活相談

月～金 10：00～16：00
(12：00～13：00は除く)

行政相談

第4木 14：00～16：00

教育相談
はごろも学習センター(支援係) 月～金 9：30～16：00 893-5073
適応指導教室[若葉教室] 月～金 9：00～17：00 893-8859

職業相談(ふるさとハローワーク)
地域職業相談

15

水 13：30～16：30
生活安全課
金 13：30～15：30

市民相談
市民相談

市報

Ａ
B
回答は
コチラ▶

C

福祉相談

無料法律相談

下の図は麻雀で使用する〈牌(パイ)〉ですが、A列・B列・
C列の牌はそれぞれ何と呼ぶでしょうか？

月～金 9：30～17：00 893-5588
2022・5・10

※美ら島おきなわ文化祭2022
問 生涯学習課

☎893-4435

全日本健康マージャン交流大会ＰＲ活動

３手詰め ヒントは、
「 香車がいることを忘れずに」
4

3

桂

家庭児童相談室

月～金 10：00～17：00 896-1215

健康マージャン初心者向け問題

2

【持ち駒】なし

1

玉

宜野湾市役所 ☎
8
9
3
4
4
1
1

家庭・児童・女性相談

クイズに
答えてね！

一

角
香

二
三
四
五

実践！
詰将棋

︻出題者】
渡慶次 勇太君(宜野湾中1年)
豊田塾宜野湾将棋道場
初段
宜野湾市子供将棋
サークル出身。
第20回全国小学生倉敷王将戦
沖縄県代表。

解答及び詰将棋の
ルールについては▶

市報ぎのわん

Ginowan

生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、

愛犬
登録
愛犬の登録と年一回の
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射を
受けさせましょう!!

毎年１回の狂犬病予防注射を受けさせることが
義務付けられています。

令和４年度狂犬病予防集合注射を自宅近くの
公民館を会場に、下記の日程で実施します。

～ 令和４年度 狂犬病予防集合注射 日程表 ～
１回目

5月22日（日）

実施場所

２回目

実施時間

5月29日（日）

実施場所

令和４年（2022）
５月号 No.722

中原区公民館

9:10～10:10

愛知区公民館

10:30～11:30

長田区公民館

13:00～14:00

宜野湾区公民館

14:20～15:20

我如古区公民館

15:40～16:40

３回目

実施時間

上大謝名公民館

6月12日（日）

実施場所

実施時間

野嵩１区公民館

9:10～10:00

大謝名区公民館

10:30～11:30

野嵩２区公民館

10:15～10:45

伊佐区公民館

10:30～11:30

嘉数ハイツ公民館

13:00～13:30

野嵩３区公民館

11:00～11:30

※大山区旧公民館

13:00～14:00

嘉数区公民館

13:50～14:50

普天間１区公民館

13:00～13:50

真志喜区公民館

14:20～15:20

真栄原区公民館

15:10～16:10

普天間２区公民館

14:10～14:40

宇地泊区公民館

15:40～16:40

普天間３区公民館

15:00～15:30

※新城区自治会仮事務所

15:50～16:40

￥3,400
￥6,400）

《手数料内訳》
予防注射手数料

４回目

実施時間

9:10～10:10

※大山区は旧公民館跡地で、新城区は仮事務所で行います。
※各自治会の案内は右のQRコードから確認できます。

注射手数料
（ 新規登録の方

6月5日（日）

実施場所

¥2,850

■

注射済票手数料

¥550

登録手数料 ※新規登録のみ

¥3,000

編集・発行 宜野湾市秘書広報課
〒901-2710 宜野湾市野嵩一丁目1番1号
☎（098）893-4411（代表）

《再交付手数料》
犬の鑑札再交付

¥1,600

注射済票再交付

¥340

喜友名区公民館

9:10～10:10

各自治会案内▶

★集合注射でのお願い★

・現金かつ釣り銭がないようご準備ください。
・事故を防ぐため、犬を押さえられる方が連れて来てください。
・咬む恐れがある犬、体調が悪い犬や注射を嫌がる犬は、行きつけの動物病院での接種をお願いします。
・問診票（ハガキに記載）は事前に記入してください。※新規の場合は会場にて確認ください。
・犬の糞尿は飼い主が片付けてください（ビニール袋やちり紙などを持参してください）。
・注射後2～3日は激しい運動やシャンプー等は控えるようにしてください。
※愛犬の「登録がまだの方」、愛犬の登録情報に変更（死亡・行方不明・住所変更・譲渡等）がある場合は、
市への登録、変更手続きが必要となりますので、環境対策課（環境指導係）までお越しください。

ご来場の際は新型コロナウィルス感染拡大防止の
ご協力をお願いします。

5月30日は

ごみゼロの日！

問い合わせ

環境対策課

☎893-4411

内線2612・2613

４Ｒ Refuse
Reduce

宜野湾市のごみ
令和2年度の家庭から出るごみの量

年間約20,533トン
（1日1人あたり約561㌘）

「紙類」を分別しよう!!
小さな紙きれや使用済みの封筒などは・・・
①まとめて ⇒ ②はさんでリサイクルしましょう

（リフューズ）無駄なものは買わない
（リデュース）ごみを減らそう

Reuse（リユース）くり返し使おう
Recycle（リサイクル）再び資源として利用しよう
家庭から出る燃やすごみのうち、紙類は3割、生ごみは4割を
占めていると言われており、燃やすごみのほとんどの量に当
たります。この2種類のごみを、資源化・減量化することによ
りごみの大幅な削減が出来ます。

〜 生ごみは処分前に『もう一絞り』〜
○宜野湾市では、生ごみのもう一絞りを推奨しています。
○生ごみの約70～80％が『水分』といわれています。
○処分前に『もう一絞り』することで減量を行うことができます。

◯

×
■
印刷 株式会社 沖産業
☎（098）898-2191

目的

ごみの
減量化

生ごみの削減・腐敗の防止、また水分を減らすことで処理にかかるエネルギーも減らすことができます。
◎生ごみは、水分を多く含んでいます。あとひとしぼり水を切るように心がけてみましょう！
◎ 紙類・びん・かん・ペットボトル・草木などは資源ごみで出しましょう！
資源として収集し、ごみの減量・リサイクルの推進を図ります。

ごみの不法投棄は、法律で禁じられています。絶対にやめましょう！！
問い合わせ

環境対策課

不法投棄は
絶対ダメ！！

☎893-4411

内線2625

