








広告のご用命は、（有）サン印刷　TEL.098-889-3679（代表）まで

健康子育てマチイロ マイ広報誌

　仕事や生活、家族などの悩みごとに関する相談会です。

日　時　3月23日（水）午前10時～午後4時

場　所　市役所　地下２階　大ホール

相談料　無料（要予約）

くらし・しごと なんでも相談会

　総務大臣から委嘱された行政相談委員が相談に応じます。

　国等の仕事（行政）について、ご意見・ご要望等をお気軽

にご相談ください。

日　時　3月16日（水）　午後2時～午後4時

場　所　沖縄市福祉文化プラザ

対象者　市内在住の方　　相談料　無料

行政相談会

沖縄市役所　TEL.098-939-1212（代表）

お問い合わせ／

総務省沖縄行政評価事務所 TEL.098-867-1100

行政苦情110番（全国統一番号） TEL.0570-090110

市民生活課（内線2212）

お問い合わせ（申込）／

沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンター　

TEL.098-923-3624

まごころサポート 沖縄みやぎ店（沖縄市一番街）
9：00～18：00（土日祝も受付中）　沖縄市中央１丁目４－１４ 大丸商店 1F／フリーダイヤル 0120-849-134（お店コード19037）

生活まわりのちょっとしたお手伝い

人生100年 暮らしのお手伝い

20分500円～

快適な暮らしのために！！プロにお任せ 見積無料

●電球交換　●家の中のお片付け

●重い物の移動　●高い所の作業

家族にも頼みづらいそんな時こそ！

●内装・外装リフォーム　●ハウスクリーニング

●草木の伐採・剪定・草刈り

●壁や路面の高圧洗浄

長く住める家づくり 予算に応じて対応

お問い合わせ（申請）／

環境課（内線2223～2226）

生ごみ処理器機等補助制度

交付予定額に到達次第、受付を終了します。

補助金額　購入額の半額

処 理 機：上限30,000円

処理容器

（コンポスト）
：上限 3,000円

処理菌等：上限 1,500円

申請方法

　販売指定店（※）で商品を購

入する前に、申請書及び見積

書等を環境課へ提出。

　販売指定店以外で商品を購

入した場合や、購入後に申請

した場合は補助金の交付を

受けることはできませんの

でご注意ください。

※販売指定店や資格要件な

ど、詳しくはお問い合わせく

ださい。

沖縄市
公式ホームページ

▶▶

　身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方で、次の要件に該当する方は、認定を受けた日以降の医療費（診療の翌月から1年

以内）について助成を受けることができます。

対象者　沖縄市内に住所を有し、医療保険各法の被保険者または被扶養者である次のいずれかの手帳を持つ方

　　　　●身体障害者手帳１級・２級　●療育手帳Ａ１・Ａ２　

　　　　●身体障害者手帳３級かつ療育手帳Ｂ１

※受給者と扶養義務者の所得が一定額を超える場合は該当しません。

　　　　※生活保護受給者は対象外です。　

　　　　※こども医療費助成の外来の支給対象期間は対象外です。

新規登録に必要な書類

　①身体障害者手帳または療育手帳　②本人の健康保険証

　③通帳（本人名義）　④印鑑（認印可、代理申請の場合は代理人も必要）

　※他市町村からの転入の場合は、所得課税証明書が必要です。

　　詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ／

障がい福祉課 （内線 3157・3158）

重度心身障がい者（児）医療費助成の申請
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広告のご用命は、（有）サン印刷　TEL.098-889-3679（代表）まで

沖縄市の｢今｣がわかる

WEBサイト・SNS 沖縄市 メルマガ

全国統一防火標語　

「おうち時間　家族で点検　火の始末」

　この運動は、尊い命と大切な財産を

火災から守ることを目的として実施さ

れているものです。

　みなさまも期間中に、ご家庭の防火

対策の確認や、住宅用火災警報器の作

動テストなどを行いましょう。

期　間　3月1日（火）～7日（月）

春の全国火災予防運動

　この制度は、国がつくった従業員の退職

金制度です。条件を満たしている中小企業

であれば、どなたでも加入できます。

　ご利用になれば、安全・確実・有利で、し

かも管理が簡単な退職金

制度が手軽に作れます。

　対象となる企業など、詳

しくはお問い合わせいた

だくか、公式ホームページ

でご確認ください。

中小企業退職金共済制度

　20歳以上の方は、学生であっても国民年金保険料の

納付義務がありますが、ご本人の前年所得が基準以下の

場合、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が

あります。

　保険料を納められないときは、未納のままにせず学生

納付特例を申請しましょう。

◆学生納付特例制度のメリット

・老齢基礎年金を受け取るための必要な期間（受給資格期

　間）に算入されます。

・病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取

　ることができます。

◆対 象 者

　学校教育法に規定する大学（大学院）、短大、高等学校、高

等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校（修業年

限が１年以上の課程）に在学する学生等

◆申請に必要な書類

①身分証明証書

②学生であることを証明する書類

  （学生証の写しまたは令和4年4月1日以降発行の在学証

　 明書の原本等）

※学生証の有効期限にご注意下さい。

≪代理人が申請する際の必要書類≫

・代理人が同一世帯の場合：上記②、代理人の身分証明書

・代理人が別世帯の場合：上記②、代理人の身分証明書、

　委任状

「学生納付特例申請」は、申請時点の2年1か月前の月分ま

でさかのぼって申請することができます。

詳しくはお問い合わせください。

「令和4年度 学生納付特例申請」の受付が4月1日より始まります

お し ら せ くらし 募集 講座 催し

お問い合わせ／
沖縄市消防本部 警防課
TEL.098-929-0900

令和4年1月の
消防活動状況

救急出場件数　638件

救急搬送人員　523人

火災出場件数　　5件

救助出場件数　　3件

～救急車の適正利用に

ご協力をお願いします～

お問い合わせ／

消防本部 予防課

TEL.098-929-0901

お問い合わせ／
独立行政法人 勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
TEL.03-6907-1234

（電話受付 午前9時～午後5時　土日・祝日を除く）

お問い合わせ（申請）／コザ年金事務所 TEL.098-933-2267

　　　　　　　　　　市民課　国民年金担当（内線2133・2134）

中小企業退職金
共済事業本部

公式ホームページ

日本年金機構
公式Twitterも
ご覧ください
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広告のご用命は、（有）サン印刷　TEL.098-889-3679（代表）まで

健康子育てマイ広報誌マチイロ

●建物の所有者等は、建物・敷地・擁壁・門塀等を常
　時安全な状態に維持する責任があります。特に
　落下物やブロック塀等の倒壊は、他者を巻き込
　む重大な事故に繋がりますので、専門機関へご
　相談ください。
●昭和56年5月以前に建築確認を受けた建物は耐
　震性が低いため、耐震診断や建替え等について
　専門機関へご相談ください。

●カーポート・洗濯物干場・プレ
　ハブ小屋などを建てる前は、原
　則、建築確認が必要です。不適
　法で撤去が必要な場合もあるた
　め、事前に建築指導課へご相談
　ください。

　「建築物防災週間」は、建築物の防災対策や、災害対策の強化を目的に、全国的に実施しています。

建築物防災週間  建物の定期点検を行いましょう！
令和３年度春季の期間
3月１日～7日（予定）

沖縄市役所　TEL.098-939-1212（代表）

お問い合わせ／上下水道局  総務課  TEL.098-937-6211（内線 4001）

　沖縄市上下水道局の安心で安全なおいしい水のPR活動をしてみませんか。
　上下水道局では市民の皆さまからのご意見・ご要望をお伺いするため、水道モニターを募集します。お気軽にご応募く
ださい。

沖縄市上下水道局  第12期水道モニター

活動内容　●モニター会議への出席
　　　　　 （年2回程度、平日の昼間に開催）
　　　　　●浄水場やダムの見学 （年1回予定）
　　　　　●水道広報活動への協力  など
任　　期　委嘱日から令和6年3月31日まで
報　　償　会議に出席 ： 1会議2,000円
　　　　　レポート提出 ： 1回1,000円

申込資格　●市内在住の満18歳以上の方
　　　　　●平日の昼間に開催する会議等へ参加できる方
　　　　　※公務員は不可
定　　員　6人 （申込多数の場合は上下水道局が選任）
申込方法　電話 （午前８時30分～午後５時15分）
　　　　　※土日・祝日を除く
申込期間　3月1日（火）～4月28日（木）

お問い合わせ／
専門機関  NPO法人 沖縄県建築設計サポートセンター  TEL.098-879-1020
建築指導課（内線 2654）
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広告のご用命は、（有）サン印刷　TEL.098-889-3679（代表）まで

中部営業所

〒904-0012 沖縄市安慶田1-3-5 1F-C

TEL.098-923-5857・FAX.098-889-4282

各種印刷物の
ご用命は

詳しくは
LINE公式から

学生服リユース
中古学生服を販売しています！
試着もできますので安心です！

着なくなった学生服お譲りください！
学生服を必要としている子供たちが

たくさんいます。

【お問合せ】

TEL. 090-6860-3755

子ども応援団笑びん 沖縄市美原1-１８-１

※お譲りいただける方は、笑びんまでご連絡ください。

沖縄市の｢今｣がわかる

WEBサイト・SNS 沖縄市 メルマガ

お し ら せ くらし 募集 講座 催し

お問い合わせ（申込）／平和・男女共同課（内線 2216）

日時　３月24日（木）午後２時から 場所　沖縄市役所  地下１階  入札室

お問い合わせ／選挙管理委員会事務局（内線 2057）

お問い合わせ（申込）／
公益財団法人 沖縄市育英会事務局

（沖縄市役所 地下１階）
TEL.098-938-5520

　沖縄戦の悲惨な体験や教訓を次世代へ伝えてい
くとともに、平和な社会を創造していく人材の育
成を目的に募集します。
　市内中学校から推薦された中学生と一緒に、研
修等を通して平和について学びます。

　投票日に、各投票所で公正に投票が行われるよう立ち合う方を募集します。

※貸与生又は、保護者の市民税・固定資産税の合計額が30万円
　以上の納税者や他の奨学資金を受けている方は該当しません。 
　詳細は、事務局へお問い合わせください。

令和４年度

沖縄市社会人平和大使募集

立会日時　選挙当日  4月24日（日） 
　　　　　午前6時40分～午後8時30分
報 酬 額　21,800円 （説明会参加分を含む）
応募資格　沖縄市に住所を有する18歳以上の方
応募期限　3月24日（木）
　　　　　※郵送の場合は期限当日の消印有効

応募用紙　選挙管理委員会事務局で配布
　　　　　＊市公式ホームページから
　　　　　　ダウンロード可能
応募方法　応募用紙を選挙管理委員会
　　　　　事務局へ持参、又は郵送
募集人数　44人
　　　　　（応募者多数の場合は抽選）

研修期間　4月～令和5年2月
研修内容　●沖縄戦に関する座学
　　　　　●戦跡等のフィールドワーク
　　　　　●県外研修 （長崎県：8月9日～11日）
対　　象　次の全てに該当する方

応募人数　3人
書類配布　●平和・男女共同課窓口
　　　　　●市公式ホームページからダウンロード
募集期間　3月16日（水）まで

1. 20歳以上の沖縄市在住者
2. 全ての研修に参加できる者
3. 市税等を滞納していない者
4. 現に本市職員でない者
5. 過去に平和大使に任命のない者

対 象 者　大学等入学後、経済的理由で修学困難な方
　　　　　※専門学校（2年以上）も対象となりました。
貸 与 額　県内大学等

　　　　　月額（3万円・4万円・5万円）選択
　　　　　県外大学等

　　　　　月額（5万円・6万円・7万円）選択
申込期間　4月4日(月)～28日(木) ※期間厳守
　　　　　午前9時～午後4時
　　　　　（金土日・祝日を除く）

①学資貸与申込書(指定様式)
②市県民税（課税）証明書
③固定資産公課証明
④戸籍謄本
⑤住民票抄本

⑥在学証明書
⑦学業成績証明書（最近のもの）
⑧推薦書（指定様式）
⑨健康診断書（３カ月以内）
⑩その他育英会の指示する事項

対象枠を拡充！

令和4年度  学資貸与生募集（若干名）

沖縄市長選挙投票立会人募集

申込書類

（連帯保証人は保護者以外に１人必要）

沖縄市長選挙立候補予定者説明会

4月24日は
沖縄市長選挙
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健康子育てマイ広報誌マチイロ

沖縄市役所　TEL.098-939-1212（代表）

お問い合わせ（申込）／沖縄市立図書館
TEL.098-929-4919

　今年は、沖縄本土復帰50周年の節目の年。知ってるよ
うで知らない「コザの歴史」を、一緒に学んでみませんか。

講演会「コザの時代を考える」

講　 師　恩河 尚 氏 （沖縄国際大学 非常勤講師）
日　 時　3月5日（土） 午後３時～４時30分　
場　 所　沖縄市立図書館まなびの部屋　
定　 員　50人
方　 法　電話または図書館カウンターで直接

講　　師　北村 毅 氏（大阪大学大学院文学研究科准教授）

主　　催　大阪府豊中市
日　　時　3月26日（土） 午後2時～3時30分
開催方法　Zoomによるオンライン開催
対　　象　市内在住の方
定　　員　20人 （先着順）
申込期間　3月15日（火）まで
申込方法　平和・男女共同課へメール
　　　　　E-Mailアドレス a32heiwa@city.okinawa.lg.jp
記載事項　件名に「3月26日講演会申込」、本文に氏名・電
　　　　　話番号・メールアドレスを記載。後日、主催者か
　　　　　ら視聴に必要なパスコードがメールで届きます。
※お申込み後、視聴パスコードをメールでご案内するため、
　主催者へ記載事項を提供することをご了承ください。

講　　師　仲田 晃子 氏（ひめゆり平和祈念資料館 説明員）

豊中市・沖縄市兄弟都市交流事業　
生き残ったひめゆりの生徒たち
－ 戦争体験を抱えて生きる －

お問い合わせ（申込）／沖縄市立郷土博物館  TEL.098-932-6882  E-mail bunkafukyu@city.okinawa.lg.jp

お問い合わせ／沖縄市男女共同参画センター 
TEL.098-894-6175  E-mail a32sankaku@city.okinawa.lg.jp

　女性たちが集落の繁栄を願い、円陣になり歌い踊る伝
統行事「ウスデーク」。市内に古くから続く「ウスデーク」
について、映像等を交えながら紹介します。

沖縄市立郷土博物館 文化財講座

講 　師　平良 徹也 氏 
　　　　（沖縄県立芸術大学芸術文化研究所共同研究員）
日　 時　3月26日（土） 午後2時～4時
場　 所　市役所 地下2階 大ホール
定　 員　60人 （事前申込制・先着順）

講　　師　佐脇 広平 氏 ・ 稲嶺 航 氏 （共にてぃーだあみ共同代表）
日　　時　3月5日（土） 午前10時～11時30分
開催方法　Zoomによるオンライン開催
　　　　  （センターにて視聴も可能・定員あり）
　　　　　＊Zoomは 、ビデオオフ、ミュート（お顔が表示
　　　　　　されない、声が入らない）の状態で参加できます。
対　　象　市内在住・在勤・在学の方
定　　員　オンライン15人  参画センターにて視聴8人 ※先着順
申込方法　電話またはメール （参加ID・パスコードをご案内します）
　　　　　メール記載事項　件名に「3月5日講座申込」、
　　　　　本文に氏名を記載 （ニックネームや仮名でも可）

※オンライン環境とZoomへの接続設定は各自でご準備ください。

申込方法　電話・メール   申込期限　3月25日（金） 午後5時
記載事項　講座名（「越来の文化財めぐり」の場合は希望時間）・氏名・連絡先

　社会的関心が年々高まるLGBTQを含む性の多様性につ
いて、基本的な知識のおさらいから、当事者の悩みや困り
事、必要な支援や今後の課題について学びます。
　講話を通して「LGBTQだから」ではなく、「その人自身を
みる事」について考える講座です。
　オンライン開催のほか、沖縄市男女共同参画センター 3
階会議室にて視聴もできます。

オンライン講座
『はじめてのLGBTQ講座』

沖縄市のウスデーク
－見つめなおす伝統、女性たちのまつり－ 　越来グスクやウスデークで廻る拝所をはじめ、越来地

域の歴史を今に伝える文化財をめぐります。

講　　師　縄田 雅重 氏（沖縄市立郷土博物館 学芸員）
日　　時　3月27日（日）
　　　　　①午前10時～12時　②午後2時～4時
　　　　　＊① ②同じ内容です。どちらかにお申し込みください。
集合場所　越来小学校 地域連携室
　　　　　※駐車場に限りがあるため、公共交通機関を
　　　　　　ご利用ください。
定　　員　各20人（事前申込・先着順）

歩っちゅん、越来  －越来の文化財めぐり－
あ ギーク

プログラム

対 談  「戦争体験を“語り継ぐ”とは」

豊中市と沖縄市の交流について

ひめゆり学徒隊の〈戦後〉を考える
-ひめゆり平和祈念資料館の取り組み-

お問い合わせ
講座内容に関すること／豊中市役所 人権政策課
人権平和センター  TEL.06-6841-1313
申込みに関すること／平和・男女共同課
TEL.098-939-1212 （内線 2218）

平和・男女共同課
メールアドレス
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沖縄市の｢今｣がわかる

WEBサイト・SNS 沖縄市 メルマガ

お し ら せ くらし 募集 講座 催し

　生活の中でできるマッサージで免疫力ＵＰ！
　咳や夜泣きなどの対処法を学べます。

親子で免疫力UP講座

講　　師　辛島 玲美 氏
日　　時　3月4日（金）・11日（金）・18日（金）〔全3回〕
　　　　   午前10時30分～11時30分
場　　所　沖縄市あげだ児童館
対　　象　3か月～就学前のお子様と母親
定　　員　母子6組
申込方法　電話または直接

お問い合わせ／沖縄市あげだ児童館　
TEL.098-934-4643

お問い合わせ（申込）／介護保険課（内線 3091）

　東京オリンピック出場選手による「走る楽しさを学ぶ」が
モットーの教室で、元気に楽しく走って学べる90分です。
　子ども達の発育発達を考慮し、低学年と高学年に分かれそ
の年代に必要なトレーニングを実施します。

寺田明日香のかけっこ教室 in 沖縄

講　　師　寺田 明日香 氏 （女子100mハードル選手）
日　　時　3月26日（土） 午後2時～3時30分
場　　所　コザ運動公園陸上競技場
対　　象　沖縄市の小学生
定　　員　50人 （申込多数の場合は抽選）
参 加 費　2,000円
申込期限　3月15日（火）

お問い合わせ（申込）／一般社団法人 A-START
TEL.080-7974-1920 （担当：オグラ）

　認知症介護で、疲れやストレスを感じていませんか？
　家族の介護ストレスを軽減するには？
　認知症介護のポイントや、イライラの対処法を紹介します。

認知症の人と家族の会
「認知症介護におけるストレスと
の付き合い方」

講　 師　山内 洋勝 氏
　　　　（認知症の人と家族の会  中部地区会代表世話人）
日　 時　3月25日（金） 午後1時～3時
場　 所　沖縄市社会福祉センター
定　 員　8人 （定員に達し次第締切）

お問い合わせ／コザ運動公園総合受付
TEL.098-932-0777

　「健康と生きがいのある元気なまちづくり」がテー
マの教室です。
　体を動かしながらコミュニケーションをとり、み
んなで一緒に楽しく過ごしましょう！ 

コザ運動公園 がんじゅう教室

日　 時　毎週月曜日  午前9時30分～11時
　　　　 3月  7日  カローリング／陸上競技場 会議室
　　　　 3月14日  ボッチャ／陸上競技場 会議室
　　　　 3月21日  カローリング／陸上競技場 会議室
　　　　 3月28日  ノルディックウォーキング／陸上競技場
場　 所　コザ運動公園
参加料　1回1人100円 （当日受付） ＊随時募集

申込フォーム
QRコード▶▶▶

【各講習共通】　場所  消防署（美里）　定員 8人　受講料  無料

お問い合わせ（申込）／沖縄市消防本部 警防課  TEL.098-929-0900

日　 時　① 3月3日（木）  ② 3月10日（木）　③ 3月17日（木）　
　　　　 ④ 3月24日（木） 午後2時～5時

◆普通救命講習Ⅰ
　成人に対する心肺蘇生、AEDの取扱い、止血法などを学びます。

日　 時　3月22日（火） 午後2時～5時

◆普通救命講習Ⅲ
　乳幼児・小児に対する心肺蘇生、AEDの取扱い、止血、異物除去
などを学びます。

◆上級救命講習 （未定）
　乳幼児・小児・成人に対する心肺蘇生、AEDの取扱い、止血、外
傷手当、異物除去、搬送法などを学びます。　　

対　 象　e‐ラーニングweb講習を受講された方
　　　　 で普通救命講習Ⅰの内容を学びたい方
日　 時　3月1日（火） 午後2時～4時　

◆e-ラーニング実技講習Ⅰ
　心肺蘇生（主に成人を対象）実技、AED取扱い、
異物除去、止血などを学びます。

◆e-ラーニング実技講習Ⅲ
　心肺蘇生（主に小児・乳児・新生児を対象）実技、
AED取扱い、異物除去、止血などを学びます。

対　 象　e‐ラーニングweb講習を受講された方
　　　　 で普通救命講習Ⅲの内容を学びたい方
日　 時　3月8日（火） 午後2時～4時

応急手当講習会

29




