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　沖縄市農業青年クラブの会長を務める仲宗根裕人さんにお
話を伺いました。同クラブは、「自主的に活動を行うことでクラ
ブ員の親睦を図り、農業の近代化と発展に貢献すること」を目
的に、昭和50年に結成された青年農家の集まりです。
　クラブ員は研修や他の団体との交流、沖縄市産業まつり等
各種イベントへの参加など積極的に活動しています。また、自
らの農業技術を向上させると共に、長い期間使われずに荒れ
てしまった農地の整備も行っているほか、市内の小学校や学
童、保育園、こども食堂のこどもたちに対して農業体験・食育
活動を行うなど、幅広い活動で地域に貢献しています。
　仲宗根さんは「クラブ員一人一人の栽培技術や農業機械技
術の向上を図り、沖縄市の農産物生産量を増やしていきたい」
と話しています。

（取材：太田 周作）

防災まめ知識

　地震などの災害の発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった際に、電話や
インターネットを利用して被災地の方の安否確認を行う「声の伝言板」です。 

お問い合わせ／防災課　TEL.098-939-1212（内線 2047・2349）

お問い合わせ／農林水産課　TEL.098-939-1212（内線 3233）
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～「災害用伝言ダイヤル」について学ぼう～ 情報元：NTTホームページ

  仲宗根  裕人 さん
（沖縄市農業青年クラブ会長）

なかそね          ひろと

まちの話題 ～若手農家の技術向上に向け日々取り組む人～

●災害用伝言ダイヤルってなに？

　災害発生時、以下のような手順でご利用できます。
●どうやって利用するの？

　NTTでは、災害発生に備えて利用方
法を事前に覚えていただくことを目的と
して、体験利用提供日を設けています。
災害時のスムーズな安否確認の練習とし
て、ぜひ活用してみましょう。

・毎月1日及び 15日、1月1日～3日（0：00～24：00）
・1月15日 9：00～ 1月21日 17：00
・8月30日 9：00～ 9月5日 17：00

【お問い合わせ】災害用伝言ダイヤルについて／
NTT 西日本（右側のQRコードから閲覧可能）
https://www.ntt-west.co.jp/dengon 

●実際に体験してみよう！

【体験利用提供日】

※携帯電話やPHS等からのご利
用について、ご契約内容によって
は対応していないことがあります。
通話料に関する情報も含め、ご契
約の各通信事業者にお問合せ下
さい。

沖縄市社会福祉協議会
権利擁護係
TEL.098-937-3385

成年後見専門相談
司法書士、弁護士、社会福祉
士等による相談

第1木曜日
14：00～16：00
※要予約

母子健康相談
乳幼児や妊産婦の健康・
子育てに関する相談

毎週月～金曜日
9：00～16：00
※要予約

こども相談・健康課
TEL.098-939-1252

相談無料／相談者のプライバシーは保護されます。

市民相談
日常生活における心配や
悩みごと、市への意見・
要望・苦情など

毎週月～金曜日
（木曜日午後は電話相談のみ）

9：00～12：00
（受付11：45迄）

13：00～17：15
（受付16：45迄）

市民相談室
内線 2067・2068
（木曜日午後の予約
  受付は電話のみ）

毎週月～金曜日
        9：00～12：00
13：00～16：00

毎週月～土曜日
  9：30～16：00

あけぼの
子育て支援センター
TEL.098-933-9330

たんぽぽ広場
TEL.098-934-3568

相談内容 相談日時 お問い合わせ先

子育て相談
子育ての悩み
（睡眠、食事、排せつ、
発達など）についての相談

相談内容 相談日時 お問い合わせ先

法律相談
金銭・相続・離婚など法律上
の困りごと（弁護士相談）

特設人権相談所
人権に関する困りごとや
日常生活の悩みごとの相談

男女共同参画相談
家庭や職場等での性別に
よる差別的な扱いなど男
女共同参画に関する相談

生活困窮者自立支援
生活困窮者（生活保護に
至る前）に対する就職支援
等の自立支援

若者の就労支援
15歳以上49歳以下の
若年無業者及びその家族
などの相談支援（家族のみ
での相談も可能）

成人健康相談
生活習慣病予防等に
関する相談

行政相談
国などの行政に関する
意見や要望、、暮らしの中の
困りごとなどの相談

毎週木曜日
14：00～16：20
※要予約

女性相談
DVや家庭内での問題、
離婚相談など

毎週月～金曜日
9：00～16：00
※予約優先

こども相談・健康課
内線3199

2月1日（水）・3月24日（金）
10：00～16：00
※予約不要・先着順

法律相談
司法書士による法律相談

第３木曜日
14:00 ～ 16:00
※要予約
（予約受付 平日 9：00～ 17：00）

かけはし無料法律相談
（沖縄市社会福祉協議会内）
TEL.098-937-1500

ちゅうぶ司法書士
総合相談センター
登記・相続・多重債務など

第２金曜日
14:00～16:00
※要予約

沖縄県司法書士会
TEL.098-867-3577

第2・4水曜日
10：00～12：00
13：00～16：00
※予約優先

平和・男女共同課
内線（4712・2216）
※相談所は市役所1階
　ロビーに開設

LGBTs相談
自らのセクシュアリティや
性別違和感について悩んで
いる方、周りの方からの相談

第1水曜日
10：00～12：00
13：00～16：00
※予約優先

消費生活相談
悪質商法や訪問販売、
借金、契約トラブル等に
関する相談

毎週月～金曜日
        9：00～12：00
13：00～16：00
※予約優先

就労支援
若者、中高年、子育て世代
の就労相談や職場体験
などの就労支援

毎週月～金曜日
第2・4土曜日
8：30～17：30

沖縄市
男女共同参画センター

〈相談室〉
TEL.098-937-0196

〈予約〉
TEL.098-937-0170

消費生活センター
内線2209

ジョブカフェ
TEL.098-938-6511

毎週月～金曜日
8：45～16：00

毎週月～金曜日
第 3土曜日
10：00～ 17：00
（金曜日のみ 10：00～
 12：00）

サポートステーション
沖縄
TEL.098-989-4224

毎週月～金曜日
        9：00～12：00
13：00～16：00
※要予約

就職相談
職業紹介、職業訓練の
受講などの相談

毎週月～金曜日
8：30～17：15

ハローワークプラザ沖縄
TEL.098-939-8010
※雇用保険受給手続き
はハローワーク沖縄

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

市民健康課
内線2237

毎週月～金曜日
8：30～17：15

行政苦情110番
TEL.098-867-1100

沖縄市地域型地域包括支援センター
高齢者の介護・福祉に関すること
※お住まいの行政区の担当センターへお問い合わせください。

沖縄市地域包括支援センター北部
TEL.098-929-3919

池原・登川・知花・
明道・松本

沖縄市地域包括支援センター中部北
TEL.098-987-8025

美里・東・宮里・
吉原・城前・越来

沖縄市地域包括支援センター中部南
TEL.098-923-0603

嘉間良・住吉・
室川・安慶田・照屋

沖縄市地域包括支援センター西部北
TEL.098-988-5525

八重島・センター・
中の町・胡屋・園田

沖縄市地域包括支援センター西部南
TEL.098-982-2020

諸見里・久保田・山内・
山里・南桃原

沖縄市地域包括支援センター東部北
TEL.098-937-1100

古謝・東桃原・大里・海邦町・
泡瀬第一・泡瀬第二・泡瀬第三

沖縄市地域包括支援センター東部南
TEL.098-923-0553

高原・泡瀬・
比屋根・与儀

毎週
月曜日～金曜日
9：00～17:15

相談支援事業所 あらかき TEL.098-931-9244

相談支援事業所 おきなわ TEL.098-930-1703

相談支援事業所 ナイス TEL.098-955-5076

相談支援事業所 楓葉館 TEL.098-938-5443

障がい者生活相談　障がい者に関する福祉サービス・在宅生活に関すること

教育研究所
教育相談室
TEL.098-989-6565

毎週月～金曜日
        9：30～12：00
13：00～16：00

毎週月～金曜日
        9：30～12：00
13：00～16：00

少年相談テレホン
おきなわ
TEL.098-930-1355

若者相談窓口
TEL.098-933-8636

毎週月～金曜日
  9：30～16：30

ピアサポートセンター
つなぎ
TEL.098-938-3485

毎週月・火・木・金曜日
13：00～17：00

沖縄市精神療養者家族
会おあしすコール
TEL.098-933-2011

毎週月～金曜日
10：00～16：00

沖縄市手をつなぐ育成会
TEL.098-939-6031

毎週月～金曜日
        9：00～12：00
13：00～16：00

こども相談・健康課
内線3198・2285

教育相談
心因性による不登校児童
生徒の教育相談

青少年・若者相談
家出、夜遊び、いじめなど
の中学生までの相談

39歳までの若者の相談

障がい当事者及び
家族による相談
ピアサポーターによる
悩みや困りごとの相談

家庭児童相談
子育てに関する悩みや
不安、子供の発達相談、
児童虐待に関する相談

毎週月～金曜日
9：00～16：30
※来所相談は要予約

市民相談窓口
各種相談窓口が一覧できます！


