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今月の主な内容
まちのうごき････････････････････ P2～3
金武町わったーまち
ゴールデンプレミアム商品券 ･････････P4
お知らせ ･･････････････････････P5～19
金武ダムまつり ･･･････････････････ P20

金武ダムの放水の様子。6月20日、沖縄気象台より梅雨明けが
発表されました。今年は5月4日に梅雨入りし、沖縄地方の多くの観
測点で降水量が平年の2倍以上であったとのことです。
7月24日（日）には金武ダム施設内及び周辺で「第6回金武ダム

まつり」が開催されます。（裏面P20参照）



まちのうごきTown News
金武町 facebook 公式アカウント

町のイベントや情報などを
金武町 Facebook 公式アカウントで配信中です。

５月２７日に、第４６回沖縄県消防救助技術指導会が沖縄県消防学校で開催されました。
金武地区消防衛生組合からは、署内選考会を勝ち抜いた隊員が、ロープブリッジ救出、ロープブリッジ渡

過、ロープ応用登はん、ほふく救出、の4種目に出場しました。
競技の結果、ロープブリッジ救出の部で金武地区消防衛生組合の仲松チームが沖縄県トップのタイムで

入賞し、7月22日に長崎県で開催される、九州消防救助技術指導会への出場権を獲得しました。
金武地区消防衛生組合からの沖縄県代表は20年ぶりの快挙となりました。

▲活性炭を敷いたろ過池▲活性炭を投入する様子

上段左から
幸喜 大輝 消防司令補・森山 祐太郎 消防士長
下段左から　仲松 佑 消防士長・
高江洲 有真 消防副士長・金城 太樹 消防副士長

仲松チーム　1位　入賞
ロープブリッジ救出

富田　伊波　入賞
ロープブリッジ渡過

伊藝チーム　池原チーム　入賞
ロープ応用登はん

　５月３１日、金武町浄水場で、有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ等）の低減を図るために活性炭の投入が行われま
した。今回、３か所ある「ろ過池」のうち１か所について、水を抜いた後に８立方メートルの活性炭を投入して
全体に敷き均しを行いました。活性炭がＰＦＡＳを吸着することで数値が低減され、今後、定期的な水質検査
でＰＦＡＳ除去の効果を検証しながら、残りのろ過池についても、順次活性炭を投入していきます。　

し      なら

ＰＦＡＳ等低減の活性炭を投入

1位入賞した仲松チーム競技結果

金武地区消防衛生組合が２０年ぶりに沖縄県代表へ

2広報金武 令和 4年（2022年）7月号

『土壌保全の日』が開催されました

金武町戦没者追悼式

みんなでボランティア活動

６月２日、町立武道館で「第３２回土壌保全の日」が沖縄県、北部地域農林水産業推進会議、金武町の３者
によって開催されました。同イベントは「次世代に残そう！農地はうまんちゅの宝」をスローガンに掲げ、土壌
保全の必要性について地域住民や町内農業者個々の意識高揚と啓発を図るのが目的で、町内農業者や
町・県関係者約６０名が参加しました。当日は、NPO法人グリーンネットワークの西原隆理事長が赤土流出
防止等講習会を行い、土壌流出による環境への影響や農地の地力低下、赤土流出の対策方法などを学び
ました。また６月８日には、赤土流出防止に効果的な植物「ベチバー」を町内農業者、町農業委員会、町農林
水産課で農地の端に植付し、赤土流出防止の取り組みを行いました。

６月２３日の慰霊の日を前に、「芳魂の塔」広場内で６月２日に金武町戦没者追悼式が執り行われました。新型
コロナウイルス感染防止のため、町三役と金武町議会 嘉数義光議長、町役場課長・局長などの参列となりま
した。
仲間一町長は、戦没者の御霊に対して、沖縄県本土復帰５０周年を平和に迎えることができた報告と、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の一日も早い収束を祈願し、「平和の尊
さを胸に刻み若い世代へと継承していくと共に、平和のあり方を
常に考えていきたい」と追悼の言葉を述べました。
 芳魂の塔は1971年に建設。平成25年に改修工事を行い日露
戦争、満州事変、支那事変、太平洋戦争における軍人・軍属及び民
間人を含めた戦争犠牲者、673柱の追加刻銘、町における全戦没
者1488柱を祀っています。

５月２１日、新開地社交街内で金武町社交飲食業組合による緑
化活動と、キャンプハンセン、キャンプコートニー等のボランティ
アによるゴミ拾い活動が合同で行われました。当日は約４０名が
参加し、歩道のプランターの雑草取りや花の植付、ごみ拾いを行
いました。参加者はお互いに交流しながら、美しい景観づくりに
取り組んでいました。

▲赤土流出防止等講習会（西原隆理事長） ▲ベチバーの植付の様子
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金武町役場　こども支援課　子ども家庭総合支援拠点（金武町保健福祉センター内）問 ☎０９８－968－3023

金武町役場　こども支援課　子ども家庭総合支援拠点（金武町保健福祉センター内）問 ☎０９８－968－3023

子育ての悩みを相談してみませんか？

　こども支援課では令和2年度より、子ども家庭総合支援拠点事業が始まりました。

　子どもに関することであればどんなことでも結構です。専門的な相談員が対応し相談内容によっ
て地域資源を活用した情報提供等を行ってまいります。

【事業内容】 金武町の0～18歳の子どものいる家庭の相談に対応し福祉に関する必要な支援を切れ目
なく行います。

【 対 象 】 金武町のすべての子ども及びその家庭

　訪問の際には、育児についてどうぞお気軽にご相談ください。

『こんにちは赤ちゃん訪問』を実施しています
【 目 的 】 赤ちゃんとご家族の健康を願うとともに、これからの子育てが安心してできるよう相談や情

報提供のため家庭訪問をさせて頂きます。

【 対 象 】・生後4ケ月未満の乳児のいるすべてのご家庭
・令和4年3月1日以降に産まれた乳児のいるすべてのご家庭

休日でもマイナンバーカードが受け取れるようになりました

※完全予約制です。予約はお電話にて！
※マイナンバーカードの電子証明書更新も受け付けます。
※その他各種証明書等の発行はできません。

令和4年7月9日（土）   9:00~15:00

令和4年7月24日（日） 9:00~15:00

マイナンバーカード交付を下記にて開庁しています！！！

金武町役場　住民生活課　住民戸籍係　　098－968－3557　　8－3557問 ☎ 有線

たとえば ・育児のストレスを感じている
・子どものことで悩んでいる
・笑顔で子どもに接することができない
・相談できる人がいない
・イライラして子どもを叩いたり、大声を出したりしてしまう
・経済的に困っている
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令和4年度国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付がはじまります。
7月より、国民健康保険税納税通知書・後期高齢者医療保険料納付通知書が郵送されます。
各期の口座引落日や納期限は下記のとおりとなります。

　保険税・料の算定のもととなる前年の所得申告が未申告の方がいる世帯は、保険税の軽減が受けられな
いので早めに申告をおこなってください。（未申告の方がいる場合、保険税等の算定以外に入院や手術時
に必要となる限度額適用認定証の発行ができなかったりしますのでご注意ください。）また、国民健康保険
の窓口では、納付相談をおこなっております。未納のままにせず、早めに相談をおこなってください。

　国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料納付「免除」または「猶予」される制度があります。
「免除」または「猶予」が適用されると、年金（老齢・障害・遺族）を受給するための資格期間・受給対象期間
に含まれるため、申請しておきましょう。
※町役場1階6番窓口にて受付できます。（年金機構から届く書類を郵送でも可。）年金機構からのお手紙
　を放置せず、内容がわからない場合はお気軽にお問い合わせください。
　代理申請可能です。（基礎年金番号またはマイナンバーがわかるものをご持参ください。）

・保険料の納付方法

・学生納付特例

・新型コロナウイルス関係特例免除　など

問 金武町役場　住民生活課　保険・年金係 ☎ 098－968－2116 7－2439有線

必ず期限内に納めましょう！

令和４年度分「国民年金保険料」
納付免除・若年者納付猶予申請が7月から始まります

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

納期

口座引落

納期限

1期

7/15

8/1

2期

8/15

8/31

3期

9/15

9/30

4期

10/17

10/31

5期

11/15

11/30

6期

12/15

1/4

7期

1/16

1/31

8期

2/15

2/28

1期

7/15

8/1

2期

8/15

8/31

3期

9/15

9/30

4期

10/17

10/31

5期

11/15

11/30

6期

12/15

1/4

7期

1/16

1/31

8期

2/15

2/28

9期

3/15

3/31

納期

口座引落

納期限

日本年金機構の
ホームページでは、
制度を広く知ってもらう
ための動画説明を
見ることができます。
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金武町保健福祉センターにて、
母子保健推進員さんを募集いたします！ 

金武町保健福祉センターにて、
母子保健推進員さんを募集いたします！ 

母子保健推進員とは？
行政（町）と乳幼児のいるお母さんたちの間で「サポーター役」として活躍しています。妊婦
さん・出産後のお母さんとお父さんが直面する、育児や健康についての様々な悩みに関して
の相談支援や各健診のお手伝いなど、お母さんとお子さんの心身の健康を様々な面からサ
ポートしていきます。母子保健推進員さんは、そのほかに下記のような活動を行っています。 

金武町総合保健福祉センター　担当：仲吉、山城  問 ☎０９８－９６８－５９３２

活動内容に応じて、町の規定により手当てを支給

原則として2年
若干名

下記連絡先に電話連絡し、面接日程を調整

書類及び面接により選考※（履歴書を必ずご持参ください！） 

報 酬

活動任期

募集人員

受付方法

選考方法  

応募に関して

資格、経験等は特に必要ありません♪ 

金武町にお住まいで、６５歳未満の方
活動に積極的、自主的に参加できる方

乳幼児健診の補助
赤ちゃん訪問事業
その他母子保健事業の補助（町主催の歯科検診など）
定例会の参加（月１回）等

母子保健推進員募集のお知らせ 
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後期高齢者医療 

① ８月からの被保険者証の切り替えについて

令和4年度は8月と10月に
被保険者証が２回切り替わります

新しい被保険者証は・・・
１回目は7月下旬
２回目は9月下旬までに、役場から郵送で交付予定

◎10月1日からの法律の改正によるためです。くわしい内容については、保険証に同
封されるチラシをご覧ください。

　制度の見直しについては令和4年4月号にも掲載しております。

お手元に届きましたら、住所・氏名・一部負担金の割合を確認してください。

●被保険者証の色は、 
　8月からは、 「若草色」→10月からは、 「桃色」 となります。

●令和4年10月1日からの新し
い被保険者証は、9月中に交
付します。

9月中に
2回目の交付

保険についてのお知らせ
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後期高齢者医療 

② 医療費が高額になる方へ

③ 便利で安心 “口座振替”

①口座振替依頼書（役場1階 6番窓口または町内の金融機関でお受け取りください。）
②通帳　③口座お届け印　④被保険者証

≪申込に必要なもの≫

☆保険料を納付書で納めている皆さまへ☆
忙しい方には口座振替がおすすめです！
一度手続きをすると、その後は自動的に保険料が納められて便利で確実です。

※はじめて申請する方は、原則、窓口での手続きが必要になります。
※該当するかどうか事前に電話で確認することができます。

提示すると、お支払い（自己負担額）を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることがで
きます。

◎区分（低所得）Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」
◎区分（現役並み）Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」

医療機関の窓口で・・・

♦ご持参のうえ、希望の金融機関でお手続きをお願いします♦

①後期高齢者医療被保険者証
②窓口にくる方の身分証明書

■申請に必要なもの

自己負担割合1割の方 自己負担割合3割の方

限度額適用認定証限度額適用・
標準負担額減額認定証

住
民
税
非
課
税
世
帯

該当
する方

課
税
所
得

６
９
０
万
円
未
満

該当
する方

有線 8－3557金武町役場　住民生活課　保険・年金係　後期高齢者医療担当（6番窓口）問 ☎ 0９8－９６８－2116

保険についてのお知らせ
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沖縄県介護保険広域連合からのお知らせ

令和４年度の介護保険料が決定いたしました。納付書払い又は口座引落（普通徴収）の方は7月中頃
に納入通知書をお送りいたします。年金からの天引き（特別徴収）の方は9月中頃に決定通知書をお
送りいたします。
介護保険料は原則的には年金からの天引き（特別徴収）ですが、65歳に年齢到達や広域連合構成市町

村外から転入など、新規で第1号被保険者となった場合は、特別徴収に切り替わるまでの間、納付書払い又
は口座引落（普通徴収）となります。また、前年度途中で特別徴収が停止となった方も、再び特別徴収へ切
り替わるまでの間は普通徴収となります。

コンビニでも納付が可能となり、時間や曜日を気にせずに納付が可能
となりましたので、ぜひご活用ください。

令和４年度介護保険料の決定について

コンビニ収納について

　台風時におけるごみの収集は次のとおりとなっております。町民の皆様のご理解とご協力をお願いい
たします。

※暴風警報発令中のごみの排出が多くみられます。

※台風後の草木類排出について ごみ収集日

もやせるごみ

もやせないごみ

資源ごみ

一区・二区
三区・四区

浜田・新開地・中川区
伊芸区・屋嘉区

火・土

木

第２･４土曜日

区分
区域

月・金

水

第１･３土曜日

●暴風警報発令中、ごみ収集は行いません。
　ごみ出し日の午前7時までに暴風警報が解除されない場合、その日のごみ収集は行いませんので次
回のごみ収集日にお出しください。また、清掃センター・粗大ゴミごみ置き場でのごみの受け入れも行
いませんのでご了承ください。

台風時のごみ収集について

金武町役場　住民生活課　生活環境係問 ☎０９８－968－2460 有線 8－2460

沖縄県介護保険広域連合会計課賦課徴収係問 ☎０９８－911－7503

　外出する時間帯は風があまり強くなくても、いつ突風が吹くか予想がつきませんので、テレビ等の台
風情報をしっかりと確認の上、暴風警報発令中、また発令の可能性がある場合は、ごみの排出は次回の
ごみ収集日に排出してくださいますようお願いいたします。暴風警報が発令されていない場合でも強
風時のごみ収集は危険が伴うことや、ごみが飛散する可能性もあるので、出来る限り次回の収集日に排
出してくださいますよう、お願いいたします。

　台風後のごみ排出量は、平常時よりも多く
なることから、ごみ収集業務時間内で終える
ことが大変厳しい状況となっております。生
ごみ等の収集・処理を優先的に行うため、落
ち葉や草木等については、数回に分けて排出
してくださいますようお願いいたします。

11 広報金武 令和 4年（2022年）7月号

　該当者には、受給資格者証（そらいろ）を送付しています。申

請期間がありますので、領収書（医療、薬剤、歯科など健康保

険適用したもの）の診療日を確認し、早めに手続きを行ってく

ださい。期間が過ぎると、助成の対象外になりますので、ご注

意ください。

　

・金武町重度心身障害者（児）医療費助成金受給資格者証

・健康保険証（対象者が加入しているもの。）

・領収書（診療を受けた月の翌月初日から起算して１年以内。

　例えば、令和4年8月診療分は、令和4年9月1日～令和5年

　8月31日までに申請手続きが可能。）

・認印

金武町重度心身障害者（児）医療費の申請について

下水道接続に関する調査の実施について

金武町役場  保健福祉課  重度心身障害者（児）医療費助成担当：伊藝問

☎０９８－９６８－３５５９

金武町役場　上下水道課　下水道係問 ☎０９８－968－3950 有線 8－3950

７月より、下水道接続に関する状況調査を実施します。７月より、下水道接続に関する状況調査を実施します。
調査方法
・金武町役場上下水道課職員による聞き取り方式で行います。
・聞き取りは各家庭を訪問する形で行います（5分～10分程度）。

期間
 令和4年7月1日～令和5年3月31日（平日、午前10時～午後5時）

※訪問に際しては、新型コロナウイルス感染症への感染対策を行った上で実施してまいります。

～ご協力の程、よろしくお願いします～ 

１．重度心身障害者（児）医療費助成の手続き

2．申請する時には、以下のものが必要です

調査対象地域
金武区、並里区、屋嘉区
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沖縄県介護保険広域連合からのお知らせ
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●暴風警報発令中、ごみ収集は行いません。
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沖縄県介護保険広域連合会計課賦課徴収係問 ☎０９８－911－7503

　外出する時間帯は風があまり強くなくても、いつ突風が吹くか予想がつきませんので、テレビ等の台
風情報をしっかりと確認の上、暴風警報発令中、また発令の可能性がある場合は、ごみの排出は次回の
ごみ収集日に排出してくださいますようお願いいたします。暴風警報が発令されていない場合でも強
風時のごみ収集は危険が伴うことや、ごみが飛散する可能性もあるので、出来る限り次回の収集日に排
出してくださいますよう、お願いいたします。

　台風後のごみ排出量は、平常時よりも多く
なることから、ごみ収集業務時間内で終える
ことが大変厳しい状況となっております。生
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してくださいますようお願いいたします。
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　該当者には、受給資格者証（そらいろ）を送付しています。申

請期間がありますので、領収書（医療、薬剤、歯科など健康保

険適用したもの）の診療日を確認し、早めに手続きを行ってく

ださい。期間が過ぎると、助成の対象外になりますので、ご注

意ください。

　

・金武町重度心身障害者（児）医療費助成金受給資格者証

・健康保険証（対象者が加入しているもの。）

・領収書（診療を受けた月の翌月初日から起算して１年以内。

　例えば、令和4年8月診療分は、令和4年9月1日～令和5年

　8月31日までに申請手続きが可能。）

・認印

金武町重度心身障害者（児）医療費の申請について

下水道接続に関する調査の実施について

金武町役場  保健福祉課  重度心身障害者（児）医療費助成担当：伊藝問

☎０９８－９６８－３５５９

金武町役場　上下水道課　下水道係問 ☎０９８－968－3950 有線 8－3950

７月より、下水道接続に関する状況調査を実施します。７月より、下水道接続に関する状況調査を実施します。
調査方法
・金武町役場上下水道課職員による聞き取り方式で行います。
・聞き取りは各家庭を訪問する形で行います（5分～10分程度）。

期間
 令和4年7月1日～令和5年3月31日（平日、午前10時～午後5時）

※訪問に際しては、新型コロナウイルス感染症への感染対策を行った上で実施してまいります。

～ご協力の程、よろしくお願いします～ 

１．重度心身障害者（児）医療費助成の手続き

2．申請する時には、以下のものが必要です

調査対象地域
金武区、並里区、屋嘉区
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～設置協力をお願いします～ 

問 住民生活課　保険・年金係　 （担当 松堂） ☎ 098ー968ー2116問 金武町役場　複合庁舎整備推進課 ☎ 098－968－6077

です。 

などの大切な情報を町民の皆様へお知らせする大切な機器です。  

戸別受信機は、利用料金及び
設置工事費用ともに 

無料
①災害情報
②町や区からのお知らせ
③お悔やみ情報

戸別受信機の導入について

　戸別受信機の設置同意取得及び設置を行うため、以下のとおり各家庭を工事業者が訪問しています。 
なお、設置済みのご家庭については、運用開始まで戸別受信機の電源を切るようお願いします。運用開始
については、改めてご連絡いたします。
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海の危険生物に気をつけよう！！

狂犬病予防注射は飼い主の義務です

痛みが非常に強くショックを起こ
すこともあります。ハブクラゲが大きくなる７月～９月に被害が多くあります。

金武町役場　住民生活課　生活環境係問 ☎ 098－968－2460 有線 8－2460

金武町役場　住民生活課　生活環境係問 ☎ 098－968－2460 有線 8－2460

狂犬病予防法により年に一回の狂犬病予防注射が義務付けられています。まだの方はお近くの動物病
院での接種をお願いします。また、接種後は動物病院で発行される注射済証明書（注射済証）を役場住民
生活課環境係までご持参いただき、注射済票の交付（手数料550円）を受けてください。

わからないことがあれば町役場生活環境係まで気軽にお電話ください。
※狂犬病予防注射の料金やご予約については、各動物病院へ直接お問い合わせください。

うるま市石川東恩納６６－２

うるま市みどり町３丁目４－２

うるま市石川２３１３－１４

名護市港２丁目１０－７

かなん動物病院

ホサナ動物病院

みどり動物病院

金城動物病院

ヤンバル動物診療所 名護市大北１丁目９－１７

098－964－5837

098－974－8898

098－989－7423

0980－53－4143

0980－53－1536

近隣動物病院
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金武町けんこうニュース Vol.97

今月は、介護予防についてお知らせします。
４月号で、介護予防について「健康管理」・「社会参加（人とのつながり）」・「動かない（不活発な生
活）が筋力低下を招く」・「低栄養と口腔機能の問題」をポイントとしてあげました。今月は引続き、
金武町の介護の現状についてお知らせします。

令和４年、４月の金武町の介護認定の状況は、要支援者が６４人、要介護者が４８４人で、合
計５４８人です。
金武町は、高齢者（７５歳以上）の３割で、介護が必要な状態になっています。原因として
は、生活習慣病が起因した脳血管疾患・心疾患・認知症があげられます。

　「週に１度、自宅から出て、何か（活動）する」だけで、介護予防・認知症予防に
繋がります。近所を歩いてみるだけでも効果はありますよ～。

５０・６０・７０代の方、今後の人生をどう生きたいか、今から考えていきましょう！！５０・６０・７０代の方、今後の人生をどう生きたいか、今から考えていきましょう！！

金武町総合保健福祉センター（地域包括支援センター）問

　金武町では、高齢者が参加できる教室として、生きがいデイサービス（１日型）・
ミニデイサービス（２時間程度）・ちゃ～がんじゅう教室（２時間程度）があります。
それぞれの内容については、お気軽にお問い合わせください。

高齢化率（％）

要介護認定率（％）

介護保険料（円）

26.6
18.9
6,800

金武町
22.8
17.9
6,963

広域※
29.1
ー
6,014

全国

※沖縄県介護保険広域連合

介護の専門職は、より重度の方のケアを行い、元気な方は介護予防に努める必要がある！介護の専門職は、より重度の方のケアを行い、元気な方は介護予防に努める必要がある！

日本は「超高齢社会」となり、高齢者の割合は増え、子ども・働き世代の割合は減っている。
金武町も、将来予測では例外ではない。
介護保険料は、既に全国一高い県であり、高齢者が増える事で、さらなる介護保険料の
上昇が見込まれている。
介護保険料が高い理由としては、一人当たりの介護給付費で、通所介護（デイサービス）
等の利用が多い事が考えられる。

☎ 098－968－5933 有線 8－5933
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行政報告

令和4年3月から6月までの仲間町長の動静をお伝えします。

内　容月日

沖縄県トラック協会の宇崎勉専務理事が来庁され、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「コロナ禍に
おける原油価格・物価高騰対応分」の創設に伴う補助金交付に関する要望を受けました。

6/10
（金）

キャンプ・ハンセン司令官のレスター・ガーバー大佐が離任の挨拶の為、来庁しました。
在任期間における尽力に感謝の意を伝え、後任者に対し、ハンセン内における新型コロナウイルス感染拡大防止等について引き継ぐよう要望しました。

6/7
（火）

２０２２年原水爆禁止国民平和大行進沖縄県実行委員会が来庁され、核兵器の根絶等の要請を受けました。6/6
（月）

金武町戦没者追悼式を開催し、戦没者のご冥福と世界の恒久平和を願い挨拶しました。
コロナウイルス感染症対策のため規模を縮小しての開催となりました。

6/2
（木）

東京都の砂防会館別館で開催された全国高速道路建設協議会に出席しました。大規模災害時の高速道路ネットワークのミッシングリンク
の解消や機能強化に不可欠な暫定２車線区間の４車線化やスマートIC整備推進等を強く訴えていくことについて確認し、決議しました。

6/1
（水）

沖縄総合事務局開発建設部との国土交通行政に関する懇談会に出席しました。国道３２９号における安全性・視認性の確保や管理
及び道路改良等、並びに４車線化に向けた予算確保を要望しました。

5/24
（火）

沖縄科学技術大学院大学(OIST)の設立１０周年記念式典へ出席し、開学以来の歩みを振り返るとともに、これからの科学界、産業界
への発展を祈念しました。

5/22
（日）

内閣府特命担当大臣の西銘恒三郎沖縄担当相が来庁され、沖縄振興基本方針の概要説明を受けました。ギンバル訓練場跡地を視察し、
金武町の現状と課題について説明しました。

5/22
（日）

防衛省地方協力局の折戸栄介沖縄協力課長が来庁され、本町における基地問題の現況と課題について、意見交換を行いました。5/16
（月）

政府及び沖縄県が主催の、沖縄コンベンションセンターで開催された、沖縄復帰５０周年記念式典に出席しました。沖縄県の本土復帰
を祝うとともに、沖縄県の発展と世界平和を願いました。

5/15
（日）

防衛省の岩本剛人政務官を表敬訪問し、本町における基地から派生する諸問題及び課題等について意見交換を行い、今後も引き
続き解決に向けた支援をお願いしました。

4/19
（火）

北部１２市町村長で、小渕優子沖縄振興調査会会長を表敬訪問し、北部振興予算確保の感謝の意を申し上げました。4/19
（火）

北部１２市町村長で、菅義偉沖縄振興調査会特別顧問(前内閣総理大臣)を表敬訪問し、北部振興予算確保の感謝の意を申し上げ
ました。

4/18
（月）

北部１２市町村長で、内閣府特命担当大臣の西銘恒三郎沖縄担当相を表敬訪問し、改正沖縄振興特別措置法等の延長や、北部振興
予算１０億円増額等に対して感謝の意を申し上げました。

4/18
（月）

金武町建設業者会と共に沖縄防衛局の小野功雄局長に対し、キャンプ・ハンセン内、防衛局発注工事について、町内業者の優先活用
について要請を行いました。

4/14
（木）

防衛省地方協力局周辺対策調整官の秋吉裕一調整官が来庁され、本町における水道事業、地下水の状況、金武浄水場への粒状活性
炭導入について説明し、安全・安心な水道水の安定供給が図られるよう水質の改善及び施設整備等について要請を行いました。

4/12
（火）

那覇駐屯地で開催された、自衛官候補生課程入隊式に出席しました。離島地域の医療体制を補うヘリコプターによる救急搬送が累計
で1万回を超え全国最多となっており、離島地域でも安心して暮らせることに対するお礼と、候補生へ激励の挨拶をしました。

4/9
（土）

キャンプ・ハンセン内に新設された「給食センター」の竣工式に出席しました。本施設は在沖海兵隊員に提供される食事の一部を一括
調理で製品化する為の施設となっております。

4/6
（水）

令和４年度春の全国交通安全運動石川地区出発式に出席し、飲酒運転の根絶や交通安全思想の普及、交通事故防止等を推進しま
した。

4/5
（火）

當山紀念館前で、「国登録有形文化財」登録プレートの埋め込まれた記念碑の除幕式が行われました。
昭和10年に「沖縄海外移民の父」當山久三の功績を記念して建設された「當山紀念館」の「国登録有形文化財」登録を祝いました。

3/18
（金）

防衛省地方協力局の岡真臣局長を表敬訪問し、町で実施した水質調査におけるＰＦＡＳ検出の状況や、今後の対応策等について意
見交換しました。

3/16
（水）

金武中学校７４期生の卒業式へ出席し、新たな門出を祝いました。
コロナウイルス感染症対策の為、規模を縮小して実施し、書面にて祝辞を伝えました。

3/12
（土）

17 広報金武 令和 4年（2022年）7月号

名護税務署からのお知らせ
予定納税（第1期分）の納税をお忘れなく

お困りごとやお悩み、無料で相談できます

町顧問弁護士 司法書士

①宜野座 泰子
（行政 相談委員）
②元山 滿壽美
（障がいに関する相談）

人権擁護委員3名
①安富祖 昇
②花城 清隆
③比嘉 蘭子

相談員

土地の問題、借金問題、
交通事故等の損害賠償
問題、ご近所·家庭内トラ
ブルなど法律全般。

お金や借金問題でお困り
の方または、その家族など

①高齢者、障がい者の人権
②男女共同参画関係
③子ども·女性の人権

お電話にて随時受付。申込後相談員へお繋ぎします。
（コロナウイルス感染拡大防止のため）

①国や地方公共団体が行う
行政サービスに対する苦情
や要望

②障がい者の各種行政サー
ビスに関する相談全般

法律相談 「司法書士」による
お金・借金の悩み相談 人権相談 暮らしの総合相談

（①行政相談・②障がい者相談）

令和4年7月8日（金）
※毎月第2金曜日開催
　（役場3階Cホール）

町役場 総務課 行政係
☎098-968-2111

町役場 総務課 行政係
☎098-968-2111

①行政相談 総務課 行政係
☎098-968-2111

②障がい者相談
保健福祉課 社会福祉係
☎098-968-3559

町総合保健福祉センター
（仲間）
☎098-968-5932

午前10時～12時、
午後1時～4時
（1人：45分）

午後2時～4時
（1人：20分） 午前10時～午後3時

7月4日（月）～7月7日（木）
※事前予約必要

広報に掲載後予約開始
※事前予約必要 不要

特になし先着6名 1日5名

時  間

定  員

申込先・
問い合わせ

開催日・
場所

項目
名称

申込期間・
事前予約

相談内容

令和4年7月28日（木）、
9月22日（木）、11月24日（木）、
令和5年1月26日（木）、
3月23日（木）
（町総合保健福祉センター）

所得税及び復興特別所得税の予定納税（第1期
分）の納税をお忘れなく。期限8月1日（月）

前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納
税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定
納税基準額の1/3相当額をそれぞれ7月（第1期分）と11
月分(第２期分)に納めることとなっています。この制度を
「予定納税」といいます。予定納税額は、確定申告の際に
計算した税額から差し引くことにより精算します。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和

４年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額通知書」
が送付されています。
第1期分の予定納税の減額申請をする場合は、令和4

年7月15日（金）までに、「予定納税額の減額申請書」に必
要事項を記載し、所轄税務署に提出してください。

詳しくは 国税庁 検索

金武町役場　総務課　　098－968－2111問 ☎

運行スケジュールは、町ホームページ・QABデータ
放送・LINE等でも確認できます。

■ 各区の運行日（9:00～17:00）

車を持たない交通弱者の生活支援のため、
生活必需品の買い物や公的機関の利用など
の交通支援を行います。
コミュニティバスの利用を希望される方
は、2日前までにお住まいの地域の区事務所
にお電話でお申し込みください。

金武町コミュニティバス
各区で運行中

無
料

968-2407
968-2102
968-2108
968-2147
964-2040

連絡先
水曜日
月曜日
火曜日
火曜日
金曜日

曜日
中川区
並里区
金武区
伊芸区
屋嘉区

行政区

問 名護税務署 ☎ 0980－52－2920
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行政報告

令和4年3月から6月までの仲間町長の動静をお伝えします。

内　容月日

沖縄県トラック協会の宇崎勉専務理事が来庁され、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「コロナ禍に
おける原油価格・物価高騰対応分」の創設に伴う補助金交付に関する要望を受けました。

6/10
（金）

キャンプ・ハンセン司令官のレスター・ガーバー大佐が離任の挨拶の為、来庁しました。
在任期間における尽力に感謝の意を伝え、後任者に対し、ハンセン内における新型コロナウイルス感染拡大防止等について引き継ぐよう要望しました。

6/7
（火）

２０２２年原水爆禁止国民平和大行進沖縄県実行委員会が来庁され、核兵器の根絶等の要請を受けました。6/6
（月）

金武町戦没者追悼式を開催し、戦没者のご冥福と世界の恒久平和を願い挨拶しました。
コロナウイルス感染症対策のため規模を縮小しての開催となりました。

6/2
（木）

東京都の砂防会館別館で開催された全国高速道路建設協議会に出席しました。大規模災害時の高速道路ネットワークのミッシングリンク
の解消や機能強化に不可欠な暫定２車線区間の４車線化やスマートIC整備推進等を強く訴えていくことについて確認し、決議しました。

6/1
（水）

沖縄総合事務局開発建設部との国土交通行政に関する懇談会に出席しました。国道３２９号における安全性・視認性の確保や管理
及び道路改良等、並びに４車線化に向けた予算確保を要望しました。

5/24
（火）

沖縄科学技術大学院大学(OIST)の設立１０周年記念式典へ出席し、開学以来の歩みを振り返るとともに、これからの科学界、産業界
への発展を祈念しました。

5/22
（日）

内閣府特命担当大臣の西銘恒三郎沖縄担当相が来庁され、沖縄振興基本方針の概要説明を受けました。ギンバル訓練場跡地を視察し、
金武町の現状と課題について説明しました。

5/22
（日）

防衛省地方協力局の折戸栄介沖縄協力課長が来庁され、本町における基地問題の現況と課題について、意見交換を行いました。5/16
（月）

政府及び沖縄県が主催の、沖縄コンベンションセンターで開催された、沖縄復帰５０周年記念式典に出席しました。沖縄県の本土復帰
を祝うとともに、沖縄県の発展と世界平和を願いました。

5/15
（日）

防衛省の岩本剛人政務官を表敬訪問し、本町における基地から派生する諸問題及び課題等について意見交換を行い、今後も引き
続き解決に向けた支援をお願いしました。

4/19
（火）

北部１２市町村長で、小渕優子沖縄振興調査会会長を表敬訪問し、北部振興予算確保の感謝の意を申し上げました。4/19
（火）

北部１２市町村長で、菅義偉沖縄振興調査会特別顧問(前内閣総理大臣)を表敬訪問し、北部振興予算確保の感謝の意を申し上げ
ました。

4/18
（月）

北部１２市町村長で、内閣府特命担当大臣の西銘恒三郎沖縄担当相を表敬訪問し、改正沖縄振興特別措置法等の延長や、北部振興
予算１０億円増額等に対して感謝の意を申し上げました。

4/18
（月）

金武町建設業者会と共に沖縄防衛局の小野功雄局長に対し、キャンプ・ハンセン内、防衛局発注工事について、町内業者の優先活用
について要請を行いました。

4/14
（木）

防衛省地方協力局周辺対策調整官の秋吉裕一調整官が来庁され、本町における水道事業、地下水の状況、金武浄水場への粒状活性
炭導入について説明し、安全・安心な水道水の安定供給が図られるよう水質の改善及び施設整備等について要請を行いました。

4/12
（火）

那覇駐屯地で開催された、自衛官候補生課程入隊式に出席しました。離島地域の医療体制を補うヘリコプターによる救急搬送が累計
で1万回を超え全国最多となっており、離島地域でも安心して暮らせることに対するお礼と、候補生へ激励の挨拶をしました。

4/9
（土）

キャンプ・ハンセン内に新設された「給食センター」の竣工式に出席しました。本施設は在沖海兵隊員に提供される食事の一部を一括
調理で製品化する為の施設となっております。

4/6
（水）

令和４年度春の全国交通安全運動石川地区出発式に出席し、飲酒運転の根絶や交通安全思想の普及、交通事故防止等を推進しま
した。

4/5
（火）

當山紀念館前で、「国登録有形文化財」登録プレートの埋め込まれた記念碑の除幕式が行われました。
昭和10年に「沖縄海外移民の父」當山久三の功績を記念して建設された「當山紀念館」の「国登録有形文化財」登録を祝いました。

3/18
（金）

防衛省地方協力局の岡真臣局長を表敬訪問し、町で実施した水質調査におけるＰＦＡＳ検出の状況や、今後の対応策等について意
見交換しました。

3/16
（水）

金武中学校７４期生の卒業式へ出席し、新たな門出を祝いました。
コロナウイルス感染症対策の為、規模を縮小して実施し、書面にて祝辞を伝えました。

3/12
（土）

17 広報金武 令和 4年（2022年）7月号

名護税務署からのお知らせ
予定納税（第1期分）の納税をお忘れなく

お困りごとやお悩み、無料で相談できます

町顧問弁護士 司法書士

①宜野座 泰子
（行政 相談委員）
②元山 滿壽美
（障がいに関する相談）

人権擁護委員3名
①安富祖 昇
②花城 清隆
③比嘉 蘭子

相談員

土地の問題、借金問題、
交通事故等の損害賠償
問題、ご近所·家庭内トラ
ブルなど法律全般。

お金や借金問題でお困り
の方または、その家族など

①高齢者、障がい者の人権
②男女共同参画関係
③子ども·女性の人権

お電話にて随時受付。申込後相談員へお繋ぎします。
（コロナウイルス感染拡大防止のため）

①国や地方公共団体が行う
行政サービスに対する苦情
や要望

②障がい者の各種行政サー
ビスに関する相談全般

法律相談 「司法書士」による
お金・借金の悩み相談 人権相談 暮らしの総合相談

（①行政相談・②障がい者相談）

令和4年7月8日（金）
※毎月第2金曜日開催
　（役場3階Cホール）

町役場 総務課 行政係
☎098-968-2111

町役場 総務課 行政係
☎098-968-2111

①行政相談 総務課 行政係
☎098-968-2111

②障がい者相談
保健福祉課 社会福祉係
☎098-968-3559

町総合保健福祉センター
（仲間）
☎098-968-5932

午前10時～12時、
午後1時～4時
（1人：45分）

午後2時～4時
（1人：20分） 午前10時～午後3時

7月4日（月）～7月7日（木）
※事前予約必要

広報に掲載後予約開始
※事前予約必要 不要

特になし先着6名 1日5名

時  間

定  員

申込先・
問い合わせ

開催日・
場所

項目
名称

申込期間・
事前予約

相談内容

令和4年7月28日（木）、
9月22日（木）、11月24日（木）、
令和5年1月26日（木）、
3月23日（木）
（町総合保健福祉センター）

所得税及び復興特別所得税の予定納税（第1期
分）の納税をお忘れなく。期限8月1日（月）

前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納
税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定
納税基準額の1/3相当額をそれぞれ7月（第1期分）と11
月分(第２期分)に納めることとなっています。この制度を
「予定納税」といいます。予定納税額は、確定申告の際に
計算した税額から差し引くことにより精算します。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和

４年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額通知書」
が送付されています。
第1期分の予定納税の減額申請をする場合は、令和4

年7月15日（金）までに、「予定納税額の減額申請書」に必
要事項を記載し、所轄税務署に提出してください。

詳しくは 国税庁 検索

金武町役場　総務課　　098－968－2111問 ☎

運行スケジュールは、町ホームページ・QABデータ
放送・LINE等でも確認できます。

■ 各区の運行日（9:00～17:00）

車を持たない交通弱者の生活支援のため、
生活必需品の買い物や公的機関の利用など
の交通支援を行います。
コミュニティバスの利用を希望される方
は、2日前までにお住まいの地域の区事務所
にお電話でお申し込みください。

金武町コミュニティバス
各区で運行中

無
料

968-2407
968-2102
968-2108
968-2147
964-2040

連絡先
水曜日
月曜日
火曜日
火曜日
金曜日

曜日
中川区
並里区
金武区
伊芸区
屋嘉区

行政区

問 名護税務署 ☎ 0980－52－2920
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お詫びと訂正

危険物取扱者試験 自衛官採用試験

広報金武令和４年６月号（No. ６５２）の掲載内容に誤りがありました。次のとおり訂正し、関係者および町民の
皆さまに心からお詫び申し上げます。

【 募 集 種 目 】
一般曹候補生、自衛官候補生(任期制)

【 受 付 期 間 】
令和４年７月１日（金）～令和４年９月５日（月）

【試験会場】
名護市内を予定

【受験資格】
１８歳以上３３歳未満の者

【１次 試 験 】
令和４年９月１５日（木）～１８日（日）の内１日

【 試 験 日 】
令和４年８月１４日（日）

【試験の種類】
甲種、乙種（第１～６類）、丙種

【試験会場】
北部農林高等学校、琉球大学、那覇工業高等学校

【願書受付期間】
令和４年７月５日（火）～７月１４日（木）

【願書配布先】
金武地区消防本部予防課、
消防試験研究センター、
ジュンク堂書店那覇店

自衛隊沖縄地方協力本部　名護地域事務所問
☎０９８0－52－4064

（一財）消防試験研究センター沖縄県支部問
☎０９８－941－5201

〇２ページ

誤「（株式会社ＨＥＲＯ 金城大輝代表）」

　「金城代表は「年に１回～」

正「（株式会社ＨＥＲＯ 東恩納寛康代表)」

　「東恩納代表は「年に１回～」

〇1ページ 人口のうごき

総人口
男
女
世帯数

（　　）
（　　）
（　　）

+2
-8
+10

5,618戸
5,714人

１１,454人
5,740人

金武
並里
中川
伊芸
屋嘉

4,540人
2,829人
923人
1,082人
2,080人

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

-22
+12
+1
+5
+6

（各区別人口）

（正）
総人口
男
女
世帯数

（　　）
（　　）
（　　）

-3
-1
-2

5,601戸
5,702人

１１,４49人
5,747人

金武
並里
中川
伊芸
屋嘉

4,560人
2,819人
920人
1,077人
2,073人

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

-2
+2
-2
±0
-1

（各区別人口）

（誤）
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お詫びと訂正

危険物取扱者試験 自衛官採用試験

広報金武令和４年６月号（No. ６５２）の掲載内容に誤りがありました。次のとおり訂正し、関係者および町民の
皆さまに心からお詫び申し上げます。

【 募 集 種 目 】
一般曹候補生、自衛官候補生(任期制)

【 受 付 期 間 】
令和４年７月１日（金）～令和４年９月５日（月）

【試験会場】
名護市内を予定

【受験資格】
１８歳以上３３歳未満の者

【１次 試 験 】
令和４年９月１５日（木）～１８日（日）の内１日

【 試 験 日 】
令和４年８月１４日（日）

【試験の種類】
甲種、乙種（第１～６類）、丙種

【試験会場】
北部農林高等学校、琉球大学、那覇工業高等学校

【願書受付期間】
令和４年７月５日（火）～７月１４日（木）

【願書配布先】
金武地区消防本部予防課、
消防試験研究センター、
ジュンク堂書店那覇店

自衛隊沖縄地方協力本部　名護地域事務所問
☎０９８0－52－4064

（一財）消防試験研究センター沖縄県支部問
☎０９８－941－5201

〇２ページ

誤「（株式会社ＨＥＲＯ 金城大輝代表）」

　「金城代表は「年に１回～」

正「（株式会社ＨＥＲＯ 東恩納寛康代表)」

　「東恩納代表は「年に１回～」

〇1ページ 人口のうごき

総人口
男
女
世帯数

（　　）
（　　）
（　　）

+2
-8
+10

5,618戸
5,714人

１１,454人
5,740人

金武
並里
中川
伊芸
屋嘉

4,540人
2,829人
923人
1,082人
2,080人

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

-22
+12
+1
+5
+6

（各区別人口）

（正）
総人口
男
女
世帯数

（　　）
（　　）
（　　）

-3
-1
-2

5,601戸
5,702人

１１,４49人
5,747人

金武
並里
中川
伊芸
屋嘉

4,560人
2,819人
920人
1,077人
2,073人

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

-2
+2
-2
±0
-1

（各区別人口）

（誤）
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