
2022 令和4年

No.654
8 月号

August

人 口 の う ご き

※（　）内は増減を表す。
※外国人を含む。

転入
出生
結婚

35人
11人
1件

転出
死亡
離婚

31人
8人
0件

令和4年6月末日現在

総人口
男
女
世帯数

（　　）
（　　）
（　　）

+7
-7
+14

5,612戸
5,719人

１１,４44人
5,725人

金武
並里
中川
伊芸
屋嘉

4,521人
2,834人
919人
1,081人
2,089人

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

+2
+5
-3
+2
+1

（各区別人口）

今月の主な内容
まちのうごき････････････････････ P2～4
産業の振興 ･････････････････････････P5
新型コロナウイルス感染症に
　関する支援実績･･･････････････ P6～7
有線放送の歴史･････････････････ P8～9
お知らせ ････････････････････ P10～15
新しい金武町役場（複合庁舎）
　整備に関するアンケート ･････････ P16

公式Facebook、LINE＠で
情報発信中♪

並里区の大川児童
公園で水遊びをす
る子ども達。
暑い日が続いてい
ます。熱中症に気を
つけましょう。



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。

② ③ ダム水

①

ＰＦＡＳ低減を図る活性炭の投入が完了
　金武町浄水場で、5月31日に1回目、6月22日に２回目、7月15日に３回目の、有機フッ素化合物
（ＰＦＡＳ）低減を図るための活性炭投入が行われました。今回で３か所ある「ろ過池」の全てに、合
計22立法メートルの活性炭が投入されました。活性炭がＰＦＡＳを吸着することで数値が低減さ
れ、投入後の検出状況は下記のとおりとなっています。今後、定期的な水質検査でＰＦＡＳ除去の
効果を検証しながら、安全・安心な水道水供給を行っていきます。

　現在、県道104号線沿い甘喜原で、配水池築造工事を
行っております。
　タンクの完成により、中川、ギンバル地区は企業局用水
100％の水道水が供給されることになります。完成は令
和4年12月予定となっています。

企業局用水を全量受水する取組について

採取日 ①地下水源 ②浄水池
（ろ過後）

③水道水
（企業局用水を混合） 低減率

6/8
6/15
6/28

17
62
44

38
39
18

8
14
16

52.9%
77.4%
63.6%

活性炭投入後のPFASの検出状況

【水道水供給の流れ】
　地下水をろ過池に敷き詰めた活性炭によりPFASを低減させ、さらに企業局用水と混ぜることで、数値を
下げる。

▲３回目の活性炭投入の様子 ▲砂の上に活性炭を敷設する様子

単位：ng/L

②

各家庭へ

③ ダム水
（企業局用水）

①

2広報金武 令和 4年（2022年）8月号

　6月20日、秋田県在住で、金武町出身の高橋
正子様（旧姓：池原）から、町へ絵画の寄贈が
ありました。右の絵は、KINサンライズビー
チを描いたもので、令和3年度の広報金武9月
号の表紙を見て、故郷を懐かしく想い、金武
町の発展を願って描いたとのことでした。

6月28日に、令和４年度金武町ふるさと創生事業審議会が開催されました。金武町ふるさと創生
事業は、町民が自主的に地域のあり方を考え、多様な歴史、伝統文化、産業などの特色をいかした個
性的で魅力的な「ふるさとづくり」を推進することにより、地域社会の活性化と人づくりを図るた
めの補助事業です。（下記参照）
本委員会では、申請された事業について、町長からの諮問に応じ、調査・審議等を行います。事業
申請をご検討の方は、金武町役場企画課までお問い合わせください。

　6月28日、有限会社具志頭給油所代表取締役社長 
新里操様（写真右）より、育ててくれた金武町への恩
返しとして、地域や子供達の為に役立ててほしいと
の想いから寄付50万円をいただきました。この寄
付金は、子供達の未来のために喜んでもらえるよう
に活用することとしています。

（補助対象事業）
1. 人材育成・交流事業（研修・交流等）
2. 地域づくり事業（イベント開催、環
境美化、特産品開発、健康・福祉、歴
史・文化に関する事）

3. その他 上記に関連する事業

寄贈ありがとうございます

ふるさとづくりを推進します！

金武町役場　企画課　担当：新田問 ☎０９８－９６８－６２６２

後列左から、
神里武次委員、花城清隆委員、仲間寛人委員、島本
勇人委員
前列左２番目から、
安富祖健委員、喜瀬均委員、河上せり子委員、伊藝
達博委員、天久忍委員、（新島美希委員 ※当日不在）

寄付ありがとうございます
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 ７月６日、株式会社松藤（代表取締役 崎山和章）がフランスにおける日本酒のコンクール
「KuraMaster本格焼酎・泡盛コンクール2022の泡盛部門」で、審査員賞（赤の松藤）とプラチナ賞（粗
濾過 松藤）を受賞しました。 
５月２３日にパリで行われた審査会では、フランスを代表するバーテンダーや飲料業界のプロフェッショナ
ルなどの審査員が、エントリーされた１９３点の審査を行いました。審査は８部門で行われ、それぞれのトッ
プが審査員賞として選ばれるものであり、「赤の松藤」は泡盛部門の審査員賞を受賞し、最高賞である「プ
レジデント賞」の候補にも選ばれました。 
また、全体から２３点がプラチナ賞として選ばれ、「粗濾過 松藤」がプラチナ賞を受賞しました。 
崎山代表は「コロナ禍でお酒の需要が落ちている時期に、このような賞を頂くことで社員のモチベーショ
ンにつながる。審査員は、ほのかにキノコの香りがして風味が良いと話していた。地元で日常的に飲まれる
泡盛がフランスの方にも評価されて嬉しかった。作り手の励みになる。」と話していました。 

金武町パイン生産部会が町長表敬 

7月5日、金武町パイン生産部会より、パインアップルの出荷状況報告がありました。
報告を行ったパイン生産部会役員の前田浩二さんは「今年のパインも無事に出荷できた。来年はもっと

出荷できるようにしたい。」と話していました。
金武町パイン生産部会は17名、年間約28ｔ生
産しています。主なパインの品種はボゴール種で
あり、ボゴール種は手でちぎることができ、芯まで
おいしく食べることができます。
また、金武町産のパインはふるさと納税でも人
気があり、毎年たくさんの方が届くのを楽しみに
しています。

 「松藤」がフランスの本格焼酎・泡盛コンクールで受賞！

KuraMaster本格焼酎・泡盛コンクール2022
の泡盛部門で審査員賞を受賞した「赤の松藤」 

在フランス日本国大使公邸で行われた授賞式
（左から２番目、崎山和章氏、３番目、崎山淳子氏、
４番目、クリストフ・ダヴォワンヌ審査委員長）

※KuraMasterとは2017年から開催されている
　フランスの地で行うフランス人のための日本酒コン
　クール

http://www.furusato-kin.jp/
金武町ふるさと納税特設サイト公式HP

5 広報金武 令和 4年（2022年）8月号

美しいサガリバナが咲いています

並里区売店で第１回農産物フェスティバルを開催！

チムドンドン 魅力がいっぱい 県産品

7月は県産品奨励月間でした。7月1日、金武町商
工会が町役場を訪れ、仲間町長、嘉数町議会議
長、比嘉教育長へ地元産品の奨励および地元企
業の優先使用を要請しました。 
また、７月8日、県内で事業を行う企業からなる要
請団が町役場を訪れ、県産品の優先使用を呼びか
けました。県産品を愛用することで、地場産業の振
興と雇用の拡大が図られます。

６月２５日、並里区売店で第1回農産物フェスティ
バルが行われました。
当日は、並里区の農家が持ち寄った田芋、野菜、
花き、観葉植物、パインアップルやキッチンカーでの
田芋スイーツなどが販売され区民の皆さんが買い
求めていました。
並里区売店店長の宮城すが子さんは、「今後も

月に１回程度開催して、徐々に定着させていきた
い。イベントを通して地産地消や活性化に繋げた
い」と話していました。

金武区の西塩汲原、町道金武150号線付近でサガリバナが見頃を迎えております。サガリバナは６月か
ら8月頃にかけて、日が落ちた後から花が咲き始め夜明けには散ってしまいます。このサガリバナは金武区
の2区5班の皆さんが手入れをしており、「今年はこれまでで一番きれいに咲いている」と話していました。
花は白く幻想的で、辺りに甘い香りを漂わせていました。

▲農産物を選びながらゆんたくする区長と並里区民

左から、
比嘉教育長、嘉数町議会議長、仲間町長、奥間商工会長、
金城和喜氏、大城豊光氏、宜野座ちあき氏
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金城和喜氏、大城豊光氏、宜野座ちあき氏
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新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 実績

Ｎｏ 事業名

令和２年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
事業内容総事業費

合計 335,869,736

金武町民及び町内事業者の水道料金（5～7月分）の免除を実施。

金武町民及び町内事業者の下水道料金（5～7月分）の免除を実施。

プレミアム付き地域商品券事業の繰上げ実施。（1億円分（プレミアム率10％））

金武町社交飲食業組合に対して、休業や時短営業等により生じた会費減少分に対する補助金を交付。

町内の医療従事者２２名に地域商品券を配布。（11,000円/人）

町内の保育及び学童に従事する方２２６名に地域商品券を配布。（11,000円/人）

ＧＩＧＡスクール構想に伴うケーブル及び機器の整備。

非課税世帯及びひとり親世帯を対象に地域商品券の無償配布を実施。（1世帯：11,000円分
（1,377世帯へ配布））

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業者等を町で臨時的に10名雇用し、町内のこども
園・学童・図書館等19施設の消毒作業を実施。

公共施設に次亜塩素酸水霧化器を設置し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するた
めに実施。

金武町商工会へ社会保険労務士、税理士、中小企業診断士等を配置して事業者の雇用調整助成
金申請手続等のサポートを実施。
新型コロナウイルス感染症に係る休業等により、著しく売り上げ減少の影響を受けた町内の飲食
店、小売業、宿泊業等に支援金を給付。

次亜塩素酸水霧化器設置等事業

水道事業会計補助事業

金武町社交飲食業組合補助事業

感染防止対策整備事業

医療従事者慰労事業

保育・学童従事者慰労事業

地上デジタル放送情報発信事業

図書消毒機購入事業

家賃支援補助事業

下水道事業特別会計操出・補助事業

生活支援地域商品券配布事業
（金武町プレミアム付商品券の配布）

金武町プレミアム商品券事業
（プレミアム分及び事務費）

雇用創生事業
（公共施設等消毒作業員受入）

雇用調整助成金等
経営相談強化体制事業
新型コロナウイルス感染症

緊急支援金

933,350

18,354,615

6,847,000

46,100,000

32,661,031

14,119,517

7,574,420

14,698,038

１

8

農業者が国及び県が実施する支援策を活用する際に、申請業務の支援を行うための農業経営ア
ドバイザーを配置してサポートを実施。（支援実績：１１７件）

新型コロナウイルス感染症防止対策を実施するため、消毒用品、マスク、非接触型体温計、大型扇風
機（喚起対策）、災害避難所における仕切り、サーモグラフィーカメラ、消毒作業者（リース）を整備。

プレミアム付き地域商品券1億5千万円分を発行。飲食店以外分1.3億円（プレミアム率20％）＋
飲食店分2千万円（プレミアム率30％）。

新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮する世帯の学生（高校・大学・専門学校）の就
学支援のため補助金及び事務費。

国が実施する家賃支援給付金を受給した町内の事業者に対して事業者負担分を町が支援するた
めの給付金。（国2/3、町1/3）

金武地区消防衛生組合の新型コロナウイルス感染症対策に係る感染防護服、消毒液、感染症対
策資機材等の購入に係る負担金。

金武町農業者支援事業
（営農推進アドバイザー委託事業）

14,698,0388

1,328,000

46,425,831

1,174,912

金武町プレミアム商品券事業
【第2弾】（プレミアム分及び事務費） 35,611,037

220,000

2,660,000

ネットワーク環境施設整備事業
（本庁舎） 14,850,000

9

10

15

ＱＡＢデータ放送による情報発信を実施。1,100,00018

金武町立図書館の図書消毒機導入。

新型コロナウイルス感染症で経済的影響を被った施設の維持管理費用の一部を負担。

感染予防対策のための手洗い場を設置。

公共料金等のスマートフォン決済システムを導入。

新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備え、行政機能を強化するためのテレワーク環境を整備。

「新しい生活様式」を踏まえた３密対策を実施。（空調設備・手洗器）

新型コロナウイルス感染症等の防災情報発信やアフターコロナの観光情報等を発信。

選挙投票時の感染拡大防止策として期日前投票所を増設。

各種証明書等の窓口手続における接触軽減を図るための券売機を購入。

外出を控える交通弱者の日常生活を支援するため、高齢者通院移動に係る費用を補助。

1,190,20019

10,487,29420

14,402,24021

嘉芸小学校手洗い場設置工事事業 4,890,60022

感染予防対策事業(消防負担金）

スマートフォン決済導入事業

4,033,00023

433,40024

25

26 券売機購入事業

観光防災Wi-Fi設置事業

1,309,000

28

1,151,700

1,685,200

4,589,20029

公立学校施設３密対策整備事業 13,082,02530

ＧＩＧＡスクール構想に伴う町内各小中学校へのタブレット端末の整備。情報機器整備事業
（タブレット端末整備） 24,350,00016

学生就学支援事業Ⅰ
（生活困窮世帯）

ネイチャーみらい館指定管理
委託料見直し事業

1,163,246

27

交通弱者医療機関
高齢者送迎支援事業

選挙システムネットワーク
環境整備事業

行政IT化推進事業
（PC環境整備事業）

8,444,88017

14

13

12

11

7

6

5

4

3

2

（単位：円）
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新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 実績
　本町では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、以下の目的を掲げ町独自の
支援事業として、令和2年度に30事業、令和3年度に16事業を実施致しました。

　令和4年度からは、新たに
④「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」が追加され、今後も地域の皆様の
　声に耳を傾け、本町の実状に応じたきめ細やかな事業を実施できるよう努めてまいります。  

①「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
②「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」
③「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

Ｎｏ 事業名 事業内容総事業費

合計 217,702,529

令和3年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （単位：円）

金武町農業者支援事業
（営農推進アドバイザー委託事業） 1,386,000

新型コロナウイルス感染症の拡大による農家の影響を最小限にするためにアドバイザーを設
置。（アドバイザーは経営指導の資格を保有している方）７

家賃支援補助事業 309,486 新型コロナウイルス感染症に係る休業等により、著しく売り上げ減少の影響を受けた町内の飲
食店、小売業、宿泊業等に対して支援金を給付。８

新型コロナウイルス感染症
緊急支援金 6,450,000

新型コロナウイルス感染症に係る休業等により、著しく売り上げ減少の影響を受けた町内の飲
食店、小売業、宿泊業等に対して支援金を給付。９

新型コロナウイルス感染症
PCR検査強化事業（学業・出張等） 117,000

学業・出張等の理由で県外や離島へ渡航する必要がある町民を対象に、PCR検査費用（自己負
担分）を補助。１０

学生就学支援事業Ⅰ（生活困窮世帯） 4,166,930 新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮する世帯の学生（大学・専門学校生等）の就
学支援のため給付する支援金及び給付事務に係る事務費。１１

金武町プレミアム商品券事業
（プレミアム分及び事務費）【第2弾】 35,980,940

地域の飲食店等を応援する目的で金武町商工会に加入し、同事業加盟店で利用できるプレミ
アム付き商品券を発行する。コロナ禍の状況を鑑みて実施。１２

水道事業会計補助事業 17,214,616 緊急事態措置やまん延防止等重点措置により、感染拡大の影響を受けている事業者に対し、経
済支援に係る上水道料金を減免。１３

金武町パークゴルフ場
指定管理委託料事業

5,117,000
新型コロナウイルス感染症拡大による影響によって、施設利用者が大幅に減少したため金武町
パークゴルフ場の維持管理費（指定管理委託料）に係る支援を実施。１４

地方創生テレワーク推進交付金 36,993,000 コロナ禍におけるアフターコロナを見据えて、地域内の研修施設を改修し、企業・個人の誘致・
移住等を目的としたサテライトオフィス整備。１５

水道事業会計補助事業 20,894,248 コロナ禍で経済活動の自粛や学校等の長期休業により、上下水道使用量の需要が増え家庭にお
ける負担増となることが想定されることから水道料金の免除を実施。１６

コロナ禍の影響を受けた休業者等「働く場」を求めている方を臨時的に雇用して公共施設等に
おける感染予防対策として消毒作業を実施。

雇用創生事業
（公共施設等消毒作業員受入） 27,437,983１

役場本庁及び公共施設の新型コロナウイルス感染症防止対策に供する消耗品及び各種機器賃借料、公共
施設の消毒作業に伴う車両賃借料及び燃料費、町民・町内事業所への感染症情報発信に係る使用料等。感染防止対策整備事業 9,152,436２

「新しい生活様式」にもとづき役場業務や行政手続の見直し及びオンライン化を推進し、新型コ
ロナウイルス感染症まん延防止とあわせた行政サービスの効率的・効果的提供を実施。窓口申請電子化導入事業 5,563,800３

新型コロナウイルス感染症防止のため、影響を受けた事業者へ専門家（社労士、税理士、中小
企業診断士）による相談体制の強化・充実を実施。

雇用調整助成金等
経営相談強化体制事業 3,668,000４

本事業加盟店で利用できるプレミアム付き商品券を発行した。コロナ禍の状況を鑑みて実施。金武町プレミアム商品券事業
（プレミアム分及び事務費）

25,996,090５

新型コロナウイルス感染症拡大による影響によって、施設利用者が大幅に減少したため、ネイ
チャーみらい館の維持管理費（指定管理委託料）に係る事業継続のための支援。

ネイチャーみらい館
指定管理委託料事業 17,255,000６
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新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 実績

Ｎｏ 事業名

令和２年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
事業内容総事業費

合計 335,869,736

金武町民及び町内事業者の水道料金（5～7月分）の免除を実施。

金武町民及び町内事業者の下水道料金（5～7月分）の免除を実施。

プレミアム付き地域商品券事業の繰上げ実施。（1億円分（プレミアム率10％））

金武町社交飲食業組合に対して、休業や時短営業等により生じた会費減少分に対する補助金を交付。

町内の医療従事者２２名に地域商品券を配布。（11,000円/人）

町内の保育及び学童に従事する方２２６名に地域商品券を配布。（11,000円/人）

ＧＩＧＡスクール構想に伴うケーブル及び機器の整備。

非課税世帯及びひとり親世帯を対象に地域商品券の無償配布を実施。（1世帯：11,000円分
（1,377世帯へ配布））

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業者等を町で臨時的に10名雇用し、町内のこども
園・学童・図書館等19施設の消毒作業を実施。

公共施設に次亜塩素酸水霧化器を設置し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するた
めに実施。

金武町商工会へ社会保険労務士、税理士、中小企業診断士等を配置して事業者の雇用調整助成
金申請手続等のサポートを実施。
新型コロナウイルス感染症に係る休業等により、著しく売り上げ減少の影響を受けた町内の飲食
店、小売業、宿泊業等に支援金を給付。

次亜塩素酸水霧化器設置等事業

水道事業会計補助事業

金武町社交飲食業組合補助事業

感染防止対策整備事業

医療従事者慰労事業

保育・学童従事者慰労事業

地上デジタル放送情報発信事業

図書消毒機購入事業

家賃支援補助事業

下水道事業特別会計操出・補助事業

生活支援地域商品券配布事業
（金武町プレミアム付商品券の配布）

金武町プレミアム商品券事業
（プレミアム分及び事務費）

雇用創生事業
（公共施設等消毒作業員受入）

雇用調整助成金等
経営相談強化体制事業
新型コロナウイルス感染症

緊急支援金

933,350

18,354,615

6,847,000

46,100,000

32,661,031

14,119,517

7,574,420

14,698,038

１

8

農業者が国及び県が実施する支援策を活用する際に、申請業務の支援を行うための農業経営ア
ドバイザーを配置してサポートを実施。（支援実績：１１７件）

新型コロナウイルス感染症防止対策を実施するため、消毒用品、マスク、非接触型体温計、大型扇風
機（喚起対策）、災害避難所における仕切り、サーモグラフィーカメラ、消毒作業者（リース）を整備。

プレミアム付き地域商品券1億5千万円分を発行。飲食店以外分1.3億円（プレミアム率20％）＋
飲食店分2千万円（プレミアム率30％）。

新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮する世帯の学生（高校・大学・専門学校）の就
学支援のため補助金及び事務費。

国が実施する家賃支援給付金を受給した町内の事業者に対して事業者負担分を町が支援するた
めの給付金。（国2/3、町1/3）

金武地区消防衛生組合の新型コロナウイルス感染症対策に係る感染防護服、消毒液、感染症対
策資機材等の購入に係る負担金。

金武町農業者支援事業
（営農推進アドバイザー委託事業）

14,698,0388

1,328,000

46,425,831

1,174,912

金武町プレミアム商品券事業
【第2弾】（プレミアム分及び事務費） 35,611,037

220,000

2,660,000

ネットワーク環境施設整備事業
（本庁舎） 14,850,000

9

10

15

ＱＡＢデータ放送による情報発信を実施。1,100,00018

金武町立図書館の図書消毒機導入。

新型コロナウイルス感染症で経済的影響を被った施設の維持管理費用の一部を負担。

感染予防対策のための手洗い場を設置。

公共料金等のスマートフォン決済システムを導入。

新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備え、行政機能を強化するためのテレワーク環境を整備。

「新しい生活様式」を踏まえた３密対策を実施。（空調設備・手洗器）

新型コロナウイルス感染症等の防災情報発信やアフターコロナの観光情報等を発信。

選挙投票時の感染拡大防止策として期日前投票所を増設。

各種証明書等の窓口手続における接触軽減を図るための券売機を購入。

外出を控える交通弱者の日常生活を支援するため、高齢者通院移動に係る費用を補助。

1,190,20019

10,487,29420

14,402,24021

嘉芸小学校手洗い場設置工事事業 4,890,60022

感染予防対策事業(消防負担金）

スマートフォン決済導入事業

4,033,00023

433,40024

25

26 券売機購入事業

観光防災Wi-Fi設置事業

1,309,000

28

1,151,700

1,685,200

4,589,20029

公立学校施設３密対策整備事業 13,082,02530

ＧＩＧＡスクール構想に伴う町内各小中学校へのタブレット端末の整備。情報機器整備事業
（タブレット端末整備） 24,350,00016

学生就学支援事業Ⅰ
（生活困窮世帯）
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委託料見直し事業
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27

交通弱者医療機関
高齢者送迎支援事業

選挙システムネットワーク
環境整備事業

行政IT化推進事業
（PC環境整備事業）

8,444,88017
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7

6

5

4

3

2

（単位：円）
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新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 実績
　本町では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、以下の目的を掲げ町独自の
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　声に耳を傾け、本町の実状に応じたきめ細やかな事業を実施できるよう努めてまいります。  

①「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
②「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」
③「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

Ｎｏ 事業名 事業内容総事業費

合計 217,702,529

令和3年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （単位：円）
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置。（アドバイザーは経営指導の資格を保有している方）７

家賃支援補助事業 309,486 新型コロナウイルス感染症に係る休業等により、著しく売り上げ減少の影響を受けた町内の飲
食店、小売業、宿泊業等に対して支援金を給付。８

新型コロナウイルス感染症
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担分）を補助。１０

学生就学支援事業Ⅰ（生活困窮世帯） 4,166,930 新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮する世帯の学生（大学・専門学校生等）の就
学支援のため給付する支援金及び給付事務に係る事務費。１１

金武町プレミアム商品券事業
（プレミアム分及び事務費）【第2弾】 35,980,940

地域の飲食店等を応援する目的で金武町商工会に加入し、同事業加盟店で利用できるプレミ
アム付き商品券を発行する。コロナ禍の状況を鑑みて実施。１２

水道事業会計補助事業 17,214,616 緊急事態措置やまん延防止等重点措置により、感染拡大の影響を受けている事業者に対し、経
済支援に係る上水道料金を減免。１３

金武町パークゴルフ場
指定管理委託料事業
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新型コロナウイルス感染症拡大による影響によって、施設利用者が大幅に減少したため金武町
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おける感染予防対策として消毒作業を実施。
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（公共施設等消毒作業員受入） 27,437,983１

役場本庁及び公共施設の新型コロナウイルス感染症防止対策に供する消耗品及び各種機器賃借料、公共
施設の消毒作業に伴う車両賃借料及び燃料費、町民・町内事業所への感染症情報発信に係る使用料等。感染防止対策整備事業 9,152,436２

「新しい生活様式」にもとづき役場業務や行政手続の見直し及びオンライン化を推進し、新型コ
ロナウイルス感染症まん延防止とあわせた行政サービスの効率的・効果的提供を実施。窓口申請電子化導入事業 5,563,800３

新型コロナウイルス感染症防止のため、影響を受けた事業者へ専門家（社労士、税理士、中小
企業診断士）による相談体制の強化・充実を実施。
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（プレミアム分及び事務費）

25,996,090５

新型コロナウイルス感染症拡大による影響によって、施設利用者が大幅に減少したため、ネイ
チャーみらい館の維持管理費（指定管理委託料）に係る事業継続のための支援。

ネイチャーみらい館
指定管理委託料事業 17,255,000６
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これまでの事業費と加入率これまでの事業費と加入率

有線放送電話の歴史（1976年～2022年）

昭和51年度 ： 新設工事 248,000千円

73,267千円昭和57年度 ： 増設工事

97,615千円昭和63年度 ： 改修工事

85,903千円平成元年度 ： 改修工事

地震や風水害等の緊急時に町民の生命及び財産の安全を守るために、町内全域へ迅速かつ的確な情報
を発信する手段として、新たに「戸別受信機」の設置を進めています。
令和４年９月から運用開始予定です。※運用開始日は改めてお知らせします。

今後の予定今後の予定

近年では、携帯電話等の普及に伴い、年々有線放送電話の加入者が減少しています。令和２年度末の加
入率は33.78％であり、町民の半数以上が屋内で情報を得られない状況となっています。また、運用開始か
ら４０年以上経過し、有線放送設備の部品製造中止により継続できない状況があり、令和４年度をもって廃
止する予定となっています。

現在の状況現在の状況

計1,045,248千円

3,045台（加入率：100.26％）
昭和60年度末 加入件数：

1,864台（加入率：33.78％）
令和2年度末 加入件数：540,463千円平成11・12年度： 更新工事
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有線放送電話の歴史（1976年～2022年）
４６年間、多くの町民に利用されてきた有線放送電話事業は、令和４年度で廃止予定です。これまでの歴
史を振り返ってみましょう。

昭和５１年、「村民の生活文化の向上と経済の発展を図る」ことを目的に、県内初の全自動式有線放送電
話施設が完成し、４月１日から金武村内に有線放送電話が開通しました。当初の加入戸数は2550戸で、使
用料金は月額５５０円でした。
当時、公社電話が１３％しか普及していなかった村では、運用開始以来、着々と加入者が増え、翌年には

すっかり村に定着し、昭和６０年度には、加入者が１００％を超えました。
また、放送については、２名のアナウンサーが生産組合、婦人会、青年会等各種団体の連絡や集会通知、
学校のニュースや村の話題、講習会の模様など、ローカル的な番組を主体とするほか、火災、風水害、盗難、
犯罪等、事故発生時の警報や救助連絡もできるようになりました。「電話」と「放送」を兼ねた一石二鳥の施
設の完成によって、村民の利便性が向上しました。

１．金武村有線放送センター（KHC）開局

平成元年には設備の改修が行われ、これまでは放送センターからの放送のみでしたが、４月１日より各区
事務所、金武地区消防組合本部、石川警察署金武派出所から直接放送できるページング放送（緊急放送及
び集落放送）が開始されました。

2.ページング放送の開始

平成１２年には、電話番号がNTT番号を利用した５ケタの有線番号
に変更されました。

３．NTT番号への変更

金武村有線放送センター（KHC）

ページング放送施設本体

初代電話機 アナウンサー

現在の電話機 ページング放送の様子
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金武町メールQR

問 金武町役場　複合庁舎整備推進課　　☎ 098－968－6077

（※1）Jアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬
時にお伝えするシステムです。

（※2）「金武町メール」･･･touroku@kin-town-ml.jp に空メールを送信し、返信されたメールに
従って登録をお願いします。

防災無線などを用いた情報伝達訓練の実施

沖縄県知事選挙のお知らせ
沖縄県知事選挙の日程をお知らせします。

　9月11日は沖縄県知事選挙の投票日です。私たちの代表を選ぶ大切な選挙です。
みなさんそろって投票しましょう。

金武町選挙管理委員会問 ☎ 098－968－2111 有線 8－2111

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この
訓練は、全国瞬時警報システム（Jアラート）（※1）を用いた訓練で、金武町以外の地域で
も様々な手段を用いて情報伝達訓練が行われます。

（１）訓練実施日時

（２）訓練で行う放送試験

令和4年8月10日（水） 午前11時00分ごろ

午前７時から午後８時まで 9月11日
令和４年

日

情報伝達手段 放送内容

町内46か所に設置している防災無線から、一斉に、次のように放送されます。

テスト訓練当日、テスト訓練の合図として、金武町メールを配信します。

上りチャイム音

下りチャイム音

【放送内容】
「これは、Jアラートのテストです。」×３「こちらは、金武町です。」

※金武町メール未登録の方は、下記に登録方法（※2）を掲載していますので、登録をお願いします。
金武町メール これは、Jアラートのテストです。（金武町役場　総務課）【放送内容】

防 災 無 線

投票日・開票日

期 日 前 投 票
（不在者投票）
期間及び場所 ※中川区、伊芸区、屋嘉区に期日前出張所を設置する予定です。

令和4年8月26日（金）から9月10日（土）まで
町役場3階中会議室／午前8時30分から午後8時まで

選 挙 の 告 示 令和4年8月25日（木）

投
票
箱
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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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町役場3階中会議室／午前8時30分から午後8時まで

選 挙 の 告 示 令和4年8月25日（木）

投
票
箱
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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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上下水道課より
事務所増築についてお知らせ

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8月12日（金）
※毎月第2金曜日開催
　（役場3階中会議室）

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

8月8日（月）～8月10日（水）
※事前予約必要
※11日が祝日のため

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）

金武町役場上下水道課では、事務所の入り口が狭く、
来庁者に不便を来している状況であるため、それを解消
するために下記日程において事務所玄関等の増築工事
を行います。
来庁者の安全確保や工事騒音防止の観点から、できる

限り作業は週末に実施する予定です。
皆様には御不便と御迷惑をおかけしますが、御理解と

御協力の程宜しくお願いします。

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
【工事予定期間】

８月１日
令和４年

9月30日
令和４年

～

きた
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金武町けんこうニュース Vol.98

　今月は幼児期のおやつについて確認してみましょう。

金武町総合保健福祉センター問 ☎ 098－968－5932 有線 8－5932

《１日の砂糖量の目安》

 ◆カルシウム・食物繊維・
　 鉄分がとれるおやつの例◆

■ ジュースの砂糖量は？ ■ 表示成分の見方

11.5g

18.5g

22.8g

31g

39g

砂糖量飲み物

乳酸菌飲料（65ml）

ゼリー飲料（125ml）

りんごジュース（200ml）

スポーツ飲料（500ml）

レモンティー（500ml）

※お菓子の
　パッケージ裏を
　チェック

おやつのえらびかたおやつのえらびかた

おやつのポイントおやつのポイント

市販のおかしは油分・糖分が多いため、パッケージに記入されている成分表をチェックして選ぶの
がおすすめです。また、飲み物では100％の果物ジュースでも糖分が多く含まれています。ジュース
の砂糖量を知り、調整して飲みましょう。

栄養成分表示
1食（〇ｇ）あたり
エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

〇kcal
〇ｇ
〇ｇ
〇ｇ
〇ｇ

●名称菓子●
原材料名：水飴,砂
糖,濃縮ぶどう果
汁,食物油脂,ゼラチ
ン／香料,光沢剤

・原材料名は使われている
量が多い順に表示されて
います。
・「／」の後ろからは添加物
が表示されています。

・その食品に栄養成分がど
のくらい含まれているか
チェックできます。おやつ
で必要なエネルギーを上
回らないようにしましょう。

1. おやつは第四の食事
　成長期のこどもにとっておやつは、食事だけでは
足りない栄養を補うものです。「食事のひとつ」とし
ておやつを選んでみましょう。

3. 幼児が１日に必要なおやつのエネルギー量
◆１～２歳：100～150kcal
◆３～５歳：200kcal

2. 量と時間を決める
　栄養をしっかりとるためには次の食事に響かない
量、おやつの時間を決めることが大切。虫歯の予防
にも繋がります。

たのしく・
おいしく・

からだをつくる♪

～きなこトーストの作り方～
きなこ、はちみつ（各大さじ1/2）を混ぜ、
食パンに塗り、焼く

幼児期のおやつについて

●166kcal
・麦茶
・きなこトースト（8枚切）

●132kcal
・バナナ（1本）
・ヨーグルト（1P）

●188kcal
・牛乳（150ml）
・さつまいも（1/3個）

こども

10g
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上下水道課より
事務所増築についてお知らせ

お困りごとやお悩み、無料で相談できます
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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）
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①安富祖 昇
②花城 清隆
③比嘉 蘭子

相談員
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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8月12日（金）
※毎月第2金曜日開催
　（役場3階中会議室）

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

8月8日（月）～8月10日（水）
※事前予約必要
※11日が祝日のため

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）

金武町役場上下水道課では、事務所の入り口が狭く、
来庁者に不便を来している状況であるため、それを解消
するために下記日程において事務所玄関等の増築工事
を行います。
来庁者の安全確保や工事騒音防止の観点から、できる

限り作業は週末に実施する予定です。
皆様には御不便と御迷惑をおかけしますが、御理解と

御協力の程宜しくお願いします。

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
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【工事予定期間】

８月１日
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きた
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金武町けんこうニュース Vol.98

　今月は幼児期のおやつについて確認してみましょう。

金武町総合保健福祉センター問 ☎ 098－968－5932 有線 8－5932

《１日の砂糖量の目安》

 ◆カルシウム・食物繊維・
　 鉄分がとれるおやつの例◆

■ ジュースの砂糖量は？ ■ 表示成分の見方

11.5g

18.5g

22.8g

31g

39g

砂糖量飲み物

乳酸菌飲料（65ml）

ゼリー飲料（125ml）

りんごジュース（200ml）

スポーツ飲料（500ml）

レモンティー（500ml）

※お菓子の
　パッケージ裏を
　チェック

おやつのえらびかたおやつのえらびかた

おやつのポイントおやつのポイント

市販のおかしは油分・糖分が多いため、パッケージに記入されている成分表をチェックして選ぶの
がおすすめです。また、飲み物では100％の果物ジュースでも糖分が多く含まれています。ジュース
の砂糖量を知り、調整して飲みましょう。

栄養成分表示
1食（〇ｇ）あたり
エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

〇kcal
〇ｇ
〇ｇ
〇ｇ
〇ｇ

●名称菓子●
原材料名：水飴,砂
糖,濃縮ぶどう果
汁,食物油脂,ゼラチ
ン／香料,光沢剤

・原材料名は使われている
量が多い順に表示されて
います。
・「／」の後ろからは添加物
が表示されています。

・その食品に栄養成分がど
のくらい含まれているか
チェックできます。おやつ
で必要なエネルギーを上
回らないようにしましょう。

1. おやつは第四の食事
　成長期のこどもにとっておやつは、食事だけでは
足りない栄養を補うものです。「食事のひとつ」とし
ておやつを選んでみましょう。

3. 幼児が１日に必要なおやつのエネルギー量
◆１～２歳：100～150kcal
◆３～５歳：200kcal

2. 量と時間を決める
　栄養をしっかりとるためには次の食事に響かない
量、おやつの時間を決めることが大切。虫歯の予防
にも繋がります。

たのしく・
おいしく・

からだをつくる♪

～きなこトーストの作り方～
きなこ、はちみつ（各大さじ1/2）を混ぜ、
食パンに塗り、焼く

幼児期のおやつについて

●166kcal
・麦茶
・きなこトースト（8枚切）

●132kcal
・バナナ（1本）
・ヨーグルト（1P）

●188kcal
・牛乳（150ml）
・さつまいも（1/3個）

こども

10g
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民事調停はお金の貸し借りなどのトラブルを、家事調停は
離婚や相続などの家庭のトラブルを扱っています。

調停について、詳しくは裁判所ウェブサイトをご覧ください。
（https://www.courts.go.jp/）

裁判所  民事調停

※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8月6日（土）
マイナンバーカード交付を下記にて開庁しています！！！

話合いで問題の解決を図る裁判所の調停。100年前に制度ができてから、国民や社会のニーズに応じて
進化してきました。

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

調停制度100周年について

※１ 選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。

円分のマイナポイントがもらえる！ お好きな
キャッシュレス決済
サービスで使える！

第２弾 マイナンバーカードでマイナポイント

詳しくは、住民生活課までお気軽にお問い合わせください！

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

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

20,000
最大

☆マイナンバーカードの新規取得で、　　   円分（※１）
☆健康保険証としての利用申し込みで　　　 円分 
☆公金受取口座の登録で　　　 円分

9:00～15:00

9:00～15:00令和4年8月14日（日）

7,500
7,500
5,000

裁判所  家事調停
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沖縄県立 具志川職業能力開発校
職業訓練生募集要項

お問い合わせ

沖縄公共職業安定所 098－939－3200
（障がい者対象コース） 部門コード 42＃

☎

那覇公共職業安定所 098－866－8609
部門コード 43＃

☎

ハローワークプラザ沖縄 098－939－8020
BCコザ３階

☎ 八重山公共職業安定所 0980－82－2327☎

宮古公共職業安定所 0980－72－3329☎

名護公共職業安定所 0980－52－2886☎

ただし、諸経費として教科書代等は自己負担です。
7. 入学金・授業料は無料です

入校願書、健康診断書の様式は、 本校または公
共職業安定所（ハローワーク）でお受け取りくだ
さい。

5. 応募方法

4. 受付期間
令和4年8月1日（月）～8月31日（水）

2. 応募資格について

1. 募集案内及び訓練内容

　パソコン操作の基礎から応用 （ワード、エクセ
ル、パワーポイント）、 商業簿記の知識やビジネ
スマナー等、幅広く事務職に必要な知識・技能を
習得します。
　また、各種検定試験対策を行い、上位級の取得
を目指し就職活動に活かせる訓練を実施します。

オフィスビジネス科
（身体障がい者対象）

オフィスビジネス科

自己負担金訓練期間訓練内容科名

46,000円６ヶ月

<内訳>
・教科書
･電卓
･総合保険料

令和4年
10月3日
～令和5年
3月10日13名

7名

定員

求職者及び離転職者で新たに関連職種への就職を希望している方

次の①②③を満たしている方
　①身体障がい者手帳を所持している又は入校までに手帳の交付が見込まれる方
　②症状が固定し通学が可能で訓練ならびに集団生活に支障がないと認められる方
　③訓練を受講し関連職種への就職を希望している方

オフィスビジネス科
（身体障がい者対象）

オフィスビジネス科

6. 選考試験
日 時 令和4年9月6日（火）午前9時集合、 

午前9時30分試験開始
場 所 具志川職業能力開発校
試験科目 筆記試験（国語･数学）・面接試験
合格発表 令和4年9月9日（金）午前10時 

（ホームページにも掲載）

3. こんな資格が取得可能です

募集科名：オフィスビジネス科（身体障がい者・一般求職者対象）

授業料
無料

◎ Word文書処理技能認定試験1~3級

◎ Excel表計算処理技能認定試験1~3級

◎ 日商簿記検定2~3級

◎ PowerPointプレゼンテーション
　 技能認定試験上級、初級

令和４年度後期
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民事調停はお金の貸し借りなどのトラブルを、家事調停は
離婚や相続などの家庭のトラブルを扱っています。

調停について、詳しくは裁判所ウェブサイトをご覧ください。
（https://www.courts.go.jp/）

裁判所  民事調停

※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。
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マイナンバーカード交付を下記にて開庁しています！！！

話合いで問題の解決を図る裁判所の調停。100年前に制度ができてから、国民や社会のニーズに応じて
進化してきました。

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

調停制度100周年について

※１ 選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。

円分のマイナポイントがもらえる！ お好きな
キャッシュレス決済
サービスで使える！

第２弾 マイナンバーカードでマイナポイント
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金武町役場　住民生活課　住民戸籍係問 ☎０９８－968－3557 有線 8－3557

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

20,000
最大

☆マイナンバーカードの新規取得で、　　   円分（※１）
☆健康保険証としての利用申し込みで　　　 円分 
☆公金受取口座の登録で　　　 円分

9:00～15:00

9:00～15:00令和4年8月14日（日）

7,500
7,500
5,000

裁判所  家事調停
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沖縄県立 具志川職業能力開発校
職業訓練生募集要項

お問い合わせ
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☎
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☎
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宮古公共職業安定所 0980－72－3329☎
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オフィスビジネス科
（身体障がい者対象）

オフィスビジネス科

自己負担金訓練期間訓練内容科名

46,000円６ヶ月

<内訳>
・教科書
･電卓
･総合保険料

令和4年
10月3日
～令和5年
3月10日13名

7名

定員

求職者及び離転職者で新たに関連職種への就職を希望している方

次の①②③を満たしている方
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　②症状が固定し通学が可能で訓練ならびに集団生活に支障がないと認められる方
　③訓練を受講し関連職種への就職を希望している方

オフィスビジネス科
（身体障がい者対象）

オフィスビジネス科

6. 選考試験
日 時 令和4年9月6日（火）午前9時集合、 

午前9時30分試験開始
場 所 具志川職業能力開発校
試験科目 筆記試験（国語･数学）・面接試験
合格発表 令和4年9月9日（金）午前10時 

（ホームページにも掲載）

3. こんな資格が取得可能です

募集科名：オフィスビジネス科（身体障がい者・一般求職者対象）

授業料
無料

◎ Word文書処理技能認定試験1~3級

◎ Excel表計算処理技能認定試験1~3級

◎ 日商簿記検定2~3級
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令和４年度後期
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新しい金武町役場（複合庁舎）整備に関する
アンケートへのご協力のお願い

　金武町では、令和元年度より金武町複合庁舎整備事業を進めております。
　この度、新しい金武町役場（複合庁舎）整備に関する町民アンケートを実施することとなりま
したので、是非、町民の皆様のご意見をお聞かせください。

※アンケートの詳細につきましては、送付されたアンケートにてご確認お願いします。

【実施対象】 町内全世帯

【回答期限】 令和4年8月19日（金）まで

【実施方法】 アンケート用紙を各班長にて配布し、以下の方法にて回答
①同封の返信用封筒に入れて、郵便ポストへ投函
②町役場または各区事務所で回答箱へ投函
③インターネットによる回答　

大切な参考資料となりますので、是非
アンケートへのご協力をよろしくお願いします。

大切な参考資料となりますので、是非
アンケートへのご協力をよろしくお願いします。

町民の皆様には、日ごろより町政へのご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
現在の役場本庁舎につきましては、供用開始（昭和56年度）から40年余経過しており、
施設の老朽化等の問題に加えて、これまでの地方分権改革や国・県の事務移譲等による
業務量の増加に伴い、庁舎機能の分散が余儀なくされ、町民の皆様に不便をおかけして
いることから、行政機能の向上が必要となっています。
以上のような課題解決に向け、庁舎機能・窓口サービスが集約し、災害時に防災拠点と
なる庁舎建設を目指した「金武町複合庁舎基本構想」を策定しました。また、複合庁舎整
備用地の選定のための「用地検討委員会」において、用地の検討を行い、「金武町総合保
健福祉センター等周辺」が候補地として答申されました。
こうした状況を踏まえて、現在、基本構想に基づき「金武町複合庁舎基本計画」の策定
作業を進めており、本基本計画に多くの町民の皆様の意見を反映したく、複合庁舎整備に
関するアンケート調査を実施することと致しました。
ご多忙のところ恐れいりますが、本調査の目的・趣旨をご理解のうえ、アンケートへのご
協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

令和4年8月 金武町長 仲間 一

問 金武町役場　複合庁舎整備推進課 ☎ 098－968－6077


