よ く あ る 質 問
無償

Q．午前８時以降に暴風警報が発令
※幼稚園は月額 2.57 万円まで
された場合はそのまま収集を続
けるのか？
ともに無償
障がい児
A．収集担当の身の安全を確保する
※幼稚園は月額
2.57 万円まで
通所施設
ため、運休案内が出た時点で収集
を中止します。

ご理解・ご協力を宜しくお願いします。
注1）幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、無償化の対象となるためには、
うるま市から
「保育の必要性の認定」を受けることが必要。
注2）認可外保育施設については、沖縄県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要。ただし、基準を満た
していない場合でも無償化の対象とする５年間の猶予期間を設ける。
①ごみ袋一つ当たりの重さは、
10キロ以内を目安に出してください。
例. 特大１袋 + (小〜大)４袋 = ６袋
②一回の収集日に出せるごみの上限が6袋までとなりました。
特大３袋 + (小〜大)０袋 = ６袋
特大のごみ袋については、2袋分のあつかいになります。
無償化に向けての具体的な手続き等については、市ホームページ又は下記までお問合せください。

7月1日から、ごみの出し方が変わりました！！

【お問い合わせ先】こども部
保育幼稚園課
問い合せ先 環境課
☎973-5594 ☎ : 973−5427
広報
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※幼稚園は月額 2.57 万円まで

お願い
いいえ
●０〜２歳児の子ども達の利用料(保育料)については、
住民税非課税世帯を対象に
収集を
※台風により収集が行われなかった
上記と同様の考え方により無償化となります。
（認可外保育施設の場合、
月額4.2
質問 2
行います
場合、
臨時の収集日は設けません。
正午までに暴風警報
万円まで無償）
次回の収集日に出してください。
は発令していますか？
はい
●無償化の対象となる経費は利用料(保育料)のみとなります。
給食費や送迎費、行
※台風後はごみの排出が多くなり、
次回の収集日に
事参加費などの実費徴収はこれまでどおり保護者負担となります。
出してください
収集が遅れることがあります。

5

︻お問い合わせ︼商工労政課☎９２３

はい

ごみ収集は行いません
（次に進んでください）

若年者ジョブトレーニング
訓練生募集中！

質問 1

コザしん創業スクールのご案内

台風
発生

いいえ

通常通りごみ
収集を行います
幼稚園、
複数利用
午前8時に暴風警報
は発令していますか？ 認定こども園

県では︑﹁就職を目指す若年者﹂を応援す
る事業として︑若年者ジョブトレーニング
事業を行っております︒
詳細は問合せ先までご連絡ください︒

・専業主婦 ( 夫 ) 家庭など

40

コザ信用金庫では︑特定創業支援事業と
して︑﹁創業スクール﹂を全８日間開催いた
し ま す ︒申 し 込 み や 詳 細 に つ い て は ︑コ ザ
信用金庫へお問い合わせください︒

利用

23

歳未満の求職者

上記以外

幼稚園、認定こども園、
障がい児通所施設

11

︻対象︼県内在住

3 ごみ出し確認表
〜5歳
台風の

通所施設

17

日

●台風時のごみ収集について

認定こども園

ともに無償

︻日時︼８月 日〜 月
午前 時〜午後５時

幼稚園、保育所、
障がい児
問い合せ先
防災基地渉外課 ☎979-6760
複数利用

隔週土曜日開催 全８日間
※
︻対象︼創業予定の方・創業間もない方

認可外保育施設、事業所内保育施設、
スマートフォンやパソコンからご登録いただいたメー
月額 3.7 万円まで無償
スマートフォンから登録する場合
複数利用
ベビーシッターなど
右のQRバーコードからアクセス
ルアドレスへ、台風時の停電情報をお知らせするサービ
してご登録ください。
スです。右のQRコードからご登録ください。

10

在 職 者 ︑雇 用 保 険 受 給 者 ︑学 生 定( 時 制 ︑
※
通信制課程は可 を)除く
︻訓練期間︼座学研修１ヵ月と職場訓練
︵ＯＪＴ︶３ヶ月の計４ヵ月

家庭など 停電情報配信サービス
沖縄電力
（メール配信サービス）

︻場所︼コザ信用金庫本店

30

台風
停電情報については、沖縄電力株式会社へお問合せください。
幼稚園の利用に加え、
・共働き家庭について 利用
幼稚園の預かり保育
報
沖縄電力からのメール配信サービスもございますので、
ご活用ください。
月額 1.13
万円まで無償
停電情
・シングルで働いている

30

︻訓練手当︼８８０円／時間 座(学研修中 )

10

※幼稚園は月額 2.57 万円まで

※このほか、使用していない不要なビニール・マルチ等は片付けましょう。

︻定員︼ 人

障がい児通所施設

︻受講料︼１８︐０００円

︻備考︼ 月 日 水( ま)で随時募集
︻問︼若年者ジョブトレーニング事務局
☎８６６ ３
‒６１１

ネット等での固定や早めの撤去でハウスの
幼稚園、保育所、認定こども園、
無償
3台風時期の前に、
〜 5 歳 ハウスや管理小屋の
利用
補修を終えましょう。
ビニールの飛散を防ぎましょう。

保育の必要性の認定
事由に該当する子ども
に伴う

︻問︼コザ信用金庫 企業支援部担当 池原︑
嘉数 ☎９３３ １
‒１３７

令和元年度後期訓練生募集中！

県立具志川職業能力開発校では︑令和元
年度後期職業訓練生を募集しています︒詳
細は問合せ先までご連絡ください︒

28

日

月１日〜令和２年３

10

︻募集期間︼８月１日〜

︻訓練期間︼令和元年
月６日
︵６ヵ月︶

︻場所︼県立具志川職業能力開発校

︻募集科名︼オフィスビジネス科

幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する３〜５歳の
全ての子どもたちの利用料(保育料)が無償化されます。

13

定員７名
名

幼児教育・保育無償化のイメージ

︻募集対象者︼
・身体障がい者
・求職者 定員

子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育・保育の無償化が実施されること
となりました。幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性や幼児
教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。

︻備考︼
①求職者は身体障がい者以外の方︒

令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が始まります！

●台風接近前の対策のお願い

②入学金︑授業料無料 キ( スト・検定試験受
験料等は自己負担があります )
︻問︼具志川職業能力開発校☎９７３ ６‒６８０

今年も台風シーズンを迎えております。昨年9月の台風第24号襲来の際、本市でも停電が発生し、復旧に
時間を要した地域がありました。強風で飛ばされたトタンやビニールシートが、送電線に接触したり、絡み
ついたりすると、断線の原因になりますので、事前に台風対策をお願いします。

商工
工労
労政
政課
課か
お知
知ら
らせ
せ
から
らの
の
商
お

台風 への備え 、していますか？
「わくわく」こどもだより
「わくわく」こどもだより

全ての飲食店に

税務署

消火器 が 義務化

消費税及び地方消費税
（個人事業者）の中間申告と納付
個人事業者の方で、平成30年分の確定消費税額
（地方消費税額は含みません。）が 48万円 を
超える方は、中間申告と納付は必要です。

されます！

対

象

※建物の面積に関係なく消火器の設置が
義務となります！

中間申告を
忘れずに！

確定消費税額が400万
円以下の方の中間申告
と納付の期限は令和元
年9月2日（月）です。

振替納税をご利用の方は
令和元年9月27日（金）が振替日です。

e-Taxで中間申告と納税ができます
（www.e-tax.nta.go.jp）

− 税に関する情報は国税庁ホームページへ −
（www.nta.go.jp）

火を使用する設備又は器具を設けた
飲食店等

いつから

消防法改正の経緯

令和元年10月１日から適用されます。
※既に営業している飲食店も施行日以降
は設置対象となります！

2016年（平成28年）12月に発生した
新潟県糸魚川市の大規模火災を踏ま
えて、消防法が平成30年３月に改正さ
れました。
消火器の設置場所、本数及び免除の
措置などの詳細については、消防本
部予防課へお問い合わせ下さい。

うるま市消防本部 予防課 うるま市字大田44番地１
☎975-2119

ＦＭうるま (86.8MHz) にて、「うるま市広報ラジオ」放送中！（月曜〜木曜 正午から 10 分間）
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