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災害時に備えて園芸施設共済に
加入しませんか

「園芸施設共済」は、自然災害等で被害を受けた時、「園芸施設共済」は、自然災害等で被害を受けた時、
補償金を支給する国の制度です。予測できない被補償金を支給する国の制度です。予測できない被
害に備え、園芸施設共済に加入しましょう害に備え、園芸施設共済に加入しましょう
    対象施設対象施設

 パイプハウス、 パイプハウス、
 鉄骨ハウス等の園芸施設 鉄骨ハウス等の園芸施設
   対象となる災害 対象となる災害
    風水害、地震、火災等風水害、地震、火災等

  責任期間   毎月５日、15 日、25 日から１年間責任期間   毎月５日、15 日、25 日から１年間

  
お問合せ・加入申請先お問合せ・加入申請先

沖縄県農業共済組合 宮古支所  ☎ 72-4724沖縄県農業共済組合 宮古支所  ☎ 72-4724

リスクに備え、
安心・安定の農業経営のため
園芸施設共済に加入しましょう。

 令和４年度  宮古島市職員採用
 候補者試験案内

問  総務課　☎ 73-1960

試験案内及び申込書を下記の場所で配布します。試験案内及び申込書を下記の場所で配布します。
詳しくは宮古島市 HP をご覧ください。詳しくは宮古島市 HP をご覧ください。

配布場所 総務課窓口 ( 市役所 2 階 )総務課窓口 ( 市役所 2 階 )
宮古島市ホームページ宮古島市ホームページ
https://www.city.miyakojima.lg.jphttps://www.city.miyakojima.lg.jp

配布期間　　7月 1日〜 14日

 　　　　　に備えよう！
 救命講習会受講者募集します
“もしも”

　　下記日程で定例救命講習会を開催します。下記日程で定例救命講習会を開催します。
第 2 日曜 第 4 日曜

６月 普通 III 上級

７月 普通 I 普通 I

８月 普通 I 普通 I

９月 上級 普通 I

10 月 普通 I 普通 I

■講習内容：■講習内容：心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、
　　　　　　　異物除去法、止血法等　　　　　異物除去法、止血法等
■開催時間：■開催時間：普通 I　9 時〜 12 時普通 I　9 時〜 12 時
　　　　　　　　　　　　※主に成人についての心肺蘇生法等※主に成人についての心肺蘇生法等
　　　　　　普通 III  9 時〜 12 時　　　　　　普通 III  9 時〜 12 時
　　　　　　　　　　　　※主に新生児〜小児についての心肺蘇生法等※主に新生児〜小児についての心肺蘇生法等
　　　　　　上級　9 時〜 17 時　　　　　　上級　9 時〜 17 時
　　　　　　　　　　　　※新生児から成人、その他けがの手当等※新生児から成人、その他けがの手当等
■受講料：■受講料：無料　※講習会 3 日前までに要予約！無料　※講習会 3 日前までに要予約！
■場所：■場所：消防本部 2 階ホール消防本部 2 階ホール

（日程は変更する可能性があります）（日程は変更する可能性があります）

事業所・一般問わず事業所・一般問わず
5 名以上で出張講習も5 名以上で出張講習も
行います！行います！
日時・場所等のご要望日時・場所等のご要望
に可能な限りお応えに可能な限りお応え
します。します。
お気軽にお問い合わせお気軽にお問い合わせ
ください。ください。

問  宮古島市消防本部　応急手当指導員　
　   ☎ 72-0943

  ■動物病院へ持参するもの■動物病院へ持参するもの　　
       通知ハガキまたは犬鑑札 通知ハガキまたは犬鑑札

麻布十番犬猫クリニック
宮古島分院 ☎ 79-8612

宮里動物病院 ☎ 73-6130
赤嶺獣医科医院 ☎ 72-7976
ちばな動物病院 ☎ 73-8853

問  環境保全課　☎ 79-5283

※手術費用から助成金額を差し引いた額を※手術費用から助成金額を差し引いた額を
   病院に支払う。   病院に支払う。
　( 手術金額は病院により異なります )　( 手術金額は病院により異なります )
■動物病院へ持参するもの■動物病院へ持参するもの

■助成金額■助成金額
(1 頭 ) 去勢手術 避妊手術

犬 5,000 円 10,000 円
猫 2,500 円 5,000 円

犬・猫を飼っている方への
お知らせ

■令和４年度 狂犬病予防注射接種
   集団接種を中止します

今年度の集団予防接種は、新型コロナウイルス今年度の集団予防接種は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止になりました。個別に感染拡大防止のため中止になりました。個別に
かかりつけの動物病院にて接種を受けてくださかかりつけの動物病院にて接種を受けてくださ
い。い。※動物病院の一覧は下記をご覧ください。※動物病院の一覧は下記をご覧ください。

※宮古島市にお住まいで犬の登録がまだの方は※宮古島市にお住まいで犬の登録がまだの方は
　動物病院にて登録できますので、予防接種と　動物病院にて登録できますので、予防接種と
　一緒に登録をお願いします。　一緒に登録をお願いします。

■令和４年度 犬・猫の去勢・避妊手術に
　助成金があります　

■動物病院

  犬犬    ①犬鑑札    ①犬鑑札
　　  　　  ②令和４年度狂犬病予防注射接種済票②令和４年度狂犬病予防注射接種済票
  猫猫    飼い主の住民票抄本    飼い主の住民票抄本

1 頭のメス猫は、年 2 回以上出産し、1 頭のメス猫は、年 2 回以上出産し、

1 年後には 20 頭以上1 年後には 20 頭以上に！に！

・散歩時の犬のふんは持ち帰る・散歩時の犬のふんは持ち帰る
・ふんを持ち帰るための道具を持って出掛ける・ふんを持ち帰るための道具を持って出掛ける
・2 メートル以内のリードを必ずつける・2 メートル以内のリードを必ずつける
・放し飼いは本市飼い犬取締条例違反です・放し飼いは本市飼い犬取締条例違反です

・道路等での置きエサは絶対にしない・道路等での置きエサは絶対にしない
・猫用トイレを自宅に必ず設置・猫用トイレを自宅に必ず設置
・ご近所へ迷惑をかけない・ご近所へ迷惑をかけない
・避妊・去勢手術を行う・避妊・去勢手術を行う

犬や猫などを捨てたり虐待を見つけたら犬や猫などを捨てたり虐待を見つけたら 110 番110 番！！

■犬の飼い主さん
　散歩時のマナーを守りましょう

■野良猫にエサをあげないで！

宮古島市 6 次産業化・地産地消支援
事業の募集（加工機材導入補助）

宮古島市では、本市で生産される農水産物の付加宮古島市では、本市で生産される農水産物の付加
価値向上や地産地消を推進するため、６次産業化価値向上や地産地消を推進するため、６次産業化
に取り組む起業者に対して、商品開発や規模拡大・に取り組む起業者に対して、商品開発や規模拡大・
販売促進に必要な加工機材導入を支援し、生産者販売促進に必要な加工機材導入を支援し、生産者
及び関連事業者の所得向上に繋げるため、及び関連事業者の所得向上に繋げるため、「宮古島「宮古島
市６次産業化・地産地消支援事業」市６次産業化・地産地消支援事業」を募集します。を募集します。
■補助対象者■補助対象者　　
　1、　1、本市で生産された農水産物の付加価値向上を目指す者本市で生産された農水産物の付加価値向上を目指す者
  2、農水産物加工に取り組んでいる者又は新規で  2、農水産物加工に取り組んでいる者又は新規で
　　 農水産物加工に取り組む者　　 農水産物加工に取り組む者
   3、年度内に加工設備・機材の整備が完了できる者   3、年度内に加工設備・機材の整備が完了できる者
   4、加工原料確保の目処が得られる者   4、加工原料確保の目処が得られる者
   5、個人にあっては、本市に住所を有し、居住している者   5、個人にあっては、本市に住所を有し、居住している者
      法人又は団体にあっては、本市に事業所を置いている者      法人又は団体にあっては、本市に事業所を置いている者
   ６、本市の公的義務(市税等の納付)を果たしている者 ６、本市の公的義務(市税等の納付)を果たしている者
■補助対象機材　■補助対象機材　農水産物の加工に必要な設備・機材農水産物の加工に必要な設備・機材
例）①冷蔵・冷凍保管庫 ②真空包装器 ③急速冷凍機例）①冷蔵・冷凍保管庫 ②真空包装器 ③急速冷凍機
　　　④野菜裁断機    ⑤乾燥機    ⑥電解水生成装置　④野菜裁断機    ⑤乾燥機    ⑥電解水生成装置
■補助金額■補助金額
　事業費(機材導入金額)の５０％以内（最高２００万円）　事業費(機材導入金額)の５０％以内（最高２００万円）
■提出書類■提出書類
　事業実施計画書、導入機材の見積書及びカタログの写し　事業実施計画書、導入機材の見積書及びカタログの写し
　※事業計画書の様式は、産業振興局窓口又は　※事業計画書の様式は、産業振興局窓口又は
      宮古島市ＨＰからダウンロードしてください。    宮古島市ＨＰからダウンロードしてください。
■申請期間■申請期間
    令和４年５月23日（月）～令和４年6月20日（月）    令和４年５月23日（月）～令和４年6月20日（月）
　　※産業振興局（宮古島市役所２階）窓口へ提出※産業振興局（宮古島市役所２階）窓口へ提出
■補助金交付対象者の選考方法■補助金交付対象者の選考方法
　書類審査及び現地調査等を行い選考する。　書類審査及び現地調査等を行い選考する。

問  産業振興局　  ☎ 0980-73-1919


