
　5月11日・12日、峰町・豊玉町の各会場で、第60回対馬市中
学校体育大会（球技・武道の部）が開催されました。日頃の練
習の成果を思う存分発揮し、県大会出場を目指しました。　
　結果は以下のとおりです。（敬称略　※○数字は順位）

◎バレーボール男子…………①大船越中 ②比田勝中
◎バレーボール女子…………①仁田中 ②西部中 ③比田勝中・佐須奈中
◎バスケットボール男子……①久田中 ②雞知中
◎バスケットボール女子……①厳原中 ②雞知中
◎ソフトテニス団体男子……①仁田中 ②豊玉中 ③西部中・浅海中
◎ソフトテニス団体女子……①佐須中 ②大船越中 ③久田中・豊玉中
◎ソフトテニス個人男子……①春田康成・北倉青波（仁田中）
　　　　　　　　　　　　　②須川大雅・山本貫太郎（佐須奈中）
　　　　　　　　　　　　　③古藤瑛亘・小田聖太郎（浅海中）
　　　　　　　　　　　　　③市山幸希・國分　倖（西部中）
◎ソフトテニス個人女子……①永井日和・髙雄和花（雞知中）
　　　　　　　　　　　　　②小川美星・居村祐佳（豊玉中）
　　　　　　　　　　　　　③原田花音・藤原莉子（豊玉中）
　　　　　　　　　　　　　③藤　春菜・石田向日葵（雞知中）
◎剣道団体男子………………①厳原中 ②雞知中
◎剣道団体女子………………①厳原中
◎剣道個人男子………………①扇　利仁（厳原中）
　　　　　　　　　　　　　②平山修資（厳原中）
　　　　　　　　　　　　　③船津陽志（厳原中）
◎剣道個人女子………………①川上陽愛（厳原中）
　　　　　　　　　　　　　②齋藤みずき（佐須中）
　　　　　　　　　　　　　③平山夏海（厳原中）
※参加8チーム未満の団体種目の表彰は、2位までです。

み ん な の 広 場

中学生スポーツの祭典!

梅野 春男さん（厳原町）
大正9年5月15日生まれ

犬束 通さん（上対馬町）
大正9年6月1日生まれ

祝 白寿
おめでとうございます

99歳を迎えられた方々に市から褒状とお祝い金を
贈りました。これからもお元気にお過ごしください。　
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　5月1日、島原市の島原復興アリーナで「第35回長崎県少年少女空手道選手権大会」が開催され、5人のつ
しまっ子が上位大会出場を決めました。九州大会は6月に鹿児島県で、全国大会は8月に東京武道館で開催さ
れます。主な結果は以下のとおりです。（敬称略）

鍛えた拳が風を切る
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朝鮮通信使行列再現のコースが変わります

市役所インフォメーション

小島 凛之介（糸東流士道会・鶏鳴小）
形の部　小学2年男子　準優勝

綱崎 眞（研武会・厳原小）
組手の部　小学2年女子　準優勝
形の部　小学2年女子　 3位

柴田 瑛光（研武会・厳原小）
形の部　小学3年男子　準優勝

阿比留 弦獅（糸東流士道会・鶏鳴小）
形の部　小学1年男子　3位

永留 総一郎（研武会・久田小）
組手の部　小学5年男子　3位

対　馬市役所

万松院
到着

ふれあい処
　つしま★

対州海運★

厳原港

八幡宮
神社★対馬市交流センター出発

　8月3日・4日に開催される対馬厳原港まつりに
合わせて実施される朝鮮通信使行列再現のコース
が変わります。
　今年は、朝鮮通信船復元船（3ページ参照）を
活用した行列再現を行うためにコースを変更しま
すが、開始時間（例年15時開始）も変更になる場
合があります。また、復元船への体験乗船も計画
していますので、日時等が決定次第改めてお知ら
せします。

問い合わせ　文化交流・自然共生課
　　　　　☎0920（53）6111

お知らせ
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平成30年度

保険料の納付額（1割） 保険料の納付額（2割）

9割軽減
（月平均380円納付） （月平均750円納付）

（例）年金収入80万円以下の方の医療保険料

8割軽減

令和元年度

75歳以上（※）で後期高齢者医療保険料の均等割が9割軽減の皆さんへ
10月から保険料が見直されます

お知らせ

　後期高齢者医療保険料の均等割について、9割軽減となっていた方は、今年度から8割軽減に変わります。
なお、保険料を年金からの引き落としで納めている場合、10月からの引き落としになります。

　なお、10月から介護保険料の負担軽減が強化されるとともに、年金生活者支援給付金（基準額月5,000
円）の制度が始まります。いずれも所得制限などがありますので、対象や支給要件などを改めてお知らせ
します。
（※）65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も対象になります。

問い合わせ　後期高齢者医療制度･･････保険課　☎0920（58）1579
　　　　　　介護保険････････････････保険課　☎0920（58）1118
　　　　　　年金生活者支援給付金････ねんきんダイヤル　☎0570（05）1165
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割引対象・期間
　○割引対象期間は3日間です。
　　※多客期（8月10日～18日、12月28日～1月5日）は除く。
　○割引対象は大人料金（復路）のみです。
割引条件
　○大人5人以上50人以下の団体であること
　○同一航路を往復で利用し、対馬に1泊すること
申請方法　
　利用予定の２週間前までに対馬市に申請が必要です。
　申請書等の様式は、対馬市ホームページからダウンロードできます。

問い合わせ　観光商工課　☎0920（53）6111

　対馬で同窓会や忘年会、会議などを行う大人5人以上（50人以下）の団体に対して、九州郵船（株）の協
力を得て、令和2年3月25日まで運賃の割引を行っています。
　島外にお住まいのご家族や友人・知人にぜひご紹介ください。

ジェットフォイル
博　多～厳　原

区　　間 割引後の往復料金船　　種

8,000円
通常の往復料金

12,660円

フェリー（2等） 5,000円7,320円

ジェットフォイル
博　多～比田勝

17,640円

フェリー（2等） 8,780円

10,000円

6,000円
※通常の往復料金とは、片道料金（6,330円）での往復で算出しています。
※往復料金に燃油サーチャージは含まれていません。燃油サーチャージは割引の対象外です。

「対馬へ行くなら5人がお得!」割引キャンペーン実施中！お知らせ



対馬市水道局指定給水装置工事事業者一覧　

１．新築などで新しく水道を引くときや、増改築などにより蛇口を増やし
たり、水道管を布設し直したりするとき

２．漏水など、敷地内の水道管を修繕するとき
３．水道の口径を変更するとき
４．家屋の取り壊しなどにより水道の使用をやめ、装置を取り外すとき

※取り壊し時も届出が必要です

　このような時は、対馬市水道局指定給水装置工事事業者へ依頼してくだ
さい。工事などに必要な手続きも、皆さんに代わり全て行います。
　なお、敷地内の水道管などの給水装置は、所有者の責任で管理いただい
ています。修繕費用についても所有者負担となりますので、ご了承ください。

問い合わせ　水道局　☎0920（52）0943

厳 原 町

美 津 島 町

　　所　在　地

阿連390
久田596-5
宮谷80-2
久田54
中村569
久田646-3
小浦117-82
久田360-2
東里36-8
北里108-2
南室60-2
豆酘1985
豆酘1985
桟原40-2
下原459
桟原48-15
豆酘瀬232
中村594

久須保791
雞知甲738-1
雞知乙522-2
雞知乙481-9
今里164
大船越463-1
根緒468-80
雞知甲328
今里141
雞知甲1254
根緒63-2
大山749-6

 連  絡  先

（56）1211
（52）3086
（52）0079
（52）2179
（52）2369
090（4356）6614
（52）3283
090（8415）1457
（52）3515
（52）5858
（52）3409
（57）0796
（57）0457
（52）5514
（56）0037
（52）5501
（57）1143
（52）3034

（54）4188
（54）2141
（54）3214
（54）2063
（53）2200
（54）3422
（52）3524
（54）4021
（53）2207
（54）2254
（54）2657
（55）9595

       工事事業者名

㈲旭建設
阿比留武設備
エレショップとだ
㈲扇設備
朽木電気工事店
コジマ住設
小島設備
コンストラクトICHI
秀大工業
タップスアビル
対馬工務店
つばき電器
はちや管工店
ホマレ電業㈱
㈲ホリタ建設
㈲三重建設
㈲山工
吉田設備

㈲クリーンかみしま
㈱シー･アイ･シー･みつしま
㈲修行設備
㈱早田組
㈲橘建設
対馬修理センター
㈲対馬ビルサービス
電工組
㈲西山設備
㈲畑島設備
㈱八興電設
㈱ライフ工業

（令和元年6月1日現在）　

　　所　在　地

曽626
仁位1230
仁位1230
横浦113-16
仁位659
仁位554-1
唐洲325-18
田886-1
仁位1234-4

佐賀444
吉田186-1
佐賀478
三根446-1

飼所870
飼所823
佐護東里110-1
飼所913
犬ヶ浦317-2
瀬田53

古里440-2
比田勝839-4
浜久須432-1
比田勝981-3
泉1634-5
泉636
大浦59-1
比田勝888

 連  絡  先

（58）0370
（58）1150
（58）0440
（58）1245
（58）1257
（58）0515
（59）0076
（58）0845
（58）0206

（82）0037
（83）0611
（82）0032
（83）0224

（85）1050
（85）0238
（84）5700
（85）0145
（85）0208
（85）1036

（86）3051
（86）4266
（86）3404
（86）2012
（86）3173
（86）4107
（86）2721
（86）2148

       工事事業者名

㈱梅野組
浦郷設備
田中設備
対馬水道設備
ツチダ住建㈱
㈱中村建設
原野電気工事店
寶三商会
村瀬水道土木㈲

田中水道浄化槽設備
㈱中原建設
㈱兵頭
峰友建設㈲

㈱イチケン
㈱昭大建設
㈲シマイ
㈲誠進
㈱三槻組
㈲宮本設備

㈱大浦水道土木
大島電化サービス
㈲坂田総合設備
㈱清陽
立花興業所
立花冷熱サービス
対馬住宅設備㈱
畑島プロパン商会

峰　　　町

上　県　町

上 対 馬 町
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給水装置に係る工事は「対馬市水道局指定給水装置工事事業者」に相談しましょう

豊　玉　町

お知らせ



お知らせ

ひめがみやまほうだいあと

たいしゅうば

「姫神山砲台跡」・「対州馬」を
市の文化財に指定しました
（平成31年4月15日付け指定）

市指定史跡「姫神山砲台跡」

　美津島町緒方にある「姫神山砲台跡」は、明治
30年代に造られた砲台で、市内に現存する砲台
跡の中では最大級の規模です。レンガや石の積み
方など、その当時に造られた砲台の特徴がよく
残っており、保存状態も良いことから、この度文
化財に指定しました。

市指定天然記念物「対州馬」

　日本在来馬8種のうちの1種である「対州馬」
は、過去には数千頭が飼養されていましたが、道
路網の発達、自動車の普及および農機具の機械化
等の理由により頭数は激減し、現在島内で40頭
しか飼養されていないことから、この度文化財に
指定しました。

問い合わせ　文化財課　☎0920（54）2341

国民健康保険被保険者の皆さんへ
～特定健診・がん検診のお知らせ～

　6月1日から特定健診がスタートしました。特
定健診とセットでがん検診も受けられます。
　40歳～74歳までの方には「特定健診受診券」
を、30～39歳の方には「若者健診受診券」を送
付しています。75歳以上の方も後期高齢者健診
を受診できます。申し込みは、健診コールセン
ターまでお電話ください。

　秋頃から予約が混み合いますので、早めの受診
をお勧めします。
申 込 先　健診コールセンター
　　　　　☎0920（52）4811   IP☎（352）4811
受付日時　平日9:00～16:00
問い合わせ　いきいき健康課　
　　　　　　☎0920（52）4888

人間ドック費用の一部を助成しています

　40歳以上の国民健康保険被保険者の方で、人
間ドックの検査結果報告書を提供してくださる方
に、費用の一部を助成しています。
助 成 額　人間ドックの受診に要した費用の2分

の1（上限2万円）

助成金振り込みまでの流れ
①人間ドックを予約してください。
②市に事前申し込み（電話）をしてください。
　事前申込期限　令和2年2月28日（金）
③市から申請書等が届きます。
④人間ドックを受診してください。
⑤人間ドックの結果が届きます。
⑥結果と申請書等を市に提出してください。
　提 出 期 限　令和2年3月27日（金）
⑦市から助成金が振り込まれます。

そ の 他　○令和元年度受診分に限ります。
○結果が届くまで期間を要しますので
　早めの受診をお勧めします。
○詳しくは、特定健康診査受診券に同
　封されたチラシをご覧ください。

問い合わせ　いきいき健康課　
　　　　　　☎0920（52）4888
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イベント

祝・「令和」最初の夏！2つのサマーで運開き！
サマージャンボ宝くじとサマージャンボミニが発売

『今年のサマージャンボ宝くじは、１等・前後賞
合わせて７億円！』

　　１等　　　5億円×20本
　　前後賞各　1億円×40本

※当せん本数は発売総額600億円・20ユニットの場合

『同時発売のサマージャンボミニは、1等・前後
賞合わせて5,000万円！』

　　1等　　 　3,000万円×40本
　　前後賞各　1,000万円×80本

※当せん本数は発売総額240億円・8ユニットの場合

発売期間　7月2日（火）～8月2日（金）
抽せん日　8月14日（水）

この宝くじの収益金は市町村の
明るく住みよいまちづくりに使
われます。宝くじは県内で購入
しましょう!!

問い合わせ　財政課　☎0920（53）6111

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ
～7月は「社会を明るくする運動」の強調月間です～

　「社会を明るくする運動」とは、すべての国民
が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生
について理解を深めるとともに、それぞれの立場
において力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会
を築こうとする全国的な運動です。犯罪や非行の
ない誰もが暮らしやすい社会
の実現に向けて、皆さんのご
協力をお願いします。
問い合わせ　総務課　☎0920（53）6111

行政と地域の皆さんを結ぶパイプ役として
活躍いただく区長さんを紹介します

中対馬振興部管内

　　豊玉町 東加藤区長　　植 村 平 和さん

※広報つしま5月号制作時、選定中でありましたので6月号で
　お知らせしています。

第１回韓国料理教室

と　　き　7月13日（土）11:00～14:00
　　　　　（受付10:30）
と こ ろ　対馬市交流センター3階　調理実習室
内　　容　「食」を通した異文化理解の促進を目

的に、韓国料理教室を開催します。今
回は、日本でもよく知られている韓国
の伝統料理「ビビンバ」を作ります。

定　　員　20人
（先着順）

参 加 費　500円
（材料費）

講　　師　対馬市国際交流員
　　　　　李  賢朱
申込方法　国際交流協会までお電話ください。
　　　　　※6月24日から受け付けを開始します。
そ の 他　○申込後、キャンセルをされる場合は 

　前日までにお電話ください。
　　　　　○参加費・エプロン・三角巾を持参し

　てください。
問い合わせ　（一財）対馬市国際交流協会
（申込先）　（文化交流・自然共生課内）
　　　　　　☎0920（53）6111

第24回長崎県子ども舞台芸術祭典
ピアニカの魔術師

とき・ところ　7月23日（火）　14：00～15：00
対馬市交流センター

　　　　　7月24日（水）　10：30～11：30
美津島文化会館

内　　容　ピアニカとギター演奏の2人編成で、
子どもたちが大好きなリズム遊びや日
常の音を再現するコーナーなど楽しめ
るコンサートです。

入 場 料　４歳以上………300円
　　　　　親子ペア券……500円　
　　　　　当日券…………500円
チケット販売所　厳原・美津島地区公民館
問い合わせ　厳原地区公民館
　　　　　　☎0920（52）0363

要申込

イ・ヒョンジュ
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求　　人

東横イン対馬比田勝オープニングスタッフ

　今年9月にオープンする東横イン対馬比田勝の
スタッフ（フロント・客室清掃・朝食・ドライ
バースタッフ）を募集しています。
　また、上県・上対馬において労働形態や業務の
説明会を開催しますので、ご都合の良い時間に、
お気軽にお越しください。
　なお、下記の日時以外でも業務に対する相談な
どを受け付けています。

〈仕事説明会〉
 6月22日（土）13:00～19:00  上県地区公民館
 6月23日（日）13:00～19:00  上対馬総合センター

応募・連絡先　東横INN対馬厳原採用係　
　　　　　　　☎0920（53）6145
問い合わせ　観光商工課　☎0920（53）6111

募　　集

令和元年度　
第2回雇用機会拡充支援事業補助金

　平成29年4月に施行された有人国境離島法に
基づき、市内における雇用機会の拡充、持続可能
な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的
に、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間
事業者等に対する支援を実施しています。
提出書類　事業計画書、収支予算書および見積書

等の必要書類
応募期限　7月31日（水）
そ の 他　○公募要領および提出書類等は対馬市

ホームページから確認できます。
　　　　　○事業内容に関するご相談や書類の作

成・応募方法等に関するご相談は随
時受け付けています。

提出書類事前審査会

　提出書類（事業計画等）の事前審査会を実施
しますので、応募をご検討の事業者は、必ずご
出席ください。
と　き　7月22日（月）10:00～17:00
ところ　市役所厳原庁舎　別館第1･2会議室

問い合わせ　しまの力創生課
（応募先）　☎0920（53）6111

対馬市総合戦略推進会議公募委員
｠
募集人員　2人
職　　務　総合戦略の進捗状況等の検証および第

２期総合戦略の策定　等
任　　期　令和元年8月～令和3年3月
会　　議　年4回程度開催（報酬・交通費支給）
応募要件　①まちづくりに対する考えを有する方

　や関心のある方
②本市に住所を有し現に居住している
　20歳以上の方
③平日昼間に開催する会議に出席できる方
※他の公募委員に2つ以上選任されている

　方、本推進会議の公募委員に以前就任さ

　れていた方は応募できません。

選　　考　書類審査
応募方法　政策企画課および各振興部に設置して

いる申込書に必要事項を記入のうえ、
郵送・Fax・Mail・持参のいずれかで
応募してください。

応募期限　7月30日（火）必着
問い合わせ　政策企画課　☎0920（53）6111
（応募先）　〒817-8510　厳原町国分1441
　　　　　Fax0920（53）6112
　　　　　Mail：seisaku@city-tsushima.jp

採用試験

対馬市職員（令和2年4月採用）

第1次試験日　8月24日（土）
申込期間　6月20日（木）～7月31日（水）
試験区分　高校卒業程度
職　　種　一般事務（韓国語修得者枠）
採用予定　若干名
受験資格　下記の要件、全てに該当すること

①平成4年4月2日から平成14年4月1
　日までに生まれた方で、高等学校卒
　業以上の学歴を有する方
②韓国での留学経験が令和2年3月末
　現在で通算して4年以上ある方。ま
　たは留学経験が令和2年3月末現在
　で通算して2年以上ある方でハング
　ル能力検定試験2級以上の資格もし
　くは韓国語能力試験6級の資格を有
　する方

問い合わせ　総務課　☎0920（53）6111
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