南城市地域情報ネットワーク

「ハイビスカスネット」開通！
ハイビスカスネットとは
市が昨年九月から進めていた市内高
速ネット網の整備が完了し︑四月四日
に玉城庁舎２階ホールと久高島離島総
合センターの２会場で開通式が行われ
ました︒
開通式では︑玉城と久高島の両会場
を高速ネットを使い︑高画質な映像で
両会場を二元中継しました︒
南城市地域情報ネットワーク︵愛称
ハ イ ビ ス カ ス ネ ッ ト ︶ は︑ 地 域 の 教
育︑行政︑福祉︑防災等の高度化を図

:

るため︑市内の公共施設や自治会公民
館等１２９箇所について超高速のネッ

防災・行政情報も配信

併 せ て 整 備 を 行 っ た︑﹁ 防 災・ 行 政 情

また︑本事業にてネットワーク網と

それと併せて︑久高島で高速のイン

報 配 信 シ ス テ ム ﹂ の 運 用 開 始 に よ り︑

トワークの整備を行いました︒

ターネットが利用できるようにブロー

災 害 情 報 や 各 種 行 政 情 報 の 一 斉 放 送︑

供できるようになりました︒

て市民の皆様へタイムリーな情報を提

が可能となり︑緊急時・平常時におい

グループ放送︑メールによる情報配信

ドバンド環境整備を行いました︒

何ができるの？
ハ イ ビ ス カ ス ネ ッ ト の 開 通 に よ り︑
市内の全ての公共施設や自治会公民館
等に設置されたパソコンから高速のイ
ンターネットが利用できるようにな
り︑市民の皆様や南城市を訪れる方々
への情報提供が可能となりました︒

今年度は︑本ネットワークを活用し

てブロードバンドが利用できない地域

におけるブロードバンド環境の整備

や︑防災システム等の整備を行う予定

です︒
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インターネット

小学校８校
中学校４校
家庭
全保育所７園
全幼稚園８園
全給食センター３箇所

学校インターネットシステム

光ケーブル1Gbps

市内小中学校間で、高速で安定したネット
ワークを利用することで、
さまざまな教育コン
テンツの活用やインターネット検索等による
情報の収集並びに全世界とのコミュニケー
ション手段として利用することにより、子供た
ちの情報化教育環境の充実を図ることがで
きる。

庁舎等 4箇所

学校インターネットシステム
□高速なネットワークの構築による
情報教育の充実
人の集まる施設
２施設

南城市役所
図書
検索

防災・行政情報配信システム
□音声による防災・行政情報の提供
□文字情報
（メール）
による防災・行政情報の提供
□ホームページを活用した防災・行政情報の提供
□ホームページを活用した住民とのコミュニケーション

自治会公民館
６８施設

既存及び今後構築予定システム

住民公開端末
・行政相談
・電子申請

□地図情報
（観光・防災等）
の提供
□図書予約システム
□施設予約・案内システムなど

防災・行政情報配信システム

自治会公民館に設置されている音響シス
教育
テムをネットワーク経由で活用できるように整
コンテンツ
教育委員会
備を行うことで、防災情報や行政、地域から
のお知らせ等の情報を音声及び文字情報で
配信することができる。
また、設置する公衆端末やインターネット
環境にあるパソコンを利用することでも、
市の
図書館 1箇所 ホームページ等を通じた防災・行政情報や観
光情報等の配信が行え、
また市民から行政
中央公民館 2館
への提言等を受けることができる。

その他施設 22施設
久高島島民利用
離島BBネットワーク

離島ブロードバンド環境整備促進事業
地域イントラネット基盤を活用して、公共施設を結ぶ久

光ケーブル（自営）+無線ネットワーク網（自営）
既存及び今後構築予定システム

高島ブロードバンド通信ネットワーク環境を整備すると

住民は、家庭や職場のパソコン、
または自治会公民館や公共施設に設置された公開端

ともに、住民がブロードバンドインターネット接続できる

末から、市のホームページを通じ、観光・防災・行政等の各種情報の収集や提供及び様式

環境をFWAで整備。

のダウンロードや各種申請手続きを行うことができる。

地域イントラネット基盤施設整備事業
■総事業費：６００,０００,０００円
■事業の目的・内容
市町村合併により生じたデジタルデバイドの解消及び、地域の教育、行政、福祉、防災等の高度
化を図るため、学校、公民館、市役所などを高速・超高速にて接続。
市内の公共施設等１２９箇所を光ファイバー又は高速の無線等で接続。自治会公民館等に公開用
端末機を設置。地域イントラネット網を活用した「防災・行政情報配信システム（仮称）
」を整備。

離島ブロードバンド環境整備促進事業
■総事業費：２９,９４７,７３９円
■事業の目的・内容
公共にて久高島内におけるブロードバンド環境の整備を行い、民間の通信事業者にてインターネット
接続サービスを提供。

3

広報なんじょう No.29（2008.5.2）

シュガー君

平成20年4月より、5年間に限って
中学1年生と高校3年生に相当する年齢の方へ麻しん・風しん混合ワクチン
（MRワクチン）の予防接種がスタートしました！
！

接種の必要があります。ワクチンを1回接種しても抗体ができない人の率は5％未満、免
疫が減衰してしまう人は概ね10〜15％程度と考えられ、
これらの人に対する2回目の接種は
抗体を確実なものにするためにも極めて重要です。今回は、平成24年度までに麻しん排除を
目標とする国の「麻しん排除計画」に伴うもので、接種1回世代へ2回目の接種機会を与える
ことを目的としています。
＊現在小学3年生が中学1年生、現在中学2年生が高校3年生になる平成24年度が最終年度となります。

①1歳以上の乳幼児でまだ、MR予防接種を受けていない方
（1歳児、幼稚園児は定期接種で無料）
②麻しん予防接種を1回も受けたことがない児童、生徒、学生
（中学1年生、高校3年生は定期接種で無料）
③子どもと接する職業、麻疹患者と接触する可能性のある大人で、麻疹にかかったことの
ない（又は麻しん予防接種を受けたことがない）方
＊対象年齢以外のお子さんが接種希望の場合は、任意接種（自己負担）となりますのでご了承ください。
＊今後、学校での遠足、修学旅行の際または大学入学時にＭＲワクチン接種歴の確認が必要となる可能性があります。対象期
間内の早めの接種をお願いします。

【お問い合わせ】健康課（保健センター）TEL.946-8987

4月より特定健診として被保険者の健診（がん検診を除く）は保険者に義務付けられたことから南城市は
下記対象者について人間ドックを実施いたします。対象者へは受診券を送付していますので詳細については
案内チラシ（40歳未満はハガキ）をご覧下さい。また、下記対象者に該当しない方については申し訳ござい
ませんが各保険者へ問い合わせお願い致します。
【人間ドック対象者】

・40歳〜74歳までの国保加入者 ・20歳〜39歳までの国保・社保加入者
※20歳〜39歳までの方で受診券（ハガキ）が届いてない方で希望者の方は健康課（946-8961）まで連絡下さい。

【上記に該当しない方のお問い合せ先（一部）】
◆政府管掌健康保険
（保険証には「沖縄社会保険事務局」と記載）
……………………………………941-0732
◆地方職員共済組合沖縄支部……866-2127
◆沖縄県市町村職員共済組合……833-9102

◆公立学校共済組合沖縄支部……866-2720
◆沖縄県警察共済組合……………862-0110
◆沖縄電力健康保険組合…………877-7835
◆沖縄銀行健康保険組合…………874-4376
◆琉球銀行健康保険組合…………854-7111

たど

※上記に該当する保険者がない場合、保険証の配布先を辿って連絡先を調べて下さるようお願い致します。

健 康 標 語

盛根亜耶乃さん（津波古在住）
（2008.5.2）
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国民年金
変更届の手続きをお忘れなく！
会社を離職して自営業者になった場合や再就職してない場合などは、
お住まいの市町村役所へお届けが必要です
・会社を離職して自営業者等になった場合

資格取得届
（2号→1号）

・会社を離職したが再就職していない場合

・配偶者が会社を離職して自営業者等になった場合

種別変更届
（3号→1号）

・配偶者が会社を離職したが再就職していない場合

■所得が少なく、保険料の支払が困難な場合
若年者納付猶予制度
■学生以外の20歳代の方の本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に申請により保険料納
付が猶予されます。
■猶予期間は老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に参入されます。
■特例期間は追納すると老齢基礎年金額に加算されます。

免除制度
■本人所得、配偶者所得及び世帯主所得が一定
額以下の場合に申請により保険料納付が免除
されます。
■免除とされた期間は老齢・障害・遺族基礎年
金受給資格期間に参入されます。
■免除期間は追納すると老齢基礎年金額に加算
されます。
■申請の時期によって、前々年の所得で審査を
行う場合があります。毎年所得申告はお忘れ
なく！
■手続きは住民登録されている市町村役所年金
係窓口で！

お問い合わせ先
5
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■所得額による免除のパターン
免除

全額免除

免除

4分の3免除

免除

半額免除
4分の1免除

■浦添社会保険事務所 国民年金係
■南城市役所（大里庁舎） 健康課

納付要

免除

納付要
納付要

電話 877-0511
電話 946-8961

南城市内のできごと
大里中学校３つの快挙

大里中学校吹奏楽部と女子ソフトボール部が４月
７日（月）南城市長を表敬訪問し、金賞と優勝の報
告を行った。
吹奏楽部は３月３０日（日）に東京で行われた「第
２９回全日本リコーダーコンテスト」で「合奏の部」
と「四重奏の部」に出場し両部門で金賞を受賞。三
年連続出場し初のダブル受賞となった。
また、女子ソフトボール部は３月２２日（土）
・
２３日（日）に佐賀県で行われた「第１８回全九州
中学生選抜男女ソフトボール大会」に出場。１・２
回戦を勝ち抜き、ベスト４入り。最終日、雨天のた

第２９回全日本リコーダーコンテスト
合奏・・・金賞
四重奏・・・金賞
第１８回全九州中学生選抜男女ソフトボール大会
１回戦 大里中 ２−０ 日野中（長崎県）
２回戦 大里中 ５−２ 大隅中（鹿児島県）
ベスト４の４チームが優勝

め試合中止によりベスト４の４チームが優勝となっ
た。
吹奏楽部長の大城早希さんは「応援してくれた家
族や市民のおかげです」と感謝の気持ちを述べ、女
子ソフトボール部長の下地優美さんは「夏の大会で
はぜひ優勝したい」と抱負を語った。

斎場御嶽が危ない？！

大里地区の給水を南城市から

斎場御嶽の今後のあり方について考えるフォーラ
ム「精神文化としての斎場御嶽をどう守るのか―そ
の位置付けと方向性を求めて―」が３月３０日（日）
、
知念社会福祉センターで開催され、約１７０人が参
加した。
世界遺産に登録されたことで多くの観光客が訪れ
るようになった斎場御嶽だが、見学者のマナーや史
跡周辺の動植物の持ち出しなどの問題も抱える。
フォーラムでは元県立博物館館長の當眞嗣一氏が

４月１日（火）大里地区への上水道給水を記念し

考古学の立場から、琉球大学教授の赤嶺政信氏が歴

て南城市水道事業統合記念式典及び祝賀会が関係者

史・民俗学の立場から斎場御嶽について講演。仲宗

多数が出席し、大里農村環境改善センターで盛大に

根幸男琉球大学名誉教授は動植物の持ち出しや石畳

開催された。

道の磨耗への対策を市に提案し、比嘉政夫沖縄大学

式典では、南部水道企業団の給水区域である八重瀬

地域研究所所長は「斎場御嶽にとってどんな規制が

町長はじめ来賓の方々からの祝辞や、大里地区にお

必要かを地域住民が話し合うことが地域振興につな

けるこれまでの水道給水の経過及び南城市水道事業

がる」と呼びかけた。

に統合されるまでの経過等の報告がなされた。

市は関係部局（文化課・観光文化振興課・まちづ

今後、市では水道事業の運営において「安全でおい

くり推進課）において更に協議を重ね、斎場御嶽を

しい水」の供給、重要なライフラインとしての強化

より良い方法で次代へ継承していきたいとしている。

をさらに努めていく。
（2008.5.2）
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報奨金がもらえるかも？！

観光産業のさらなる発展を

特定健康診査の受診率を上げようと、受診率の高
い３位までの区に報奨金を与える表彰規定を設ける
ことを４月１１日（金）古謝景春市長が発表した。
予算総額は１０５万円。６月議会に提案後、議会の
承認を経て正式に決定する予定。
同表彰規定は県内では初の取り組み。自治会ごと
の受診対象者数によって３つの区分を設け、区分ご
とに上位３位までに３０万〜２万５千の報奨金を与
える。特定健診の受診率を上げることで市民の健康
状態を把握し、保健指導を行う。最終的には市の医
療費抑制につなげることなどを目標としている。
古謝市長は「お互いに切磋琢磨（せっさたくま）
して健康づくりに対する意識を高めてほしい」と述
べた。

３月２５日（火）南城市よ
り南城市観光振興計画の策定
について諮問を受けていた南
城市観光振興計画策定委員会
（松鷹彰弘会長）より答申が市
長応接室であった。
南城市観光振興計画には、
「体験滞在交流型観光」
や「統合医療〜癒しと健康のツーリズム〜」の拡大
を前提に、明確なビジョンに基づく具体的な目標値
が設定され、その目標に向けた役割分担が明確にさ
れた内容となっている。
委員会からは計画が実行されるよう南城市観光振
興協議会（仮）の設立や斎場御嶽等聖地利用ルール
の早期検討が付帯事項として要請された。

ありがとう佐敷庁舎

琉歌にふれてみませんか

今年度中に取
り壊しが予定さ
れている旧佐敷
町役場本庁舎で
４月５日（土）
、
「佐敷役場に感
謝する会」が旧
佐敷役場出身の
職員やＯＢら関係者約１２０人が出席のもと厳かに
行われた。
古典音楽で幕開け後、アルバム上映も行われ、参
加者は庁舎の歴史と思い出を振り返って別れを惜し
んでいた。

３月１１日（火）
・２１日
（金）
・２３日（日）の３日間
にわたって、
『沖縄の文学碑
めぐり』の著者・垣花武信先
生を玉城中央公民館に招い
て、琉歌講座が行われた。
講座には、市内外から２１名が参加。講座では、
琉歌の説明から琉歌づくりまで行い、最終日の２３
日には、知念字山里にある「手水の縁の碑」を含め
た南部地域の歌碑を見学した。
なお、南城市では、市内の文化財をテーマとした
琉歌を募集している。
詳細については南城市教育委員会文化課まで。
TEL ９４６−８９９０

南城市シルバー人材センター就業始まる
南城市シルバー人材センターが４月１日から業務を開始した。請負や委託を受けている仕事は公園清掃や
庭づくり、住宅の床張替えなど多岐にわたり、約１００名の会員が就業している。公園清掃にかかわる会員
の一人は、「公園が自分の庭のように愛着が感じられる。多くの人に来てもらいたい」と語った。
また、同センターでは就業時の安全対策の一環として、４月１１日（金）に安全講習会を開催。会員は真
剣な表情で講師の話しに耳を傾けていた。
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知念イーグルス躍進！優勝旗３本

南城市スポ−ツ少年団軟式野球交流大会
兼第２回南城市少年野球春季大会

知念イーグルスが３月

３月１５日（土）１６日（日）平成１９年度南城

２５日（火）に行われた

市スポ−ツ少年団軟式野球交流大会兼第２回南城市

第１００回記念沖縄県学

少年野球春季大会にＡクラス１２チ−ム・Ｂクラス

童軟式野球大会で準優勝

６チ−ム・Ｃクラス５チ−ムの計２３チ−ムが参加

し、７月に行われるＪＡ

し、新開球場他５会場で行われた。結果はＡクラス

Ｌカップ第２７回全九州・山口少年野球大会出場報

優勝、大里シャークス、Ｂクラス優勝、知念イ−グ

告のため３月２７日（木）来庁した。

ルスジュニア、Ｃクラス優勝、知念リトルイ−グル

大田徳斗主将は「今大会は準優勝で悔しい思いを
した。ＪＡＬカップではぜひ優勝したいので応援お
願いします」とあいさつした。

スとなった。
今大会は、前日の金曜
日に雨が降りコンディ

知念イーグルスは、他の大会でも優勝、また知念

ションは良くなかったが、

イーグルスＪｒは準優勝、知念リトルイーグルスは

大 会 中 は 晴 天 に 恵 ま れ、

優勝しており合計３本の優勝旗と共に報告を行った。

すばらしい大会となった。

子供たちの作品展

ごみ処理施設基幹改良工事が竣工

３月２９日（土）南城市佐敷地区、
与那原町、西原町を構成市町とす
館の児童によ
る東部清掃施設組合の基幹改良工
る絵画作品展
事竣工式が清掃施設内広場で挙行
された。
が３月２１日
ごみ処理施設は、昭和 60 年より
（金）〜２９
稼動してきたが、施設機器の老朽化、大量消費・生活様
日（土）の間、
式の変化に伴うごみ形状の変化により、処理能力の低下
大里庁舎エン
を招いていた。
トランスホー
今回の基幹改良工事で、集 塵装置を電気式からバグ
ルにて行われた。同児童館では初の試み。
フィルター方式へ変更を主とした基幹的改良工事を行
作品展ではジンベイザメやマンタなど、沖縄の生 い、煤塵及びダイオキシン類の排出が大幅に抑制される。
東部消防施設組合管理者の新垣正祐西原町長は「この
物をモチーフにした子供たちの合同作製画などを展
美しい地球環境を守るため、環境にやさしく、地域から
示。手形で彩られた大きな絵画に、訪れた人は足を
も愛される施設を使命とし運転管理を行っていく」とあ
止め見入っていた。
いさつした。

大里北児童

もずく作戦
春の全国交通安全運動
の一環として、交通安全
推進協議会は４月４日
（金）に大里稲嶺十字路
で「もずく作戦」を実施
した。
当日は与那原警察署職員をはじめ、女性連合会、青
年会、市職員が信号待ちをしているドライバーにも
ずくゼリーとチラシを配
布し、交通安全を呼びか
けた。

南城市の国土利用について審議
３月４日（火）将来の南城
市の土地利用のあり方を示す
南城市国土利用計画を審議す
る南城市国土利用計画審議会
の委嘱状交付式及び第 1 回審
議会が玉城庁舎で行われた。
古謝市長より委嘱状が手渡された後、第 1 回審議
会が開催され、会長に安和朝忠さん、副会長に與那
嶺副市長が選任され、南城市国土利用計画の策定に
ついての諮問等が行われた。
古謝市長は「地域がしっかり議論し、市民と行政
の納得する計画を策定してもらいたい。住居環境や
文化財等を守っていくすみわけを図り、それぞれの
アイデンティティを守っていく意識を持ってまちづ
くりを進めていきたい」とあいさつした。
（2008.5.2）
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平成20年度 新規採用職員
地元南城市で働くことがで

南城市誕生から３年目です

き、とても嬉しく思うと共にそ

が、まだまだ市について知らな

の責任の重大さに緊張していま

いこともあり、勉強の毎日で

す。

す。

お役に立てるように一生懸命
まち

だ

町田

こずえ

梢

総務課

頑張りたいと思いますので、ど
うぞよろしくお願いします。

明るい街づくりに貢献できる
みや

ぎ

宮城

り

ように頑張ります。

さ

里沙

財政課

４月から市の職員として第一

南城市は私が生まれ育ったと

歩を踏み出しました。

ころです。

未熟ながら日々努力し、一日

「市民の立場から」をモット

も早く仕事を学びとり、市民、

ーに市民生活向上のため一生懸

南城市に貢献できるように頑張

命がんばります。宜しくお願い
おく

ま

奥間

かおり

します。

香

っていきたいです。どうぞ、ご
ぐ

し

けん

具志堅

とも

こ

智子

まちづくり推進課

税務課

指導のほどよろしくお願いしま
す。

ゼロからのスタートでご迷惑

旧大里地区の給水を平成20年

をおかけすることもあるかと思

度より南城市が給水することに
なり、私を含め５人の職員が南

いますが、少しでも早く皆様の

部水道企業団より移管してまい

お役に立てるよう頑張ります。

りました。長年南部水道企業団
で培ってきた知識が新しい職場

おお しろ

しゅ いち ろう

大城

守一朗

ずけらん

たかし

瑞慶覧

市民課

隆

水道総務課

これから市職員として働くこ

南部水道企業団より大里地区
の給水区域移管に伴い、水道総
務課に配属になりました。

し、市民生活向上のため微力で

安全な水を安定して給水でき

はありますが南城市発展の歯車

るようがんばりますので、よろ

の一部として尽くしたいと思い
きんじょう

ひで のぶ

英信

水道総務課

ますので、どうぞよろしくお願
いします。

い

は

伊波

もり ひろ

盛弘

このたび４月から南城市職員

大里地区水道事業統合に伴

として働かせて頂くことになり

い、南部水道企業団より施設課

ました。市民の皆様の為に働け

に配属となりました。
一生懸命頑張りますのでどう

一生懸命がんばります。どう
おく はら

かず や

和也

水道総務課

しくお願いします。

水道総務課

ることを誇りに思います。

奥原

きます。

ととなりその責任の重さに身が
震える思いです。地道に努力

金城

でも発揮できるよう頑張ってい

ぞよろしくお願いします。

ぞ宜しくお願い致します。
たま しろ

つかさ

玉城

司

施設課
（2008.5.2） 10
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総務省の「頑張る地方応援プログラム」に基づき派遣され、４月１日付けで南城市政策調
整監を拝命いたしました。魅力あるまちづくりに積極的に取り組むここ南城市で仕事をさせ
ていただきますことを大変光栄に存じております。南城市は、美しい自然とともに、多くの
史跡・文化財、伝統芸能など豊かな精神文化と歴史遺産を擁する他に類を見ない地域です。
これら特色ある資源を活かし、人と自然が調和した「日本一元気で魅力ある南城市」の実現
やま ぐち

のり あき

山口

憲明

総務企画部
政策調整監

に向け、全力で取り組んでまいります。市民の皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

県庁から派遣され、観光・文

微力ですが、保護者・一市民

化振興課の副参事を拝命致しま

としての思いを教育行政に伝

した當間です。

え、より良い教育環境作りに努

琉球開闢の地「南城市」の観

めて参りたいと思います。どう

光振興のため、微力ではありま
とう ま

やす のり

當間

保智

観光・文化振興課
副参事

すがその責を果たしていく所存

ぞ宜しくお願い致します。
おや かわ

あさ こ

ですので、よろしくお願いいた

親川

朝子

します。

教育委員会委員

糸満市立兼城中学校より赴任

県立総合教育センターからの

しました。

配置になりました又吉です。

住まいは、南城市大里です。

研究開発事業（英語）等にが

趣味で書道をしています。

んばります。

市内の子どもたちのために頑
しろ ま

ひさ し

城間

寿史

張ります。

また よし

なお まさ

又吉

直正

教育総務課
指導主事

日

時

教育総務課
指導主事

平成20年 6 月8 日（日）

7:00〜20:00（久高地区は7:00〜16:00 ）

投票所 （玉城地区）玉城中央公民館
（久高地区）久高島離島振興総合センター
（大里地区）大里農村環境改善センター

（知念地区）知念社会福祉センター
（佐敷地区）南城市老人福祉センター

◆投票日当日投票できない方は、不在者及び期日前投票することができます◆
日

時

平成20年 5 月31 日（土）〜 6 月7 日（土）

8:30〜20:00

投票所

南城市役所玉城庁舎

日

時

平成20年 5 月14 日（水） 15:00〜16:00

場

所

南城市役所玉城庁舎2階
お問い合わせ
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農事研修室

南城市選挙管理委員会

TEL：948-7111

市では現在、各種土地利用計画（農業振興地域整備計画・都市計画マスタープラン・
国土利用計画）の策定作業を進めています。これらの計画に市民の皆様のお考えを
お聞かせ下さい。多くの地権者、市民の皆様のご参加をお待ちしています。
時間：午後7時〜9時
場所：各区公民館および集会所
地

区

開

佐敷地区

催

日

行政区および自治会

５月８日（木）

新

里

５月13日（火）

小

谷

佐

敷

兼

５月15日（木）

津波古

新

開

手登根

５月20日（火）

伊

屋比久

外

間

５月22日（木）

仲伊保

冨祖崎

つきしろ

５月27日（火）

県営団地

県営第２団地

県営仲伊保団地

５月29日（木）

西

６月３日（火）

大里地区

原

久

嶺

井（嶺井団地を含む）

６月５日（木）

福

原

６月10日（火）

仲

程

銭

又

６月12日（木）

大

６月19日（木）

堅

島

袋

平

城

大里第２団地

６月24日（火）

古

良

高宮城

大里団地

大里グリーンタウン

６月17日（火）

平

南風原

原

稲

川

嶺

目取真

湧稲国

稲

真境名

福

当

大里ニュータウン

間

※市内のアパートや団地にお住まいの方は最寄の区・自治会へご参加下さい。
※農業振興地域に土地を所有している地権者の方は、土地の所在する区・自治会へご参加下さい。
※知念地区と玉城地区の説明会は６月末〜７月にかけて行いますので、６月号の広報誌をご確認下さい。
【お問い合わせ】土地利用対策室 ＴＥＬ948-7146

4月1日より、農地の標準小作料が下記のように改
訂になりましたので、お知らせします。
農地の区分

小作料の標準額

畑の部
（上畑）

10

当り13,500円
坪当り（45円）

畑の部
（中畑）

10

当り10,800円
坪当り（36円）

畑の部
（下畑）

10

当り 8,100円
坪当り（27円）

備

考

１．基準となった作物
さとうきび
２．農地の区分
圃場整備済の農地
上畑／かんがい施設が整備
され、面積が300坪
以上の農地
中畑／面積が200坪以上
300坪未満の農地
下畑／面積が200坪未満の
農地

【お問い合わせ】 農業委員会（玉城庁舎）
℡948-1377

誘い手口→【無審査】
【高額融資】
【即日ＯＫ】
○「お金を融資する」とハガキや電話、メールを送
信してくる
○「90日間無利息」など有利な条件を出してくる
○身元保証人として親戚や知人等の連絡先をたずね
てくる
○定形小包郵便（エックスパック）などを使わせて
私書箱に現金を送らせようとする
ヤミ金業者からの被害が多発しています。
おかしいと思ったらすぐ相談を！
【お問い合わせ】 警察相談窓口 ♯9110
与那原警察署 098-945-0110

（2008.5.2） 12
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Q）私は、平成20年3月24日に南城市から
○○市へ転出しました。平成20年度分の市
民税はどちらへ納めることになりますか？

Ａ） 市民税は、その年の1月1
日現在の住所地で課税されます。
平成20年1月1日現在、あなたの住所は南
城市にありますので、その後○○市へ転出さ
れても平成20年度分の市民税は南城市に納
めていただくことになります。
なお、平成20年度（平成19年中）の所得
や課税に関する証明は、市民税同様、その年
の1月1日現在の住所地の市町村で6月から
取得することができます。

Q）わたしが賃貸している建物で、借家人が死亡しました。
借家人には身寄りがありません。死亡届は誰が出せばいい
のでしょうか？

Ａ）家主に提出義務が生じます
人が死亡すると、その人の権利・義務が消滅し、相続が
開始したり、婚姻関係が解消されるなど、身分関係や財産
関係に重大な影響を及ぼすことから、死亡の事実を速やか
に戸籍に記載する必要があります。そこで、戸籍法によっ
て、届出義務者は、死亡の事実を知った日から７日以内
に、死亡の届出をしなければなりません。①親族②同居者
③家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人が、この順序
に従って届出の義務を負っていますが、順序によらない
で、届出をすることもできます。本問のように死亡した借
家人に親族や同居者がいなければ、家主のあなたが死亡届
を出さなければなりません。

【お問い合わせ】
税務課（大里庁舎）

【お問い合わせ】 市民課（大里庁舎）
ＴＥＬ946-8989
那覇地方法務局戸籍課 ＴＥＬ854-7953
ＴＥＬ948-7124

南城市公共施設（スポーツ施設・文化施設）
の空き状況等がWEBで確認できます。
URLは以下の通りです。
利用者側（パソコン版）

http://www.pf489.com/nanjo/web

利用者側（携帯端末版）

http://www.pf489.com/nanjo/mobile
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日本最大の100万人のスポーツイベント

『チャレンジデー』はこんなスポーツイベントです。
毎年5月の最終水曜日に人口規模がほぼ同じ市区町村間で、午前0時から午後9時までの間に15分以上継続し
てスポーツや運動を行った『住民参加率』を競い合い、敗れた場合は対戦相手自治体の旗をメインポールに１週
間掲揚するというユニークなルールによって行われる まちの威信と名誉 をかけたスポーツイベントです。
●参加対象
当日、そのまちにいる人であれば誰でも参加できま
す。在勤者、在学者、観光客なども参加の対象とな
ります。年齢や性別も問いません。
●実施種目
15分以上継続したスポーツや運動であればどのよ
うな種目でも結構です。
（例えば）
・通勤 ・通学 ・買物時にウォーキング
・犬の散歩 ・家の中の掃除（いつもより激しく
運動を意識して15分間以上かけて）

南砺（なんと）市

●実施時間
当日の午前0時から午後9時まで。
●実施場所
まちの中であれば自宅や学校、職場、スポーツ施設、
広場等どこでも結構です。
●参加者登録方法
15分以上スポーツや運動をした人は、各自治体の
集計センターに参加したことを報告します。登録は
基本的に自己申告と致します。

■対戦相手は

富山県

■対戦組合せ

人口規模がほぼ同じ自治体間で対戦します。
今回の対戦相手は、富山県の南砺(なんと)市です。
南砺市は、ユネスコ世界遺産に登録される「五箇山の合掌造り集落」を
はじめとした香り高い歴史･文化遺産が数多くあるまちです。

■問い合わせ

南城市チャレンジデー実行委員会
事務局 TEL 947-6017

人口 57,965人

生涯学習課

〜聴覚障がい者のくらし〜
病院での受診でも大変なことは多々あります。通訳を介さない
と症状も具体的に説明できないし、ずっと待合室で待たされ、検
査室への移動も指差しだけでどこへ行くかもわからず、結局受診
に何時間もかかることもあります。
出産後、母子同室で聞こえるお母さんは寝ていても、赤ちゃん
の泣き声で起きて授乳すればいいのですが、聴覚障がい者は泣き
声も聞こえないのでずっと見ていなければならず、仮眠もできず、
心身クタクタになります。
見た目にはわからない『聞こえない』という障がいが、実はと
ても大変なことなのです。

ミニ手話講座
「お疲れ様」

生ごみを減らしましょう
少し意識するだけで、燃えるごみの重量の約４割を
占める生ごみを減らすことができます。
★作りすぎない
食べきれずに捨てることになってしま
わないように、分量を考えて料理しま
しょう。

★食べ残しをなくす
もったいない食べ残しをなくすだけでも、
生ごみの量を減らすことができます。

片方の腕を下に、片方は上から叩きます。「お疲れ様でした」と
言いながら、気持ちを込めて軽くトントンと。

【お問い合わせ】 生活環境課(大里庁舎) TEL946-8981
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N a n j o

C i t y

ぼん

T o p i c s

じ

てっ

てい

今月は「凡事徹底」強化月間
「当たり前のことが当たり前にできる」
いわゆるこのようなことを
ひと

はなし

き

あい て

おも

・あいさつをする ・人の話を聞く ・相手を思いやる
じ かん

まも

くつ

なら

せい そう

・いじめをしない ・時間を守る ・靴を並べる ・清掃をする など
いえ

がっ こう

ち いき

あなたの家で、学校で、地域で、
いろいろなところで、やってみよう
具体的な
行動

★たとえば、あなたの当たり前のこと（児童・生徒）

★たとえば、保護者の当たり前のこと

☆自分から元気にあいさつする
☆親や先生の話をしっかり聞く
☆きまりや約束を守る
☆家の手伝いをする

☆良いことはほめ、悪いことは叱る
☆我が家のきまりを作り、実行する
☆子どもの話に耳と心を傾ける
☆朝ごはんで、生活リズムを整える

★たとえば、教師の当たり前のこと

★たとえば、地域の当たり前のこと

☆児童・生徒へ声かけをする
☆愛情をもって、ほめる・叱る
☆情熱、使命感を忘れない
すい はん
☆常に教師が率先垂範する

☆大人が率先してあいさつする
☆家のまわりを掃除する
☆地域の行事に積極的に参加する
☆子どもによい手本を示す

四月から新学年度がスタートしました。一人一人の子どもの夢と
希望をはぐくむために、学校・家庭・地域社会で一致協力して取り組
んでいきましょう。

○「早寝・早起き・朝ごはん」の南城市ジンブナー
○読書・読み聞かせではぐくむ豊かな心
○家庭学習で身につけよう確かな学力
南城市教育長
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高嶺朝勇

軽自動車税について
平成２０年度軽自動車税の納付期限は、６月２日（月）までとなっておりま
すので、期限内の納付をお願いします。
なお、身体等に障害のある方または該当者と同一生計の方が所有している
軽自動車で通院・通学等のために運転している場合は、減免の申請手続をし
ていただくことにより減免される場合があります（身体等に障害のある方ひとり
に対し１台）
●提出書類
身体障害者手帳等の写し
自動車検査証の写し
運転免許証の写し
所有者の印鑑
●申請期限
５月２７日（火曜日） ※期限を過ぎると減免を受けることが出来ません。※
●提出先
大里庁舎税務課（南城市大里字仲間８０７番地）
障害の区分によっては減免を受けれない場合がありますので、下記へ問い合わ
せ下さい。
お問い合せ 税務課（大里庁舎）ＴＥＬ９４８−７１２４

お知らせ

掲示板
財政課からのお知らせ

平成20年度版
「 知っ得 みんなの予算」発刊
財政課では、市民のみなさん向け
に分かり易く予算を解説した平成 20

「児童手当現況届」 の提出について

年度版の予算説明書「 知っ得 み

児童手当を受けている方は、毎年 6 月に「児童手当現況届」を提出しな んなの予算」を発刊しました。「 知っ
ければなりません。
得 みんなの予算」は、財政課（玉
この届は毎年 6 月 1 日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける
城庁舎）
、各市民課窓口（佐敷庁舎、
要件があるかどうかを確認するためのものです。児童手当現況届を提出しない
知念庁舎、大里庁舎）で配布してい
と 6 月分以降の手当が受けられなくなります。
対象者の方には、通知文書を送付しますので、通知文書が届いた方は、 ます。
内容を確認のうえ、現況届の手続をお願いいたします。
お問い合せ 児童家庭課（大里庁舎） TEL ９４６−８９９５

特設行政・人権相談所開設（無料）
このような場合にご相談を
人権相談とは、近隣とのトラブル、家庭内のもめごと、いじめ・体罰
に関する問題、離婚、扶養、相続、遺言、借地、借家等の人権に
関する相談です。
行政相談とは、国や県、市町村の仕事等について、苦情や意見、
要望などの行政に関する相談です。
下記２ヶ所の会場にて行政相談と、人権相談を合同で開設します

日 時：６月２日（月） １０：００〜１６：００
場
担

所：南城市役所玉城庁舎 ２階農事研修室
当：人権擁護委員 照屋盛宏 川平洋三 小波津俊一

会を開催します。
日程及び場所については、下記の通り
となっていますので、奮ってご参加下さい。

開始時刻 ＰＭ７：００〜
月

日

場

所

知念地区
５月２２日
（木）
（知念社会福祉センター）
５月２３日
（金）

大里地区

（総合保健福祉センター１Ｆ）

５月２６日
（月）

玉城地区

（玉城庁舎２Ｆ農村改善センター）

仲間光枝

お問い合せ
財政課（玉城庁舎）TEL 949 − 7373

所：南城市役所大里庁舎 ２階東側会議室
当：人権擁護委員 仲里幸雄 島袋苗子 伊波タエ子
行政相談委員 永吉盛康

市では、平成２０年度当初予算の説明

佐敷地区
５月２９日
（木）
（佐敷老人福祉センター）

行政相談委員 平田哲也
場
担

平成２０年度
当初予算説明会の開催について

玉城吉江

森山真澄

お問い合せ 生活環境課（大里庁舎）ＴＥＬ９４６−８９８1
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平成２０年度

児童厚生員・保育士登録者募集

名 ・・児 童 厚 生員（ 児 童 館 勤 務 ）
、
保育士（保育所勤務）
■応募要件・・児童厚生指導員、小学校教諭、
幼稚園教諭、保育士のいずれ
かの資格のある者
■勤務条件・・児童厚生員
月〜土曜日 １０：００〜１８：００の範囲内（相談可能）
保育士
月〜土曜日 ７：３０〜１９：００の範囲内（相談可能）
■申請方法・・臨時登録申請書（大里庁舎児童家庭課、各庁舎市民課窓
口にて配布）
、写真付き履歴書、資格取得を証明するものを
玉城庁舎総務課もしくは大里庁舎児童家庭課に提出。

会員募集

■職

南城市女性連合会では会員を募集し
ています。
南城市在住の皆さん、女性連合会
に入って教養を高めませんか？
個人でも入れます。 年齢は問いませ
ん。お気軽にどうぞ！
年会費 １，
０００円
お問い合わせ・申し込み
女性連合会会長 宮里
ＴＥＬ ９４８−２８３９

■ お問い合せ・児童家庭課（大里庁舎） ＴＥＬ９４６−８９９５

ポスター・標語募集 野草木自然織り 体験教室
課題：
①住宅を対象とした侵入犯罪防止
②子どもの犯罪被害防止
③少年の非行防止（健全育成）
④薬物乱用防止
⑤いわゆる「オレオレ詐欺」など
振り込め詐欺防止
⑥暴力団追放
応募資格：問いません
送付先：与那原地区防犯協会事務局
締切り：平成２０年６月１１日（水）
詳細についてはお問い合わせ下さい
お問い合わせ先：
与那原地区防犯協会事務局
ＴＥＬ ９４５−０１１０

私たちの身近にある草木から繊維を取り出し、コースターや壁掛
け、名刺入れなどを作ってみませんか。「暮らし織り織り」は、講
師の出口先生が考案された、使い方がとても簡単な織り機です。
まったく初めての方でもすぐにできます。ぜひ体験教室に参加して
みてください！
日 時： ２００８年６月３日（初心者向け） ６月４日（経験者向け）
いずれも午前９：００〜夕方（２日続けての参加も可能）
場 所： 南城市 玉城中央公民館
講 師： 野草木自然織り作家 出口富美子氏（東京在）
教材費： ￥１，
０００ （3 日、4 日各々。当日徴収。）
内 容： 地元の野草（カラムシ、
アカバナー、
トラノオなど）から、繊維を取り出す。
簡易織り機を使って、織りを楽しむ。
お申込み受付開始： ５月１２日午前９：００から。
お申込み先： （幹事）金城良治（よしはる）０９０−４４７１−４３８５
mail：kin@n-chu.net
※お申込み受け付けは先着 25 名までとさせていただきます。
主 催： 南城市まちづくり推進課

第１４回おきでんシュガーホール新人演奏会
５月１８日（日）１５：００開演 前売券：２，
０００円（当日券２，
５００円）

グランプリを受賞した大前伊代さん

【 出演者 】
グランプリ：大前伊代（ピアノ）
優 秀 賞：山本和邦（テューバ）
渡辺 愛（ピアノ）
入
選：大仁田千尋（クラリネット）
津波裕美（トランペット）
波平 茂（トロンボーン）
比嘉久仁恵（マリンバ）★
銘苅麻野（ヴァイオリン）★
山崎 明（サクソフォン）
山田善裕（トロンボーン）
★印の入選２名へは審査委員奨励賞が贈られます。
♪おはなし：大勝秀也（シュガーホール・芸術アドバイザー）
オーディション合格者１０名によるおはなし付きのコンサートです。

◆ シュガーホールにて チケット電話予約受付中 ◆
お問い合わせ：南城市文化センター・シュガーホール（観光・文化振興課） ＴＥＬ ９４７−１１００
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南城
市立

図書館だより

知念図書館
南城市知念字久手堅 700
玉城分館
南城市玉城字富里 167
佐敷分館
南城市佐敷字佐敷 307
大里分館
南城市大里字仲間 928

平成20年5月1日より、
南城市立図書館の大里分館が開館しました。
市民の皆様が利用しやすい図書館を目指しておりますの

給油所
県道 号線

で、お気軽にお越し下さい。

77

【南城市立図書館

大里分館】

●所 在 地

南城市大里字仲間 928（大里改善センター内）

●電話番号

TEL 946-9512
平

ファミリーマート

日

9:00 〜 18:00

土・日

9:00 〜 17:00

線

号

毎月第 4 木曜日（館内整理日）

アトール
JA 大里支店
給油所
ローソン

86

きは翌日も休館）、慰霊の日、年末年始、

交番

道

火曜日、祝日（祝日が火曜日に重なると

県

●休 館 日

大里南
小学校

※ 12:00 〜 13:00 は休憩時間で閉館になります。

大里庁舎

南城市立図書館
大里分館
︵大里改善センター内︶

●開館時間

大里中学校

南城市立図書館よりお知らせ
南城市立図書館のホームページの開設及び図書検索・
予約システムを構築しました。
平成２０年５月１日からインターネットを利用して、
蔵書検索や図書の予約ができます。
下記のアドレスより南城市立図書館ホームページをご
覧ください。

http://library.city.nanjo.okinawa.jp/
※インターネットからの図書の予約をする場合は、事前
に申し込みが必要です。
お問い合わせ：知念図書館
玉城分館
佐敷分館
大里分館

沖縄県総合事務局

TEL
TEL
TEL
TEL

948-7340
948-7320
947-1100
946-9512

土地改良総合事務所からのお知らせ

− 国営土地改良事業 地区調査「島尻地区」の調査報告 −
当事務所は、平成 17 年度より、島尻地区（糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町）の農業にとって最も
重要な水を安定的に確保するための調査を行って参りました。これまでの調査により、農業用水を安定的に確
保するためには、再生水（那覇浄化センター処理水利用）活用して行くことが最も有効な手段であるという結
論に達しました。
今後は、島尻地区の農家の皆様に事業内容をご説明して、事業化に対する意向を確認させていただきます。
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