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まちづくりで活発な意見─４地域で「市長と語る会」　～№2～

　市の将来像を描く総合計画策定のための「市長と語る会（第２回まちづくり懇談会）」が、

２月１９日から２８日までの間、市内４地域で行われました。これは、市長と市民が直接

意見を交換することによって市や地域の課題、まちの将来のあり方を共に考えようという

もの。各会場には多くの住民がつめかけ、出席した古謝市長や市の職員と幅広い角度から活発に意見を交わし、まち

づくりへの関心の高さを示していました。懇談会での主な質疑・応答は次のとおりです。

大里地域（2 月 21 日）

質疑・意見 応答

２月の議会報告に学力テストの分析会を結成して検討すると
あったが、市の問題点は何か。

全国学力テストの結果は、南城市は全体的に県平均位で、全
国よりは低い。

学校の生徒指導等において対応が困難なことがあるか。あれ
ばどう対処しているか。

先生方は体罰なしの指導に取り組んでいるが、問題はたくさ
ん起こっており、地域の支えが必要だと考えている。

第二団地では下水道処理を自ら行っているが、今回の料金統
一により、料金はどうなるか。

大里地域で下水道料金の統一に該当する地域は真境名、当間、
稲嶺、グリーンタウンの４地区なので、他に影響ない。

饒波川の上流部分が１２月の大雨で氾濫し橋の擁壁や土砂が
流された。大雨災害を懸念するが、整備する考えは。

上流の未整備箇所は予算を追加して排水路事業を実施してい
る。被害場所の点検を行い、緊急性・経済性等を踏まえ今後
の方向性を検討したい。

グリーンタウンの北側は急傾斜崩壊危険箇所となっており、
１２月の大雨で地滑りが起きた。安心して住めないので、現
場を見てぜひ対処法を考えていただきたいが。

開発業者、県にも要請したが、良い手だてがないのが実態。
市単独事業では厳しい。原則的には個人が自分の財産を守る
ために行うもの。今後、県と相談しながら対応策を検討した
い。

市長と語る会は、広報紙で特集を組み、住民の意見と市の考
え方を情報として流してほしいが。

昨年も広報紙に掲載した。４つの地域で出た意見が把握でき
るよう、今後も市民意見等を広報紙等に掲載していきたい。

古堅地域の福原に抜ける道は大雨時に４～５回冠水してい
る。調査結果はどうなったか。またその対応策は。

災害のたびに現場調査を行い、結果は区長会で報告している。
応急処置が必要な箇所は急ぎ対応しているが、大きな予算を
伴う箇所は単独事業では難しいので、色々な面で調査しなが
ら対策を検討していきたい。

大里地域は那覇広域都市計画区域に属し、ほぼ全域が規制の
かかる市街化調整区域となっているため、不便な点が多い。
土地利用の方針はどうなっているか。

土地利用対策室を中心に、市民意向を踏まえつつ、南城市の
土地利用計画の作業を進めている。那覇広域都市計画区域か
らの離脱も含めて方向性を整理していきたい。

大字をなくして行政区を変更してほしい。

地域の皆さんが字名変更のメリット・デメリットを理解し、
総意ができれば区域の設定をまとめ、地権者の同意をとって
いただきたい。その後県との協議、議会の議決を経て県知事
の告示という手続きになる。地域の意向があれば行政として
はバックアップしていきたい。

自転車道のルート変更について説明願いたい。
自転車道は玉城、知念、佐敷までは整備されている。大里は、
長堂上原線→字西原→字南風原→田原線（バヤリースの通り）
→糸満与那原線→左に曲がり給油所がある箇所→南風原町へ
行くルートになる。

意見を述べる。回答はいらない。各種計画を策定する際、専
門家を含めた地区委員会の立ち上げを提案する。災害につい
ても各地域で検討委員会をつくり市と連携を図ることが望ま
しい。市民からの要望に対しては、南城市でも「すぐやる課」
を作って対応していただきたい。自治基本条例、環境美化条
例の制定を提案する。地域活性化のため区長等の研修を要望
する。

具体的にいつ頃までに「那覇広域都市計画区域」から離脱し
ていこうと委員会では検討しているのか。

那覇広域からの離脱は最終的なことであり、土地利用計画を
十分に議論して方向を定める必要があり、ハードルが高いと
いうことをご理解いただきたい。集落を回り市民意見を集約
した上で、県との調整を図りながら、南城市に合った土地利
用計画の方向性を定めていきたい。

※誌面の都合上、数回に分けて掲載いたします。ご了承下さい。

2011年 7 月 24 日までに
現行のアナログテレビ放送は終了されます。

現在アナログテレビ放送を視聴している方は、地上
デジタルテレビ放送を視聴できるようにするために、
VHF 用アンテナをUHF 用アンテナに交

換し、地上デジタルテレビ放送対応テレビに買い替える
か、地上デジタルチューナーを設置するなどが必要です。

【地上デジタルテレビ放送に関する問い合わせ先】
　受 信 相 談／総務省　地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター
　　　　　　　電話：0570 － 07 － 0101
　　　　　　　（平日 9:00 ～ 21:00 ／土・日及び祝日は 18:00 まで）
　視聴エリア／㈳地上デジタル放送推進協議会
　　　　　　　ホームページ：http://www.d-pa.org

情報をお寄せ下さい！
　市内の地上デジタル放送が視聴できない地域を把握するため、市民の皆様からの情報提供を
お待ちしています。皆様からいただいた情報を基に、総務省及び放送事業者へ市から難視聴地
域解消対策の要請を行います。　　　

連 絡 先：情報推進課（玉城庁舎）

電 　 話：９４８－７２２９（直）

Ｆ Ａ Ｘ：８５２－６００４

E-mai l：jouhou@city.nanjo.okinawa.jp

地上デジタルテレビ放送を見るためには、どうしたらいいの？
A．新しくテレビを買い換える方は
　　→「地上デジタルテレビ放送対応テレビ」を購入しましょう。
　　※UHFアンテナの設置が必要な場合があります。
B．今のアナログテレビを引き続き使いたい方は
　　→お手持ちのアナログテレビに地上デジタルチューナーや地上デジタルチューナー内蔵記録機器を設置

しましょう。
　　※UHFアンテナの設置が必要な場合があります。
C．集合住宅や受信障害対策で共同受信施設をご利用の方は
　　→設備の改修が必要になる場合がありますので、施設管理者などに相談してください。

※地上デジタルテレビ放送は、受信障害に強い方式を採用しているため、都市の電波障害を大幅に改
善することが見込まれています。



慢性腎臓病（CKD）って何？
　昨年（2007 年）5月、日本腎臓学会より“慢性腎臓病（CKD）”という新しい概念が提唱され注目を集めていま
す。「慢性腎臓病（CKD）は慢性腎不全（透析）や心臓病・脳卒中の最大の危険因子」であり、自覚症状がないまま
徐々に腎機能が低下していく病気です。また、「慢性腎臓病（CKD）は治療可能・予防可能である」ことが明確に
なっており、みなさんにぜひ知ってもらいたい疾患です！

①尿異常、画像診断、血液、病理で腎障害の存在が
明らか　－特に尿蛋白が重要̶
②GFR（糸球体ろ過量）＜６０未満
①、②のいずれか、または両方が3ヶ月以上持続する

○慢性腎臓病（CKD）とは

CKDの人は全国で1,926万人（18.3％）、6人に1人と推定される大変多い病気です。また、腎機能が半分
に低下しているGFR＜50未満の人は420万人（4.1％）、25人に1人と推定されています。

です！

が

る

尿蛋白があるだけでCKDとなります。
尿蛋白が多いほど腎機能低下も早く、腎不
全・心血管疾患になりやすい。GFRが低い
ほど腎不全・心血管疾患になりやすいこと
がわかっています。

ここがポイント

CKD発症
危険因子

高齢（70歳以上）、腎臓病の家族歴、過去の尿検査異常、低体重出生（2,500ｇ未満）、腎形態異常（片
腎・腎奇形等）、急性腎不全の既往、妊娠高血圧症候群（高血圧・蛋白尿・浮腫）、高血圧、糖尿病、
肥満およびメタボリックシンドローム、膠原病、感染症、尿路結石、喫煙などがあります。

GFRって何？
推算GFR ＝ 腎臓の働きの程度 ＝ おしっこを作る能力 ＝  体の老廃物を出す能力のこと

表１ CKDのステージ分類

※沖縄県の透析患者が多い背景には、全国一の肥満率や健診を受けない人が多いこと等が考えられています。
※腎臓専門医に紹介する目安　１）２＋以上の尿蛋白　２）GFR<５０未満　３）尿蛋白と尿潜血がともに陽性（１＋以上）

１つでも該当すれば腎臓専門医の受診が必要です！ 覚えておきたいこと！ 
１血圧を下げる・・・管理目標は 130/80mmHg未満であり、緩やかに降圧することが原則。 
２降圧剤は ACE阻害薬や ARBを第一選択とし、必要に応じて他の降圧薬を併用する。 
　※ACE阻害薬やARBは血圧を下げるだけでなく〔腎臓を保護する作用〕があります。 
３糖尿病性腎症では血糖値をHbA1c 6.5%未満に管理する。 
４たんぱく質の取りすぎをしない・・炭水化物、油は二酸化炭素と水になり“カス”が残りま
せんが、たんぱく質はアンモニア→尿素窒素になり→腎臓に負担がかかります。 
５ LDL コレステロールを１２０mg/dl 未満に管理する。 〈CKD診療ガイドより〉 

腎機能は低下（ステージ４の段階）しても自覚症状はありません！特定健診を受けて自分のGFR
（糸球体ろ過量）を知ることが、長く腎臓と付き合う最善策です。南城市では腎臓専門医との連
携を行い、CKD対策をすすめています。ぜひ特定健診を受けましょう！ 

〔お問い合わせ〕健康課（大里庁舎）　TEL 946－8961 

りよだ康健

※血液検査の血清Cr、年齢、性別から推算されます。

手続きは簡単ですお早めに　　
申請先 ：南城市役所　大里庁舎健康課年金窓口・市民課窓口（玉城・知念・佐敷庁舎）
持ち物 ：１．年金手帳　２．印鑑  ３．失業の場合～雇用保険受給資格者証または離職票の写し
■対象　本人・配偶者・世帯主のすべてが次の基準のいずれかを満たしているとき
　　１．前年所得が一定額以下（扶養親族等の有無や数により基準額が異なる）
　　２．失業・倒産・天災等により、保険料を納めるのが困難な人
　　３．障害者又は寡婦であり、前年所得が125万円以下の人
　　４．生活保護法による生活扶助以外の扶助（教育・住宅・医療等）を受けている人
継続免除申請のお知らせ　（７月に所得情報提供）
　免除申請書に継続申請の希望の表示をすることにより、全額免除または納付猶予が承認された方は翌
年度以降の全額免除・納付猶予申請を省略できるようになりました。（失業等による申請を除く）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
若年者（30歳未満）納付猶予制度（申請により保険料の納付が猶予）
　　☆本人と配偶者の所得要件を審査する。（障害・遺族基礎年金を受け取ることができる）
　　☆猶予された期間は、年金額には反映されません。
お問い合わせ　健康課（大里庁舎）　℡　946－8961

一社会保険庁からのお知らせ一

「ねんきん特別便」年金記録の確認にご協力ください　
現役加入者の皆様へ　（本年6月から10月までの間に、すべての現役加入者方々）
　● 緑色の封筒でお届けします。
　　　・ 国民年金に加入中の方には、直接ご本人の住所へ
　　　・ 厚生年金保険に加入中の方には、原則お勤めの会社を通じて
　● 年金記録のご確認をお願いします。
　　　・年金記録に「もれ」や「間違い」がないか十分にご確認ください。
　　　・ 「もれ」や「間違い」がある場合もない場合も必ずご回答ください。
　　　　（お勤めの会社から「ねんきん特別便」を受け取られた場合には、原則としてご回答は会社経由で

す。）
　● 平成８年以前に旧姓で年金に加入していた方はご注意願います。
　　　・ 結婚により氏名を変更されている方が、いわゆる持ち主不明であった「5000万件」の記録の中

に多数存在することが見込まれています。
　● 住所変更の手続きをお願いします。
　　　・ 「ねんきん特別便」を確実にお届けするためには、正しい住所の届出が必要です。

ご質問・お問い合せは「ねんきん特別便専用ダイヤル」　TEL　0570-058-555
                     　　　「ＩＰ電話・ＰＨＳからは」　　　 TEL　03-6700-1144

平成２０年度国民年金保険料の多段階納付制度
国民のみなさんの年金受給権の確保を図る為現在の免除制度（全額・半額）に加え、

が追加され４段階の免除制度になっています。4分の1および4分の3免除

納める保険料月額

年　金　額
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進行度による分類 ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４ ステージ５

腎臓の段階 正常領域 腎予備力の低下 腎機能障害期 腎機能不全期 尿毒期（人工透析）

糸球体ろ過量

（GFR）

（ml/ 分 /1.73㎡）

90以上 89～ 60 59～ 30 29～ 15 15未満

※沖縄県の透析

患者は370 人に

1人の割合 ( 全

国６位 )

この間の生活改善、薬物治療が

腎機能障害の進展予防に重要！

透析の新規導入は
全国２位



南城市内のできごと南城市内のできごと
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日頃感じたことを言葉に
　「南城市少年の主張大会」が7月3日（木）、シュガー
ホールで行なわれ、市内中学校の生徒 10 名が日頃
の思いを発表しました。優秀賞に、心に秘めていた
夢と葛藤の日々を語った上原崇弘さん（久高中）の
「自分らしさを大切に」と、祖父から聞いた戦争体
験や平和学習を通して感じた平和への想いを強調し
た糸数美咲さん（佐敷中）の「本当の平和とは」が

選ばれました。優
秀賞の二人は、9
月に行なわれる島
尻地区大会へ市代
表として派遣され
ます。

新里坂を制する強者募集中
　「2008 尚巴志ハーフマラ
ソン in 南城」の記者会見
が、7 月 17 日（木）文化
センターで行なわれ、大
会実行委員会会長の古謝
市長が参加者募集開始を発表しました。11 月 2 日、
7000 人近いランナーが南城市を駆け抜けます。
　今年は市となって初めての「南城市まつり」を
11 月 29 日・30 日に開催することもあり、古謝市長
は「“市民フェスタ”の一環として位置づけ、大会
を盛り上げていきたい」と意気込みを語りました。
　大会申込は 8月 22 日（金）までとなっています。
お問い合わせ　大会事務局　電話 947 － 6866

異文化を肌で感じる学習を
　7 月 11
日 か ら
31 日 ま
での 3週
間、米ミ
ネソタ州
へ短期留
学する市内中高校生 20 名と袋中園の生徒 2名およ
び関係者が 7月 4 日（金）、出発前の挨拶に古謝市
長を訪れました。
　古謝市長は「互いの違いを知る事が大事。大きな
意思を持って果敢に挑戦して欲しい」と激励をしま
した。留学生を代表して目島春菜さん（南風原高 2
年）は「英語を学びながら沖縄の文化も伝えたいで
す」と抱負を述べ、楚南琴子さん（佐敷中 2年）も「多
くを学んで出発前よりも成長した自分で帰って来た
いです」と希望で胸を膨らませていました。

南城市産　手作り市民新聞
　市民の目線で市の情報や魅力を発信していこう
と、県内初の市民による手作り新聞「ゆんたくなん
じょう」が 6月 23 日創刊されました。
　市民会議は、昨年 8月に「市総合計画基本構想」
に対する提言を提出したメンバー 24 人が集まり、
活動を続けています。
　発刊第 1号では、市内で活躍する若者を紹介した
「あしたのなんジョー」や、ガイドブックに載らな
いような穴場を紹介しています。新聞を手にした古
謝市長は完成度の高さに感心し、「市民と行政が協
働し地域をうまく活用していければ」と更なる活躍
を期待しました。
市民会議の上間一
昭座長は「今後、
若い人たちを取り
込みたい」と抱負
を述べました。

セーファの入り口開館1周年
　斎場御嶽入り口に整備された歴史学習体験施設
「緑の館・セーファ」が 7月 1 日（火）に開館 1周
年を迎えました。
　この日は 1周年を記念して、斎場御嶽から出土さ
れた金の勾玉を含む重要文化財が、修復後初公開さ
れたほか、通常有料の施設が無料で入場できると
あって、多くの見学客が訪れました。
　神聖な雰囲気が漂う斎場御嶽では、散策をする人
や自然観察の授業を行なう知念小学校の児童の姿が
見られました。また展示された出土品を一目見よう

と訪れた人は琉
球王朝時代の輝
きを彷彿させる
金色の勾玉に、
目を奪われてい
ました。

ウマチーの夜に綱引き
六月ウマチーの 7月
17 日（木）、区の繁
栄と五穀豊穣を願
い、糸数区の綱引き
が糸数農村広場で行
なわれました。21 時頃から始まった綱引きは、途
中雨に見舞われましたが、区内外から参加した約
200 人の参加者が勢いよく綱を引き合いました。上
軍と下軍の成績はどちらも 1勝 1敗。
　また同日、知念字志喜屋区でわらび綱引きが行な
われました。志喜屋区のわらび綱引きは、その年の
中学 2年生が中心となって行事を運営する慣わしを

もちます。公民館前
広場に老若男女が一
堂に集い、綱引きに
興じる姿に地域の絆
を感じました。

工事の安全を祈願し起工式
　7月 14 日（月）、佐敷中学校屋内運動場改築工事
の起工式が執り行われました。
　同校体育館が建設されたのが 1976 年。30 年余り
が経過し老朽化が進み、早期の改築が求められてき
ました。與那嶺副市長は「佐敷中学校創立 60 周年
の節目の年に新しい体育館ができることは大変喜ば
しい。無事故で、立派な体育館を完成させて欲しい。」
と工事の安全を祈願しました。

　新体育館は 1 階に屋
内運動場、2 階に武道
場を建設し、平成 20
年度中の完成を予定し
ています。

優勝杯を手に入れたのは･･･
　市老人クラブ連合会主催の「第三回南城市長杯争
奪ゲートボール大会」が 7月 4 日（金）、大里内原
公園で開催されました。
　会員の融和と親睦を深めようと開かれた同大会
に、各支部から 62 チーム、約 400 名の会員が参加
し、青空の下、日頃鍛えた技術と頭脳を駆使して熱
い戦いを繰り広げました。今年は志堅原チームが優

勝、準優勝を糸数
Aチーム、3 位を
当山結の会チーム
が獲得しました。

南城市バスケチーム全国へ
　6月 28 日（土）29 日（日）に行われた「第 54 回
沖縄県青年大会バスケットボール競技」に参加した
南城市チームの選手が、7月 11 日（金）古謝市長
を訪れ、同大会での優勝を報告しました。
　古謝市長は「全国でも活躍し、南城市の子ども達
に夢と希望を与えてもらいたい。」と選手を激励し
ました。南城市チームは 11 月に東京都で開催され
る「第 56 回全国
青年大会」へ出場
し、優勝を狙いま
す。

音楽家のたまご発見？！
　クラシック音楽をもっと身近に感じてもらおう
と、「オーケストラ入門コンサート」が 7月 13 日（日）
シュガーホールで催され、オーケストラが奏でる
モーツァルトの調べは会場に詰めかけた多くの聴衆
を魅了しました。
　今回のコンサー
トは演奏だけでな
く、楽器体験や指
揮者体験の聴衆参
加型の趣向が凝らされました。初めての楽器演奏に
奮闘する子供たちや、体中を使ってダイナミックな
指揮をする男性に会場から笑いとともに大きな拍手
が送られました。
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市体協結果                                                                                                                                                
第３回南城市バドミントン大会

優　勝
　当間チーム
準優勝
　大里グリーン
　タウンチーム
　　　　　　　　　　　優勝した当間チーム

第 3 回南城市サッカー大会

優　勝
　前川チーム
準優勝
　百名チーム
　　　　　　　　　優勝した前川チーム（初優勝）

みてますか？知っていますか？労働条件通知書
及び最低賃金法の一部を改正する法律について

　ご存じでしょうか？企業のみなさん、労働者のみなさん。労働基準法第十五条により使用者は、労働契約の締結に

際し（パートタイム労働者含）すべての労働者に対して賃金、労働時間、休暇、賞与などの労働条件を明示した書面

を交付しなければならず、それは労働基準法で定められた事業主の義務です。

　しかしながら、沖縄県内においては、従来から口頭や募集広告等にあいまいな労働条件の提示が多々見受けられ、

労使間で労働条件を巡るトラブルが多発しており、労働条件の書面交付による明示については、未だ定着していない

状況にあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　このため、沖縄労働局では、「て～げ～やならんどー労働条件明示、もらってよかったさー労働条件通知書」を合
い言葉に使用者と労働者に対して周知を図っています。

　南城市においても５月・６月と７件の相談があり、相談内容が最低賃金の金額の問い合わせです。

詳しいご相談は、総合労働相談コーナー沖縄に問い合わせ下さい。
〒 900 － 0006 所　在　地
沖縄労働局

　総合労働相談コーナー

那覇市おもろまち２丁目１番号

那覇第２地方合同庁舎一号館３階
℡（098）868-6060

★沖縄労働局公式ホームページ「ちばりようちなー」　　http：//okirodo.go.jp./

　労働相談Ｑ＆Ａの内容を見る事ができます。

　沖縄労働局のホームページで、モデル様式「労働条件通知書」をダウンロードできます。

　また、記載例も掲示しています。

★地域最賃時間額（６１８円）最低賃金法の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２９号）を遵守しない事業主

への罰則が平成２０年７月１日から５０万円に引き上げられました。

★例えば・・・１ヶ月２５日勤務した場合高卒の初任給で、（６１８円×８Ｈ）×２５日＝１２３，６００円となりま

す。あくまでも基本給のみで、役職手当や通勤費は、別の取扱となります。

お問い合わせ　産業振興課　℡ 948 － 1190

図書の寄贈ありがとうございました

大里字高平在住の知念孝様より、図書館大里分館へ

図書の寄贈がありました。

①大系世界の美術　②世界文学全集　③マンガ日本

の歴史

　玉城字糸数の佐南墓（さなんばか）三百年祭記念誌

編集委員会様より、知念・玉城・佐敷・大里の各図書館

（分館）と市誌編集室へ門中誌の寄贈がありました。

百次腹（むんなんばら）・佐久

堂腹（さくどうばら）門中誌

【出版についての問い合わせ先】

當山哲雄編集委員

℡ 090(8292)1262

宝くじ助成による地域コミュニティ活動活性化へ
　財団法人自治総合センターが宝くじの普及広報を行う事業の一環で地域の健全な発展を図ることを目的とする
平成２０年度の自治宝くじ助成を受けて、佐敷自治会と知念区および堀川区において、設備及び備品が整備され
ました。
　佐敷自治会においては、液晶プロジェクター、音響機器、デジタルビデオカメラ等が整備され、地域住民の文
化・学習活動等が充実し、またその活動を記録し後世に残して今後のコミュニティ活動に活かしていきます。
　知念区においては、コピー機、拡声器、草刈機、カラオケセットが整備され、公園等の維持管理やスムーズな
自治会運営、また地域住民の交流が大いに行われます。
　堀川区においては、草刈機とプレハブ収納庫が整備され、公園や区所有地の草刈による環境美化や行事等に使
用する用具が１ヵ所に収納できることになり、諸行事が円滑に行われます。
　佐敷自治会、知念区、堀川区の地域コミュニティ活動がますます活性化されることを期待します。

知っていますか？建退共制度

　この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業退職金共済法」という法律により国が作った退職金制度です。
　事業主の方々は、現場で働く労働者の共済手帳に働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建
設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金制度です。

	 	 	 	 加入できる事業主：建設業を営む方
	 	 	 	 対象となる労働者：建設業の現場で働く人
	 	 	 	 掛金：日額　310円

【特長】
☞　国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。
☞　経営事項審査で加点評価の対象となります。
☞　掛金の一部を国が助成します。
☞　掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。
☞　事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。

　ホームページ「建退共」に、退職金の試算・パンフレット請求等、建退共制度の知りたい情報が記載されていま
す。ぜひ、アクセスしてご覧下さい！

アドレス　http://www.kentaikyo.taisyokukin.go. jp/

★詳細は建退共沖縄支部へお問い合わせください。　TEL　876－5214

佐敷自治会の学習活動 知念区の賑やかな交流 堀川区の環境美化活動
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後期高齢者医療保険料の決まり方

新しい軽減措置の対象となる方
　●　平成20年度の均等割額が７割軽減されている世帯の方

　　　　　　・・・・　世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等が３３万円（基礎控除額）を超えない世帯

　　　　　　⇒　一律8.5割軽減され、均等割額が7,200円になります。
　●　「賦課のもととなる所得金額（前年の所得金額－３３万円）」が５８万円以下の方

　　　　　　⇒　所得割額が一律５割軽減されます。
　　　※　新しい軽減措置の対象となる方には、減額後の保険料のお知らせを８月に送付いたします。

お問い合わせ　 健康課（大里庁舎）TEL 946-8961

婚姻前の氏に戻ると子どもの氏は？

Ｑ）夫が死亡したため、実家の名字（旧姓）に戻りたいと考えていますが、子どもは名前
が変わるのは嫌だと言っています。私が実家の氏に戻ると子どもの氏はどう影響してくるの
でしょうか。
　

Ａ）母と子どもは氏も戸籍も異なることになります
　夫婦の一方が死亡すると、婚姻関係は解消しますが、戸籍には何ら変動はありません。
ただ、婚姻の際に氏を変えた人は、届け出ることによって婚姻前の氏に戻ることができます。これを「復氏」と言い
ますが、婚姻前の氏に戻るかは、生存配偶者の自由な意思に任されています。復氏する場合には市役所に「復氏届」
を提出することになります。この届をすると、婚姻前の戸籍に戻りますが、元の戸籍が除籍になっているときや希望
する場合は新しい戸籍が作られます。
　復氏届によって婚姻前の氏に戻るのは配偶者（夫又は妻）一人のみで、夫婦間の子どもにまでは及びません。子
どもは現在の氏のまま今の戸籍にとどまることになり、母と子は氏を異にし、戸籍も異なることになります。

お問い合わせ	 市民課（大里庁舎）	 ＴＥＬ　９４６－８９８９
	 	 那覇地方法務局戸籍課	 ＴＥＬ　８５４－７９５３

税金って難しい（不動産登記について）

　みなさんが自分の不動産を自分のものであると他人に主張できるのはなぜ
でしょうか。それは、一言で言うと「登記」をしているからです。
　不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産（土地や建物）の状況と
権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的と
しています。
　不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、その最初にそれぞれ
「表題部」の用紙、次いで甲区（所有権）、乙区（所有権以外）用紙の順序に綴られています。
　みなさんが所有している不動産または賃貸借により不動産を利用する場合などこれらとのかかわり合いは、法律
（民法、不動産登記法、区分所有法、借地借家法等）をとおし、その所有の権利、賃貸借契約関係等を明確にし、
安心且つ円滑に不動産取引が行われるものとされています。

─	次号へ続く	─

後期高齢者医療保険料の軽減割合を拡大します

保険料 均等割額
48,440円

所得割額
（所得－33万円）×8.80％＝ ＋

被保険者全員が等しく負担 所得に応じて負担

　市民課だより

平成20年度　南城市敬老会へのご案内

　南城市では、永年に渡り地域社会のためにご尽力してこられたお年寄りの方 を々敬愛し、長寿を祝い、更に今後のご健康、
ご多幸を祈念して、平成２０年度の敬老会を下記のとおり開催いたします。
　時節柄ご多忙のこととは存じますが、ご参加賜りますようご案内申し上げます。尚、ハガキによる案内はありませんのでご了承
ください。

記

参加対象地区 日　時 場　所 参加対象年齢

大里地区 9月1日（月）午後 2時より 大里農村環境改善センター

70 歳以上
（昭和１４年 3月31日以前
に生まれた方）

玉城地区 9月2日（火）午後 2時より 玉城中央公民館

佐敷地区 9月3日（水）午後 2時より 文化センターシュガーホール

知念地区 9月4日（木）午後 2時より 知念社会福祉センター

救急講習会受講者募集

　大切な人が倒れたとき、あなたはその人を救えますか？生活
の中でいつ起こるかわからない病気やケガに備え、応急手当
の方法を学びましょう。
　いざというとき、あなたの迅速な１１９番通報と救命処置で、
大切な「命のリレー」をスタートさせてください。

【知念・玉城・大里地区】
日 時：普通救命講習Ⅱ 9 月13 日（土）
 13 時～ 17 時まで（4 時間）
　 　：上級救命講習 9 月20 日（土）
 9 時～ 18 時まで（8 時間）
場 所：島尻消防本部（2 階講堂）
定 員：普通救命講習Ⅱ 30 人・上級救命講習 25 人
受 講 料：無料（受講修了者には修了証を交付します。
申込期間：8 月31 日まで
内 容：人工呼吸・心臓マッサージ・止血法・除細動器

（AED）・その他救命に必要な応急手当
申込・お問い合わせ：島尻消防本部　警防課

TEL　948 － 2512
【佐敷地区】
日 時：上級救命講習　9 月13 日（土）9 時～ 18 時
場 所：東部消防組合消防本部（2 階講堂）
定 員：40 人
受 講 料：無料
申込期間：8 月5 日（火）～ 9 月5 日（金）
 9 時～ 16 時（土、日、祝祭日を除く）
申込方法：東部消防組合消防本部・警防課にて専用用紙
で直接申し込んでください。☆定員に達し次第締め切ります。
☆受講修了者には、「上級救命講習修了証」を交付致します。
お問い合わせ：東部消防組合消防本部・警防課　仲村
　　　　　　 TEL　946 － 9999　FAX　889 － 7601

第１回南城市まつりテーマ募集！！

⑴　応募資格
　　南城市民及び関係者

⑵　応募規定　
　①　テーマの文字数は概ね、20 文字以内とします。
　
⑶　応募方法
　①　官製ハガキ、ＦＡＸ、メールで応募して下さい。
　②　応募の際には　1．南城市まつりテーマ　2．郵

便番号　3．住所　4．氏名　5．年齢　6．電話
番号　を記載して下さい。また、氏名には必ず「ふ
りがな」をつけて下さい。

⑷　募集期間
　　8 月 8 日（金）～ 8 月 29 日（金）まで
　　（ハガキは当日消印有効）

⑸　応募先及びお問い合わせ先
　〒 901 － 1403　南城市佐敷字佐敷 307 番地
　南城市役所　観光・文化振興課
　「南城市まつりテーマ募集」係まで
　　　　  電　話：947 － 1100　FAX：947 － 0099
　　　　  e-mail：kankou@city.nanjo.okinawa.jp

⑹　その他
①　最優秀賞 1 点を採用し、表彰状と副賞を進呈致し

ます。
お問い合せ　税務課（大里庁舎）　TEL 948-7214



広報なんじょう No.32（2008.8.5） 12広報なんじょう No.32（2008.8.5）13

平成20年度　南城市職員採用候補者試験のお知らせ

次のとおり採用試験を実施します。

職種　行政職（上級・中級・初級）
試験区分 受験資格

上級行政職

ア　昭和５４年４月２日以後出生し、かつ、活字印刷文による出題に対応で
きる者

イ　学校教育法に基づく４年制大学、若しくはこれと同等と認められる学校
を卒業又は平成２１年３月３１日までに卒業見込みの者

※イの該当者は、「中級行政職」及び「初級行政職」は受験できません。

中級行政職

ア　昭和５６年４月２日以後出生し、かつ、活字印刷文による出題に対応で
きる者

イ　学校教育法に基づく短期大学、若しくはこれと同等と認められる学校を
卒業又は平成２１年３月３１日までに卒業見込みの者（４年制大学を卒
業したものを除く）

※イの該当者は、「上級行政職」及び「初級行政職」は受験できません。

初級行政職

ア　昭和５９年４月２日以後出生し、かつ、活字印刷文による出題に対応で
きる者

イ　学校教育法に基づく高等学校を卒業した者（これと同等の資格がある者
含む）、又は平成２１年３月３１日までに卒業見込みの者（４年制大学
又は、短期大学等を卒業したものを除く）

※イの該当者は、「上級行政職」及び「中級行政職」は受験できません。

採 用 予 定 人 員	 各試験区分を合わせて　若干名

第 一 次 試 験 日	 平成２０年９月２１日（日）午前10時

試 験 会 場	 南城市玉城中央公民館（玉城字富里167番地）

試験申込書配付・受付期間及び場所

	 	平成２０年８月１日（金）～同年８月１４日（木）

	 	午前９時～午後5時（土・日は除く）

	 	南城市役所総務課（玉城庁舎1階）　

	 	※試験申込書を郵送で請求する場合は、宛先を明記し140円切手を貼った返

信用封筒（角型２号封筒縦33cm×横24ｃｍ程度）を必ず同封して送って

ください。

申 込 方 法	 総務課に直接持参するか又は、郵送で申込み下さい。

	 	 	 郵送の場合は平成２０年８月１４日の消印まで有効です。

	 	 	 ※試験申込書の右側にある受験票（ハガキ）に必ず切手50円を貼って下さい。

郵 送 先	 〒 901-0695　沖縄県南城市玉城字富里143番地

	 	 	 南城市役所　総務課人事係	宛

問 い 合 わ せ	 南城市役所総務企画部総務課（玉城庁舎１階）

	 	 	 電話９４８－７１１１（直通）

	 	 	 試験案内は南城市ホームページでもご覧になれます

　　　　　　　　　　　http://www.city.nanjo.okinawa.jp/

１．試験区分
　　消防吏員（救急救命士）

２．採用予定人員
　　若干名

３．受験受付期間
　　８月１１日（月）～８月２８日（木）

４．第一次試験
　　９月２１日（日）

５．受験資格
　　年齢、救命士有資格等の要件があります。

６．申込方法
所定の申込書に必要事項を記入し、庶務課へ提出。
※申込書等は島尻消防本部庶務課で８月４日（月）
より配付。
（土日を除く）

７．問い合わせ先
島尻消防・清掃組合消防本部　庶務課
南城市玉城字屋嘉部１９４番地
電話番号　９４８－１７７８・２５１２

東部消防組合情報公開及び個人情報保護制度の運用状況

　東部消防組合では、平成１７年７月１日より東部消防
組合情報公開条例・東部消防組合個人情報保護条例を施
行しました。両条例の実施機関は、管理者、消防長、監
査委員及び議会です。情報の公開及び個人情報の開示の
請求は、消防本部総務課で受付けます。請求及び閲覧は
無料ですが公文書の写しは実費費用となります。
平成１９年度（平成１９年４月１日～平成２０年３月
３１日）の運用状況は以下のとおりです。

★　情報公開制度の運用状況
①　平成１９年度における公開請求は、８件あり内訳
は、公開が２件、一部公開が６件でした。
一部公開決定の理由は非公開情報のうちの個人情報に
よるものです。
②　実施機関別の公開請求は、管理者（予防課、警防
課）５件、消防長（予防課）３件でした。監査委員、
議会への公開請求はありませんでした。

③　公開請求の内容は、火災原因調査書、危険物貯蔵所
設置許可申請書、消防用設備等設置届出書や消防防災
施設整備費補助事業防火水槽に関する配置図、断面図
などでした。
④　平成１９年度において処分に対する不服申立てはあ
りませんでした。

★　個人情報保護制度の運用状況
①　平成１９年度における個人情報の開示請求はありま
せんでした。訂正、削除、中止についても、請求はあ
りませんでした。
②　開示請求によらない口頭による開示（職員採用候補
者試験の得点及び順位）が２件でした。
③　平成１９年度において処分に対する不服申立てはあ
りませんでした。

問い合わせ
東部消防組合消防本部総務課
　電　話　９４５－２２００
　ＦＡＸ　８８９－７６０１

沖縄総合事務局　土地改良総合事務所からの報告
－再生水ＰＲ農園が南城市大里に設置されました－

平成21年度 島尻消防・清掃組合消防職員採用候補者試験のお知らせ

　当事務所では、日本初の都市下水処理水（那覇市等）の再生水の農業利用に
よる国営かんがい排水事業（もったいない水のリサイクルプロジェクト）「島尻地
区」の地区調査を実施しています。
　現在、事業化に向けて農家の方や消費者の方に説明や意向把握のために様々
な広報活動を展開しており、その一環として今回、再生水ＰＲ農園を設置しました。
お近くへお越しの際には是非ご覧ください。
　なお、南城市のＰＲ農園は目取真土地改良区内の大城さんの協力を得て設置
しました。

南城市稲嶺
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南城市地域包括支援センター

主な事業は
★介護予防マネジメント
　～自立して生活できるよう支援します～
★高齢者の総合相談・総合的な支援
　～様々な問題解決のための相談窓口です～
★権利擁護・成年後見制度
　～高齢者の権利を守ります～
★虐待早期発見・防止
　～高齢者の人権、安心できる生活を守ります～

例えば…このような時に、ご利用・ご相談下さい。
●介護のことで困っている、サービスを利用したい。	
●介護の方法を知りたい。
●近所に気になるお年寄りがいる。
●最近、物忘れがひどくなった。
●介護・医療・保健・福祉について知りたい。	等

など

振り込め詐欺にご注意！！

○振り込め詐欺の一つ、「オレオレ詐欺」とは・・・
「オレオレ」と家族のふりをして電話をかけてきて、さま
ざまな理由をつけて指定した銀行等の口座に現金を振り
込ませるやり口からその名前がついた詐欺事件です。

《具体的手口の例》
・息子や孫を装い、「車で人を
轢いてしまい、怪我させて
しまった。物損事故扱いして
もらうには示談金が必要であ
る」などと言う。

・息子や孫を装い、「借金の連帯保証人になってしまっ
た。このままでは会社まで取り立てにこられ、会社
をクビになる。」「会社の金を使い込んでしまった。
このままではクビになるばかりか警察沙汰になって
しまう。」などと言う。

《対策》
すぐにお金を振り込まない。一人で振り込まない。
電話を切った後、必ず本人やその家族等と連絡を取り、
事実を確認してください。不審に思ったら、すぐに最寄
りの警察署へ相談、緊急時は１１０番通報してください。

お問い合わせ　生活環境課（大里庁舎）
ＴＥＬ　９４６－８９８１

実践してみませんか
暮らしの中のごみ減量

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。

★生ごみ処理容器・処理機を使う

　生ごみを乾燥させて重量を減
らしたり、堆肥化することによっ
てかなりの減量になります。

“購入奨励金交付制度もあります”

　市では、ご家庭から排出される生ごみを処理するために、
生ごみ処理容器又は生ごみ処理機を購入される方に奨励
金を交付しています。

詳しくは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ　生活環境課 ( 大里庁舎 )TEL946-8981

高齢者の皆さんが住みなれた地域で、自分らしい、

安心した生活を続けられる支援を行う総合窓口です。

地域包括支援センターとは？

南城市地域包括支援センター　電話：９４６－８９８０
 場所：社会福祉課内（大里庁舎）　２階

・保健師
･ケアマネージャー
・看護師
・社会福祉士　で、担当いたします。｛

（知）朝の一斉読書タイム
月・水・木の８：１５から15分間
読書をします。金曜日は、父母
の読み聞かせもあります。年間
目標冊数を設定し取り組んでいま
す。

（知）基礎学力の底上げ
「１００マス計算」「穴あき九九」
「漢字ミニテスト」などを実施し、
基礎学力の向上に取り組んでい
ます。

（徳）キャリヤ教育の充実
セカンド・スクール（６年）では、
ＦＣ琉球の野口社長から、夢を持
ち、努力することの大切さを学び
ました。

（徳）あいさつ運動
「あいさつは、目を見て、声出し、
おじぎして。」を合い言葉に、心
のこもったあいさつができるよう
に取り組んでいます。

（体）運動の日常化
一年間を通し、めあてを持って運
動に親しみ、自己の体力の向上
に努めます。「なわとび大会」「持
久走大会」が行われます。

（体）歯みがきタイム
給食後、ビデオにあわせて全学
級、歯ブラシをします。歯の大切
さを知り、う歯治療率（処置完了
７割）を目指します。

・めあてを持って学ぶ子（知）・心豊かな子（徳）・健康な子（体）
の調和のとれた「船っ子」の育成を目指します。
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自衛官等募集のご案内
募集種目

種目 受験資格 受付期間 試験日（1次）

防衛医科大学校 高卒（見込）21歳未満 9月8日～9月30日 11月1･2日

防衛大学校（一般） 高卒（見込）21歳未満 9月8日～9月30日 11月15日･16日

防衛大学校（推薦） 高卒（見込）21歳未満 9月5日～9月9日 9月27･28日

看護学生 高卒（見込）24歳未満 9月8日～9月30日 10月25日

予備自衛官補

※一般

18歳以上34歳未満

※技能

18歳以上で保有する技能に

応じ53～55歳未満

7月22日～10月10日 10月19日

連絡先：那覇市前島 3－ 24 － 3－ 1
　　　　自衛隊沖縄地方協力本部　那覇分駐所

　　　　TEL　866-5457   

南城市立大里中学校創立
60周年記念事業開始

　大里中学校は、平成 20 年 4 月 1 日で
創立 60 年になりました。校訓の「自主・
勇往」のごとく、さらなる飛躍を期し下記の
とおり60 周年記念事業を推進いたします。
　同窓生をはじめ、地域の皆様のご協力、
よろしくお願いいたします。
１ 事業内容
　⑴記念式典祝賀会
　⑵記念誌発刊
　⑶学校車購入
２ 募金目標額　5,000,000 円
　期成会会長　　町田　宗一
　副　会　長　　伊波　利夫
　学　校　長　　金武　幸一
　ＰＴＡ会 長　　新垣　　敏　

児童厚生員・保育士登録者募集

職　　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　９：１５～１８：００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。

■　お問い合わせ・児童家庭課（大里庁舎）
　　TEL　９４６－８９９５　

第１０回　島添の丘チャリティーバザー
　　　　日時：9 月 21 日（日）10:00 ～ 15:00
　　　　場所：大里農村環境改善センター

物品提供依頼
児童の養育環境整備の為の資金造成を目的としています。

皆様のご協力をお願い致します。
受付期間：7 月 18 日（金）～ 9 月 15 日（月）

　　　※下記の物品のご提供お願いします。
　　　　引き出物・おもちゃ・衣類・書籍
　　　　マンガ本・ＣＤ・ぬいぐるみ
　　　　日用品雑貨・その他いろいろ

お問い合わせ：児童養護施設　島添の丘　ＴＥＬ：946 － 3331
　　　　　　　　　　　　　　　バザー実行委員会：嘉数・前城・石川

※ご連絡を頂ければ、取りに伺います。

玉城総合体育館改修工事に伴う
体育館の使用禁止について

工事内容：体育館の屋根防水工事、電気工事、アリーナ及び館内の改装等

　使用禁止期間：8 月 1 日（金）～ 10 月 31 日（金）
尚、共用開始は 11 月1 日（土）を予定していますが、工事の内容に変更が
生じた時は、共用開始日が延びる場合がありますので、予約に関しては仮予約
とします。

お問い合わせ　生涯学習課　　　TEL　947 － 6017
 玉城総合体育館　TEL　948 － 3039

旧町村史好評発売中！！　

　合併前から、旧 4 町村でそれぞれの町村史
が発刊されています。それには、旧 4 町村の歴
史が記載されており、ぜひ、お手元において読
んでいただきたいと思います。
　金額については 2,000 円前後となっておりま
す。詳しくは文化課まで！！！
お問い合わせ：文化課（大里庁舎）　℡９４６－８９９０　℡９４７－６２２４

ご芳志ありがとうございました。

　貴重なご寄付は、南城市立図書館大里分館の図書購入費として、また南
城市の将来を担う学生の育英資金として活用させていただきます。

　　　　　寄付者：屋冝 久枝　様　（南城市大里）
　　　　　　　　　故夫　屋冝 宣吉様の香典返しとして

募集します♪
シュガーホール・サポート倶楽部

自分の時間をちょっとだけ人のために費やしてみると・・・
ほんのささやかな心遣いが、大きな感動を生み出してくれることを、体験すること
があります。その感動を一人でも多くの人と共有できることを願い・・・
シュガーホールでは、イベントの成功と感動を分かち合える仲間を募集します。

【募集対象】　16 歳以上で南城市民及び近隣町村にお住まいの方
　　　　　　（高校生以上で、18 歳未満は保護者の同意が必要です。）

【活動内容】　♪チケットもぎり　♪パンフレット配布　♪場内整理　など
【活動条件】　無償での活動とする。但し、交通費として１回につき、1,000 円

を支給します。
【特　　典】　「ボランティア養成講座」で接遇マナーが学べるなど、特典いろ

いろ。
【応募方法】　住所、氏名、生年月日、電話番号をご記入のうえ、シュガーホー

ルへ直接又はファクスでご応募ください。
★　所定の「申込用紙」は、玉城庁舎、大里庁舎、観光・文化振興課、がんじゅ

う駅に配置しております。

詳細については、下記へお問い合わせ下さい。お待ちしています。
■お問い合わせ /シュガーホール（観光・文化振興課）

TEL９４７－１１００ 　FAX ９４７－００９９

祈りと感謝

津波古村遊び
シマの絆　しでーあぎ

日時／ 8 月31 日（日）
13 時 30 分開場　14 時開演
場所／文化センター・シュガーホール
入場料／ 1,000 円
チケット取扱所／津波古公民
館・シュガーホール

～佐敷字津波古に伝わる伝統
芸能をご堪能ください～

労働安全衛生法に基づく免許試験のご案内
宮古試験場：宮古工業高等学校
沖縄試験場：沖縄国際大学
試験場 試験日 試験の種類 受験申請書提出先

宮古試験場
11月1日
（土）

第一種衛生管理者

㈳沖縄県労働基準協会
宮古支部
TEL　0980-73-1455

第二種衛生管理者
潜水士
二級ボイラー技士
クレーン･ デリック運
転士［クレーン限定］
移動式クレーン運転士

沖縄試験場
11月2日
（日）

第一種衛生管理者 ㈳沖縄県労働基準協会
TEL　868-2826

第二種衛生管理者
潜水士
一級ボイラー技士 ㈳日本ボイラ協会

沖縄支部
TEL　878-2441

二級ボイラー技士
ボイラー整備士
クレーン･ デリック運
転士［クレーン限定］

㈳日本クレーン協会
沖縄県支部
TEL　878-2433移動式クレーン運転士

林業架線作業主任者

林業・木材製造業労働
災害防止協会
沖縄県支部
TEL　868-3656

受験申請書の受付期間
　9 月 8 日（月）より 9 月 11 日（木）までの 4 日間【必着】
※試験についてのお問い合わせは、上記の各団体または九州安全衛生技
術センターへ。　TEL　0942 － 43 － 3381

中小企業の皆様！
退職金は中退共におまかせください。
　中退共制度は中小企業で働く従業員のた
めの外部積立型の国の退職金制度です

★掛金の一部を国が助成します
★管理が簡単です
★掛金は全額非課税です
★適格退職者年金制度から中退共制度

に移行できます。
独立行政法人　勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
略称：中退共
〒 105-8077　東京都港区芝公園 1-7-6
TEL（03）3436-0151（代表）
URL http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp手話通訳を派遣いたします

　聴覚障がい者の方を対象に手話通訳の派遣をしています。
（病院・司法・学校・就労など）派遣を依頼したい方は下
記へメール、又はＦＡＸにて申込んで下さい。（１０日前迄に申
込んで下さい。但し緊急の場合は相談に応じます）  
※派遣内容や手話通訳者の日程で派遣できない場合もあります。

南城市役所・社会福祉課
ＦＡ Ｘ　９４６－８９９７
Ｔ Ｅ Ｌ　９４６－８９９６
e-mail　syakai@city.nanjo.okinawa.jp

ひとりで悩まず、ご相談下さい。
下記の機関は、こころの健康づくりやこころ
の病気のご相談をお受けします。

◆総合精神保健福祉センター◆
月・火・水・金 　9：00 ～ 11：30

13：00 ～ 16：00
TEL　888 － 1450

◆南部福祉保健所の精神保健福祉相談窓口◆
平日　9：00 ～ 17：00

TEL　889 － 6945
◆沖縄いのちの電話◆

毎日　10：00 ～ 23：00
TEL　888 － 4343



南城市役所南城市役所南城市役所

おでかけ前に確
認を！

今月の予定行事カレンダー今月の予定行事カレンダー

下水道の接続推進にご協力を！下水道の接続推進にご協力を！
下水道接続率

無料法律相談

▼お問い合せ 総務課（玉城庁舎）TEL 948-7111
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5 火 区長会

6 水 ＢＣＧ予防接種（対象：3ヶ月～6ヶ月未満） 受付１５：３０～１６：００
沖縄県総合保健協会（南風原在） 婦人ガン検診【６月号４ページ】

7 木 婦人ガン検診【６月号４ページ】

8 金 婦人ガン検診【６月号４ページ】

9 土 乳児健診　総合保健福祉センター
受付１３：３０～１５：００

10 日 夕涼みコンサート　19：15～
湧稲国公民館前広場

11 月

12 火

13 水 旧盆（ウンケー）

14 木

15 金 終戦記念日 旧7月15日　旧盆（ウークイ）

16 土

17 日

18 月

19 火

20 水

21 木 １歳半健診　総合保健福祉センター
受付１３：３０～１５：００

1 月 敬老会＜大里地区＞　14：00～

2 火 敬老会＜玉城地区＞　14：00～

3 水 敬老会＜佐敷地区＞　14：00～

4 木 敬老会＜知念地区＞　14：00～

5 金 区長会

22 金

23 土 ＤＴ予防接種（対象：小学校６年生） １３：３０～１４：３０　
総合保健福祉センター

24 日 夕涼みコンサート　19：15～
船越公民館前広場

25 月

26 火

27 水

28 木 ３歳児健診　総合保健福祉センター
受付１３：３０～１５：００

29 金

30 土 夕涼みコンサート　19：15～
大里団地集会所広場

31 日 旧8月1日
津波古村遊び　14：00開演

8

9

月

月

August

September

農漁業集落排水事業 接続可能人数 接続人数 接続率

大里地区 4,044 3,976 98.3%

玉城地区 10,426 6,500 62.3%

知念地区 5,006 2,517 50.3%

合　　計 19,476 12,993 66.7%

公共下水道事業 接続可能人数 接続人数 接続率

佐敷地区 5,365 1,978 36.9%

市全体 24,841 14,971 60.3%

平成 20 年 6 月末

図書館だより 知念図書館 ☎948－7340
佐敷分館 ☎947－1100
玉城分館 ☎948－7320
大里分館 ☎946－9512

南城
市立

「ちいさなあなたへ」
アリスン・マギー/著
なかがわ　ちひろ/訳

　こども～大人になる過程のな
かで忘れていた気持ちを思いだ
します。
「ひとりじゃないよ」…と励ましと
温かい気持ちにさせてくれる本で
す。

「先生、どうして足がないの？」
鈴木良美・鈴木繁雄/共著

　現役の小学校教員として忙し
い日 を々送る著者が、中学時代
に両足切断という事故に遭って
から今日までの歩みを克明に
綴ったドキュメンタリー。

「スッキリ！」
上大岡トメ

　たった５分間で余分なものが
そぎ落とせる！？
精神面とカラダを簡単にスッキリ
できる６０の方法を紹介していま
す。簡潔に書かれているので分
かりやすく読みやすい本です。

「いまも、ここにいる」
田中美和

　突然の事故で、脳死状態に
なった理恵が持っていたのは臓
器提供意思表示カード。家族の
苦悩の結果、臓器移植によって
七人の命を輝かせるという感動
の一冊です。今年度の指定図
書になっています。

各図書館おす
すめ本

「ち さなあなた 」

各
知念図書館は…

「 まも 」

佐敷分館は… 「 キ 」

玉城分館は…

「先生 どう 足 な 」

大里分館は…

開館時間（４館共通） 定期休館日・館内整理日

平日 午前９時～午後６時
土・日曜日 午前９時～午後５時
※１２時～１３時は休憩時間のため閉館になります。

知念図書館
玉城分館

佐敷分館
大里分館

定期休館日 館内整理日

毎週月曜日 毎月第３木曜日

毎週火曜日 毎月第４木曜日

なんじょう読
み聞かせ

スタート！！

　７月５日（土）、総合保健福祉センターで行われた
乳児健診において、第１回なんじょう読み聞かせ事
業がスタートしました！
　ボランティアの方々が読み聞かせをはじめると絵
本に興味をもった赤ちゃんの表情が印象的でした。
これからも月１回の乳児健診日にたくさんの赤ちゃ
んとご家族に出会えるのを楽しみにしています！

どんなことをするの？
☆健診中（健診後）に絵本を通じて親子のふれあいの時間を持つこと
の大切さをご家族に伝えます。そのあと、ボランティアによる読み聞かせ
を行います。
乳児には難しくないの？
☆字が読めない赤ちゃんも、絵本を見ながらお話しをしてもらうのは嬉し
いようです。文字や言葉を覚えさせるためではなく、絵本を介して親子の
ふれあいの時間をもつきっかけづくりをお手伝いします。
どんな絵本がいいの？
☆言葉にリズムがあるもの・色がはっきりしている絵本からはじめるといい
ようです。各図書館では年齢別に選書したリストがあります。図書館職員
も選書のお手伝いを致します。

～図書館からのおねがい～
・図書館は読書をしたり、調べ物をする場所です。閲覧席（テーブル席）での持ち込み資料による自習目的の利用は
お断りしております。

・図書館内は飲食物の持ち込みはできません。
　みなさんが利用しやすい図書館にするためにご協力をお願い致します。

無料法律相談を実施します。身近なお悩み（例えば、土地問題など）につい
てお気軽にご相談ください。

〈8 月の相談日〉 〈9 月の相談日〉
８月１４日（木）１５：００～１７：００
南城市役所大里庁舎１階　相談室

9月11日（木）15：00～17：00
南城市文化センター2階　洋会議室

相　談　員　弁護士　永吉（ながよし）盛元（せいげん）
相談対象者　南城市内に在住の方　

※事前電話予約可能（相談日の１ヶ月前から受付します）
（月～金　9：00 ～ 12：00　13：00 ～ 17：00　祝祭日除く）

相談人員は毎月、事前予約と当日受付を含めて７人に達し次第、受付終了とな
ります。ご了承ください。

久手堅区からのお知らせ

8月 16日（土）のヌーバレー
での舞台演芸は、区の事情によ
り、今年は中止となりました。


