新型コロナウイルス関連

南城市
独自

みほん

南城市暮らし応援商品券交付事業
 観光商工課

 917-5387

● 全世帯へ配布！
● 1,000 円商品券 ×10 枚！
● 直接郵送！（申請不要）
商品券額面

新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た家計を支援するとともに、多くの市民
で地元事業者を応援することにより地域
経済の一層の振興を図るため、1万円分
の商品券給付型を全世帯に交付します。

１冊額面 10,000円
（1,000円の商品券10枚綴り）
交付対象者
南城市の対象世帯
使用期間
令和3年1月1日
（金）
〜2月15日
（月）
交付方法
令和2年12月中に特定記録郵便で対象世
帯の世帯主に交付
商品券取扱店 南城市内の登録された店舗等

新型コロナウイルス感染症 相談窓口が変更になりました
症状を感じたら・・・ 陽性者と接触したら・・・

相談窓口はこれまで南部保健所「帰国者・接触者相談センター」でしたが、今後は「沖縄
県新型コロナウイルス感染症 相談窓口 コールセンター」
（以下コールセンター）で一括し
て相談を受付けることになりました。
症状のある方

● 発熱等の風邪症状のある方
● 息苦しさのある方
● 強いだるさがある方

 コールセンター
 098-866-2129

接触者等

● 陽性の方と接触のあった方
● 接触確認アプリ COCOA で
通知のあった方 等
● 症状の有無は問いません

緊急性が高いと判断した場合
救急外来
事前に電話をして、受診方法を確認。

受診または検査希望がある場合
診療所 （診察のみ）

医師が必要と判断した場合

検体採取センター
北部、浦添、那覇市・南部に設置
検査実施機関
陽性の場合
入院（感染症指定医療機関・協力医療機関）
または 宿泊療養・自宅療養

検査協力医療機関
※ 検査結果が出る前に容体が悪化
した場合は、受診した医療機関
に相談または救急外来を受診し
てください。
陰性の場合
診療所等で診療継続

※ 陽性者は原則入院ですが、地域の状況に応じて宿泊療養・自宅療養となる場合があります。

02

広報なんじょう（2020.12.4）

お問合せ

宿泊費用
補助対象
↓

感染者
濃厚接触

同居

ホームページ

新型コロナウイルス感染症 家庭内拡大防止事業
 健康増進課

 917-5324

ご家族が濃厚接触者と判定された場合
宿泊費用を補助します

この事業は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しています。
今月の顔
お知らせ

中小企業・小規模事業者の令和３年度固定資産税軽減措置

申告期日

令和３年度の固定資産税（償却資産）申告と併せて、軽減措置に
関する申告を受け付けます。

令和３年１月５日（火）〜令和３年２月１日（月）

（特例貸付）
緊急小口資金・総合支援資金 休業や失業等により収入の
減少がある場合、
生活資金を貸し付けます。
（受付期日：窓口12月28日
/郵送12月31日消印）市社会福祉協議会（土・日・祝日・年末年始を
除く） 917-5692  nanjo-shakyo.com/topic/927

離職などで
住居を失う
可能性がある

住居確保給付金 一定期間、家賃相当額を支給します。各種要件が
あります。 南城市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
（土・日・祝日・年末年始を除く） 917-5334
 www.city.nanjo.okinawa.jp/kurashi/kenkou̲fukushi/1596520706/

あらゆるものを
活用してもなお
生活が苦しい

カレンダー
くらし

生活維持の
資金が足りない

お知らせ

申告に必要なもの 軽減申告書（認定経営革新等支援機関等の認定を受けた原本）
認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式（コピー可）
償却資産申告書一式
※申告書は南城市ホームページに掲載しております。

日記
デジタル講座

申告方法

令和２年２月から 10 月までの任意の継続する 3 ヶ月間の経常的
な事業収入（売上高）が前年の同時期と比べ事業収入（売上高）
が 30％以上減少した場合

お知らせ

 税務課  917-5328
新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の条件で事業収入が減少した場合は、
令和 3 年度課税の 1 年分に限り、
償却資産及び事業用家屋の固定資産税を減免します。
対象条件

子育て

補助額
宿泊施設
利用方法

下記の全ての条件を満たす南城市民
● 濃厚接触者と同居する家族等
● 現に濃厚接触者と判定されていない方
● 発熱等、新型コロナの症状がない方
1泊あたり1人5,000円
（上限）
南城市と協定を結んでいる施設
対象でご希望の市民の方は健康増進課ま
でご連絡をお願いします。

特集

対象

新型コロナウイルス感染症の家庭内拡大
防止の対策として、濃厚接触者と判断さ
れた南城市民と同居する家族等に、宿泊
費用を一泊あたり1人5,000円を上限に
補助を行います。
（実施期間 令和3年3月31日まで）

メールアドレス

新型コロナ関連

南城市
独自

電話《市外局番 098》 FAX

生活保護 日々の暮らしに大変お困りの時、国民には最低限度の生
活が保障されます。
 社会福祉課（土・日・祝日・年末年始を除く）  917-5334
 www.city.nanjo.okinawa.jp/kurashi/kenkou̲fukushi/1578995165/
広報なんじょう（2020.12.4）
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あなたの知らない下水道

身近すぎて、意識しない。
そんなものほど
大切だったりします。
下水道はきっと、それ。
トイレ、キッチン、
お風呂に、洗面台。
あなたが流すその先、
フタをする前に
少し考えてみませんか。

もしも下水道がなかったら
美しい南城市の海。川では渡り鳥が小魚をつつ

下水道の役割

き、まちは緑のかおりで満ちています。しかし下
水道や各家庭の浄化槽がなくなれば、南城市のこ

の美しい姿は一瞬で崩れ去ります。海や川は汚れ、
まちは悪臭が漂い、不衛生のために伝染病がまち
を襲うでしょう。

見えない所で暮らしを支えるもの
トイレでの排泄、洗濯機や台所からの排水など

1

汚水は下水管を通って処理場へ運ば

はすべて、最終的に海や川へ流れ出ます。それで

れます。まちが清潔に保たれ、ハエ・

も海や川が美しいのは、下水道や浄化槽が汚水を

蚊等の害虫や悪臭の発生も防ぐこと

きれいにしてくれているからです。

このように下水道は、私たちの見えない所で、

私たちの暮らしを支えているのです。南城市が管
理する下水道事情、少しのぞいてみましょう。

まちを清潔にする

ができます。

2

身近な環境を守る
下水処理場に行き着いた汚水は、さ
まざまな処理を経てきれいな水にな

11月よりなんじぃのカラーマン
ホールが登場！ 市民の皆さまに
下水道に親しんでほしいなん♪

04
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り、川や海に戻します。美しい風景
や生態系を守っています。

お問合せ

電話《市外局番 098》 FAX

メールアドレス

ホームページ

長い目で見れば、各家庭で維持管理する

浄化槽よりも、下水道のほうがお得です。

浄化槽の場合

下水道の場合

ポンプ

側溝等
子育て

下水管

合併浄化槽

特集

●各家庭が維持管理
●保守点検費用等が必要

新型コロナ関連

下水道と浄化槽

処理場
海や河川

今月の顔
お知らせ

●南城市が維持管理
●使用料を徴収

お知らせ

残念ながらまだ、市内全域が下水道に接続でき

5人家族で比べてみよう
浄化槽の例

化槽」などを設置していただき、排水を処理して

年間 約

域は、各家庭や集合住宅で管理する「合併処理浄
います。

一方で、あとになって下水道接続が可能になっ

たのに、浄化槽を使い続けているご家庭もいらっ

だんぜんお得な下水道
確かに下水道接続には工事費用等の初期費用が

かかります。しかし浄化槽は規定の保守点検費用

合併浄化槽（5人槽）の場合、使用料が

必要ない代わりに、年間をとおして保守
点検費用、清掃費用、法定検査費用、電
気代がかかります。

下水道の例
年間 約

23,300 円の家計負担

など、維持管理費が各家庭の負担となります。長

5人家族が1ヶ月で26㎥を使用した場合

接続するほうがお得になると考えられています。

理費は必要ありません。

い目で見れば、ほとんどの家庭にとって下水道に

カレンダー
くらし

しゃいます。

65,000 円の家計負担

お知らせ

るわけではありません。下水道が通っていない地

日記
デジタル講座

下水道 vs 浄化槽

の下水道使用料です。そのほかの維持管

また、浄化槽を使って側溝に排水している場合、

側溝に水たまりができ、悪臭や虫の発生の原因と
なることもあります。下水道につなげばそのよう
な心配もありません。

その差、約 4 万円もお得！

広報なんじょう（2020.12.4）
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あなたの知らない下水道

南城市内の
下水道接続可能地域
接続可能地域
下水処理場

おおまかな表示となってい

ます。接続可能か正確な判
定については下水道課へお
問合せください。

厳しい南城市の下水道事業
下水道使用料は平成20年に改訂して以来、12年

間にわたり使用料を維持してきました。しかし、
下水道の維持費や整備費用の返済額は、市民の皆

さまから徴収した使用料だけではまかないきれず、
毎年赤字のため、一般財源からの繰入（補助）を
余儀なくされています。

下水道接続にご協力を
下水道事業の維持・管理運営は市民の皆さまか

らの使用料で支えられています。多くの皆さまが
下水道に接続することが、持続可能な下水道事業
の実現のために不可欠なのです。

もし現在、浄化槽をお使いで、下水道接続可能

地域（上記地図）に該当しそうな方は下水道課へ

ご相談ください。接続工事費用の貸付制度
（無利子）
もございます。
 下水道課

06

 917-5349
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排水設備接続等の資金貸付
今まで使用していたくみ取り便所または浄
化槽を廃して下水道に接続する場合、市が

50万円を限度に工事に対する費用を貸付い
たします。貸付金は無利子で、毎月均等分
割払いにより償還することになります。
資金貸付の条件

● 家屋の所有者またはその所有者の同意書
を得た使用者
（借家人等）
。

● 市税を完納していること。
● 支払能力を有すること。
● 連帯保証人があること。
申込方法

● 融資申込書は排水設備確認申請と同時
に指定工事店をとおして申し込んでくだ
さい。

● 工事着手は貸付決定通知後になります。

お問合せ

メールアドレス

ホームページ

下記のものを下水管へ流してしまうと、詰まりやポンプの破損が起き、
住宅内へ汚水が逆流したり、引火して火災が発生するなどの危険性が
あります。

新型コロナ関連

適正な下水道利用に
ご協力をお願いします

電話《市外局番 098》 FAX

特集

ビニールや
ゴム製品

食用油や
機械油

ガソリンや
シンナー、ペンキ

大量の農薬や
殺虫剤

ティッシュペーパーや
ウエットティッシュ

り、運転が停止した例。たっ

子育て

写真はポンプに異物が絡ま

野菜くずなどの
生ごみ

た1枚のウエットティッシュ

今月の顔
お知らせ

やゴム手袋が施設の故障に
つながることもあります。

基本料金《月額》
8㎥まで 577円（+5円）

超過料金《1㎥につき》
8㎥を超え20㎥まで
20㎥を超え50㎥まで
50㎥を超え80㎥まで
80㎥を超える分

一般用 共用
業務用

上水道料金の算定方法による
10㎥まで 958円（+5円）
10㎥を超え50㎥まで
50㎥を超え100㎥まで
100㎥を超え200㎥まで
200㎥を超える分

62円（＋4円）
74円（＋7円）
79円（＋7円）
88円（＋7円）
79円（＋2円）
89円（＋3円）
99円（＋3円）
108円（＋3円）

カレンダー
くらし

用途
一般用 専用

お知らせ

（）
内は改定前との差額
改定後料金表
（税抜） ※

日記
デジタル講座

下水道事業の維持管理運営の健全化を図るため、令和3年4月分より、下水道の利用料金を下記のとお
り改定いたします。市民の皆さまにはご理解のほどよろしくお願いいたします。

お知らせ

令和3年4月より下水道料金を改定いたします

改定後の影響額（一般的な家庭の例）
家族構成員数
1人世帯
2人世帯
3~4人世帯

平均水量
8㎥
14㎥
20㎥

改定前
629円
1,012円
1,394円

改定後
634円
1,043円
1,453円

差額
+5円
+31円
+59円

年間影響額
+60円
+372円
+708円

広報なんじょう（2020.12.4）
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子育ての情報

お問合せ

電話（市外局番 098） FAX

メールアドレス

ホームページ

地域でつなごう
ハートキャリア
 教育指導課

の
「おしごと先生」
美容師の
実演に興味津々！
キャリア教育とは

917-5364

 917-5436

学校で学ぶ意味と社会がつながったとき、子ども
たちの自分らしいストーリーが始まります。
地域の協力者は年々増加中

学生の頃、今学んでいることは何のためにやって
いるの？ そう思ったことはないですか？ 大人に
なって初めて気づく学びの大切さ…。市内小・中
学校では、
● 働くことの楽しさ ● やりがい
● 夢の叶えかた
● 勉強することの意味
● 目標をもつことの大切さ
などを、社会で働く「おしごと先生」から子ども
たちに伝える「キャリア教育」に力を入れて取り
組んでいます。普段、会う機会のない大人・本物
との触れ合いは子ども達の大きな成長につながっ
ています。

令和元年度、多くの事業者の皆さまにご協力いた
だきました。
● 職場体験受け入れ事業所
179件
● キャリア教育おしごと先生 130名
ご協力いただける方を大募集！
あなたも子どもたちの憧れの先生になってみませ
んか？ 次のような事業者の皆さまを募集してい
ます。
「地域には素敵な人達がたくさん働いてい
ることに気づく」ことが地域愛の醸成にもつなが
ります。
● 小・中学校で『仕事』をテーマに子どもたち
にお話をする方
● 小中学校の職場体験の受け入れをする事業所
● 事業所見学の受け入れをする企業
ご協力いただける方は教育指導課（担当：大濵）
までご連絡ください。

認可外保育施設の
保育料助成について
 子育て支援課

917-5343

新型コロナ対策として、市からの登園自粛要請期間に家庭保育を実施した施設利用者に、協力いただい
た日数分の保育料を助成いたします。 ※すでに施設等により保育料を減免されている場合は除く
対象者 次の❶から❸の要件すべてに該当する方
❶ 対象期間に南城市在住で、令和2年4月1日時
点の年齢が0歳から2歳の認可外保育施設（企
業主導型保育施設、ベビーシッターを除く）
を利用している児童の保護者
❷ 保育の必要性のある保護者
❸ 住民税非課税世帯
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対象期間 令和2年 4月7日〜5月23日
8月15日〜9月5日
※各施設で独自に閉園していた時期は除く
提出書類 登園日数等証明証、請求書、保育の必要
性がわかる書類
※詳細は市のホームページにて
受付期限 令和3年2月12日
（金）

今月の本
『やめてみた。
』（幻冬舎）
著：わたなべぽん / 所蔵：大里分館

平日 9:00〜18:00 / 土・日 9:00〜17:00

学用品や給食費など、
学校生活
にかかる費用を援助します。
※所得制限があります。

教育指導課 917-5364
ファミリーサポートセンター
子どもの送迎、
預かりをサポー
ト会員が支援します。

知念図書館（知念児童館となり）

玉城分館（中央公民館２階）

病児保育室 大里キッズ

月曜休館 / 館内整理：第3木曜
 917-5408

子どもが病気だけど仕事を休
めない時に。

大里分館（改善センター１階）
火曜休館 / 館内整理：第4木曜
917-5332

佐敷分館（シュガーホール併設）
月曜休館 / 館内整理：第3木曜
 917-5543

大里こどもクリニック
882-8444

火曜休館 / 館内整理：第4木曜
917-5310

申請はお済ですか？
なんじぃ子育て世帯臨時給付金（市独自）

家庭児童相談
育児や教育、DV、離婚、児童の
養育の相談や支援。
子育て支援課 917-5343

申請受付期限が12月25日
（金）となっておりま
す。申請がお済でない方はお早めに市民課まで、
提出または郵送をお願いします。

虐待かもと思った時などに、
す
ぐに通告・相談ができます。
全国共通ダイヤル 189

日記
デジタル講座

児童相談所

市民課 917-5312

お知らせ

市社会福祉協議会
080-1530-9640

今月の顔
お知らせ

● 全館休館 12月29日（火）〜令和3年1月3日（日）
：年末年始
● 土・日の12時〜13時は休憩のため閉館（知念図書館を除く）。

子育て

図書館 開館時間

就学援助制度

特集

「なんとなく使ってきたけれど、本当に今の自
分に必要なんだろうか」。と生活必需品から、
つい謝ってしまう癖、もやもやする友達付き
合いなどを
「やめてみた」日々。その果てに訪
れた変化とは？ 実験的エッセイ漫画。

相談

新型コロナ関連

ひとりで
悩まず、
お気軽に。

お知らせ

 総務課
 917-5378
 教育指導課  917-5364

JA共済より
母子手帳のケースを寄贈
 健康増進課

 917-5324

カレンダー
くらし

募集
児童生徒学習支援員

市内小学校６年生、中学校３年生の学習支援員
を市内小中学校各校１名（大里南小２名、久高
小中除く）募集します。
勤務時間 月〜金曜 8:15〜16:00
※勤務時間相談可
時給

① 教員免許保持者 1,002 円〜
② 大学生 925 円〜

活動期間 令和2年11月から令和3年3月まで
応募方法 詳細は市ホームページにて

『シーサー』がデザインされたオリジナルケース
500冊が贈呈されました。南城市で親子健康手
帳
（母子手帳）を交付される方へ贈られます。

広報なんじょう（2020.12.4）
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公共施設等の
民間提案
審査結果
 政策調整室
 917-5386

1
2

3
4
5

民間事業者の皆様からいただいた提案について
審査し、次のとおり採択しました。
● 今回の審査結果は、詳細を協議する対象事
業者を決めたもので、現時点で事業化や契
約等を保証するものではありません。
● 採択しなかった提案は、事業者のノウハウ
等を保護するため概要等も非公開とします。

提案事業

企業名

体育施設
（8施設）
、
公園施設
（5施設）
の
指定管理者制度の導入事業

南城文化・スポーツパートナーズ

なんじい鉱山利活用事業
（地域資源を活用した新たな産業創生）

株式会社 合同資源

なんじい鉱山利活用事業（温泉を活用し、
スポーツ・文化を学び健 タピック沖縄 株式会社
康で人が集う施設を整備する）

なんじい鉱山、
福祉センター利活用事業
（老朽化している福祉セン 株式会社 ジェイシーシー
ターを地域コミュニティ施設に整備し、
当該施設で温泉を活用）
知念体育館跡地でのリゾート開発
（ホテル）
事業

7
8
9

ジザイ・ノート 協同企業体

コマカ島利活用事業
株式会社 Wonder Wanderers
（自然資源を活用した、
高付加価値アウトドアコンテンツの展開）
小売電気事業者の選定と電力切り替え事業

TSB 株式会社

市内公共施設でキャンプイベントを開催し、
市民の防災意識の向上を図る

笹尾商工株式会社

海の館イノー利活用事業
（観光協会と連携し、
イノー館の有効活用を図る）
包括施設管理委託業務
（施設の一元管理、
品質の均一化など）

農業女子フォーラム
 南城市農業委員会事務局
 917-5359

広報なんじょう（2020.12.4）

合資会社 知念海洋レジャーセンター
沖縄日本管財 株式会社

「農業女子」の確保・育成プロジェクトの一環として女性農業者の
存在感を高め、職業としての農業を選択する若手女性の増加を図
ることを目的として農業フォーラムを開催します。
日時
場所
対象
定員
申込

10

Project O 株式会社

コマカ島利活用事業（安全管理、自然環境の保護を重点に観光資 合資会社 知念海洋レジャーセンター
源としての活用、
運営）

コマカ島利活用事業
（アクティビティ商品の開発・販売）

6

※詳細は
ホームページへ

令和 3 年 1 月 9 日（土）14:00〜16:00（予定）
南城市役所 1 階 大会議室
本フォーラムに興味のある方
先着 120 名
当日会場に直接お越しください。
（受付 13:30 から）

新型コロナ関連

ようこそ、
市長の部屋へ。

今月の 顔

特集
子育て

戦の語り部功労者 南城市から4名が感謝状を受領
ちょうほう

よしこ

安里芳子 さん

きよかつ

としひこ

當山清勝 さん

山城利彦 さん

沖縄戦などを生き延び、若い世代に自らの経験を語り部として伝えている戦争体験者に対し、沖縄県から
感謝状が贈られました。今回の功労者118名のうち、南城市関係者は4名です。

今月の顔
お知らせ

ずけらん

瑞慶覧長方 さん

お知らせ
日記
デジタル講座

よしみ

認定された農業者

写真中央

市民からの行政に関する苦情や相談を受け付け、
解決のための助言や関係機関へ改善の申し入れを
行う総務大臣委嘱の
『行政相談委員』の上原さんへ、
行政評価事務所長より感謝状が贈られました。

11月11日、青年等就農計画及び農業経営改善
計画の認定を受けた農業者へ認定書が授与され
ました。青年等就農計画に1名、農業経営改善
計画に3組（5名）が認定されました。

にかちゃんの島らっきょう畑
木曜 19:00 〜 19:55 /（再）月曜 15:00 〜 15:55

島らっきょう農家のにかちゃんが、ゲストを

カレンダー
くらし

上原良三 さん

認定新規就農者・認定農業者に6名認定

お知らせ

行政評価事務所長より感謝状

インターネットでも
お聴きいただけます
https://listenradio.jp/

迎えて人生の物語をお聞きします。
番組紹介
 945-0211

広報なんじょう（2020.12.4）
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年末調整手続き電子化で簡単に！
 税務課  917-5328
https://www.nta.go.jp/users/gensen/
nenmatsu/nencho.htm
令和2年10月以降､年末調整手続の電子化によるバックオフィス業務が簡便化できるようになります｡
これまでの年末調整では・・
従業員

令和2年10月からは

勤務先
（給与担当者）

データ提出

書面提出
手書きで作成…

勤務先
（給与担当者）

従業員

検算等が必要…

控除証明書等
データ利用で自動計算

給与システム等取り込み、
自動チェック、年税額計算

従業員のメリット
● 控除額等の記入・手計算が不要
（出力して紙提出でも利用可能）
● 控除証明書等データを紛失しても再交付依頼が不要
● データ提出なら押印が不要
勤務先のメリット（給与担当者）
● 用紙の配布が不要
（社内メールで送付）
● 保険料控除や配偶者
（特別）控除の控除額の検算が不要
● 控除証明書等のチェックが不要
（従業員が控除証明書等データを利用した場合）
● 年末調整関係書類の保管コストの削減
詳しくは､国税庁ホームページの｢年末調整手続の電子化に向けた取組につい（令和2年分以降）｣をご覧ください｡

年末調整説明会の中止について
税務課 917-5328
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/

国税庁では説明会を中止し、下記の対応を行います。詳しくは「年末調整特集ページ」
（ 上記URL/QR
コード）をご覧ください。
●「Web-TAX-TV」で動画による説明を掲載します。

Web-TAX-TV

● 国税庁ホームページから用紙（様式）をダウンロードして使
用できます。

https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/

● 国税庁提供の年調ソフト（無料）をダウンロードして、書面
等で提出する方法もあります。
● 法定調書の作成・提出は「 e LTAX」、「e ‒Tax」をご利用く
ださい。
● AIチャットボットで、24時間いつでも相談できます。

12
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年調ソフトのダウンロード
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/
nencho.htm#soft̲dl
AIチャットボット
「税務職員 ふたば」
https://www.chat.nta.go.jp/

お問合せ

電話（市外局番 098） FAX

メールアドレス

ホームページ

医療費控除の申告は
明細書の添付を

 税務課 917-5328
 https://www.e-tax.nta.go.jp/

 税務課

917-5328

● 新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点
からも e-Tax の利用をご検討ください。

● 申告を予定されている方は事前に作成しご
準備ください。

子育て

●「令和 2 年分確定申告」および「令和 3 年
度分市・県民税申告」から医療費控除を受
ける場合は「医療費控除の明細書」の添付
が必須となります。

特集

● e-Tax（イータックス）の利用により混雑
する申告会場に足を運ぶことなく、ご自宅
のパソコン・スマートフォンからも確定申
告をすることができます。

新型コロナ関連

確定申告は
e-Tax が便利です！

今月の顔
お知らせ

※詳しくは上記の QRコードへ
お知らせ

63円切手を

9 0 1

1 4 9 5

お貼りください

市長と市民が直接意見交換をおこなう
場として地域懇談会の開催を予定して

染症拡大防止のため、今年度は、左の
ハガキ（要切手）もしくは、下記入力

お知らせ

おりましたが、新型コロナウイルス感

日記
デジタル講座

▶ 点線に沿ってお切りください

ご意見・ご提案を募集します

フォームより市民の皆様のご意見等を

行

お聞きすることといたします。

本市の基本施策等（ハガキ裏面参照）
に関して、具体的なご意見・ご提案を
よろしくお願いいたします。

※ 下記の記入欄および裏面の「ご意見・
ご提案」欄をご記入ください。

お住まいの自治会

年代（○でかこむ）

カレンダー
くらし

南城市役所 企画部 政策調整室

● 期限：令和3年1月15日
（金）
※当日消印有効
● 市ホームページ
からも回答でき
ます。

20歳未満 ・30代
40代 ・50代 ・60代
70代 ・80歳以上
広報なんじょう（2020.12.4）
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Nバスに乗って
得しよう！
〜N得クーポンキャンペーン〜

 企画課 917-5395
 https://www.churaguru.net/special/nbus/
N バスに乗ると対象店舗で特典が！

クーポン特典の例

Nバス1周年を記念して、ちゅらグルメと連携し
た「N得クーポンキャンペーン」を実施していま
す。対象店舗でクーポン券を使って、お得なサー
ビスを受けることができます。

● ぜんざいサービス

● ドリンク1杯サービス

● 沖縄そば中サイズから大サイズへ変更
● デザート1品サービス
● 煮玉子1個サービス

クーポン券受け取り方法

● お会計から200円引き

Nバス車内の運賃箱に取り付けられた専用の
ケースより、お一人様1回の乗車につき1枚の
N得クーポン券をお取りください。

● ミニアイスサービス
● 天ぷらサービス
● いなりサービス

● ジューシーサービス など

クーポン利用期間

対象店舗や特典など
詳細は特設ページをチェック！→

11月1日
（日）
〜令和3年2月28日
（日）

第 2 次南城市総合計画 基本施策
① 乳幼児の成長

② 児童・生徒・学生の成長
③ おとなの成長

④ 地域と組織の成長
⑤ 市民の参画

⑥ コミュニティーの充実
⑦ 平等な社会の実現
⑧ 安心と安全

⑨ 環境の整備と保全

⑩ くらしの充実と豊かさ
⑪ 歴史文化と芸術活動
⑫ 一次産業の振興
⑬ 観光の振興

⑭ その他商工業の振興
⑮ 道路の整備

⑯ 公共施設の整備

⑰ 生活インフラの整備
⑱ 情報政策基盤の整備
⑲ その他
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左記の基本施策等の内、特に進めて欲しい施策を
選択し、自由に意見等を記入してください。
（複数回答可）
番号

特に進めてほしい施策に関する
ご意見・ご提案（自由記入）

お問合せ

電話（市外局番 098） FAX

公的年金等の
源泉徴収票が送付されます

ねんきん加入者ダイヤル
（ナビダイヤル）
0570-003-004
03-6630-2525（050から始まる電話）

浦添年金事務所
877-0343（自動音声①→②）

令和2年（令和2年1月〜12月）分の源泉徴収
票が令和3年1月末日までに送付される予定
です。

特集

日本年金機構より「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が対象者へ発送される予
定です。

ホームページ

新型コロナ関連

社会保険料の
控除証明書が送付されます

メールアドレス

令和 2 年 1 月〜9 月に納付された方

令和 2 年 10 月〜12 月に納付された方

● 社会保険料控除を受けるために、年末調整
や確定申告の際に必要となります。

● ｢障害年金｣や｢遺族年金｣については非
課税ですので､源泉徴収票は送付され
ません｡
● 源泉徴収票を紛失した場合や届かない場
合は､ねんきんダイヤルへお問合せくだ
さい｡
（ 0570-05-1165）

生きがい推進課  917-5341

身体障害者手帳をお持ちでない方でも、「障
害者控除対象者認定書」により障害者控除
を受けられる場合があります。

おむつ代が医療費控除の対象となる場合があ
ります。おむつ代の領収書とともに必要書類
を添付して医療費として申告することができ
ます。

認定書の交付要件

対象

● 要介護認定を受けている65歳以上の高齢
者で､手帳の交付を受けている方と同程度
の障害があると認められた方

おおむね6ヶ月以上寝たきりで､医師からおむ
つを使う必要があると認められる場合

● 交付された認定書を、確定申告などの際
に添付していただくことにより、所得税
や住民税の控除を受けることができます。

カレンダー
くらし

生きがい推進課  917-5341

お知らせ

おむつ代が
医療費控除になる場合

日記
デジタル講座

障害者控除が受けられる場合

お知らせ

● お手元に届きましたら、大事に保管し、年
末調整や確定申告の際に使用してください。

● 確定申告の際の添付書類として必要とな
りますので､大切に保管してください｡
今月の顔
お知らせ

令和3年2月上旬にお届けします

子育て

令和2年11月上旬にお届けします

必要書類（下記のいずれか）
● おむつ使用証明書
（おむつを使う必要がある
と認められるとき､医師が発行する証明）
● おむつ代の医療費控除事項証明書
（おむつ代
についての医療費控除を受けるのが2年目
以降で､要介護認定を受けている方に対し、
市が発行する証明）

広報なんじょう（2020.12.4）
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シニアのための

デジタル講座
今月のテーマ

コンビニで 住 民 票 な ど の 証 明 書 を 取 得 し て み よ う

住民票や各種証明書は、市役所に行かなくても全国のコンビニや知念郵便局で取得できます。市役所
の窓口時間外や土日も取得できるのでとっても便利！ ご利用にはマイナンバーカードが必要です。
マルチコピー機でタッチパネルを操作します。
機種によって仕様が異なる場合があります。

証明書交付
サービス
行政サービス

1 メニューから
「行政サービス」を押します。

利用案内

2 「証明書交付サービス」
を押します。

お住まいの市区町村の証明書

同意する

3 利用案内を確認し、
「同意する」を押します。

次へ

4 画面で指示された場所に
マイナンバーカードを置き
「次へ」を押します。

暗証番号

1

2

3

住民票の写し

****

4

5

6

印鑑登録証明書

7

8

9

…

0

6 暗証番号を入力し
画面の指示に従い
カードを取り外します。

5 「お住まいの市区町村の
証明書」を押し「確定する」
を押します。
部数

1部

金額

200円

確定する

7 必要な証明書を押し、
8 お金を投入し、「スタート」
「確定する」を押します。
などを押して印刷を開始！
以降、画面の指示に従います。

令和3年3月（予定）より マイナンバーカードが 健康保険証として利用可能になります
● 利用するためには事前登録が必要です。

● 事前登録はICカードを読み取れるスマホやパソ

コンでマイナポータルから行うことができます。

● 必要な機器をお持ちでない場合は、国保年金課に
て事前登録を行うパソコンを用意しています。
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スタート

なんじょう

日記

2020 年 10 月 19 日（月）

特集

知念漁協 座礁した船の撤去に協力

新型コロナ関連

ホームページで
まちの話題、
盛りだくさん。

9月30日に知名埼東海域で転覆し座礁
した小型船の船体撤去に協力したとし
組合へ感謝状が贈呈されました。海上
とうじょう

ひでお

子育て

て、中城海上保安部より知念漁業協同
保安部の東城英雄部長から感謝状を受
さとし

け取った照喜名智組合長は「組合として
ていきたい」と語りました。

2020 年 10 月 25 日（日）

2020 年 10 月 27 日（火）

カジマヤー慶祝訪問

むらやーのシーサー
子ども達が命名

公共駐車場を
ボランティア清掃

日記
デジタル講座

知 名 む ら や ー（ 公 民 館 ） の

お知らせ

2020 年 10 月 23 日（金）

今月の顔
お知らせ

当然の義務を果たした。今後も協力し

正面に鎮座するシーサー
に、子ども達が素敵な名前
を付けました。シーサーは
つぐとし

作りで、むらやーの落成を
カジマヤー（数え年97歳の
長寿の祝い）を迎えた高齢
祝 い す る『 カ ジ マ ヤ ー 慶 祝
訪問』が行われました。３

このたび、地域の子ども達
から名前を募り、選考の結
果『 チ ー ナ 君 』 と 名 付 け ら
れました。

南城市役所に隣接する公共
駐車場にて、南城市シル
バー人材センターによるボ
ランティア清掃が行われま
した。例年は尚巴志ハーフ

名のお宅を訪ねた市長は

マラソンのメイン会場とな

「先輩方が元気なことが、

るシュガーホールの清掃を

私たちの励みになります」

行っていますが、今年の大

と、それぞれに表彰状と花

会が延期となったため、会

束などを贈呈して健康長寿

場を変更しての実施となり

を祝いました。

ました。

広報なんじょう（2020.12.4）

カレンダー
くらし

者宅を瑞慶覧市長が訪れお

記念して寄贈されました。

お知らせ

区在住の屋我嗣俊さんの手
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お知らせ

掲載内容の訂正とお詫び

※誌面上では市外局番（098）を省略しています。
※詳細を南城市公式サイトでご覧いただけます（一部）。

交通事故や暴力による負傷で
保険証を使用する場合
国保年金課

917-5327

財政課

広報なんじょう11月号11ページ｢南城市財政
状況｣の市債現残高（公営企業会計名）の表記
順に誤りがございましたので､下記のとおり
に修正いたします｡
水道事業企業債

第三者行為（交通事故や暴力行為など）による
負傷で保険証を使用する場合は、国保年金課
への届出が義務づけられています。
対象は？

この度の掲載内容の誤りについてお詫び申し
上げます｡

自衛官等募集のご案内

なぜ？

届出がない場合は？
第三者行為による負傷と思われる場合は後日、
国保年金課から負傷原因等の照会文書を送る場
合があります。

16億6,137万円

下水道事業企業債 38億4,084万円

国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者
被害者に過失がない場合は本来、加害者が医療
費の全額を負担することになります。保険証を
使用することで市が負担した分について後日、
加害者または保険会社へ請求するためです。

917-5379

自衛隊沖縄地方協力本部
866-5457

陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦）
● 受験資格
男子で中卒
（見込）17歳未満
● 受付期間
11月1日〜11月30日
● 試験日
（1次） 令和3年1月10日・11日
（いずれか1日）

届出に必要なもの

陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）

● 保険証
● 事故証明書及び加害者の連絡先など
● 印鑑

● 受験資格
男子で中卒
（見込）17歳未満
● 受付期間
11月1日〜令和3年1月6日
● 試験日
（1次） 令和3年1月23日

障がい者虐待の届出･通報をお願いします
生きがい推進課

917-5341

• 障がい者に対する虐待の疑いがある場合は下記に相談･通報をお願いします。
• 24時間365日､匿名でも受付可能です。
• 通報者の秘密は守られ､誤報だとしても罰せられません｡
平日の8:30〜17:15

平日の時間外・休日など

● 社会福祉法人ニライカナイ
● 南城市役所 生きがい推進課  917-5341
こうせい
むら
917-5427
｢鵠生の叢｣
● 相談支援事業所｢野の花｣
 880-0576（FAX兼用）
 946-7177
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お問合せ

電話（市外局番 098） FAX

メールアドレス

ホームページ

OKI Pay・ゆうちょPay
スマホ決済で利用可能に！

税務課

税務課 917-5328
国保年金課 917-5327

917-5328

上限10万円

上限3万円

※口座振替の方は残高の確認をお願いします｡
なお､振替日は12月21日
（月）です｡

上限30万円

上限30万円

税務課

917-5328

令和2年度 差押執行件数（10月31日時点）

預貯金 11件
自動車 0件（内タイヤロック 0件）
給与･年金 5件
不動産公売 0件 ● 不動産 0件
生命保険
0件 ● その他 9件

•スマホ収納では領収書は発行されませんの
で、ご注意ください。
•コンビニ納付用バーコードが印刷された納
付書が対象です。
•各決済サービスによって支払可能な上限額
が異なります。
（ ホームページ参照）

日記
デジタル講座

※地方税法に基づき､督促状を発してから
10日を経過した日までに納付がない方に
ついては､財産差押を行っています｡早め
の納付をお願いします｡

● 市県民税
（普通徴収） ● 固定資産税
● 軽自動車税
● 国民健康保険税
● 後期高齢者医療保険料

お知らせ

●
●
●
●
●

スマホ決済で納付できる市税等

今月の顔
お知らせ

税金の滞納が続くと
財産が差し押さえられます

スマホ決済「LINE Pay」
「 PayPay」に加え、
「OKI pay（おきペイ）」
「 ゆうちょPay」等で
市税等の支払いが可能になりました。

子育て

12月は固定資産税第3期の納付月となってお
ります｡納め忘れのないよう早めの納付をお願
いします｡

特集

納期限 :令和2年12月25日
（金）

新型コロナ関連

固定資産税の納付について

お知らせ

太陽光発電設備の設置 申告が必要です
917-5328

太陽光パネルなどの太陽光発電設備を設置した時は､固定資産税の課税対象となり､償却資産として
市への申告が必要になります｡下記に該当する場合は､申告案内を送付しますのでご連絡ください｡
未申告が判明した場合には、さかのぼって課税します｡
個人（住宅用）
10キロワット以上
課税対象
（全量売電・余剰売電とも）

10キロワット未満

カレンダー
くらし

税務課

法人・個人（事業用）
課税対象
（発電出力や売電の有無に関わらず）

対象外（余剰売電）

広報なんじょう（2020.12.4）
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屋外広告物の設置には
届出が必要です

令和 3 年 南城市年始会
中止のお知らせ

都市建設課

南城市商工会 947-1283

917-5350

ルールを守って、美しく安全なまちなみをつ
くりましょう。
屋外広告物とは
● 常時または一定の期間、屋外で継続して公衆に表示
されるもの
● 看板・立看板・はり紙・はり札・広告板・広告塔・建物そ
の他の工作物などに表示・設置されたもの

毎年、年始めに開催しております南城市年始
会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、中止することといたしました。何卒、
ご理解のほど宜しくお願いします。
地域の皆様、関係者、関係機関の皆様のご息
災を、心よりお祈り申し上げます。

屋外広告物のルール
● 表示面積が10㎡以下
（禁止地域では5㎡以下）
の自家
用広告物は許可不要

新婚さんの新生活を
応援します

● 種類や地域に応じた面積や高さなどの制限のほか、
表示の禁止地域や禁止物件あり

裁判員制度
名簿記載通知を発送
那覇地方裁判所 918-3317
https://www.saibanin.courts.go.jp/

令和3年の裁判員候補者名簿に登録された方
に｢名簿記載通知｣をお送りします｡
名簿記載通知とは
● 新たに裁判員候補者名簿に登録された方
に対し、翌年に裁判員になる可能性がある
ことを事前にお伝えするものです｡
● この段階では裁判員候補者に選ばれたわ
けではなく､すぐに裁判所にお越しいただ
く必要はありません｡
※詳しくは裁判員制度ウェブサイトをご覧ください。

【広告】
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社会福祉課 917-5334

南城市在住の新婚世帯に住居費用や引越費用
の補助を行っています｡
補助額（1世帯あたり）

● 賃貸：上限24万円

● 購入：上限30万円

補助対象経費（婚姻日以降の費用）

● 住宅購入費用

● 引越費用

● 賃貸にかかる費用
（賃料､敷金など）
申請期限 令和3年3月31日

● 予算がなくなり次第終了となります。

※対象要件があります。詳しくは
右記のQRコードよりご確認く
ださい。

【広告】

お問合せ

電話（市外局番 098） FAX

メールアドレス

ホームページ

イベント情報

生涯学習課

新型コロナウイルス感染症の影響で
中止・延期になる場合があります。

917-5369

第15回南城市新春マラソン大会
 南城市青年連合会
http://nanjoseiren.info/
（土）
10:00スタート
● 日 時 令和3年1月2日
● 場 所 南城市役所公共駐車場
● 実施種目 10Km､5Km､3Km（おおよその距離）
（各コースの上位者）
● 表 彰 12:00頃
● 定 員 300名
（保険料含む）
● 参加料 500円
● 申 込 当日8:00〜9:00 市役所にて受付
（電話での参加受付は行っておりません）

※新成人のみの参加となります。
※手紙は開封式のあと、手紙に記載されてい
る住所へ郵送いたします。住所変更がある
方はまちづくり推進課（ 917-5394）ま
でご連絡ください。

ヨガデザインオキナワ 080-5605-1461
yogasabira@gmail.com
●日 時
●受 付
●会 場
● 参加費
●定 員
●申 込

カレンダー
くらし

令和3年1月1日
（金･祝）
6:30〜／スタート7:00
ユインチホテル南城・多目的広場
3,000円
（参加特典付）
50名
右記QRコードより
事前決済

お知らせ

天照らすときのサンライズヨガ＆瞑想
元旦 初日の出ヨガ

日記
デジタル講座

（日）
13:30予定
● 日 時 令和3年1月10日
場
所
シュガーホール
●

お知らせ

平成23年に､市民や当時小学5年生の全児童
（今年度の新成人）が書いた手紙の保管箱を開
封します｡

● 日 時 12月20日
（日）
20時
● 場 所 南城市上空

今月の顔
お知らせ

同時開催
｢10年後の未来へ手紙を書こう !｣開封式

 南城市青年連合会
http://nanjoseiren.info/

子育て

● 日 時 令和3年1月10日
（日）
①知念･大里 受付12:00／式典 13:00
②佐敷･玉城 受付15:00／式典 16:00
● 場 所 シュガーホール
● 対 象 平成12年4月2日〜
平成13年4月1日の出生者
● 定 員 対象者のみ
（親族参加不可）

クリスマス花火を打ち上げます！

特集

新型コロナウイルス感染予防対策として2回
に分けて実施予定です｡市内在住の対象者に
は案内ハガキ（当日持参不要）にて通知しま
すが、市外在住者も参加可能です。

新型コロナ関連

令和3年
南城市成人式のご案内

【広告】
南風原北I.C.から
車で約3分。
南風原町役場すぐそば。
近代美術
本社ビル
イエローハット
南風原店
●
◀那覇

南風原北IC

●
兼城

330

南風原中
●郵便局

さくがわ
司法書士事務所

★

●南風原
小学校

那
覇
空
港
自
動
車
道

与那原▶

南風原役場●
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くらしの情報

お問合せ

電話（市外局番 098） FAX

ひとりで
悩まず、
お気軽に。

相談

●新型コロナウイルス感染症拡大の状況に
より予定を変更する場合があります。

総務課

917-5378

12月《予約開始 11月10日
（火）
》
日時：12月10日
（木）14:00〜17:00
場所：市役所3階 共用会議室 311・312
1月《予約開始 12月14日
（月）
》
日時：1月14日
（木）14:00〜17:00
場所：市役所3階 共用会議室 311・312

ホームページ

高速道路を
安全・快適に
利用するために

●昼休み
（12:00〜13:00）
・祝日・年末年始は
お休みとなります。

無料法律・税務登記相談（要予約）

メールアドレス

西日本高速道路（株）沖縄高速道路事務所

 876-8950

出発前に積荷をチェック！
● 落下物が多く、交通事故の原因に。
● 積荷はシートをかけ、ロープでしっかり固定。

消費生活相談
生活環境課

917-5318

日時：毎週火曜 10:00〜16:00
場所：市役所1階 相談室 111

出発前に車をチェック！

就職や生活に困っている（要予約）
 就職・生活支援パーソナルサポートセンター
 917-5334
917-5427
 syakai@city.nanjo.okinawa.jp

● 燃料、タイヤ、オイルなどの点検を忘れずに。

● タイヤ破損やエンジントラブルで事故が多発。

日時：月〜金 9:00〜16:00
場所：市役所1階（社会福祉課内）

あおり運転はやめましょう！

こころとからだの健康相談

● あおられた場合は事故に遭わない場所に避難。

市社会福祉協議会 880-0576

● あおり運転は悪質･危険な行為です｡
● ためらうことなく警察に110番通報｡

日時：月・火・木・金 11:00〜15:00
場所：地域活動支援センター 野の花
国保年金課 時間外窓口

逆走は命にかかわる危険行為！

国保年金課

● 逆走してしまったら､安全な場所に停車。

917-5327

（火）17:15〜20:00
日時：12月22日
日時：1月26日
（火）17:15〜20:00

※国保税の納税相談・短期証の切替業務のみ

● ハザードランプを点灯して避難し､110番通報｡
● 逆走車を見かけたら､110番や#9910｡

求職（職業紹介）・求人
 雇用創出サポートセンター
917-5541（FAX 兼）
 koyosapo.city.nanjo.okinawa.jp
日時：月〜金 9:00〜16:00
場所：市役所2階
（なんじょう市民活動支援センター内）
《55 歳以上》就労支援・個別相談（要予約）
生涯現役促進協議会 947-6075
nanjo-geneki.okinawa
日時：月〜金 9:00〜17:00
場所：市役所2階 共用会議室218
22
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10 月の事件・事故（南城市内） 与那原警察署 945-0110
事件

● 窃盗：4件

事故

● 物件事故：63件
● 人身事故： 2件

事件 家や店に侵入する窃盗が発生しています。戸締まりや貴重品の
管理の徹底をお願いします。
事故 交差点での事故や追突事故が目立ちました。ドライバーの皆さ
んは、昼夜問わず安全運転の徹底をお願いします。

行事予定カレンダー
2020 年 2021年

12

月

日

7

13

14

月

火

8

9

水

10

木

11

金

12

土

21

22

16

17

18

19

３歳児健診
13:30〜14:45

7か月児健康相談

2歳児健康相談

10か月児健診
9:15〜10:30

23

24

25

26

１歳６か月児健診
13:30〜14:45

なんじぃ子育て世帯
臨時給付金申請
受付期限 P9

知念漁協ウミンチュ
とれとれ朝市
（海野漁港）
特定健診・がん検診
（市役所・全地区）
8:30〜11:00

固定資産税納期限
P19

28

29

31

30

官公庁仕事納め

4

新春マラソン大会

7

6

9

8

中小事業者等固定資産税 ４か月児健診
軽減措置申告受付開始
9:15〜10:30
（~2/1）P3
３歳児健診
13:30〜14:45

１歳６か月児健診
13:30〜14:45

小中学生作文コンクール・ 農業女子フォーラム
写真コンテスト募集期限 P10

12

13

14

15

7か月児健康相談

１歳６か月児健診
13:30〜14:45

P21

裏表紙

16
10か月児健診
9:15〜10:30

カレンダー
くらし

南城市成人式・
手紙開封式

11 成人の日

2

お知らせ

10

元日

P21

5

官公庁仕事始め

1

日記
デジタル講座

3

1

お知らせ

27

今月の顔
お知らせ

20

15

特集

１歳６か月児健診
13:30〜14:45

子育て

6

● 新型コロナウイルス感染症の影響で中止・延期になる場合もあります。
● 特定健診・がん検診・予防接種・母子保健事業
健康増進課 917-5324

新型コロナ関連

12 1
月・

【広告】

「沖縄から世界へ。」ソニーグループ各社から事務業務を受託・代行している会社です！
「自由闊達」な社風で「あなたらしい働き方」がきっと見つかる！
事務のお仕事
してみませんか？

自分らしく働こう♪

子育てサポート制度充実♪
ライフスタイルが変わっても働ける！

研修制度あり！
役割別研修、スキル研修（英語、PC 等）

無料駐車場完備

服装・髪型・ネイル自由

社内イベント有

会社説明会随時開催！説明会の日程や求人情報は、ホームページをチェック⇒
ご興味ある方は
お気軽にお問い合わせください！

事務経験者、歓迎★
あなたのスキルを活かしませんか？

TEL：050-3750-2515（ソニービジネスオペレーションズ株式会社）
広報なんじょう（2020.12.4）
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