海と緑と光あふれる南城市
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2

経過 観 察
15〜30分
様子をみます

接種を終えたら

接種

「接種済証」
を
受け取ります

医師の予診で
接種が可能かを
判断します

1

予診
新型コロナ対策の切り札とされる

「ワクチン接種」。南城市役所でも

65歳以上の接種が進んでいます

が、いよいよ64歳以下も順次ス
タート。基礎疾患のある方は優先
的に受けられます。→ p.2〜4

スマホ・PC で詳しい情報をゲット。
● 電子ブック
● 今号の情報リンク
● 10 言語対応
（Multilingual）

南城市の人口 （前月比）
2021年5月末日現在

合計

45,279 人 （＋57）

男

22,868 人 （＋25）

女

世帯数

22,411 人 （＋32）
18,815 戸 （＋26）

子育てのお知らせ
新型コロナ ワクチン接種

新型コロナウイルス ワクチン接種

無料

基 礎 疾 患 のある方
64歳 以下 の 方
の接種がはじまります

接種券が届く

接種券に記載の
券番号を準備

〇〇〇〇様

接種日時を予約

接種までの

流れ

START▶

予約日時に接種会場へ
接種会場で
2回目の予約

● 接種券
● 予診票
● 本人確認書類
を忘れずに！

南城市役所での《集団接種》の予約

《医療機関》での接種

接種会場 南城市役所
（1階 保健センター）

医療機関で接種をご希望の方は、「コロ
ナワクチンナビ」で接種可能な医療機関
確認し、接種券をご準備の上、各医療機
関へご予約ください。

電話（南城市ワクチン接種コールセンター）


098-917-5589（平日 9:00〜17:00）

インターネット

コロナワクチンナビ

 https://logoform.jp/f/RbJx1
4ページに手順を
掲載しています。
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 https://v-sys.mhlw.go.jp/

お問合せ

電話（市外局番 098） FAX

メールアドレス

事前に
かかりつけ医に
ご相談ください

のある方

子育て

下記のいずれかに当てはまる方で、接種券がお手元に届いていない方は、
市コールセンターへ連絡をお願いします。接種券を発送いたします。

特集

基礎疾患

ホームページ

次の病気や状態の方で、通院・入院している方

2 慢性の心臓病（高血圧を含む）
3 慢性の腎臓病
4 慢性の肝臓病（肝硬変等）

5 インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、
または他の病気を併発している糖尿病
6 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）

今月の顔
お知らせ

1 慢性の呼吸器の病気

7 免疫の機能が低下する病気

8 ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

お知らせ

（治療中の悪性腫瘍を含む）

10 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
12 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）

日記
Ｎバス

11 染色体異常
13 睡眠時無呼吸症候群
※精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、
または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合

体重
kg

÷

身長
m

÷

身長
m

=

BMI

カレンダー
くらし

基準《BMI 30 以上》を満たす肥満の方

お知らせ

14 重い精神疾患※や知的障害（療育手帳を所持している場合）

※ BMI 30 の目安：身長 170cm で体重 87kg （87÷1.7÷1.7 = 30.1）

64歳以下 の 方
年齢を区切って、順次接種券を発送しております。
接種券の送付状況は南城市ホームページ（下記）でご確認いただけます。
 https://www.city.nanjo.okinawa.jp/topics/1621474128/
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子育てのお知らせ
新型コロナ ワクチン接種
お電話での予約は混み合う場合がございます。インターネットの
ご利用をご検討ください。24時間ご予約を受け付けております。

https://logoform.jp/f/RbJx1
1

「1回目接種」を選ぶ。

4

接種者情報などを入力し、
注意点を確認する。
04
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2

接種券に記載の券番号と
生年月日を入力。
5

入力内容を確認し、
「送信」
を押す。

3

接種希望日と希望時間 帯
を選択。
6

「送信完了」の画面が表示
されたら予約完了です。
予約日時や受付番号を 控
えておきましょう。

引換券

※ この券でＮバスに乗ることはできません。

Ｎバスの利用促進を図るため、
「Ｎバス利用券」を配布します。
まだＮバスに乗ったことがない方もぜひこの機会にご利用ください。
● 右上の引換券を切り取ってバス案内カウンターへご持参ください。
● Ｎバス利用券
（お1人様20枚）
と引換えます。
引換期間
引換場所
利用期間

7月20日
（火）〜8月31日
（火） 9:00〜17:00
南城市役所１階共有スペース（レストラン なんじぃJr となり）
令和4年1月31日
（月）まで

デジタ ル 講 座

お知らせ

みんなのための

今月の顔
お知らせ

Nバスはコロナ禍でも安心して利用いただけるよう、対策ガイドラインの作成、
車内の換気や抗ウイルス・抗菌施工などの感染予防に徹底して取り組んでいます。

子育て

企画課
917-5395

特別講座

特集

Nバ ス
利用券を
配布します。

引換期間
7 月2 0 日（火）〜8 月 3 1 日（ 火 ）

LINE （ライン） で南城市からのお知らせを受け取ろう
日記
Ｎバス

LINE は国内 8,800 万人以上 が利用するコミュニケーションアプ
リです。5 月より、南城市公式アカウントの運用を開始しました。
防災、イベント、生活に関連する情報をお届けします。
※

お知らせ

（※2021年3月末時点）

アプリ「LINE」の

アプリのアイコン

iPhone

Android

カレンダー
くらし

インストールはこちら

南城市からのお知らせを受け取るには、「南城市公式アカウント」と
友だちになる必要があります。下記の❶または❷の方法で、ぜひ「友
だち登録」
をお願いします。

1 下のＱＲコードを
読み込む

2 LINE ID「@nanjo.city」を検索する

ホームで
「友だち追加」を押す。

「検索」を押す。

「@nanjo.city」を
入力する。

広報なんじょう（2021.7.5）
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子育てのお知らせ

認可保育園・認定こども園
入所申込み（在園児）
 子育て支援課

 917-5343

令和4年度の在園児の入所申込み受付を下記のとおり行います。

在園児でも令和4年4月以降、引き続き入所を希望する場合は、
新たに申込みをする必要があります。
対象者

受付日程

令和３年８月１日時点で、認可保育園・認定こ
ども園（2・3 号）を利用している方

9月6日
（月）〜 9月17日
（金）
※土日祝日を除く ※12:00〜13:00 を除く

申込書配布

提出先

８月初旬に利用中の保育施設を通して配布予定

利用中の保育施設または子育て支援課

ご注意ください
● 書類不備や記入漏れ、捺印漏れがある場合には受付できません。
● 新規（令和３年度待機中の方含む）で令和4年4月以降に認可保育園・認定こども園の利用を希望す
る場合の申込み受付は、10月中旬以降に開始する予定です。

マイナンバーカードを使って インターネットからも申込できます
詳しくは
「ぴったりサービス」
（下記 URL、
右記 QRコード）
をご確認ください。
 https://app.oss.myna.go.jp/Application/search

児童扶養手当等
「現況届」の提出を
子育て支援課 917-5343

ハローワーク那覇
866-8609（42#）

下記の手当・助成を受給されている皆さまの
令和3年度「現況届」の受付を８月に実施致
します。

ハローワークが南城市に臨時窓口を設置しま
す。下記のようなお悩みなど、お気軽にご相
談ください。

● 児童扶養手当
● 特別児童扶養手当
● 母子･父子医療費助成

● 訓練を受けてスキルアップをしたい
● 10 時〜16 時までの仕事がしたい
● 収入アップの相談をしたい
● 保育園に預けて就職活動をしたい など

対象の方へは7月中旬までに、受付日時や場
所、必要書類等の案内通知書を送付致します
ので、ご確認ください。
窓口受付

06

ハローワーク 臨時窓口
パパ・ママお仕事応援

子育て支援課（市役所1階）
（9:00~11:30/13:00~16:30）
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日時 8月17日
（火）
・24日
（火）
10:00〜15:00
場所 南城市役所 1階

お問合せ

電話（市外局番 098） FAX

課題・指定図書を読もう！

就学援助制度

● 利用には ID・パスワードの登録が必要
となります。

図書館 開館時間

平日 9:00〜18:00 / 土・日 9:00〜17:00

※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。
市社会福祉協議会
080-1530-9640
病児保育室 大里キッズ
子どもが病気だけど仕事を
休めない時に。
大里こどもクリニック
882-8444
家庭児童相談

知念図書館（知念児童館となり）

子育て支援課 917-5343

玉城分館（中央公民館２階）

月曜休館 / 館内整理：第3木曜
 917-5408

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

虐待かもと思った時などに、
すぐに通告・相談ができます。
いちはやく

全国共通ダイヤル 189

こどものまち推進委員会
参加者募集

明るい選挙啓発ポスター
作品募集

子育て支援課 917-5343

南城市選挙管理委員会
917-5402

南城市の子ども達が、まちづくりについて話
し合う場を立ち上げます。

明るい選挙を呼びかけることを内容にして、
自由に表現してみませんか。

対象
募集人数
募集期間
開催時期

対象

市内在住の中学生・高校生（予定）
10名程度
7月5日
（月）〜7月30日
（金）
8月から令和4年3月までの間

● 新型コロナウイルス感染の状況をふまえ
て変更となる場合があります。
● 詳細につきましては、市ホームページを
ご確認ください。

カレンダー
くらし

募集

児童相談所

お知らせ

火曜休館 / 館内整理：第4木曜
917-5310

育児や教育、DV、離婚、児童
の養育の相談や支援。

日記
Ｎバス

● 土・日の12時〜13時は休憩のため閉館
（知念図書館を除く）
。
● 7月は大里・知念の館内整理日を第5木曜日
（7月29日）
に変更。
● 全館休館 7月22日
（木）
：海の日
7月23日
（金）
：スポーツの日

お知らせ

● 利用者カードの新規登録・更新や ID・パ
スワードの登録は各館の図書館職員が
行っています。

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。

今月の顔
お知らせ

● 南城市立図書館の利用者カード（更新済
み）をお持ちの方は電子図書館をご利
用いただけます。

相談

子育て

小・中・高等学校が夏休みに入りますと、
貸出が集中しますので予約・早めに読む
ことをおススメします。

ホームページ

特集

図書館かおら知のらせ

ひとりで
悩まず、
お気軽に。

読んで世界をつくる、描いて世界を広げる

電子図書館
はじめました

メールアドレス

提出場所 南城市選挙管理委員会
※ 学校の課題
（夏休みの課題）とし
て提出する場合は、学校へ提出。
南城市内の小学生、中学生、高校生

締め切り ９月10日
（金）※当日必着
● 詳細につきましては、市ホームページ内の
「明るい選挙推進協議会」のページをご確
認ください。

広報なんじょう（2021.7.5）
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お知らせ

お問合せ

募集

農業委員
南城市農業委員会
917-5359

電話（市外局番 098） FAX

メールアドレス

ホームページ

募集対象

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進
に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項
に関して、その職務を適切に行うことのできる方。

主な業務内容

● 農業委員会総会への出席
● 農地の権利移動、農地転用等の許可にあたり、現地
調査、意見等を審議
● 農地の利用の最適化（農地利用の集積、遊休農地の防
止・解消など）のための活動

募集人数

推薦、公募合わせて11人

募集期間

令和3年8月2日
（月）〜令和3年8月31日
（火）

※ 農業委員と農地利用最適化推進委員の兼務はできませんが、両方に重
複して推薦・応募することができます。

募集

農地利用
最適化
推進委員

募集対象

農地等の利用最適化に熱意と識見を有する方。

主な業務内容

●
●
●
●

募集人数

推薦、公募合わせて13人

募集する区域

佐敷、知念、玉城、大里の区域毎に募集します（複数の
区域の候補者となれます）
。

募集期間

令和3年8月2日
（月）〜令和3年8月31日
（火）

南城市農業委員会
917-5359

農地の利用状況調査
遊休農地所有者への指導及び意向調査
農地中間管理機構との連携
農地法に基づく申請案件に対する現地調査（農業委員
と連携）
● 農業委員会総会に出席し、担当地域の農地法等の申
請内容について意見を述べる

※ 農業委員と農地利用最適化推進委員の兼務はできませんが、両方に重
複して推薦・応募することができます。
※ 令和3年7月26日
（月）より、農業委員会もしくは南城市公式ホームペー
ジから募集要領を入手して、必要書類を提出してください。

農業振興地域整備計画変更案の公告・縦覧

産業振興課 917-5356

南城農業振興地域整備計画の変更に関して、沖縄県との事前協議が整いしだい、公告および縦覧に供し
ます。詳しくは産業振興課までお問合せください。 ● 縦覧場所 市役所2階 産業振興課窓口
08
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ようこそ、
市長の部屋へ。

顔

特集

今月の

てぃーだ

上がり太陽プラン事業 5団体の事業を採択

●なんじぃAC ●いこいスポーツクラブ

子育て

採択団体
●ちゅいしーじ SDGs実行委員会

今月の顔
お知らせ

●NNNプロダクション
●現代版組踊チーム鬼鷲

※事業の詳細などは写真右下QRコードへ

を経て上記の5団体を採択。事業採択通知書の

お知らせ

令和3年度の南城市上がり太陽プランは、審査
交付式が行われました。

日記
Ｎバス

商工会新役員

ご寄付ありがとうございました

ともひろ

・ 儀間朝浩 様［故 儀間よね子様の香典返し］
（将来を担う学生の育成資金として）

まさと

たかや

写真左から

下地正人 さん 、津波古孝弥 さん

写真右

知念厚 さん

あつし

南城市商工会の新会長に津波古孝弥さん、副会
長に下地正人さんと知念厚さんが就任しまし
た。任期は2021年6月1日から３年間です。

・JA共済連 沖縄 様
（市立図書館4館にペダル式消毒機各1台）
・ すまいるサポート株式会社 様
（市地域包括支援センターにサージカルマスク
50枚入り30箱）

ムラヤーツアー
日曜 11:00 〜 12:00 /（再）水曜 12:00 〜 13:00

市内の区長さんや自治会長さんを訪ね、地域の
番組紹介
 945-0211

カレンダー
くらし

ご寄贈ありがとうございました

お知らせ

・瀬底工務店株式会社 様
（将来を担う学生のために市人材育成基金へ）

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

自慢や困っていることをインタビューします。

広報なんじょう（2021.7.5）
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お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方

国民健康保険税 ・ 介護保険料

免除

または

減額

できる場合があります

国民健康保険税の減免
国保年金課

917-5327

保険料
（税）
を全額免除できる対象
新型コロナウイルス感染症により、主たる
生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を
負った世帯の方
保険料
（税）
の一部を減額できる対象
新型コロナウイルス感染症により、主たる
生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の
方（次の❶〜❸の場合）
世帯の主たる生計維持者について
❶ 事業収入や給与収入など、収入の種
類ごとに見た収入のいずれかが、前
年に比べて10分の3以上減少する見
込みであること
❷ 前年の所得の合計額が1000万円以下
であること
❸ 収入減少が見込まれる種類の所得以
外の前年の所得の合計額が400万円
以下であること
減免申請の際に必要な書類
①令和3年度国民健康保険税納税通知書
②令和2年の確定申告書や源泉徴収票の写し
③令和3年1月〜申請日現在までの給与明細
等、収入がわかるもの（世帯主及び、被保
険者の全員分）
④医師による死亡診断書や傷病診断書（新型
コロナウイルス感染症により死亡、また
は重篤な傷病を負った場合）
申請受付期間
令和3年度国民健康保険税納税通知書が届い
てから令和4年3月24日まで
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介護保険料の減免

南城市 生きがい推進課 917-5341
県介護保険広域連合
911-7503
保険料を全額免除できる対象
第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維
持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
保険料を全額免除または8割減額できる対象
第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維
持者の事業収入等（事業収入、不動産収入、
山林収入又は給与収入）の減少が見込まれ、
次の❶〜❷の全ての要件に当てはまる場合
❶ 主たる生計維持者の事業収入等の減
少額（保険金や損害賠償金等で補て
んされた収入を控除した額）が前年
の事業収入等と比べて10分の3 以上
である
❷ 減少する事業収入等に係る所得以外
の前年の所得の合計額が400 万 円以
下である
減免申請の際に必要な書類
①収入申告書 ②所得見込額申告書
③同意書
④生計維持者の令和2年中の収入および所得
が分かる書類
⑤生計維持者の令和3年中の収入および所得
が分かる書類
⑥その他広域連合長が必要と認める書類
申請受付期間
令和3年度介護保険料納入通知書が届いてか
ら令和4年3月22日まで

お問合せ

電話（市外局番 098） FAX

国保年金課

917-5327

ホームページ

※ 郵便局からの不在通知が入っていた場合、
再配達依頼をしてください。

特集

8月1日から被保険者証等が切り替わります

メールアドレス

後期高齢者医療制度

被保険者証と一体型のため、一部負担金の割合
に変更がある方のみ郵送します。

令和3年度の国民健康保険税及び後期高齢者医
療保険料の納税通知書（本算定分）を、７月中
旬までに郵送します。算定方法や納期等の詳細
については、納税通知書をご覧ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
令和3年度の交付申請は8月2日より行います。
更新が必要な方は8月中に手続きください。

７月中に新しい証を郵送します。

917-5327

日記
Ｎバス

国保傷病手当金の適用期間延長について
適用期間
延長前 令和2年1月1日〜令和3年6月30日
延長後 令和3年9月30日まで

お知らせ

南城市国民健康保険では､新型コロナウイルス
に係る傷病手当金を支給しています｡適用期間
が右記のとおり再延長されました｡
申請には条件がありますのでお問合せいただ
くか、市ホームページをご覧ください。

カレンダー
くらし

第8期
（令和3年〜令和5年）介護保険料のお知らせ
生きがい推進課

お知らせ

国民健康保険の特定疾病療養受療証
（70歳未満の方）

国保年金課

今月の顔
お知らせ

国民健康保険被保険者の高齢受給者証
（70歳以上の方）

国民健康保険・後期高齢者医療制度
被保険者の皆さまへ

子育て

新しい被保険者証は、7月下旬までに郵送で交
付します（有効期限：令和4年7月31日）。被保
険者証が届きましたら、住所・氏名・一部負担
金の割合を確認してください。

917-5341

介護保険料は3年ごとに設定することになっています。沖縄県介護保険広域連合では、給付実績と
介護保険サービスの見込み量によって市町村を3つのランクに分け、所得水準に応じて12段階に設
定しています。詳しくは広報4月号の折込みパンフレットをご覧ください（生きがい推進課窓口に
てパンフレットを設置しております）。
または沖縄県介護保険広域連合ホームページをご確認ください。
 https://www.okinawa-kouiki.jp/

介護保険料のコンビニ納付 開始のお知らせ
生きがい推進課

917-5341

令和3年度より、介護保険料がコンビニでも納付できるようになりました。
時間や曜日を気にせず納付が可能となりましたので、ぜひご活用ください。
※ 令和3年7月1日以降に発行した納付書に限ります。

広報なんじょう（2021.7.5）
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Nむすの

まいにちバスいろ
こんにちは！ 南城市公共交通アテンダント
Nバス娘です。“Nむす” と呼んでくださいね。

もうすぐ待ちに待った夏休み！ということで夏休み
の間、皆さまにＮバスを楽しんでもらえるように
5つの企画を用意しました。ぜひ参加してね！

Nバス自由研究

〜Nバスのことを学ぼう！〜

夏休み企画ページ
お申込み等はこちらから♪

https://www.nmusu.com/event-1

Nバス運転手体験

いつもは乗れない
N バスの運転席に
乗れるチャンス♪

いつもは見られない
Ｎバスのエンジンルームも
見られるよ♪

「バスの重さはどれくらい？」など、Ｎバスのな

Nバスの運転手さんになっちゃおう！ 運転手さ

ぞにせまる授業をやっちゃいます♪ 先生は沖縄

んの帽子をかぶって準備は万端。運転席に座っ

バスの運転手さんとＮむすです。Ｎバスにもちろ

てアナウンスしたり、降車ボタンを押したり。

ん乗れますよ！

あこがれの運転手さんになれちゃいます♪

日時

日時

7月31日（土）、8月14日（土）各日2回
❶ 11:15〜12:00 ❷15:30〜16:15

（雨天決行、荒天中止）

対象

小学生（各回 定員10名）

対象

未就学児、小学生（定員10名）

会場

南城市役所共有スペース、Nバス車内

会場

南城市役所共有スペース、Nバス車内

参加費

無料

参加費

無料

参加
方法

「夏休み企画ページ」
（上記QRコードURL）」より、事前にお申し込みください。
限定人数での開催につき、定員になり次第締め切らせていただく場合があります。

Nバスにかくれたメッセージ

Nバスに乗ってオリジナルグッズをゲット！

Nバスのどこかにひみつのメッセージが隠され

期間中に Nバスに「5回」乗って、オリジナルグッ

ているよ♪ 案内カウンターで言ってくれた方に

ズをもらおう♪ Nバス車内の運賃箱の横にシー

お菓子をプレゼント♪

ルとシール台紙があるよ。シールを貼れるのは1

期間

7月21日（水）〜 8月15日（日）

きみ色の Nバス
「こんなＮバスがあったらいいのになぁ」と思っ
たことはあるかな？ きみがデザインした、きみ
色のＮバスを車内に展示しますよ☆
募集期間

7月21日（水）〜 8月15日（日）

掲示期間

9月1日（水）〜 9月30日（木）

応募用紙 「夏休み企画ページ」から、ダウンロー
ドして印刷してください。案内カウ
ンターでも配布中。
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日に1枚（シールは毎日変わります）。集めたら案
内カウンターにいる Nむすに見せてね♪
期間

7月21日（水）〜 8月15日（日）

バス案内カウンター
場所
南城市役所 1 階 共有スペース
（レストラン なんじぃ Jr となり）
開設時間
9:00 〜 17:00（年中無休）
※研修等での閉設あり

なんじょう

日記

特集

ホームページで
まちの話題、
盛りだくさん。

2021 年 6 月 1 日（火）
子育て

人口 4 万 5 千人到達
記念セレモニー
2021年3月に、南城市の人口が4万5千人
を突破しました。4万5千人目の市民になっ
すばる

ありさ

昴季くんは父親の昴さんと母親の亜梨沙さ
んの次男で、兄1人、姉3人の末っ子として

今月の顔
お知らせ

こうき

たのは、2月に誕生した照屋昴季くんです。

誕生。この日、市役所では記念セレモニー
呈されました。

2021 年 5 月 19 日（水）

2021 年 5 月 20 日（木）

OIS 中等部・高等部
百名ビーチを清掃

楽しく双子の子育てを
ターチュー会なんじょう

困っている子どものために
4 歳児がヘアドネーション

お知らせ

市内初となる、双子の子育て

日記
Ｎバス

2021 年 5 月 14 日（金）

お知らせ

が開かれ、昴季くんとご家族へ記念品が贈

の情報交換などを目的とした
『ターチュー会なんじょう』が
誕 生しました 。情 報 共 有をし
ももよ

子 の 子育て中の大 城 桃代さ
オキナワインターナショナルス
クール（OIS）の中学部と高等
部 の 生 徒 に よるビー チ 清 掃
が、百名ビーチで行われまし
た。同校の地域奉仕活動の
一 環として 、 生 徒 4 0 名 、 教

んと赤 嶺ちひろさんが 設 立 。
児童館や市役所など集まりや
すい場所で会を開催していく
予定です。
会へのお問合せ
はQRコードへ。

市内の保育園に通う4歳の城間
えれな

カレンダー
くらし

て楽しく育 児をしようと 、双

絵玲菜さん（写真中央）が、病
気や事故などで頭髪を失った子
どものために髪の毛を寄付す
る
「ヘアドネーション」をしまし
た。髪の毛がない子ども達が

職 員17名のほか 、 保 護 者 や

「困っていると思ったから」と

地 域 の 関 係 者 も 参 加しまし

語った絵玲菜さんは、美容室

た。中学部と高等部によるビー

で髪の毛35cmをカット。切っ

チ清掃は初となります。瑞慶

た髪の毛を掲げ、母親の綾乃

覧市長も激励に訪れ、ビーチ

さんと弟の湊翔くんと一緒に満

クリーンに参加しました。

足げな表情を浮かべました。

あやの

みなと

広報なんじょう（2021.7.5）
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お知らせ

第19回尚巴志ハーフマラソン
再延期と代替イベントのお知らせ

固定資産税の納付について

まちづくり推進課 917-5394

税務課 917-5328

 https://www.shouhashi.jp/

新型コロナウイルス感染症の終息の見通しが
立たないことから、今年の11月7日（日）に
開催する予定の「第19回尚巴志ハーフマラソ
ン in南城市大会」は、再度延期することが
決まりました。
延期日程は、2022年11月6日（日）の開催
を予定しています。
オンラインイベントを開催

納期限 令和3年8月2日（月）
7月は固定資産税第2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｡
※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7月20日 (火 )です｡

代替イベントとして「尚巴志ハーフマラソン
オンライン」の開催を予定しています。
● 期間 今年の11月〜12月

年金ポータルで
気軽に情報を探せます

代替イベントの情報は、尚巴志ハーフマラ
ソン公式ホームページ や Facebook等でご
案内いたします。

国保年金課 917-5327
 https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/

ライフスタイルや日常生活の中のさまざまな
シーンに合わせたテーマで、年金の情報をす
ぐに探せるポータルサイト「年金ポータル」
を開設しています。
こんなライフステージにご確認を

ホームページ

● 結婚、離婚、出産、育児
● 就職、転職、退職、起業
● 老後、もしものとき

Facebook

【広告】

お か げ 様で 創 業 4 0 周 年

Since
1981

件 南城市で物件を探している方がいます。
求む物料
査定無

不動産のことなら何なりとご相談下さい。

おかげ様で売買仲介件数1,500件突破！ 国際品質規格ISO9001：2015認証取得
土曜・祝日営業中！
！

南城支店
14
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イオンタウン
南城大里1階

945-0310

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

ナイト・ウォーキング大会
参加者募集

社会福祉課 917-5334

南城市健康づくり推進員連絡協議会
090-8419-9297

主な要件（1〜4を全て満たす世帯が対象）

● 日時 7月24日
（土）19時 開会式
● 集合場所・申込受付 南城市役所
● 対象 南城市民

（自己責任での参加で、飲み物等各自持参）

● 定員 100名 ※ノルディックウオークの器具貸し
出しあり
（先着20名まで）

● 購入 上限30万円
● 賃貸 上限24万円
● 予算がなくなり次第終了となります。
その他の要件や申請方法は、
市ホームページ、
または社会福祉課窓口にてご確認ください。

募金活動強化月間 7月1日〜8月31日
青い羽根募金は、船舶の遭難や海洋レジャー
事故の際の人命救助とその訓練、機材の購
入等に活用されます。

お知らせ

申請期限 令和4年3月31日

琉球水難救済会
868-5940

日記
Ｎバス

補助額（住宅費用と引越費用の合計）

青い羽根 募金
ご協力をお願いします

お知らせ

対象費用
● 新居の購入費
● 新居の家賃、敷金・礼金、共益費など
● 引越業者や運送業者に支払った引越費用

今月の顔
お知らせ

１ 令和3年1月1日から令和4年3月31日までに
入籍した世帯
2 夫婦の所得が合わせて400万円未満
3 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
4 その他､市が定める要件を満たす世帯

涼風と満天の星、夜景を眺めながらナイト
ウォーキング大会を実施します。

子育て

南城市で新生活をスタートしようとする新婚
世帯を対象に、住居費用や引越費用の支援を
行います。

特集

新婚さんの新生活を
応援します

募金の振込先
● 名義 公益社団法人琉球水難救済会

カレンダー
くらし

● 琉球銀行 壺屋支店 普通 4139

【広告】

広報なんじょう（2021.7.5）
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お知らせ

南城市男女共同参画
推進委員募集
まちづくり推進課

所得税の予定納税（第1 期分）
納期限は8月2日
（月）です

917-5394

税務課 917-5328
 https://www.nta.go.jp/

 machi@city.nanjo.okinawa.jp

市が実施する男女共同参画のイベント等に
参加・協力してくださる『男女共同参画推進
委員』を募集します。
募集人員

若干名

応募締切

7月21日（水）まで

任

委嘱から2年間

期

● 予定納税が必要な方には、6月中旬に税
務署から「令和3年分 所得税及び復興特
別所得税の予定納税額の通知書」が送付
されています。
● 第1期分の予定納税の減額申請をする場
合には、7月15日（木）までに、「予定納
税額の減額申請書」に必要事項を記載し
た上、所轄税務署に提出してください。
予定納税とは

応募資格
● 市内在住の方
● 職場・活動拠点を市内に有する方
● 平日の日中に開催する会議に出席できる方
応募方法
応募用紙に必要事項をご記入の上、メール
またはまちづくり推進課窓口へ提出してく
ださい。
応募用紙はまちづくり推進課に設置します。
また、市ホームページ、下記QRコードから
ダウンロードもできます。

前年分の所得税及び復興特別所得税の確定
申告等に基づき計算した予定納税基準額が
15万円以上となる場合には、原則、この予
定納税基準額の1/ 3 相当額をそれぞれ7月
（第1期分）と11月分（第2期分）に納める
こととなっています。この制度を「予定納税」
といいます。
予定納税額は、確定申告の際に計算した税
額から差し引くことにより精算します。
予定納税の納付方法
● 振替納税
● e-Taxを利用した電子納税
● クレジットカード納付
● 窓口納付
● コンビニ納付
（納付金額が30万円以下の場合に利用可）

男女共同参画

【広告】

【広告】

あかし内科クリニック
胃カメラ

大腸カメラ

内科一般・予防接種（小児も可）
■診療時間
院長

明石

学

消化器内視鏡専門医
消化器病専門医 認定産業医

午前9時〜12時／午後2時〜6時
休診日：木午後・土午後、日曜、祝日

南城市知念字久原693番地 エスペランサ華満進1F

シュガーホールから車で5分
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特定健診
長寿健診

お問合せ

電話（市外局番 098） FAX

メールアドレス

沖縄県警察官 B（高卒）
採用試験の案内

 文化課

沖縄県警察本部警務課 862-0110
 http://www.police.pref.okinawa.jp/

917-5374

申込期間

● 基本的な形式は、8･8･8･6音（サンパチ
ロク）の琉歌とします。仲風（上句は5と
7音の組合せ、下句は8･6音）も可。読
みを確認するので、ルビは確実に振って
ください。

6月28日（月）〜 8月13日（金）

● 1人8首まで（募集用紙1枚につき1作品）

● 著作権は作者本人に帰属。ただし、主催者
側の使用については承諾したものとみなす。

所定の応募用紙に記入して郵送
（募集用紙のコピー可）
6月14日（月）〜9月3日（金）

発

表

市ホームページほか広報誌にて発表予定

各

賞

大賞、優秀賞、児童生徒優秀賞

表 彰 式

男性39名程度、女性16名程度
一次試験
10月16日（土）体力検査
10月17日（日）教養試験
二次試験
11月中旬から12月上旬予定
合格発表
12月中旬
沖縄県警ホームページでも採用情報を提供
しています。

カレンダー
くらし

募集期間

採用人数

お知らせ

● 本人自作でないことが判明した場合、該
当作品および全投稿作品をすべて失格と
します。

警察官 B（高卒）

日記
Ｎバス

● 自作・ 未 発 表 の 作 品を送ってください 。
なお、作品の返却はいたしません。

職種
お知らせ

● 言葉は沖縄地域の方言（それ以外でも可）

今月の顔
お知らせ

応募要件

子育て

テーマ 南城市内の風土（歴史、文化、自然、
時事）をうたった琉歌

令和3年度の沖縄県警察官 B（高卒）採用試
験の案内受付を行っています。詳しくは、
沖縄県警察本部警務課、または最寄りの警
察署警務課までお問合せください。

特集

琉歌大募集

南城市の歴史文化を琉歌にのせ、後世に、
全国に、その魅力を発信しませんか。

応募方法

ホームページ

県警採用ページ

11月上旬

【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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暮らしの情報

お問合せ

ひとりで
悩まず、
お気軽に。

相談

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

電話（市外局番 098） FAX

ホームページ

ハブクラゲ発生注意報 発令中
6月1日〜9月30日
沖縄県衛生環境研究所
987-8223

無料法律・税務登記相談（要予約）

総務課

メールアドレス

917-5378

7月《予約開始 6月8日
（火）
》
日時：7月8日
（木）14:00〜17:00
場所：市役所3階 共用会議室 311・312

例年6月から9月にかけてハブクラゲに刺される被害が多発して

8月《予約開始 7月12日
（月）
》
日時：8月12日
（木）14:00〜17:00
場所：市役所3階 共用会議室 311・312

います。海水浴などの際はご注意ください。

消費生活相談

● 海水浴の際は肌の露出は避け、ハブクラゲ侵入防止ネット
内で泳ぎましょう。

 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
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
 917-5427
 917-5334
 syakai@city.nanjo.okinawa.jp
日時：月〜金 9:00〜16:00
場所：市役所1階（社会福祉課内）
こころとからだの健康相談

 市社会福祉協議会  880-0576

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

ハブクラゲ刺症を防ぐには

● 海に行く際は、酢（食酢）を持参しましょう。
ハブクラゲに刺された場合は落ち着いて対処

● まず海から上がり、激しい動きをしないで、近くの人に助
けを求めましょう。
● 刺症部分はこすらずに、酢（食酢）をたっぷりかけて触手を
取り、氷や冷水で冷やしましょう。
● 応急処置をし、医療機関で治療を受けましょう。
※ビーチ管理者は、刺症事故防止のためにハブクラゲ侵入防
止ネットの管理を徹底しましょう。

国保年金課 時間外窓口
国保年金課

917-5327

（火）17:15〜20:00
日時：7月27日
（火）17:15〜20:00
日時：8月31日
※国保税の納税相談・短期証の切替業務のみ

ハブクラゲ発生注意報

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
18
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5 月の事件・事故（南城市内）  与那原警察署  945-0110
事件
● 窃盗：1件

事故
● 物件事故：58件
● 人身事故： 5件

事件 戸締まり・貴重品の管理の徹底をお願いします。
事故 歩行者と車両の人身事故が発生しています。歩行者
は横断する際の左右の確認の徹底、運転手は安全運
転の徹底をお願いします。

行事予定カレンダー
2021 年
月・

7

日

4

月

5

月

6

7

水

8

木

金

9

10

土

農業用廃プラスチック 農業用廃プラスチック 農業用廃プラスチック 婦人がん検診
回収日（佐敷・玉城地区） 回収日（知念・大里地区） 回収日
（全地区） （市役所・全地区）
14:00〜15:00
6月号P17
6月号P17
6月号P17

子育て

区長会
（中止）

火

特集

7 8

● 7月は
『社会を明るくする運動』
の強調月間です。  社会福祉課  917-5334
● 婦人がん検診の会場について、7月29日（木）のみ下記のとおりに変更となります。
変更前 ⇨ 南城市役所保健センター
変更後 ⇨ 南城市役所3階共有スペース

「白い砂のアクアトープ」
放送開始 裏表紙

12

13

14

15

特定健診・がん検診 10か月児健診
（久高離島振興総合 9:15〜10:30
センター・久高地区）
8:30〜11:00

7か月児健康相談

19

特定健診・がん検診
（佐敷老人福祉センター
・全地区）
8:30〜11:00

21

1学期終業式

男女共同参画推進委員
募集締切 P16

26

27

28
４か月児健診
9:15〜10:30

2

4

3

東京オリンピック
開会式

29

振替休日

10

11

東京オリンピック
閉会式

南城市市民平和の日
（ハートの日）

Nバス運転手体験

第2回ハートマルシェ
（がんじゅう駅・南城）
10:00〜15:00

P12

ナイトウォーキング
大会 P15

31

5

12

Nバス自由研究
P12

6

7

区長会

婦人がん検診
（市役所・全地区）
14:00〜15:00

13

10か月児健診
9:15〜10:30

14

婦人がん検診
（市役所・全地区）
14:00〜15:00

カレンダー
くらし

9

30

婦人がん検診
（市役所3階・全地区）
14:00〜15:00

予定納税納期限 P16

山の日

24
10か月児健診
9:15〜10:30

１歳６か月児健診
13:30〜14:45

特定健診・がん検診
（市役所・全地区）
8:30〜11:00
固定資産納期限 P14
農業委員など募集開始
P8

8

スポーツの日

お知らせ

３歳児健診
13:30〜14:45

1

23

きみ色のNバス
募集開始 P12

2歳児健康相談

8

22 海の日

日記
Ｎバス

25

20

婦人がん検診
（市役所・全地区）
14:00〜15:00

お知らせ

18

17

16

今月の顔
お知らせ

11

Nバス自由研究
P12

【広告】

～沖縄で事務職のプロを目指す～ ソニーの幅広いビジネスを事務で支えています！

■□広がるキャリアの可能性□■
充実した制度であなたの働き方をサポートします！

フレックスタイム・在宅勤務

ソニーグループは
『人のやらないことをやる』という
チャレンジ精神のもと、これまで様々な
事業を展開し、発展を続けてきました。

正社員登用・無期雇用制度有

〒 901-1206
南 城 市 大 里 字 仲 間 807 番 地
ソニービジネスオペレーションズ株式会社
TEL：050-3750-2515 ★おかげさまで移転 3 周年★

当社の社員はチャレンジ精神が旺盛で、
会社、業務をより良くしたい！
そんな想いを持ちながら働いています。
あなたも一緒に成長を目指しませんか。
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