宜野湾市防災行政無線放送を電話で確認できます。

Ginowan Information

毎年開催しております「宜野湾市産
業まつり」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に
なりました。ご理解をよろしくお願い
いたします。
観光農水課 内線443・444

令和2年11月29日（日）に開催を
予定しておりました「宜野湾市はご
ろもウォーキング大会」は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら中止とすることが決まりました。
何卒、ご理解くださいますようお願
い申し上げます。
保健相談センター ☎898-5583

地上デジタル放送への移行後、米軍機が住宅地上空を通過するとテレビの受信障
害が発生するといった声が多く寄せられていたことから、本市では防衛省の補助金を
活用し、令和３年度以降、対策工事を予定しております。
対策工事を希望される方につきましては、事前に家屋調査が必要となりますので、
申請がまだの方は、早めにご申請くださいますようお願いいたします。
家屋調査の申請方法について
下記連絡先にて、
ご住所、氏名、電話番号のご提供をお願いいたします。
ご提供いた
だいたご住所へ申請書を送付いたしますので、記入・押印のうえ同封の返送用封筒に
てご返送ください。
お問い合わせ先
基地被害110番 ☎893-4400
メールアドレス
Kichi02@city.ginowan.okinawa.jp
〈家屋調査〉 令和2年度9月より実施中
※自己設備を調査し、米軍機による受信障害の有無を判定する。
〈対策工事〉 令和3年度以降予定
※家屋調査実施後、対象世帯についてケーブル工法による対策工事を実施する。
（自己負担なし）
※地上デジタル放送受信障害例

沖縄キャリアセンターより
お知らせ

詳細はコチラ▶
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休館期間 令和2年12月1日（火）〜令和3年3月中旬頃
市立博物館 ☎870-9317
※休館期間中のお問い合わせ
平日月曜〜金曜 9：00〜17：00

県税事務所と県内全市町村で税金徴
収強化のため、預金・給与、不動産等の
差押え、
自動車のタイヤロック、
自宅等の
捜索による差押えなどの滞納処分を集
中的に実施します！
平成31年度徴収強化月間
・預金・給与等差押：132件
・不動産差押
： 4件
・自宅等の捜索
： 15件
税金は納付期限内に
納めましょう！

〜納税にお困りの方は、
早めにご相談を〜

失業などのやむを得ない事情や、本
人や家族の病気などにより納付が困難
な方は、随時納税相談を受け付けてお
りますのでご連絡ください。
納税課 内線246〜259

市民会館改修工事に伴う閉
館のお知らせ

令和2年7月から令和3年3月(予定）ま
での期間、天井改修工事のため市民会館
大ホール・中央公民館集会場はご利用で
きません。ご迷惑をおかけしますがご理
解・ご協力をよろしくお願いいたします。
令和3年度の大ホール・集会場の予約を
開始しております。希望日時の所属する月
の半年前から予約が可能です。(例：令和３
年６月２０日希望の場合、令和２年１２月よ
り予約可能）大ホール・集会場をご予約さ
れる団体は下記までご連絡ください。
生涯学習課 ☎893-4433（市民
会館）／☎893-4436（中央公民館）

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和2年政令第264号）が令和2年9月
4日付けに公布、施行されたことを踏まえ、次の通り修正しました。
変更前：令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する固定資産税、
市県民税、法人市民税等などで全ての市税。
変更後：令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する固定資産税、
市県民税、法人市民税等などで全ての市税。
（注意）
「令和2年度固定資産税4期（納付期限：令和3年3月1日）」など令和3年2月2日以
降に納期限が到来する市税について
「徴収猶予の特例制度」の対象外のため、従来の
猶予制度での申請が必要です。
納税課 内線246〜259

令和3年

宜野湾市成人式の開催について

日時 令和3年/1/10(日) 開場14：30〜 開式15：00〜
会場 沖縄コンベンションセンター 劇場棟
参加対象 平成12年4月2日〜平成13年4月1日生まれで、本市の成人式に参加を希
望する方
※市内在住の方には、12月中旬頃に案内状をお送りする予定です。参加の際には
案内状をご持参ください。
・会場への入場は、新成人のみとします。
（身体的等の理由より介助を要する方の付添者を除く）
・新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、開催中止となることがございます。
最終決定は12月中旬頃に行います。
・詳細は、市ホームぺージ、SNSなどをご確認ください。
生涯学習課 ☎893-4431
市ホームページ▶

第9回ふくふく講座 受講生募集
「物の整理は心の整理〜ガラクタ整理で新年の幸せを引き寄せる〜」

新型コロナウイルスの影響で家で過ごす時間が長くなり、物が増えたりしては
いませんか？ガラクタを片づけなきゃと思うけれどなかなか進まない、やり方が
わからない、どこから手を付けていいのかわからない・・という方、今こそ新し
い年に向けてガラクタ整理のチャンスです。ガラクタとは？ ガラクタを整理する
メリットや秘訣、先延ばしにしない整理必勝など、やれば心もスッキリ、やる気
も出てくるガラクタ整理をぜひ学びにいらしてください。
日時 12/1(火) 19：00〜21：00
場所 男女共同参画支援センター ふくふく
対象 関心のある方
定員 40人（先着順）
参加費 無料
講師 竹内清文（ガラクタ整理師）
受付期間 11/16(月)〜11/27(金)
※無料託児あり（要申し込み）
男女共同参画支援センター ふくふく ☎896-1616 FAX896-1219
市報
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申
…し込み先

申
…し込み先

市報

市立博物館は、空調設備改修工事に伴い、下記の通り休館します。工事が終了し、準
備が整い次第開館するため、工事の進捗次第によっては休館期間短縮や延長の可能
性があります。工事の終了時期が確定次第、改めて開館の日程をお知らせする予定で
す。なお、休館中における博物館市民講座や、わらば〜体験じゅくは、主に館外にて開
催する予定です。
ご迷惑をおかけ致しますが、
ご理解・ご了承のほどよろしくお願い致します。

11月・12月は県税・市町村税
の徴収強化月間です！

申

申

宜野湾市雇用・就労サポート事業事
務局（（株）りゅうせきフロントライン内）
☎080-9854-1190
（受付：平日9：00〜17：00）

宜野湾市立博物館臨時休館のお知らせ

徴収猶予（特例）制度の対象期間延長について

問合せ
…

問合せ
…

ホームぺージはコチラ▶

沖縄の子供達が家庭の経済状況にかかわらず進学の機会を得られるようにするととも
に、沖縄経済を担う産業の人材育成にも資するよう、主として観光や情報通信分野の専
修学校（専門課程）に進学した場合に経済的支援を行うことを目的としています。
給付金額 自宅通学・自宅外通学および国公立・私立の区分により、月額8,300円か
ら75,800円
応募要件 平成31年1月以降に予期できない理由（失職、破産、事故、病気、死亡等も
しくは火災、風水害等）により家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じ
た場合で、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認できる
在学中の専修学校（専門課程）の学生。資格については、通常の定期採用
と同様。
申込方法 申込書類を専修学校から受け取り、学校が定める提出期日までに専修学
校へ提出
在職する専修学校の奨学金担当者
（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団 奨学課 ☎942-9213

〜年末調整や確定申告まで大切に保管を！〜

国民年金保険料（今年の１月１日から12月31日までに納付した保険料）は、令
和２年分の所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象とな
ります。
令和２年１月１日から令和２年９月30日までの間に国民年金保険料を納付され
た方には、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を令和２年11月上旬に
日本年金機構から送付する予定としていますので、年末調整や確定申告の際には
控除証明書（または領収証書）を添付してください。
令和２年10月１日から令和２年12月31日までの間に、今年はじめて国民年金
保険料を納付された方については、令和３年２月上旬に送付する予定です。ま
た、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご自身の社会保険料控除に加
えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告し
てください。
ねんきん加入者ダイヤル ☎0570-003-004（ナビダイヤル）
050から始まる電話の場合 ☎03-6630-2525
受付時間 月曜日〜金曜日 8：30〜19：00、第2土曜日 9：30〜16：00
※祝日
（第2土曜日を除く）、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。

問

問

市では、新型コロナウイルス感染症の影
響により、不安定な雇用状態や就職活動に
悩んでいる方の支援として、①キャリアカウ
ンセリング②就職セミナー（面接対策・コ
ミュニケーション講座など）③面接・説明会
（12月・2月）を行います。
料金 無料
※各支援メニューはそれぞれ1回の求職
活動実績となります。
詳しくは、事業専用ホームぺージをご覧
ください。

（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団 令和2年度給付型奨学金
（家計急変）募集について

日本年金機構ホームぺージ
（ねんきんネット）▶

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

☎８９３︲４４１１︵代表︶

☎８９３︲４４１１︵代表︶

就職セミナー・キャリアカウ
ンセリングのご案内

画面がジラジラする、真っ暗になる
（ブラックアウト）等

基地渉外課
☎893-4400

ご自身の年金記録や将来の年金受給見
込額を確認し、未来の生活設計について
考えてみませんか。
「ねんきんネット」をご
利用いただくと、パソコンやスマートフォン
でいつでもご自身の年金記録を確認でき
るほか、将来の年金受給見込額について、
年金記録を基に様々なパターンの試算を
することもできます。
「 ねんきんネット」に
ついては、
日本年金機構のホームページで
ご確認ください。
ねんきんダイヤル
☎0570-058-555
（ナビダイヤル）
050から始まる電話の場合
☎03-6700-1144

宜野湾市役所

宜野湾市役所
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沖縄県キャリアセンターは、15歳
から概ね40代前半の方の就職を支援
している沖縄県の関係機関です。メ
ニューは全て無料でご利用いただけ
ます。詳細は、QR コードからご覧く
ださい。
沖縄キャリアセンター
☎866-5465（9：00〜17：00）
※休館：土日祝日

みらい

11月30日は「年金の日」です！

※通信料は自己負担となります。

募集・お知らせ

募集・お知らせ

令和２年度「宜野湾市はごろ
もウォーキング大会」開催中
止について
（お知らせ）

いい

地デジ受信障害対策工事を希望される皆さまへ
家屋調査のご案内

☎896-2401

健康・福祉

健康・福祉

令和2年度「宜野湾市産業ま
つり」開催中止のお知らせ

直通専用回線
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