宜野湾市防災行政無線放送を電話で確認できます。直通専用回線

ご芳志ありがとうございました

日本年金機構では、20歳になられた
皆さまへ国民年金の大切さやメリット、
手続き等をわかりやすく表現した動画
を作成し、ホームページへ掲載していま
す。
日本年金機構
HPはコチラ▶

換気設備等購入補助事業について
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保留地販売について

販売する保留地 佐真下第二土地区画整理事業地区内(２筆)
(1)12街区8画地 (2)12街区27画地
種別 (1)宅地 (2)宅地
面積 (1)420.82㎡（約127坪） (2)239.72㎡（約72坪）
予定単価（/㎡） (1)105,600円 (2)120,200円
予定価格（最低入札価格） (1)44,438,592円 (2)28,814,344円
販売方法 (1)競争入札 (2)競争入札
入札参加申込受付場所・期間
市役所別館3階 市街地整備課 11/5（金）〜11/19（金） （8：30〜17：00）
入札日時場所
12/13（月） 別館3階第一会議室
(1)14：00〜 (2)15：00〜
※申込みは、１画地（筆）につき、同一世帯１人または1法人に限ります。
※市ホームページにて保留地販売案内掲載中
市街地整備課 内線4731

4つの習慣

6つの対策

・寝たばこは、絶対にしない、させない。
・ストーブの周りに燃えやすいものを置か
ない。
・こんろを使うときは火のそばを離れない。
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプ
ラグは抜く。
設置しましたか？
設置は義務です！
予防課 ☎892-1850

・ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
・住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
・部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
・消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
・避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策
を行う。

住宅用火災警報器

不動産合同公売が実施されます

沖縄県・市町村合同公売 （予定）
県税事務所と県内市町村が合同で、
下記日程で公売を実施する予定です。
公売の方法 期間入札
入札期間 10/27（水）〜10/29（金）
各日の10：00〜15：00まで
開札日 11/4（木） 10：30
公売場所 沖縄県中部合同庁舎
※詳細は沖縄県ホームページ（沖縄県
税務課）をご覧ください。
※宜野湾市からの出品はございません。
納税課 内線1961・1963

軍用地の買取りについて

～令 和3年度は第3期が最 終申
出期間となります～

市と県は普天間飛行場返還後のより
良いまちづくりを進めることを目的に、
学校用地（市）や道路用地（県）確保の
ため、普天間飛行場内の土地先行取得
を実施します。
市・県に売却した場合、譲渡所得に
ついて最高5,000万円までの特別控除
が受けられます。
（ただし、国税事務所
との協議により特別控除を受けられな
い場合もあります）
今年度も地権者の皆様へチラシを発
送いたしました。地権者の現住所が不
明の場合は発送を見送らせていただき
ましたので、チラシが必要な場合はま
ち未来課までご連絡下さい。
準備いただくもの
本人確認書類（免許証等）/土地賃借料
算定調書及び土地明細書（最新のもの）
受付期間 第3期 9/1（水）
〜10/29（金）
※不明な点などございましたら、まち未
来課までご相談ください。
※なお、新型コロナウイルス感染症対
策のため、まち未来課へお越しの際
は事前に電話連絡をお願いします。
まち未来課 内線5113・5114

※当市の住宅用火災警報器設置率

71％（令和3年6月1日現在）

宜野湾市地域密着型サービス事業者の公募について

市では、高齢者が介護を必要とする状態になっても住み慣れた地域で安心して
暮らせるよう、
「第8期宜野湾市介護保険事業計画」に基づき、地域密着型サービ
ス事業所の開設を希望する事業者を公募しています。
公募対象の地域密着型サービス
看護小規模多機能型居宅介護 １カ所
認知症対応型共同生活介護（２ユニット） １カ所
地域密着型特定施設入居者生活介護 １カ所
公募要領の配布
配布期間 9/16(木)〜令和4/1/25(火)
配布方法 介護長寿課窓口または市HPからダウンロード
事前応募表明書の締切
提出期間 令和4/1/25(火)まで 提出先 介護長寿課
介護長寿課 内線4152

11月1日（月）は市県民税第3期の納期限です
税目
固定資産税
期別
5月 6日
第1期
8月 2日
第2期
第3期 12月27日
2月28日
第4期

市県民税

軽自動車税

6月30日
8月31日
11月 1日
1月31日

納付に関するご相談は

納税課

5月31日

納め忘れのないよう納期限内で
の納付をお願いします。
都合により納付できない場合は、
随時納税相談を受け付けておりま
すのでご連絡下さい。

内線1942〜1946

8
9
3
4
4
1
1

デジタル活用支援講習会 参加無料（総務省の補助事業です）

〜スマホの活用方法が学べる講習会 開催中〜
スマホの基本的な使い方から、様々な行政手続き方法まで。
デジタル初心者でも安心してスマホの活用方法を学べる講習
会です。専門の研修を受けた「デジタル活用支援員」が丁寧に
説明します。
開催中の講習会
・講座内容によっては、持参していただくものがあります。
が確認できます。
・ご契約中の携帯電話会社を問わずご参加いただけます。
※講習会では、商品やサービスを販売することはありません。
デジタル活用支援センター ☎03-5974-0129

⁝申し込み先

⁝申し込み先

市報

後期）

いのちを守る10のポイント

⁝問合せ

⁝問合せ
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2階 カルチャーホール
6
（土）
15：30～としょかんのおにいさん・
おねえさん
10
（水）
11：00～読み聞かせボランティア
13
（土）
14：00～おはなしの木の会
27
（土）
15：00～読み聞かせボランティア

宜野湾市育英会奨学生募集（入学準備金

宜野湾市育英会では経済的理由によって修学困難な者に対し学資を貸与し､優
秀な人材を育成することを目的とし､奨学生を募集いたします。
応募資格
①本人又は、保護者が本市に3年以上（平成30年11月1日以前から住民登録がさ
れ）引き続き住所を有する者であること。
② 学業・操行ともに優秀（成績評定3.5以上）、健康であって学資の支弁が困難と
認められる者。
③ 学校教育法に定める大学(大学院及び短期大学を含む。通信制は除く。）又は、
同法に定める専修学校のうち修業年限2年以上の専門課程に入学予定の者。
貸与額（無利息） 30万円、40万円、50万円からの選択制
募集期間 11/1（月）から11/30（火）までに育英会事務局（教育委員会総務課）
へ提出（土・日・祝日を除く）
出願書類 募集要項は令和3年10月27日（水）より配布
（「宜野湾市育英会」で検索。出願書類のダウンロード可）
教育委員会総務課 ☎892-8280

住宅防火

︵代表︶

︵代表︶

定例おはなし会

令和3年度

火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の発生を防止し、高齢者等を中心とす
る死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として、毎年この時期に実施しています。

-

-

市民図書館ガイド(11月)
☎８９７－４６４６

本人・世帯主・配偶者の前年所得（1月から6月分を申請する場合は前々年所得）
が一定額以下※1の場合や、失業した場合、もしくは新型コロナウイルス感染症の影
響により所得が減少した場合など、国民年金保険料を納めることが困難なときは、
ご本人の申請によって、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部（4分の3、半
額、4分の1）が免除になる制度があります。
申請時点から2年１ヵ月前までの期間について申請できます。
未納のままにしておくと
①老齢基礎年金を将来受けられない場合があります。
②障害や死亡といった万が一のときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられ
ない場合があります。
免除が承認されると
① 老齢基礎年金を受給するための資格期間（10年）に算入されます。ただし、国民
年金保険料を全額納付した場合と比べて年金受給額が低額※2になります。
②障害年金・遺族年金の請求時には、納付と同じ扱い※3になります。
保険料の追納について
申請免除・納付猶予の期間は、10年以内であれば後から納付をすることができ
ます。ただし、免除等を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降は、当時の
保険料に一定の金額が加算されます。
※1 単身世帯の場合は67万円(令和2年度以前は57万円)
※2 納付猶予と学生納付特例の期間は、年金受給額には反映されません。
※3 一部免除については、減額された保険料を納付しない場合、未納と同じ扱い
になります。
その他 上記免除の他、学生納付特例制度もあります。
身分証及び学生証（あるいは在学証明書）をお持ちください。
市民課年金係 内線2763・2764

令和３年秋季全国火災予防運動 期間 11月9日（火）～15日（月）
「おうち時間 家族で点検 火の始末」～2021年度全国統一防火標語～

宜野湾市役所 ☎

宜野湾市役所 ☎
8
9
3
4
4
1
1

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている市内事業所において、市民
や観光客が安心して来店できる環境を
整備するために、市内の事業者が、換
気扇や換気機能付きエアコン等の高機
能な換気設備の導入を行う場合、その
経費の一部を、宜野湾市ふるさと応援
寄附金を活用し予算の範囲内で補助い
たします。
対象
宜野湾市内に店舗や事業所等を構える
中小・小規模事業者で「不特定多数の
客が来店する」業種・業態であるもの。
（主に、飲食業、
サービス業、小売業等）
受付 9/21（火）〜11/12（金）
※受付時間：月曜〜金曜 9:00〜17：15
宜野湾市商工会 ☎897-0111

国民年金保険料の納付が困難な方へ
保険料の免除・納付猶予制度のご案内

募集・お知らせ

募集・お知らせ

日本年金機構からのお知らせ
～20歳の皆さまへ年金制度の
ご案内～

Information

※通信料は自己負担となります。

健康・福祉

健康・福祉

宜野湾市への寄附者
寄附
■株式会社 大設 様
伊佐在
30万円
育英会への寄附者
寄附
■宜野湾市管工事協同組合 様
伊佐在
10万円
市社会福祉協議会への寄附者
寄附
■宜野湾市管工事協同組合 様
伊佐在
10万円
コロナ対策支援金
■匿名 様
宜野湾市在
5万円
■（一社）字普天間郷友会 様
普天間在
20万円

☎ 896-2401

訂正とお詫び

市報ぎのわん9月号の情報記事に誤りがありました。訂正しお詫び申し上げます。
P14 市民会館ガイド 第41回 宜野湾市文化祭 入場料
【誤り】 舞台部門：500円
【正】 舞台部門：無料
市報

2021・10・11
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