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「広報 きたなかぐすく」Facebook はじめました !
広報誌に掲載しきれなかった写真や村内のイベント情報などをお届け
しています。ロゴ付の記事は関連情報をFacebookで公開しています。

広報 北中城 検 索 QR コードを読み取るか「広報 北中城」で検索 !

1112
5 北中城村英語ストーリーコンテスト

　英語のコミュニケーション能力を育成することを目
的に第17回北中城村英語ストーリーコンテストが開
催されました。11月22日（木）の第１次予選を通過し
た小学生３名と中学生３名が英語で物語を発表し、高
校生一組が寸劇を披露しました。英語力の高さと一生
懸命さに観客や審査員は拍手を送りました。
成績は次の通りです。

12 

　新鮮な野菜や村産品が一堂に集う「農水産物
フェア」が役場前で開催されました。会場は多
くの来場者で大賑わい。バトントワリングや黄
金わらび、空手演舞などが披露され、きび絞り
体験やパッションフルーツの苗木・アーサ商品
の無料配布が行われました。また、今年は姉妹
町村である岩手県　巻町のチーズやプリンの販
売も行われ、その他村産野菜やアーサ商品など
たくさんの商品がずらりと並ぶ大盛況のイベン
トとなりました。

農水産物フェア大盛況！12
29

平成31年 
村民新年会・村功労者表彰式

1
7 商工会有志メンバー村内清掃10

20

　新年の始まりとともに北中城村民が集う村民
新年会が今年も中央公民館で行われました。村
歌斉唱から始まり、村文化協会古典芸能音楽部
による幕開け、村長の挨拶と続き、併せて村功
労者表彰式が行われました。表彰者は次の通り。
外間清子（前大城自治会長）
伊佐信榮（渡口自治会長）

　村商工会有志のメンバーにて、しおさい公苑周辺の台
風後の片付け作業が行われました。総勢20名近くのメン
バーが集まり、建設業やサービス業経営者ら多くの関係
者が集まり、トラックやスコップ等はそれぞれが持ち寄
り、汗を流しました。参加者からは「みんな村内に事業
所を構えており、北中城村が大好きなメンバー。有事の
際は村と協力し合って、美化を維持していきたい」と話
し、この日はトラック3台分の枯れ木やごみ等を回収し
ました。

　世界遺産中城城跡で、早朝6時30
分ごろから始まった「わかてだを見
る集い」。
　冬至の日に生まれ変わると言われ
るわかてだ（若い太陽）を迎え、お祝
いするため北中城村と中城村共催で
毎年行われています。会場では護佐
丸太鼓や両村の文化協会による演舞
などが披露され、7時30分頃には無
事にわかてだを拝むことができまし
た。神々しく光り輝くわかてだを来
場者は思い思いに眺めたり記念撮影
をして迎えました。

　村内有志で結成され、
被災地でのボランティ
アに取り組む「北中城
村 YORISOI 隊」が西日
本豪雨被害支援のため
の結成式を開きました。
２月以降に被災地の広
島県呉市や岡山県倉敷
市などで沖縄そばの炊
き出し、被災者の癒し
や交流などの活動を予
定しています。

　これまで YORISOI 隊では、2011年から被災地
の復興を北中城村から支援することを目的に東日
本大震災や熊本地震など７年間に渡り活動してき
ました。
　隊員は現在約100人。支援活動にかかる交通費な
どは自己負担です。

わかてだを見る集い12
22

兼久　雄真（島袋小学校3年生）

相良　和希（沖縄三育小学校4年）
照屋　有純美（北中城小学校6年）

新野　夏南人（北中城中学校2年）

新垣　杏（北中城中学校1年）
山下　真澄（北中城中学校1年）
大城　菜々絵（北中城高校2年）
グラバリッツ アリス 優音（北中城高校2年）

最優秀賞
（1名）
優 秀 賞
（2名）
最優秀賞
（1名）
優 秀 賞
（2名）
最優秀賞
 （1組 2名）高校の部

中学校の部

小学校の部

   YORISOI（よりそい）隊
　「西日本豪雨支援」結成式

12
26
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村民生委員・児童委員永年勤続、
社協会長表彰

12
20

　民生委員、児童委員として地域社会福祉の向上に
長年貢献したとして、村内から4人が全国民生委員児
童委員連合会などから表彰され村長に報告しました。
  安里信美さん（写真左から３番目）、與儀利枝さん
（写真左から２番目）は在職24年、徳山トシ子さん
（写真右上囲み）、新垣美枝子さん（写真左）は在職
12年と長きに渡る活動と努力の功績が表彰されま
した。

宝くじ助成金で外出支援事業送迎車両購入

　平成30年度コミュニティ助成事業（共生の地域づくり助成事
業）を活用し、外出支援事業用の送迎車両を購入しました。これ
により、村が実施している「高齢者等外出支援事業」利用者の送
迎の充実が期待されます。
　宝くじ助成とは、宝くじ社会貢献広報事業の一環として、コ
ミュニティ活動に助成を行うことにより地域社会の健全な発展
と住民福祉の向上を図ることを目的とした事業です。

図上シミュレーション訓練11 
20

　震度６弱の地震を想定し「喜舍場の民家が倒壊し、
道路もふさいでいる」という災害状況の図上シミュ
レーション訓練が、村役場内で行われ、村役場、中部徳
洲会病院、中北消防署が参加しました。
　図上シミュレーション訓練は、実際の災害に近い状
況を設定し、役割を与えられた訓練参加者に対して、
様々な状況を次から次に示し、いかに対処していくか
を検討･判断する訓練です。

赤い羽根共同募金（大成ホームより）12
20

　建築・不動産会社の㈱大成ホーム（喜名奎太社長）
が、北中城村社会福祉協議会に赤い羽根共同募金20
万円を寄附しました。同社の大村憲治部長は「村の
社会福祉活動に役立てほしい」とあいさつしました。
　村の共同募金委員会では、平成30年度の募金目
標額を２６７万８０００円とし、寄せられた募金は、
村社会福祉協議会にて在宅老人、障害者福祉、母子
父子福祉などに使われています。

　毎月手作りケーキでお誕生日会をしている喜舍場保育所
で、クリスマスケーキが振舞われました。誕生日を手作り
ケーキで祝う取り組みは、学校給食調理場の真栄城守彦さ
んが発案し、子どもたちが安心して食べられるケーキと食
育の視点から、2011年に始まり８年目です。
　ケーキのデコレーションは、季節にあわせてこいのぼり
や七夕、ハロウィンなどデザインも毎月変化。給食センター
の保育所調理師職員の比嘉英雅さんと玉城千秋さん。
　小麦や卵アレルギーの子どもたちにも対応し、米粉ケー
キなども用意するなど、子どもたちが安心してケーキを食
べられるように心がけています。
　子どもたちは「かわいくて食べるのがもったいない！」
と目を輝かせました。

JU沖縄寄付金贈呈式12
28

　JU沖縄（沖縄県中古自動車販売商工組合）は平成
30年度に行ったチャリティキャンペーン募金約50
万円を、沖縄県交通遺児育成会、交通遺児等育成基
金、北中城村社会福祉協議会へ寄付し、12月28日に
贈呈式を行いました。
　社協への寄付は今回で14回目。受け取った大城会
長は「福祉事業のために大事に使用していきたい」と
感謝の意を述べました。

北中城ゆるキャラとムーチーづくり12
23

　つなぐ保育園では、毎年保護者主催交流会を行い、
今年は約 200 人の親子が参加しました。ムーチーづ
くりでは、お父さんやお母さんと一緒に月桃の葉で包
み丁寧に紐で結び蒸し上げました。ムーチーが蒸し上
がるまでの間は、ゆるキャラと子ども達の交流会が行
われ、ゆるキャラが紹介され舞台に登場すると、子ど
も達は興奮した様子
で踊ったり、ハイタッ
チしたりと、親子一
緒に写真撮影したり
と大忙しでした。
　また、この交流会
では絵本の特売会も
あり、親子一緒に絵
本を手に取って吟味
していました。ムー
チーができあがる
と、各家族で円にな
り、お母さんたちが
作った豚汁とムー
チーをおいしそうに
頬張っていました。

　子育て支援センターきたなかぐ
すくにて、地域の子育て仲間の交
流を兼ねて『クリスマス会』を開
催しました。0歳～４歳の親子50
組が参加しました。
　北中城小学校の読み聞かせサークル『メロディー』
による手遊びや、クリスマスのパネルシアターなどの
後サンタクロースが登場し、驚いて泣き出す子もいま
したが、一緒にクイズやダンスをすると最後は笑顔で
一人一人プレゼントを貰い喜んでいました。
　子育て支援センターきたなかぐすくは、０歳～小学
校就学前のお子様とそのご家族が自由に遊べる場所
です。子育て相談委員（保育士）による育児相談や、
季節に合わせた楽しい行事も開催しています。
お気軽にご利用ください。北中城村役場のＨＰにて
お便りを掲載しています。

　北中城村子ども会育成連絡協議会（安里信美会長）では、12月23日
（日）に北中城村立村民体育館において『第29回子どもまつり』が開催
されました。各字の育成者の協力の下、村子連、中・高校生で構成され
るジュニアリーダーの働きでスムーズに運営されました。
　村内 10 字の子どもから育成者まで、約３００人の参加者や応援のな
か「千変万化」「五色綱引き」「台風の目」などさまざまな内容で、子ど
もから大人まで元気いっぱい楽しみながら競い合いました。結果は下記
のとおりです。
　1位 和仁屋子ども会、2位 仲順子ども会、 団地子ども会

第２９回子どもまつり（大運動会）12
23

喜舍場保育所　手作りクリスマスケーキ12
21

子育て支援センター　クリスマス会
12
13
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贈呈式を行いました。
　社協への寄付は今回で14回目。受け取った大城会
長は「福祉事業のために大事に使用していきたい」と
感謝の意を述べました。

北中城ゆるキャラとムーチーづくり12
23

　つなぐ保育園では、毎年保護者主催交流会を行い、
今年は約 200 人の親子が参加しました。ムーチーづ
くりでは、お父さんやお母さんと一緒に月桃の葉で包
み丁寧に紐で結び蒸し上げました。ムーチーが蒸し上
がるまでの間は、ゆるキャラと子ども達の交流会が行
われ、ゆるキャラが紹介され舞台に登場すると、子ど
も達は興奮した様子
で踊ったり、ハイタッ
チしたりと、親子一
緒に写真撮影したり
と大忙しでした。
　また、この交流会
では絵本の特売会も
あり、親子一緒に絵
本を手に取って吟味
していました。ムー
チーができあがる
と、各家族で円にな
り、お母さんたちが
作った豚汁とムー
チーをおいしそうに
頬張っていました。

　子育て支援センターきたなかぐ
すくにて、地域の子育て仲間の交
流を兼ねて『クリスマス会』を開
催しました。0歳～４歳の親子50
組が参加しました。
　北中城小学校の読み聞かせサークル『メロディー』
による手遊びや、クリスマスのパネルシアターなどの
後サンタクロースが登場し、驚いて泣き出す子もいま
したが、一緒にクイズやダンスをすると最後は笑顔で
一人一人プレゼントを貰い喜んでいました。
　子育て支援センターきたなかぐすくは、０歳～小学
校就学前のお子様とそのご家族が自由に遊べる場所
です。子育て相談委員（保育士）による育児相談や、
季節に合わせた楽しい行事も開催しています。
お気軽にご利用ください。北中城村役場のＨＰにて
お便りを掲載しています。

　北中城村子ども会育成連絡協議会（安里信美会長）では、12月23日
（日）に北中城村立村民体育館において『第29回子どもまつり』が開催
されました。各字の育成者の協力の下、村子連、中・高校生で構成され
るジュニアリーダーの働きでスムーズに運営されました。
　村内 10 字の子どもから育成者まで、約３００人の参加者や応援のな
か「千変万化」「五色綱引き」「台風の目」などさまざまな内容で、子ど
もから大人まで元気いっぱい楽しみながら競い合いました。結果は下記
のとおりです。
　1位 和仁屋子ども会、2位 仲順子ども会、 団地子ども会

第２９回子どもまつり（大運動会）12
23

喜舍場保育所　手作りクリスマスケーキ12
21

子育て支援センター　クリスマス会
12
13
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2019おきなわマラソン ボランティアスタッフの募集について

北中城村臨時・嘱託職員募集 国民健康保険被保険者証の更新（郵送）について

沖縄県立具志川職業能力開発校2019年度職業訓練生募集

平成30年度村税徴収強化
月間の結果について

北中城村役場では平成31年度の臨時・嘱託職員
を募集します。

　税務課では、平成30年11月1日か
ら平成30年12月末までを村税徴収
強化月間とし、コザ県税事務所およ
び中部市町村と共同で差押等を含む
滞納整理の強化に取り組みました。
　今後とも、村民の皆様には納税
へのさらなるご理解、ご協力を賜
りますようよろしくお願いいたし
ます。

　平成31年度から保険証の色がそら色からうぐいす色に変わります！
　今年も国民健康保険被保険者証の更新を3月下旬に行います。国
民健康保険税を納付期限までに完納された世帯については新しい被
保険者証を簡易書留で送付いたします。

☆住所地特例・マル学の被保険者証の交付が必要な方は、下記の手続
きが必要です。

・住所地特例：平成31年2月中に在園証明書を役場まで提出（郵送可）。
・新規マル学：新年度（4月1日以降）発行の在学証明書を役場窓口まで提出。
（マル学の被保険者証は郵送されず、役場窓口での切替えが必要

となります。）
・マル学継続：平成31年2月中に指定書類を役場まで提出（郵送可）
☆郵送を希望されない世帯は平成31年2月末までに健康保険課までお

申し込みください。
☆軍施設内にお住まいの方は簡易書留での送付ができないため窓口切

替えとなります。

【募集職種】　
① 一般事務職　日額 6,510円　　
② 保健師　　　日額 10,500円　　
③ 保育士　　　日額 9,000円以内
④ 幼稚園教諭　日額 9,000円以内
⑤ 幼稚園預かり保育担当教諭　日額7,000円以内
⑥ 特別支援教育支援員（教員免許有資格者優先）　
　　　　　　　 日額    8,600円以内　
⑦ 小・中学校プール管理員（５月～10月） 
　　　　　　　 日額   6,510円
⑧ 主任介護支援専門員　月額 220,500円
⑨ 社会福祉士　　　　　月額 209,400円
⑩ 作業療法士　　　　　月額 209,400円
⑪ 用務嘱託　　　　　　月額 160,400円
～日々雇用～
① スクールバス運転手（大型二種、大型免許）
② 幼稚園預かり保育担当教諭
③ 給食調理員補助（体力に自信がある方）

【各種保険】
社会保険（健康保険、厚生年金保険）、雇用保険加入
※各保険は雇用形態、任用期間によって加入できな
い場合 があります。

【その他手当】
通勤手当　月額2,300円以内
 （だたし、通勤距離が片道2キロメートル未満の臨時職員
を除く。）

【募集期間】
随時受付しています。
４月採用希望者は平成31年２月28日（木）までに
応募（登録受付）を済ませてください。

【応募方法】（登録受付）
履歴書（写真貼付）を総務課へ提出（郵送可）して
ください。
臨時職員任用候補者名簿登載期間は１会計年度です。
臨時・嘱託職員の欠員が生じた場合、応募された履
歴書の中から各課担当者が書類選考の上、直接該当
者へ面接等のご連絡をさせていただきます。

【問い合わせ】
北中城村役場  総務課  職員係 ☎935-2233（内線314）
北中城村教育委員会  教育総務課 ☎935-3773

預金差押 41件
給与差押 1件
自動車差押 2 件
タイヤロック 2 件
ミラーズロック 3 件

差押内訳

問い合わせ
村役場  健康保険課  国民健康保険係  ☎935－2233内線（264・263）

保険証は大切に！　国保の保険証は１人に１枚交付されます

　　　　　　　　郵送で更新できない方
●資格喪失、世帯変更等の手続きが必要な世帯
●平成31年2月28日の納付期限までに、現年度分及び過年度
　分の国保税が納付されていない世帯
　＊納付期限を過ぎた納付書は金融機関では使用できません。
　役場健康保険課窓口で納付書を受け取りのうえ、役場内指
　定金融機関にて納めてください。

～きっと出会える 人・夢・愛～
 第27回2019おきなわマラソン大会当日にお手伝いをしていただけるボ
ランティアスタッフを募集しております。頑張っているランナーを一緒
にサポートしませんか！？
　皆様からのお申込、心よりお待ちしております。
対　　象：18歳以上（企業・団体等での申込も可）
大会期日：平成31年2月17日（日）
時　　間：10：30～15：30（予定）
場　　所：北中城村役場前もしくは渡口交差点付近
内　　容：給水・スポンジ配布・交通整理等
支 給 物：弁当・スタッフウィンドブレーカー・村オリジナルエコバック
募集期間：平成31年2月12日（火）まで
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

申込・問い合わせ　企画振興課：企画係 ☎935-2233（内線414）
MAIL：kikaku@vill.kitanakagusuku.lg.jp

   気になる点が
ありましたら、
お気軽にご連絡下
  さい♪

※募集期間：2019年2月1日（金）～ 2月28日（木）（但し、土日祝日は除く）
※授業料無料（但しテキスト代、検定代、教材などは自己負担）
※オフィスビジネス科は身体障がい者と健常者を同一教室・カリキュラムで訓練を実施します
※詳しくは、お問い合わせ下さい
問い合わせ　具志川職業能力開発校　☎098-973-6680

課　程 科　　名 募集人数 期間

2 年

6 ヶ月

1 年

10名
10名
11名
10名
        

普通課程

短期課程

自 動 車 整 備 科
電 気 シ ス テ ム 科
メ デ ィ ア・ア ー ト 科
情 報 シ ス テ ム 科
オ フ ィ ス ビ ジ ネ ス 科
オ フ ィ ス ビ ジ ネ ス 科

（身 体 障 が い 者 対 象）
総 合 実 務 科

（知 的 障 が い 者 対 象）
造 園 ガ ー デ ニ ン グ 科

20名
13名

7名

15名
20名
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　　 イベント

■ワンコイン三線教室
日  ２月２～３日　午前11時～午後5時
内  「三線を触るのは初めて」「楽譜や
クンクンシーが読めない」という方
大 歓 迎。まず
は三線に触れ
てみませんか？
約30分 のレッ
スンで憧れの
あの曲が少し
だけ弾けるよう
になるかもしれ
ません。
¥  500円
対  ５歳以上
定  １レッスン６人
場  北中城村トラベルマートきたポ
問  きたポ　☎923−3601

■前田恵美子曼荼羅原画展＆ラ
イブペインティング
日  ２月９～ 11日
午前10時～午後10時（展示･販売）
午前10時～午後5時（ライブペイン
ティングとミニ曼荼羅体験）
※11日の最終日は展示、販売のみ
内  曼荼羅とはサンスクリット語で

「円」、「聖なる器」などの意味。主に
仏教の装飾画などで知られている。
近年は瞑想や
セラピー、ヒー
リングとして
活用される事
も多く、無心
に曼荼羅を描
くことで自分
の内面と向き
合い、心を落
ち着かせる効

果も。会場では実際に曼荼羅を描く
ワークショップを開催。
¥  ミニ曼荼羅体験　540円　
対  ４歳以上
場  北中城村トラベルマートきたポ
問  きたポ　☎923−3601

■北中城若松病院第２回呼吸器教室
日  ２月24日　午後２時～午後３時半

（午後１時半受付）
内  講演：「肺年齢を知ろう！～いつ
までも健康でいるために～」
実技：日常生活動作のポイント、肺
年齢測定
¥  無料
場  北中城若松病院３階リハビリ室
申  同病院（月～土　午後12時～1時、
午後４時半～５時半）
問  ☎935−2277（内線295：担当
真栄城、町田、嘉手苅）

■第21回文化祭「舞台部門」
日  ３月３日　午後２時
内  北中城村文化協会主催サークルに
よる舞台発表。大正琴部・合唱部・
古典芸能部（琉舞・太鼓）・民謡部･
しまくとぅば部・歌謡部・社交ダン
ス部・夢海渡太鼓･古典芸能音楽部・
ハワイアン部他。
場  村立中央公民館ホール
問  北中城村文化協会
☎935−3773（内線26）

■北中城村チャレンジショップ開催
内  北中城村の事業者や若手起業家に
よる新たな商業店舗の展開、既存事
業所PRを支援するチャレンジショッ
プがスタート！

（出展スケジュール）エイサー柄プリ
ント･トミハチ　～２月17日まで　
ペルー産有機コーヒー ･安座間珈琲　
２月18日～３月17日

場  イオンモール沖縄ライカム ２階　
問  村役場地域振興係　☎935−2233

　　 求人

■北中城村雇用サポートセンター情報
求人・求職の無料登録・紹介から、必
要に応じて求職者への「職業訓練」の相
談もおこなっています。（職業訓練に関
しては、常に募集内容が異なります）
◎業種によっては、労働時間・休日な
どの調整も可能な求人あり。◎履歴書・
職務経歴書の記入・面接対策、進学（高
等学校など）を希望しないお子さまの
職業相談等もお気軽にご相談くださ
い。在学中でも、早朝相談により、今
後の就職等を含めた進路決定が可能
になります。（中学卒業後の場合、卒
業後最初の４月１日以降です）◎当セン
ターにて求職登録後、職業相談等をお
こなうと『失業認定申告書』へ求職活動
実績証明も可能です。
問  村役場 北中城村雇用サポートセン
ター☎935−2233（内線120）

（午前8時30分から午後3時30分まで）

　　 ご芳志

ご芳志ありがとうございます
◆社会福祉協議会へ
▼喜屋武吉元様（島袋232番地）
　5万円　米寿祝記念として
▼知念清代美様（島袋258番地）
　２万円　社会福祉事業のための寄付
▼比嘉千代子様（島袋170番地）
　３万円　米寿祝記念として
▼琴城流大正琴藤音会様　１万円
　社会福祉事業のための寄付
▼ＪＵ沖縄様（荻道390番地1）
　14万円  社会福祉事業のための寄付

日 日時 場 会場 内 内容 対 対象 定 定員
申 申し込み 締め切り〆 料金￥ 問い合わせ問

FAXF 講師講電話 メール
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2019おきなわマラソン ボランティアスタッフの募集について

北中城村臨時・嘱託職員募集 国民健康保険被保険者証の更新（郵送）について

沖縄県立具志川職業能力開発校2019年度職業訓練生募集

平成30年度村税徴収強化
月間の結果について

北中城村役場では平成31年度の臨時・嘱託職員
を募集します。

　税務課では、平成30年11月1日か
ら平成30年12月末までを村税徴収
強化月間とし、コザ県税事務所およ
び中部市町村と共同で差押等を含む
滞納整理の強化に取り組みました。
　今後とも、村民の皆様には納税
へのさらなるご理解、ご協力を賜
りますようよろしくお願いいたし
ます。

　平成31年度から保険証の色がそら色からうぐいす色に変わります！
　今年も国民健康保険被保険者証の更新を3月下旬に行います。国
民健康保険税を納付期限までに完納された世帯については新しい被
保険者証を簡易書留で送付いたします。

☆住所地特例・マル学の被保険者証の交付が必要な方は、下記の手続
きが必要です。

・住所地特例：平成31年2月中に在園証明書を役場まで提出（郵送可）。
・新規マル学：新年度（4月1日以降）発行の在学証明書を役場窓口まで提出。
（マル学の被保険者証は郵送されず、役場窓口での切替えが必要

となります。）
・マル学継続：平成31年2月中に指定書類を役場まで提出（郵送可）
☆郵送を希望されない世帯は平成31年2月末までに健康保険課までお

申し込みください。
☆軍施設内にお住まいの方は簡易書留での送付ができないため窓口切

替えとなります。

【募集職種】　
① 一般事務職　日額 6,510円　　
② 保健師　　　日額 10,500円　　
③ 保育士　　　日額 9,000円以内
④ 幼稚園教諭　日額 9,000円以内
⑤ 幼稚園預かり保育担当教諭　日額7,000円以内
⑥ 特別支援教育支援員（教員免許有資格者優先）　
　　　　　　　 日額    8,600円以内　
⑦ 小・中学校プール管理員（５月～10月） 
　　　　　　　 日額   6,510円
⑧ 主任介護支援専門員　月額 220,500円
⑨ 社会福祉士　　　　　月額 209,400円
⑩ 作業療法士　　　　　月額 209,400円
⑪ 用務嘱託　　　　　　月額 160,400円
～日々雇用～
① スクールバス運転手（大型二種、大型免許）
② 幼稚園預かり保育担当教諭
③ 給食調理員補助（体力に自信がある方）

【各種保険】
社会保険（健康保険、厚生年金保険）、雇用保険加入
※各保険は雇用形態、任用期間によって加入できな
い場合 があります。

【その他手当】
通勤手当　月額2,300円以内
 （だたし、通勤距離が片道2キロメートル未満の臨時職員
を除く。）

【募集期間】
随時受付しています。
４月採用希望者は平成31年２月28日（木）までに
応募（登録受付）を済ませてください。

【応募方法】（登録受付）
履歴書（写真貼付）を総務課へ提出（郵送可）して
ください。
臨時職員任用候補者名簿登載期間は１会計年度です。
臨時・嘱託職員の欠員が生じた場合、応募された履
歴書の中から各課担当者が書類選考の上、直接該当
者へ面接等のご連絡をさせていただきます。

【問い合わせ】
北中城村役場  総務課  職員係 ☎935-2233（内線314）
北中城村教育委員会  教育総務課 ☎935-3773

預金差押 41件
給与差押 1件
自動車差押 2 件
タイヤロック 2 件
ミラーズロック 3 件

差押内訳

問い合わせ
村役場  健康保険課  国民健康保険係  ☎935－2233内線（264・263）

保険証は大切に！　国保の保険証は１人に１枚交付されます

　　　　　　　　郵送で更新できない方
●資格喪失、世帯変更等の手続きが必要な世帯
●平成31年2月28日の納付期限までに、現年度分及び過年度
　分の国保税が納付されていない世帯
　＊納付期限を過ぎた納付書は金融機関では使用できません。
　役場健康保険課窓口で納付書を受け取りのうえ、役場内指
　定金融機関にて納めてください。

～きっと出会える 人・夢・愛～
 第27回2019おきなわマラソン大会当日にお手伝いをしていただけるボ
ランティアスタッフを募集しております。頑張っているランナーを一緒
にサポートしませんか！？
　皆様からのお申込、心よりお待ちしております。
対　　象：18歳以上（企業・団体等での申込も可）
大会期日：平成31年2月17日（日）
時　　間：10：30～15：30（予定）
場　　所：北中城村役場前もしくは渡口交差点付近
内　　容：給水・スポンジ配布・交通整理等
支 給 物：弁当・スタッフウィンドブレーカー・村オリジナルエコバック
募集期間：平成31年2月12日（火）まで
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

申込・問い合わせ　企画振興課：企画係 ☎935-2233（内線414）
MAIL：kikaku@vill.kitanakagusuku.lg.jp

   気になる点が
ありましたら、
お気軽にご連絡下
  さい♪

※募集期間：2019年2月1日（金）～ 2月28日（木）（但し、土日祝日は除く）
※授業料無料（但しテキスト代、検定代、教材などは自己負担）
※オフィスビジネス科は身体障がい者と健常者を同一教室・カリキュラムで訓練を実施します
※詳しくは、お問い合わせ下さい
問い合わせ　具志川職業能力開発校　☎098-973-6680

課　程 科　　名 募集人数 期間

2 年

6 ヶ月

1 年

10名
10名
11名
10名
        

普通課程

短期課程

自 動 車 整 備 科
電 気 シ ス テ ム 科
メ デ ィ ア・ア ー ト 科
情 報 シ ス テ ム 科
オ フ ィ ス ビ ジ ネ ス 科
オ フ ィ ス ビ ジ ネ ス 科

（身 体 障 が い 者 対 象）
総 合 実 務 科

（知 的 障 が い 者 対 象）
造 園 ガ ー デ ニ ン グ 科

20名
13名

7名

15名
20名
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　　 イベント

■ワンコイン三線教室
日  ２月２～３日　午前11時～午後5時
内  「三線を触るのは初めて」「楽譜や
クンクンシーが読めない」という方
大 歓 迎。まず
は三線に触れ
てみませんか？
約30分 のレッ
スンで憧れの
あの曲が少し
だけ弾けるよう
になるかもしれ
ません。
¥  500円
対  ５歳以上
定  １レッスン６人
場  北中城村トラベルマートきたポ
問  きたポ　☎923−3601

■前田恵美子曼荼羅原画展＆ラ
イブペインティング
日  ２月９～ 11日
午前10時～午後10時（展示･販売）
午前10時～午後5時（ライブペイン
ティングとミニ曼荼羅体験）
※11日の最終日は展示、販売のみ
内  曼荼羅とはサンスクリット語で

「円」、「聖なる器」などの意味。主に
仏教の装飾画などで知られている。
近年は瞑想や
セラピー、ヒー
リングとして
活用される事
も多く、無心
に曼荼羅を描
くことで自分
の内面と向き
合い、心を落
ち着かせる効

果も。会場では実際に曼荼羅を描く
ワークショップを開催。
¥  ミニ曼荼羅体験　540円　
対  ４歳以上
場  北中城村トラベルマートきたポ
問  きたポ　☎923−3601

■北中城若松病院第２回呼吸器教室
日  ２月24日　午後２時～午後３時半

（午後１時半受付）
内  講演：「肺年齢を知ろう！～いつ
までも健康でいるために～」
実技：日常生活動作のポイント、肺
年齢測定
¥  無料
場  北中城若松病院３階リハビリ室
申  同病院（月～土　午後12時～1時、
午後４時半～５時半）
問  ☎935−2277（内線295：担当
真栄城、町田、嘉手苅）

■第21回文化祭「舞台部門」
日  ３月３日　午後２時
内  北中城村文化協会主催サークルに
よる舞台発表。大正琴部・合唱部・
古典芸能部（琉舞・太鼓）・民謡部･
しまくとぅば部・歌謡部・社交ダン
ス部・夢海渡太鼓･古典芸能音楽部・
ハワイアン部他。
場  村立中央公民館ホール
問  北中城村文化協会
☎935−3773（内線26）

■北中城村チャレンジショップ開催
内  北中城村の事業者や若手起業家に
よる新たな商業店舗の展開、既存事
業所PRを支援するチャレンジショッ
プがスタート！

（出展スケジュール）エイサー柄プリ
ント･トミハチ　～２月17日まで　
ペルー産有機コーヒー ･安座間珈琲　
２月18日～３月17日

場  イオンモール沖縄ライカム ２階　
問  村役場地域振興係　☎935−2233

　　 求人

■北中城村雇用サポートセンター情報
求人・求職の無料登録・紹介から、必
要に応じて求職者への「職業訓練」の相
談もおこなっています。（職業訓練に関
しては、常に募集内容が異なります）
◎業種によっては、労働時間・休日な
どの調整も可能な求人あり。◎履歴書・
職務経歴書の記入・面接対策、進学（高
等学校など）を希望しないお子さまの
職業相談等もお気軽にご相談くださ
い。在学中でも、早朝相談により、今
後の就職等を含めた進路決定が可能
になります。（中学卒業後の場合、卒
業後最初の４月１日以降です）◎当セン
ターにて求職登録後、職業相談等をお
こなうと『失業認定申告書』へ求職活動
実績証明も可能です。
問  村役場 北中城村雇用サポートセン
ター☎935−2233（内線120）

（午前8時30分から午後3時30分まで）

　　 ご芳志

ご芳志ありがとうございます
◆社会福祉協議会へ
▼喜屋武吉元様（島袋232番地）
　5万円　米寿祝記念として
▼知念清代美様（島袋258番地）
　２万円　社会福祉事業のための寄付
▼比嘉千代子様（島袋170番地）
　３万円　米寿祝記念として
▼琴城流大正琴藤音会様　１万円
　社会福祉事業のための寄付
▼ＪＵ沖縄様（荻道390番地1）
　14万円  社会福祉事業のための寄付

日 日時 場 会場 内 内容 対 対象 定 定員
申 申し込み 締め切り〆 料金￥ 問い合わせ問

FAXF 講師講電話 メール
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申告会場：村役場　大会議室（第二庁舎３階）
申告期間：平成31年２月18日（月）～３月15日（金）（土日を除く）
受付時間：午前９時～午前11時、午後１時～４時
　※申告期間を過ぎると申告の受理ができません。（６月３日より再開）
　※最終日に近くなると大変込み合いますので、なるべく早めに申告をしてください。
　※駐車場の台数に限りがありますので、乗り合い又は公共交通機関をご利用ください。

１．確定申告書または住民税申告書（村から届かなくても必要書類を持参することで受付は可能です）
２．印鑑（認印可）
３．申告者本人名義の通帳又はキャッシュカード（所得税の還付がある場合必要）
４．本人確認書類
　　・身元確認書類：免許証・保険証・個人番号カード等（いずれか１つ）
　　・番号確認書類：通知カード・個人番号カード・個人番号記載された住民票（いずれか１つ）
５．平成30年中の収入金額が記載されているもの
　　・給与または年金収入がある方：源泉徴収票、給与明細書（申告書の裏面に雇主の印鑑でも可）等
　　・事業または不動産収入がある方：収支内訳書、収入金額や必要経費が分かる書類
　　・その他収入が分かる支払調書等
６．各種控除を受けるために必要な書類
　　・社会保険料控除を受ける場合：社会保険料（国民年金・国民健康保険等）の領収書
　　・生命保険料控除を受ける場合：生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書

・医療費控除を受ける場合：医療費控除の明細書または、30年中の医療費の領収書、医療費のお知らせ等
・障害者控除を受ける場合：身体障害者手帳等
・その他控除を受けるものの証明書等

平成31年度（平成30年分）村・　県民税兼国民健康保険税申告のご案内

【問い合わせ】村役場 税務課 税務係　☎935－2233（内線224）

申告日程について

申告書を送付した方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年度の申告受付が始まります。申告内容は、村県民税の算定資料だけでなく、所得証
明書や課税証明書の発行・国民健康保険税の算定・国民年金保険料免除申請・児童手当・公営住
宅入居等福祉等の基礎資料となります。右のフローチャートを参考に、該当する場合は期限内の
申告をお願いします。また、申告書が手元に届かない場合でも申告の受付は可能です。

住民税の申告書は、前年の申告状況等を参考に以下の方へ送付しています。
①平成30年中に北中城村へ転入した方　　　②前年に住民税申告書を提出した方（被扶養者を除く）
③その他申告の必要があると思われる方
※申告書が届かない場合でも必要書類を持参することにより受付は可能です。

スタート
　平成31年１月１日現在、北中城村に住民登録がある方で、平成30年１月１日～12月31日の間に
収入がありましたか？

　申告は不要です。ただし、以下の方は無
収入である申告が必要です。※郵送提出可
○国民健康保険に加入されている方
○公営住宅に入居している方
○各種サービス等を利用する方
（例：児童手当・所得証明書・課税証明書の
　発行等）

※１　土地・建物、株式等の売却、雑損控除、分離配
当、初めての住宅ローン控除、青色申告、消費税の申
告がある方は、沖縄税務署（沖縄市「沖縄商工会議
所」）で確定申告をしてください。
【問い合わせ】沖縄税務署　☎938-0031

↓申告の必要があるか、フローチャートを参考に確認してください　　

申告に必要なもの

ご自身で住民税申告書を記入される方は、以下の書類の写しを添付し郵送で提出することもできます。
・収入金額がわかる資料（源泉徴収票・収支内訳書等）

郵送提出について

※２　給与の収入は勤務先から市町村へ報告すること
になっていますが、まれに報告がない場合がありま
す。その場合、本人が申告する必要があります。

　このフローチャートは簡易的な目安のため、当てはまらない場合もあります。ご不明な点は税務課まで問い
合わせください。

所得税の申告または村県民税の申告が必要です。※１ 申告は不要です。※2

給与・年金以外の収入があった
※不動産・事業所得等

　給与、年金の源泉徴収票の内容に控
除の追加等の変更があるか

　次のいずれかに該当するか？
●年末調整をしていない
●給与収入が2,000万円を超える
●年金収入が400万円を超える

はい いいえ

いいえはい

はい

はい いいえ

いいえ

 
 

 

火 水 木 金 金

島袋・比嘉

自治会名 期日

熱田・団地
和仁屋・安谷屋
荻道・大城
喜舎場・仲順・渡口
屋宜原・瑞慶覧
石平・美崎・軍施設内

・各種控除を受ける資料（生命保険料控除証明書・医療費控除明細書等）
・番号確認書類と身元確認書類
後日内容を確認する場合があります。電話番号を必ず記入してください。
【郵送先】〒901-2392　沖縄県北中城村字喜舎場426-2　北中城村役場　税務課　税務係

２月18日（月）
２月19日（火）
２月20日（水）
２月21日（木）
２月22日（金）
２月25日（月）
２月26日（火）
２月27日（水）
２月28日（木）

※納税は口座振替が便利です。手続き方法につきましては
　村役場までお問い合わせください。

固定資産税
第1期

5月1日 7月31日 12月25日

8月31日 10月31日 平成31年
1月31日

平成31年
2月28日

5月31日

7月2日

第2期 第3期 第4期

村県民税

軽自動車税

【お問い合わせ】 村役場税務課 徴税係 ☎935－2233

終了

終了

終了 終了

終了 終了 終了

終了

2月は固定資産税第４期の
　　納期となっております。

沖縄税務署からのお知らせ 納め忘れに
注意！確定申告相談会場の設置期間は

２月18日～３月15日（月～金）となっております。
１月中は相談会場を設けておりません ※申告書の提出だけの方は

　受付しています。

申告相談が必要な方は、次の会場・期間にご来場ください。
※混雑状況により早めに受付を終了するこ
　とがあります。

【申告会場】  沖縄商工会議所ホール
【設置期間】
　２月18日～３月15日（月～金）

【受付時間】
　８：30～16：00 相談開始は９：00～
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申告会場：村役場　大会議室（第二庁舎３階）
申告期間：平成31年２月18日（月）～３月15日（金）（土日を除く）
受付時間：午前９時～午前11時、午後１時～４時
　※申告期間を過ぎると申告の受理ができません。（６月３日より再開）
　※最終日に近くなると大変込み合いますので、なるべく早めに申告をしてください。
　※駐車場の台数に限りがありますので、乗り合い又は公共交通機関をご利用ください。

１．確定申告書または住民税申告書（村から届かなくても必要書類を持参することで受付は可能です）
２．印鑑（認印可）
３．申告者本人名義の通帳又はキャッシュカード（所得税の還付がある場合必要）
４．本人確認書類
　　・身元確認書類：免許証・保険証・個人番号カード等（いずれか１つ）
　　・番号確認書類：通知カード・個人番号カード・個人番号記載された住民票（いずれか１つ）
５．平成30年中の収入金額が記載されているもの
　　・給与または年金収入がある方：源泉徴収票、給与明細書（申告書の裏面に雇主の印鑑でも可）等
　　・事業または不動産収入がある方：収支内訳書、収入金額や必要経費が分かる書類
　　・その他収入が分かる支払調書等
６．各種控除を受けるために必要な書類
　　・社会保険料控除を受ける場合：社会保険料（国民年金・国民健康保険等）の領収書
　　・生命保険料控除を受ける場合：生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書

・医療費控除を受ける場合：医療費控除の明細書または、30年中の医療費の領収書、医療費のお知らせ等
・障害者控除を受ける場合：身体障害者手帳等
・その他控除を受けるものの証明書等

平成31年度（平成30年分）村・　県民税兼国民健康保険税申告のご案内

【問い合わせ】村役場 税務課 税務係　☎935－2233（内線224）

申告日程について

申告書を送付した方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年度の申告受付が始まります。申告内容は、村県民税の算定資料だけでなく、所得証
明書や課税証明書の発行・国民健康保険税の算定・国民年金保険料免除申請・児童手当・公営住
宅入居等福祉等の基礎資料となります。右のフローチャートを参考に、該当する場合は期限内の
申告をお願いします。また、申告書が手元に届かない場合でも申告の受付は可能です。

住民税の申告書は、前年の申告状況等を参考に以下の方へ送付しています。
①平成30年中に北中城村へ転入した方　　　②前年に住民税申告書を提出した方（被扶養者を除く）
③その他申告の必要があると思われる方
※申告書が届かない場合でも必要書類を持参することにより受付は可能です。

スタート
　平成31年１月１日現在、北中城村に住民登録がある方で、平成30年１月１日～12月31日の間に
収入がありましたか？

　申告は不要です。ただし、以下の方は無
収入である申告が必要です。※郵送提出可
○国民健康保険に加入されている方
○公営住宅に入居している方
○各種サービス等を利用する方
（例：児童手当・所得証明書・課税証明書の
　発行等）

※１　土地・建物、株式等の売却、雑損控除、分離配
当、初めての住宅ローン控除、青色申告、消費税の申
告がある方は、沖縄税務署（沖縄市「沖縄商工会議
所」）で確定申告をしてください。
【問い合わせ】沖縄税務署　☎938-0031

↓申告の必要があるか、フローチャートを参考に確認してください　　

申告に必要なもの

ご自身で住民税申告書を記入される方は、以下の書類の写しを添付し郵送で提出することもできます。
・収入金額がわかる資料（源泉徴収票・収支内訳書等）

郵送提出について

※２　給与の収入は勤務先から市町村へ報告すること
になっていますが、まれに報告がない場合がありま
す。その場合、本人が申告する必要があります。

　このフローチャートは簡易的な目安のため、当てはまらない場合もあります。ご不明な点は税務課まで問い
合わせください。

所得税の申告または村県民税の申告が必要です。※１ 申告は不要です。※2

給与・年金以外の収入があった
※不動産・事業所得等

　給与、年金の源泉徴収票の内容に控
除の追加等の変更があるか

　次のいずれかに該当するか？
●年末調整をしていない
●給与収入が2,000万円を超える
●年金収入が400万円を超える

はい いいえ

いいえはい

はい

はい いいえ

いいえ

 
 

 

火 水 木 金 金

島袋・比嘉

自治会名 期日

熱田・団地
和仁屋・安谷屋
荻道・大城
喜舎場・仲順・渡口
屋宜原・瑞慶覧
石平・美崎・軍施設内

・各種控除を受ける資料（生命保険料控除証明書・医療費控除明細書等）
・番号確認書類と身元確認書類
後日内容を確認する場合があります。電話番号を必ず記入してください。
【郵送先】〒901-2392　沖縄県北中城村字喜舎場426-2　北中城村役場　税務課　税務係

２月18日（月）
２月19日（火）
２月20日（水）
２月21日（木）
２月22日（金）
２月25日（月）
２月26日（火）
２月27日（水）
２月28日（木）

※納税は口座振替が便利です。手続き方法につきましては
　村役場までお問い合わせください。

固定資産税
第1期

5月1日 7月31日 12月25日

8月31日 10月31日 平成31年
1月31日

平成31年
2月28日

5月31日

7月2日

第2期 第3期 第4期

村県民税

軽自動車税

【問い合わせ】 村役場税務課 徴税係 ☎935－2233

終了

終了

終了 終了

終了 終了 終了

終了

2月は固定資産税第４期の
　　納期となっております。

沖縄税務署からのお知らせ 納め忘れに
注意！確定申告相談会場の設置期間は

２月18日～３月15日（月～金）となっております。
１月中は相談会場を設けておりません ※申告書の提出だけの方は

　受付しています。

申告相談が必要な方は、次の会場・期間にご来場ください。
※混雑状況により早めに受付を終了するこ
　とがあります。

【申告会場】  沖縄商工会議所ホール
【設置期間】
　２月18日～３月15日（月～金）

【受付時間】
　８：30～16：00 相談開始は９：00～
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申告会場：村役場　大会議室（第二庁舎３階）
申告期間：平成31年２月18日（月）～３月15日（金）（土日を除く）
受付時間：午前９時～午前11時、午後１時～４時
　※申告期間を過ぎると申告の受理ができません。（６月３日より再開）
　※最終日に近くなると大変込み合いますので、なるべく早めに申告をしてください。
　※駐車場の台数に限りがありますので、乗り合い又は公共交通機関をご利用ください。

１．確定申告書または住民税申告書（村から届かなくても必要書類を持参することで受付は可能です）
２．印鑑（認印可）
３．申告者本人名義の通帳又はキャッシュカード（所得税の還付がある場合必要）
４．本人確認書類
　　・身元確認書類：免許証・保険証・個人番号カード等（いずれか１つ）
　　・番号確認書類：通知カード・個人番号カード・個人番号記載された住民票（いずれか１つ）
５．平成30年中の収入金額が記載されているもの
　　・給与または年金収入がある方：源泉徴収票、給与明細書（申告書の裏面に雇主の印鑑でも可）等
　　・事業または不動産収入がある方：収支内訳書、収入金額や必要経費が分かる書類
　　・その他収入が分かる支払調書等
６．各種控除を受けるために必要な書類
　　・社会保険料控除を受ける場合：社会保険料（国民年金・国民健康保険等）の領収書
　　・生命保険料控除を受ける場合：生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書

・医療費控除を受ける場合：医療費控除の明細書または、30年中の医療費の領収書、医療費のお知らせ等
・障害者控除を受ける場合：身体障害者手帳等
・その他控除を受けるものの証明書等

平成31年度（平成30年分）村・　県民税兼国民健康保険税申告のご案内

【問い合わせ】村役場 税務課 税務係　☎935－2233（内線224）

申告日程について

申告書を送付した方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年度の申告受付が始まります。申告内容は、村県民税の算定資料だけでなく、所得証
明書や課税証明書の発行・国民健康保険税の算定・国民年金保険料免除申請・児童手当・公営住
宅入居等福祉等の基礎資料となります。右のフローチャートを参考に、該当する場合は期限内の
申告をお願いします。また、申告書が手元に届かない場合でも申告の受付は可能です。

住民税の申告書は、前年の申告状況等を参考に以下の方へ送付しています。
①平成30年中に北中城村へ転入した方　　　②前年に住民税申告書を提出した方（被扶養者を除く）
③その他申告の必要があると思われる方
※申告書が届かない場合でも必要書類を持参することにより受付は可能です。

スタート
　平成31年１月１日現在、北中城村に住民登録がある方で、平成30年１月１日～12月31日の間に
収入がありましたか？

　申告は不要です。ただし、以下の方は無
収入である申告が必要です。※郵送提出可
○国民健康保険に加入されている方
○公営住宅に入居している方
○各種サービス等を利用する方
（例：児童手当・所得証明書・課税証明書の
　発行等）

※１　土地・建物、株式等の売却、雑損控除、分離配
当、初めての住宅ローン控除、青色申告、消費税の申
告がある方は、沖縄税務署（沖縄市「沖縄商工会議
所」）で確定申告をしてください。
【問い合わせ】沖縄税務署　☎938-0031

↓申告の必要があるか、フローチャートを参考に確認してください　　

申告に必要なもの

ご自身で住民税申告書を記入される方は、以下の書類の写しを添付し郵送で提出することもできます。
・収入金額がわかる資料（源泉徴収票・収支内訳書等）

郵送提出について

※２　給与の収入は勤務先から市町村へ報告すること
になっていますが、まれに報告がない場合がありま
す。その場合、本人が申告する必要があります。

　このフローチャートは簡易的な目安のため、当てはまらない場合もあります。ご不明な点は税務課まで問い
合わせください。

所得税の申告または村県民税の申告が必要です。※１ 申告は不要です。※2

給与・年金以外の収入があった
※不動産・事業所得等

　給与、年金の源泉徴収票の内容に控
除の追加等の変更があるか

　次のいずれかに該当するか？
●年末調整をしていない
●給与収入が2,000万円を超える
●年金収入が400万円を超える

はい いいえ

いいえはい

はい

はい いいえ

いいえ

 
 

 

火 水 木 金 金

島袋・比嘉

自治会名 期日

熱田・団地
和仁屋・安谷屋
荻道・大城
喜舎場・仲順・渡口
屋宜原・瑞慶覧
石平・美崎・軍施設内

・各種控除を受ける資料（生命保険料控除証明書・医療費控除明細書等）
・番号確認書類と身元確認書類
後日内容を確認する場合があります。電話番号を必ず記入してください。
【郵送先】〒901-2392　沖縄県北中城村字喜舎場426-2　北中城村役場　税務課　税務係

２月18日（月）
２月19日（火）
２月20日（水）
２月21日（木）
２月22日（金）
２月25日（月）
２月26日（火）
２月27日（水）
２月28日（木）

※納税は口座振替が便利です。手続き方法につきましては
　村役場までお問い合わせください。

固定資産税
第1期

5月1日 7月31日 12月25日

8月31日 10月31日 平成31年
1月31日

平成31年
2月28日

5月31日

7月2日

第2期 第3期 第4期

村県民税

軽自動車税

【お問い合わせ】 村役場税務課 徴税係 ☎935－2233

終了

終了

終了 終了

終了 終了 終了

終了

2月は固定資産税第４期の
　　納期となっております。

沖縄税務署からのお知らせ 納め忘れに
注意！確定申告相談会場の設置期間は

２月18日～３月15日（月～金）となっております。
１月中は相談会場を設けておりません ※申告書の提出だけの方は

　受付しています。

申告相談が必要な方は、次の会場・期間にご来場ください。
※混雑状況により早めに受付を終了するこ
　とがあります。

【申告会場】  沖縄商工会議所ホール
【設置期間】
　２月18日～３月15日（月～金）

【受付時間】
　８：30～16：00 相談開始は９：00～
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申告会場：村役場　大会議室（第二庁舎３階）
申告期間：平成31年２月18日（月）～３月15日（金）（土日を除く）
受付時間：午前９時～午前11時、午後１時～４時
　※申告期間を過ぎると申告の受理ができません。（６月３日より再開）
　※最終日に近くなると大変込み合いますので、なるべく早めに申告をしてください。
　※駐車場の台数に限りがありますので、乗り合い又は公共交通機関をご利用ください。

１．確定申告書または住民税申告書（村から届かなくても必要書類を持参することで受付は可能です）
２．印鑑（認印可）
３．申告者本人名義の通帳又はキャッシュカード（所得税の還付がある場合必要）
４．本人確認書類
　　・身元確認書類：免許証・保険証・個人番号カード等（いずれか１つ）
　　・番号確認書類：通知カード・個人番号カード・個人番号記載された住民票（いずれか１つ）
５．平成30年中の収入金額が記載されているもの
　　・給与または年金収入がある方：源泉徴収票、給与明細書（申告書の裏面に雇主の印鑑でも可）等
　　・事業または不動産収入がある方：収支内訳書、収入金額や必要経費が分かる書類
　　・その他収入が分かる支払調書等
６．各種控除を受けるために必要な書類
　　・社会保険料控除を受ける場合：社会保険料（国民年金・国民健康保険等）の領収書
　　・生命保険料控除を受ける場合：生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書

・医療費控除を受ける場合：医療費控除の明細書または、30年中の医療費の領収書、医療費のお知らせ等
・障害者控除を受ける場合：身体障害者手帳等
・その他控除を受けるものの証明書等

平成31年度（平成30年分）村・　県民税兼国民健康保険税申告のご案内

【問い合わせ】村役場 税務課 税務係　☎935－2233（内線224）

申告日程について

申告書を送付した方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年度の申告受付が始まります。申告内容は、村県民税の算定資料だけでなく、所得証
明書や課税証明書の発行・国民健康保険税の算定・国民年金保険料免除申請・児童手当・公営住
宅入居等福祉等の基礎資料となります。右のフローチャートを参考に、該当する場合は期限内の
申告をお願いします。また、申告書が手元に届かない場合でも申告の受付は可能です。

住民税の申告書は、前年の申告状況等を参考に以下の方へ送付しています。
①平成30年中に北中城村へ転入した方　　　②前年に住民税申告書を提出した方（被扶養者を除く）
③その他申告の必要があると思われる方
※申告書が届かない場合でも必要書類を持参することにより受付は可能です。

スタート
　平成31年１月１日現在、北中城村に住民登録がある方で、平成30年１月１日～12月31日の間に
収入がありましたか？

　申告は不要です。ただし、以下の方は無
収入である申告が必要です。※郵送提出可
○国民健康保険に加入されている方
○公営住宅に入居している方
○各種サービス等を利用する方
（例：児童手当・所得証明書・課税証明書の
　発行等）

※１　土地・建物、株式等の売却、雑損控除、分離配
当、初めての住宅ローン控除、青色申告、消費税の申
告がある方は、沖縄税務署（沖縄市「沖縄商工会議
所」）で確定申告をしてください。
【問い合わせ】沖縄税務署　☎938-0031

↓申告の必要があるか、フローチャートを参考に確認してください　　

申告に必要なもの

ご自身で住民税申告書を記入される方は、以下の書類の写しを添付し郵送で提出することもできます。
・収入金額がわかる資料（源泉徴収票・収支内訳書等）

郵送提出について

※２　給与の収入は勤務先から市町村へ報告すること
になっていますが、まれに報告がない場合がありま
す。その場合、本人が申告する必要があります。

　このフローチャートは簡易的な目安のため、当てはまらない場合もあります。ご不明な点は税務課まで問い
合わせください。

所得税の申告または村県民税の申告が必要です。※１ 申告は不要です。※2

給与・年金以外の収入があった
※不動産・事業所得等

　給与、年金の源泉徴収票の内容に控
除の追加等の変更があるか

　次のいずれかに該当するか？
●年末調整をしていない
●給与収入が2,000万円を超える
●年金収入が400万円を超える

はい いいえ

いいえはい

はい

はい いいえ

いいえ

 
 

 

火 水 木 金 金

島袋・比嘉

自治会名 期日

熱田・団地
和仁屋・安谷屋
荻道・大城
喜舎場・仲順・渡口
屋宜原・瑞慶覧
石平・美崎・軍施設内

・各種控除を受ける資料（生命保険料控除証明書・医療費控除明細書等）
・番号確認書類と身元確認書類
後日内容を確認する場合があります。電話番号を必ず記入してください。
【郵送先】〒901-2392　沖縄県北中城村字喜舎場426-2　北中城村役場　税務課　税務係

２月18日（月）
２月19日（火）
２月20日（水）
２月21日（木）
２月22日（金）
２月25日（月）
２月26日（火）
２月27日（水）
２月28日（木）

※納税は口座振替が便利です。手続き方法につきましては
　村役場までお問い合わせください。

固定資産税
第1期

5月1日 7月31日 12月25日

8月31日 10月31日 平成31年
1月31日

平成31年
2月28日

5月31日

7月2日

第2期 第3期 第4期

村県民税

軽自動車税

【問い合わせ】 村役場税務課 徴税係 ☎935－2233

終了

終了

終了 終了

終了 終了 終了

終了

2月は固定資産税第４期の
　　納期となっております。

沖縄税務署からのお知らせ 納め忘れに
注意！確定申告相談会場の設置期間は

２月18日～３月15日（月～金）となっております。
１月中は相談会場を設けておりません ※申告書の提出だけの方は

　受付しています。

申告相談が必要な方は、次の会場・期間にご来場ください。
※混雑状況により早めに受付を終了するこ
　とがあります。

【申告会場】  沖縄商工会議所ホール
【設置期間】
　２月18日～３月15日（月～金）

【受付時間】
　８：30～16：00 相談開始は９：00～
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「鼓に生きる
歌舞伎囃子方 田中佐太郎」

田中 佐太郎　著
歌舞伎の上演に欠くことができない「歌
舞伎囃子」。男子の後継者に恵まれな
かった父の遺志と芸を継承し、次代へと
つなげた田中佐太郎が、女人禁制の歌舞
伎界に捧げた波乱万丈の半生を語る。

 「Instagram×English
英語でインスタ!」

ミカエラ・ブレスウェート　著
簡単に楽しくインスタ英語のフレーズが学べ
る! 人気英語講師ミカエラが、食べ物、カル
チャー、ペット、日常風景、風景などのおしゃ
れな写真にピッタリな英語表現や英語勉強法
を紹介。

「マンガで一気におさらい
中学数学「関数」」

日本数学教育学会　監修
中学生が苦手な内容の1つである関数。
「関数って何?」といった基本から、比例
の活用、1次関数、直線運動や円運動の表
現まで、中学1年生から3年生までで学ぶ
関数をマンガでわかりやすく解説。

平成３１年２月２４日 日は
県民投票の投票日です

辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う

投票当日の投票時間は午前７時から午後８時まで

　この県民投票は、普天間飛行場代替施設建設のための辺野古埋立
てについての賛否を問うものです。通常の選挙と異なり、特定の候補
者に投票するものではなく、投票用紙の賛成欄、反対欄に○を記載し
て投票します。
　県民一人ひとりが賛否を示す大切な投票です。投票日に行けない
場合は期日前投票を利用してぜひ一票を投じましょう。

第２投票所 島袋公民館 
（島袋　比嘉）

第３投票所 安谷屋公民館 
（瑞慶覧　石平　安谷屋　荻道　大城）

第１投票所 中央公民館 
（喜舎場 仲順 熱田 和仁屋 渡口 美崎
屋宜原 県営北中城団地　アワセ土地区画）

平成３１年２月２４日（日）の県民投票は、村内３ヶ所の投票所で投票が行なわれます。入場券を持参してください。

期日前投票所：北中城村役場第二庁舎
北中城村字喜舎場426-2

期日前投票
２月１５日～２月２３日（午前８時３０分～
午後８時）まで、村役場第２庁舎３階大会議室
にて行います。
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■ 実施レポート！北中城村キャリア教育フォーラム2018
　昨年12月23日（日）、「どう伸ばす？「子どものやる気」〜家庭・学校・
地域が出来ること〜」をテーマに、子どもたちの輝く未来を創るために、
身近な大人がどうしたらいいかを地域全体で考えるキャリア教育フォーラ
ムを北中城村総合社会福祉センターで行いました。
　第1部の講演会では、全国各地で活躍しているカラーセラピストの飯田
暢子さんが登壇。自身のキャリアや幼少期の体験談、人間心理に基づいて
色彩を活用した子どもとの接し方について講演されました。
　第2部のトークディスカッションでは、北中城村内で仕事を通して子ども
達の育成に携わっている方々が登壇し、子育てや子ども達の未来、可能性
について意見を交換しました。昨年度に引き続きフォーラムの進行は、北
中城高校放送部が行い、プロ顔負けの司会力を発揮しました。
　会場全体が終始、楽しく笑顔が溢れるフォーラムとなり、参加者からは、「北
中城村の子ども達は村に素晴らしいキャリア教育があり幸せですね。今後も発
展的に教育を続けてください。子ども達の将来が楽しみです」、「私は子ども達
と関わって4年目。自分なりに確認をしにきました。居場所は大切ですね。足を
運んでよかった」などの感想を頂きました。
　当日は、教育関係者、子育て中のお父さんやお母さんの他、村内事業所や地
域に住む方々など多くの方にご参加いただきました。誠に有難うございました。

ホームページ：http://gj-kitanakagusuku.com/　　 E-MAIL：kitanaka@goodjoboki.com
問い合わせ／北中城村グッジョブ地域連携協議会　☎：080(8379)1053 ※平日 午前9時〜午後6時

みんなで育てよう！北中城の未来の人財！

文化振
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ふう

致
ち

資産調査より～

　サトウキビを積んだトラックが走る季節となりました。現在はすべて製糖工場へと運ばれますが、戦前は
集落内のサーターヤー（製糖小屋）で製糖作業が行われていました。馬や牛に引かせてサーターグルマ（圧

あっ

搾
さく

機
き

）を回転させ、サトウキビをしぼり、その汁を釜で煮つめて黒糖を製造するという作業です。親戚や隣近所
などで組を作り、共同所有しているサーターヤーで行われていました。村内の各集落には、それぞれ数か所のサーターヤーが
所在していました。その中から、今回は荻道についてご紹介したいと思います。

　荻道にも集落内に4か所のサーターヤーがあり、そのうち3か所（上
イー

組
グミ

・中
ナカ

組
グミ

・下
シチャ

組
グミ

）が、屋号：前
メー

元
ムトゥ

の西隣の敷地内に所在していました。で
すが、馬ウーヤー（馬追い）をした経験もある昭和6（1931）年生の話者
に聞くと、上組と中組は使われていたが、下組はあまり活動しておらず、
屋根も上組と中組は瓦葺きで、下組は茅葺きだったと思うとのことでし
た。
　それから、サーターヤー敷地の北側にはクムイ（溜池）がありました。こ
のクムイは、製糖期が終わると、次の製糖期までの1年間、ヒチギタ（馬
に引かせる木製の棒）などを沈めて保管しておく場所でした。上組・中
組・下組の3つ分を入れておくことができるほど大きく、1ｍ50㎝ぐらい
の深さがありました。そして、製糖期になるとまた取り出し、汚れなどを
洗ってから使っていたそうです。
　そして、製糖作業がすべて終わったあとには、ウージヌマンサン、あるいはクシユクヮーシーと呼ばれる慰労会が各組ごとに行
われました。重労働のあとのお楽しみが、にぎやかにくりひろげられたのですね♪
　文化振興係では歴史風致資産調査の一環として、戦前の集落の様子などについて聞き取り調査を行っております。これからも
ご協力よろしくお願いします。
　　 参考文献：『北中城村史　第2巻　民俗編』

▲1935〜1945（昭和10〜20）年頃の荻道の屋号地図
 （※南西側部分）

問い合わせ／村教育委員会 生涯学習課 文化振興係　☎935-3773
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相談名  内　容と　き / と こ ろ / 担 当  相談員

税に関する
相談

相続・贈与・土地譲渡等の
税金の相談

人権問題、いじめ、サラ金、もめごと

行政に対しての苦情や
要望などの相談

法律的な相談であれば
どんな内容でも可

         としお
池宮城紀夫　弁護士 

税理士：喜納秀樹

那覇地方法務局（沖縄支局）
☎937-3278

比嘉洋子　行政相談員  
行政苦情 110番 / ☎867-1100  
行政相談員への相談は / ☎935-2233  

月：富永みさ子  
火：瑞慶覧京子  
水：大城幸子 /☎935-4755（FAX兼用） 
木：仲田美和子  
金：消費生活相談員 

月～金：一般相談
火・木：障害者相談（ピアサポート）
金：消費生活相談
（サラ金、クレジット、悪質商法など）

月～金 比嘉美奈子（教育相談員）
                            /　☎935-3773  

保健師・社会福祉士・ケアマネージャー  

子育て指導員（保育士） / ☎982-0505育児に関する相談全般

保健師・看護師、または
認知症専門医（要事前相談） 

専門相談員への相談は/ ☎935-2233

人権相談

法律相談

行政相談

教育相談

障害に関する
相談

高齢者
なんでも相談

もの忘れ相談

心配ごと相談

ふれあい
子育てサロン

村役場総務課

村教育委員会
教育総務課

村役場 福祉課

地域包括
支援センター
☎935-5922

村社会福祉
協議会

子育て
支援センター

2月 6日（水）  午後 1時～午後 4時 
予約制です 予約先：村役場総務課 

        ☎ 935-2233（内313）

予約先：村役場総務課 
       ☎ 935-2233（内313）

2月 7日（木）　午後 1時～午後 4時 
予約制です 

2 月 8日（金）　午前10時～午後4時 

育児に関する
相談 月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

2月 7日（木）

月曜日～金曜日
（要予約）

午後 2時～午後 4時

午前 8時半～午後 3時半

月曜日～金曜日

専門相談員への
相談は毎週
水曜日～金曜日

午前 10時～午後 3時

午前 8時半～午後5時15分

午前 8時半～午後5時15分
もの忘れ・認知症の介護に
お困りなことなど

高齢者の健康、介護、権利など全般

知的・身体・精神に障害をお持ち
の方、および家族等への支援
（相談支援事業とあわせて実施）

児童生徒および保護者への教育上
の問題・悩み・困り事相談・助言

午前 8時半～午後5時15分

★第1火曜日：総合社会福祉センター 
★第2火曜日：喜舎場公民館 
★第3火曜日：島袋児童館 
★第4火曜日：大城公民館（いずれも午前10時～正午まで）

★第1金曜日：和仁屋公民館
★第2金曜日：総合社会福祉センター
★第3金曜日：島袋公民館
★第4金曜日：安谷屋公民館

午前 8時半～午後 5時

午前 10時～午後 4時

妊婦さん、子育て中のお母さん、お子さんと
一緒に交流しましょう！絵本の読み聞かせや
リズムあそび等をします。子育てに関するご
相談は 社会福祉協議会 / ☎935-4520


