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暮らしに役立つ情報がスムーズに探せます。

みなさんのお宅にお届けした「名護市 市民便利帳 【市勢要覧】」は、これから名護市で、そし
てずっと名護市で暮らしていく、そんなみなさんのためのガイドブックです。ぜひ、毎日の暮
らしの中でお役立てください。

表紙と本文のカラーイン
デックスが連動しているた
め、直感的にスピーディに、
目的の情報にたどり着くこ
とができます。

とっても便利な三部構成！

http://www.city.nago.okinawa.jp
インターネットでさまざまな名護市の情報を発信しています。

名護市 検索名護市ホームページ

雑
誌
サ
イ
ズ

手に取りやすい雑誌サイズだから
目につく場所に置いておけば重宝！

調べごとを思いついた際、パソコンと違って電源を入れる必要が
ないから、知りたい情報にすぐたどり着きます。テレビリモコンな
ど普段使いが多い道具のそばに置いておくと便利です。

行政情報のほかに、地域情報のページには、自分たちが暮らす街
の歳時記やみどころなど、お子様から高齢者の方まで誰もが楽し
める記事がいっぱい詰まっています。

医師会や歯科医師会に所属するお医者さんを網羅したリストや地図
を掲載しているので、困ったときはすぐに目を通しましょう。きっとあ
なたの力になる、あなたを支えてくれるお医者さんが見つかります！

野球場やプールなどの運動施設はもちろん、図書館などの情報
が掲載されています。街の公共施設を賢く利用して有意義な時間
を過ごしましょう。

自然

スポーツ

特産品 etc.

わが街の魅力を再発見できる
楽しい記事がぎっしり満載！

たとえ急に病気になっても
お医者さんがすぐ見つかる！

市内公共施設の利用方法が
ひとめでパッとわかります！

困った時に頼れる

行政
情報

毎日の暮らしを支える

生活
情報

街への愛情が深まる

地域
情報

生活情報や新着情報など、
役立つ情報がいっぱい！

名護市 市民便利帳　　  の使い方市勢要覧
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渡具知 武豊
名護市長

株式会社サイネックス
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-25-22
TEL.092-472-2217

株式会社サイネックス　沖縄支店
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-19-27
TEL.098-863-6694

令和2年7月発行

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

発
　行

広
告
販
売

名護市
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
TEL.0980-53-1212（代表）

　「名護市 市民便利帳【市勢要覧】」は、官民協働事業
として名護市と株式会社サイネックスとの共同発行
としました。地域の各団体及び事業者の皆様のご協力
により、行政機関への設置はもとより、名護市の全世
帯へ無償配布することができました。あらためて心よ
り厚くお礼申し上げます。
　「名護市 市民便利帳【市勢要覧】」に掲載の行政情報
は、令和2年4月現在の情報を掲載しています。社会情
勢の変動等により内容が変更される場合があります
ので、あらかじめご了承ください。行政情報で内容・手
続き等で不明な場合は、各担当課までお問い合わせく
ださい。

また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの
情報としてご活用ください。広告内容については株
式会社サイネックスにお尋ねください。

市勢要覧

ごあいさつ

　2020年(令和2年)8月1日、名護市市制施行50周年を迎えるにあたり、記念事業の一つ

として、官民協働事業による「名護市市民便利帳」を発刊します。

　本書には市民の皆様の日々の暮らしに役立つ情報や行政サービス情報、生活情報を掲

載しているとともに、名護市市勢要覧として名護市の歴史、文化、豊かな自然、そして市民

活動の紹介などを盛り込んだ内容となっています。ぜひ身近なところに置いて、ご活用い

ただけましたら幸いです。　

　2020年は名護市にとって節目の年です。これからの50年を見据え、市民の皆様が誇

りを持って暮らせるまちであり続けるとともに、北部の中核都市としての機能を果たし、

さらには、持続可能な世界の実現に向けてその一端を担うことで、市民に、北部圏域住民

に、更には訪れる人々に選ばれ続けるまちとなるよう、輝く名護市を創造してまいりま

す。名護市の今後益々の発展に向け市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいた

します。

　結びに、本書の発刊にあたり、格別のご協力を賜りました関係機関及び事業者、また情

報の提供をくださいました市民の皆様のご厚情に対しまして、心より感謝申し上げます。

令和2年7月

名護市 市民便利帳 市勢要覧 1
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いつでも
持ち歩ける
利便性  

「わが街事典」電子書籍の特徴
　お手持ちの携帯端末にダウンロードすることで、簡単に持ち
運びでき、お好きなシーンで活用できます。使いやすいイン
ターフェイスと電子書籍ならではの拡大・縮小機能で、どこで
もどなたでもご利用いただけます。

電子書籍 に！！

ダウンロード方法や対応端末など詳しくはこちら

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版
無料

閲覧に伴う通信料は
ご負担ください

パソコンやあなたの
お手持ちの携帯端末
でご覧になれます！

2020年8月より公開

わが街事典　電子書籍アプリ 検 索

市勢要覧名護市 市民便利帳　　　  が
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▶国民年金…P90
▶後期高齢者医療制度…P90
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▶下水道…P98
▶施設…P113
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▶消防・救急…P38
▶防災…P40
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印鑑登録
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死亡の事実を知った
日から7日以内に
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届け出た日から
効力
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結婚したら

Birth
Child Rearing

Emergency

EducationAdultMarriage

Prime of Life Old Age

Life

戸籍の届出・各種登録は、

市役所へ届け出てください

す の

日 の ら
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▶婚姻届…P53

▶各種健診…P74
▶税金…P85
▶国民健康保険…P88
▶国民年金…P90

▶介護保険…P75
▶国民年金…P90
▶後期高齢者医療制度…P90

▶ごみ…P93
▶上水道…P97

▶下水道…P98
▶施設…P113

出生届…P53

▶消防・救急…P38
▶防災…P40

赤ちゃんが
生まれたら

印鑑登録
…P55

必要なとき

死亡の事実を知った
日から7日以内に

届出

死亡届…P53

家族が
亡くなったら

引っ越しした日から
14日以内に届出

転居届…P51

市内で住まい
が変わったら

引っ越す日の
約14日前から届出

転出届…P51

市外へ引っ越し
していくとき

引っ越ししてきた日から
14日以内に届出

転入届…P51

引っ越し
してきたら

届け出た日から
効力

婚姻届…P53

結婚したら

Birth
Child Rearing

Emergency

EducationAdultMarriage

Prime of Life Old Age

Life

戸籍の届出・各種登録は、

市役所へ届け出てください

す の

日 の ら
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昭和48年8月1日に市制3周年を記念して制定されました。

ガジュマル カンヒザクラリュウキュウメジロ

コノハチョウ テッポウユリ シロギススイジガイ

40箇所

23校

1,455床

20.4㎞

名 護 市 の 概 要名 護 市 の 概 要

　名護市は1970（昭和45）年8月1日に名護町、屋部村、羽
地村、屋我地村、久志村の5町村の合併により誕生しまし
た。沖縄本島北部に位置し、沖縄県の総面積の約9％を占め
ています。2020（令和２）年には、市制50周年を迎え、やん
ばるの中核となる都市として発展を続けています。 NAGO City

名護市の頭文字「ナ」を飛び立つ鳩に形
どり名護市の永遠の平和とかぎりない飛
躍を象徴しています。あおみどりは自然
の環境の中で豊かな人間性を養う市民
の願いを表しています。

県内でも農業産出額が高いです。多品目の
農作物が栽培され、拠点産地に8品目が認
定されています。畜産業では養豚や採卵鶏
が多いです。

市土の大部分を森林が占めており、水源涵養
林の植林等が行われています。漁業では、ま
ぐろやイカの漁獲量が多く、市内６つの漁港
で海洋資源を守りながら漁業の振興に取り
組んでいます。

市の観光客入込数は、2018（平成30）年に
観光施設入込数で約512万人、宿泊施設入
込数で約133万人で増加傾向にあります。
スポーツコンベンションの取り組みとし
てプロチーム等のキャンプ受入や合宿の
支援などをしています。

沖縄の北部に住む私たちは、名護市民としての自覚と誇りを持ち、恵ま
れた自然の中で人間性豊かな市民となるため、この憲章を定めます。

62,936人
男：31,363人　女：31,573人

（令和２年３月時点）

（令和２年３月時点）

30,066世帯

210.90Ｋ㎡ 

嵐山展望台から望む景色

ハワイ郡・ヒロ（アメリカ合衆国）
姉妹都市
昭和61年6月13日締結

滝川市（北海道）友好親善都市
平成2年7月1日締結

ロンドリーナ市（ブラジル）
姉妹都市
平成10年8月11日締結

八幡平市（岩手県）友好都市
平成19年1月27日締結

枚方市（大阪府）友好都市
平成9年7月31日締結

館林市（群馬県）友好都市
平成21年4月25日締結

病院

96％

市内の病床数1,455床
（平成30年度北部保健所

活動概況より）
保育施設等数
（内1か所は市立）

市立小学校（分校含む）　14校
市立中学校                   8校
※私立中学校1校

市内の自転車レーンの長さ（㎞）
（市道約13㎞、国道約5.5㎞、県道1.9㎞）

給水人口60,689人÷
給水区域内人口62,914人
（R2.3.31）

一人1日のごみの量(年間ごみ量（事業者含む））
20,143,327㎏÷62,936人（R2.3.31）÷365日

水道普及率

私たち名護市民は人間を尊び、すべてに広い心と豊かな愛情で接します。
私たち名護市民は自然を愛し、文化財を大切にします。
私たち名護市民はいたわりあって健康な生活を築きます。
私たち名護市民はきまりを守り、社会を明かるくします。
私たち名護市民は伸びゆく力を育て、未来へ前進します。

1,622人（6.96％）
3,422人（14.68％）
18,263人（78.36％）

876g
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昭和48年8月1日に市制3周年を記念して制定されました。

ガジュマル カンヒザクラリュウキュウメジロ

コノハチョウ テッポウユリ シロギススイジガイ

40箇所

23校

1,455床

20.4㎞

名 護 市 の 概 要

　名護市は1970（昭和45）年8月1日に名護町、屋部村、羽
地村、屋我地村、久志村の5町村の合併により誕生しまし
た。沖縄本島北部に位置し、沖縄県の総面積の約9％を占め
ています。2020（令和２）年には、市制50周年を迎え、やん
ばるの中核となる都市として発展を続けています。 NAGO City

名護市の頭文字「ナ」を飛び立つ鳩に形
どり名護市の永遠の平和とかぎりない飛
躍を象徴しています。あおみどりは自然
の環境の中で豊かな人間性を養う市民
の願いを表しています。

県内でも農業産出額が高いです。多品目の
農作物が栽培され、拠点産地に8品目が認
定されています。畜産業では養豚や採卵鶏
が多いです。

市土の大部分を森林が占めており、水源涵養
林の植林等が行われています。漁業では、ま
ぐろやイカの漁獲量が多く、市内６つの漁港
で海洋資源を守りながら漁業の振興に取り
組んでいます。

市の観光客入込数は、2018（平成30）年に
観光施設入込数で約512万人、宿泊施設入
込数で約133万人で増加傾向にあります。
スポーツコンベンションの取り組みとし
てプロチーム等のキャンプ受入や合宿の
支援などをしています。

沖縄の北部に住む私たちは、名護市民としての自覚と誇りを持ち、恵ま
れた自然の中で人間性豊かな市民となるため、この憲章を定めます。

62,936人
男：31,363人　女：31,573人

（令和２年３月時点）

（令和２年３月時点）

30,066世帯

210.90Ｋ㎡ 

嵐山展望台から望む景色

ハワイ郡・ヒロ（アメリカ合衆国）
姉妹都市
昭和61年6月13日締結

滝川市（北海道）友好親善都市
平成2年7月1日締結

ロンドリーナ市（ブラジル）
姉妹都市
平成10年8月11日締結

八幡平市（岩手県）友好都市
平成19年1月27日締結

枚方市（大阪府）友好都市
平成9年7月31日締結

館林市（群馬県）友好都市
平成21年4月25日締結

病院

96％

市内の病床数1,455床
（平成30年度北部保健所

活動概況より）
保育施設等数
（内1か所は市立）

市立小学校（分校含む）　14校
市立中学校                   8校
※私立中学校1校

市内の自転車レーンの長さ（㎞）
（市道約13㎞、国道約5.5㎞、県道1.9㎞）

給水人口60,689人÷
給水区域内人口62,914人
（R2.3.31）

一人1日のごみの量(年間ごみ量（事業者含む））
20,143,327㎏÷62,936人（R2.3.31）÷365日

水道普及率

私たち名護市民は人間を尊び、すべてに広い心と豊かな愛情で接します。
私たち名護市民は自然を愛し、文化財を大切にします。
私たち名護市民はいたわりあって健康な生活を築きます。
私たち名護市民はきまりを守り、社会を明かるくします。
私たち名護市民は伸びゆく力を育て、未来へ前進します。

1,622人（6.96％）
3,422人（14.68％）
18,263人（78.36％）
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▶北海道日本ハムファイターズ日本シリーズ制覇
▶諸見里しのぶ選手ゴルフプロ ツアー初優勝
▶石嶺加奈子選手 アジア大会ボウリング女子ダ
ブルスで銅メダル

▶名護市･岩手県八幡平市友好都市締結式　　
(松尾村の市町村合併による)

▶県立名護商工高校開校
▶名護市産業支援センター落成式
▶市の人口が6万人を突破
▶北海道日本ハムファイターズ名護キャンプ30周
年記念式典

▶ブラジル･アルゼンチン沖縄県人、移民100周年
記念名護市南米訪問(市民訪問団)

▶名護市民会館、平成20年度JAFRAアワード受賞
(総務大臣表彰)

▶三原小学校･嘉陽小学校･天仁屋小学校閉校式
▶第4次名護市総合計画基本構想策定
▶名護市･群馬県館林市友好都市締結式
▶名護市スポーツリハビリテーションセンター開所式
▶｢津嘉山酒造所施設」
国の重要文化財に指
定

▶屋我地漁港開港
▶名護漁港水産物直販所オープン
▶名桜大学が公立大学法人となる
▶名護市市制40周年記念式典･祝賀会

▶名護町･羽地村･久志村･屋
部村･屋我地村、1町４村が
合併して名護市誕生､市制
を施行

▶日本復帰｡施政権が日本政府に返還され｢沖縄
県｣となる

▶沖縄特別国体(若夏国体)開催
▶名護市総合計画基本構想策定
▶沖縄国際海洋博覧会開催
▶市立東江中学校開校
▶「7･30｣｡戦後30年に
わたった交通方法が
一夜にして「人は右､
車は左｣に変更された

▶プロ野球日本ハムファイターズ名護キャンプ実施
▶名護下水処理場供用開始
▶新庁舎落成記念式典
▶市庁舎に日本建築学会賞
▶名護博物館オープン
▶市立大北小学校開校
▶名護市民会館落成 名護市消防庁舎落成
▶市の人口5万人に達する(住民登録)
▶米国ハワイ州ハワイ郡･ヒロとの姉妹都市提携
▶第42回 国民体育大会(海邦国体)開催
▶岩手県岩手郡松尾村(現・八幡平市）と友好都市
を締結

▶名護市新総合計画基本構想(第2次)策定
▶名護市中央浄水場落成
▶市立大宮中学校開校
▶21世紀の森体育館落成
▶北海道滝川市と友好親善都市を締結

▶21世紀の森屋内運動場落成
▶北部地区医師会北部看護学校開校
▶名桜大学開学

▶大阪府枚方市と友好都市を締結
▶「名護のひんぷんガジュマル」国の天然記念物に指定
▶ブラジルのロンドリーナ市と姉妹都市締結
▶市の人口５万5000人となる(住民登録)
▶市立中央図書館完成
▶名護市マルチメディア館落成
▶第３次名護市総合計画基本構想策定
▶G8九州･沖縄サミット(万国津梁館)
▶B＆G財団名護海洋センター(屋内温水プール)開設
▶市制30周年記念式典･祝賀会

▶世界のナグンチュ歓迎会　　　　　　　　　
(世界のウチナーンチュ大会)

▶中山区｢ゴ-ヤーの里｣宣言
▶久志診療所･名護市消防署久志出張所落成
▶日本･PIF首脳会議(太平洋･島サミット)
▶｢名護市食肉センター｣落成式及び祝賀会
▶国立沖縄工業高等専門学校開学
▶羽地地区センター開館

▶北部生涯学習推進センター開館
▶みらい１号館･２号館完成合同落成式
▶第4回日本･太平洋諸島フォーラム首脳会議　　
(太平洋･島サミット)

▶世界のナグンチュ歓迎会　　　　　　　　　
(世界のウチナーンチュ大会)

1970年(昭和45)8月1日、名護市が誕生
（写真は久志支所）

名桜大学開学

7・30のパレード(名護大通り)

市民会館30周年記念

国指定重要文化財
「津嘉山酒造所施設」

８月1970年

5月2002年

1月

4月

9月

11月

2007年

2月

8月

2008年

1月

3月

4月

5月

6月

9月

10月

2009年

10月

12月

2006年

3月

5月

6月

2003年

4月

8月

2010年

5月

9月

12月

2013年

2月

3月

4月

8月

9月

2014年

3月

4月

5月

8月

2015年

5月

7月

2017年

3月

4月

6月

8月

10月

2018年

３月

5月

8月

9月

2019年

4月

10月

2016年

4月1991年

7月

9月

1997年

8月1998年

11月2001年

7月

8月

2000年

3月

4月

12月

1999年

4月1993年

4月1994年

５月1972年

1973年 5月

1975年 ７月

1977年 ４月
1978年 ７月

1979年 ３月

4月

4月

8月

11月

1985年

6月1986年

1981年 7月

1982年 5月

1984年 3月

9月1987年 9月1987年

7月1989年

1月

11月

1988年

4月

7月

8月

1990年

国立沖縄工業
高等専門学校開学

4月

12月

2004年

7月2005年

5月

10月

2006年
1月

4月

9月

2012年

3月2013年

▶わんさか大浦パークグランドオープン
▶名護市営市場グランドオープン
▶名護市エコステ3Rなごころグランドオープン
▶世界のナグンチュ歓迎会　　　　　　　　　
(世界のウチナーンチュ大会)

▶あけみおSKYドーム落成
▶名護市立小中一貫教育校「緑風学園」開校
▶「名護市嘉陽層の褶曲」国の天然記念物に指定
▶市立源河小学校閉校
▶自転車指導レーン開通

3月

6月

7月

10月

2011年

▶「名護市学習支援教室ぴゅあ」開設
▶アグーの里宣言
▶名護市青果等市場完成
▶名護博物館30周年記念式典・祝賀会
▶名護市農産物６次産業化支援拠点施設なごアグ
リパーク加工支援施設完成

▶第４次名護市総合計画後期基本計画策定
▶名護市が経済金融活性化特別地区に指定される
▶名護市公認キャラクター「名護親方（なぐうぇー
かた）」誕生

▶名護まち映画「がじまる食堂の恋」公開
▶沖縄愛楽園交流会館開館式典
▶名護高校フロンティア科スタート
▶羽地の駅オープン
▶名護市民会館30周年

▶名護市立小中一貫教育校
　「屋我地ひるぎ学園」開校

▶屋我地支所新庁舎落成式
▶大浦マングローブ林自然体験施設オープン
▶北海道日本ハムファイターズ10年ぶりの日本一
▶世界のウチナーンチュの日制定
▶世界のナグンチュ大会　　　　　　　　　　
（世界のウチナーンチュ大会）

▶愛媛県今治市と「自転車を通じたまちづくり交流
協定」締結

▶名護市消防本部新庁舎運用開始
▶ガジュマルDE街バルで東京ディズニーリゾート
35周年スペシャルパレード

▶名護市農産物6次産業化支援拠点施設なごアグ
リパークグランドオープン

▶津嘉山酒造所施設保存修理事業完了記念式典
▶ブラジルロンドリーナ市姉妹都市締結20周年
▶75BEER完成記念イベント
▶みらい5号館落成
▶市立中央図書館20周年記念式典
▶新元号「令和」スタート
▶「高校総体2019」名護市で空手と自転車ロード
レース開催

▶屋部で名護市食鳥処理施設落成
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▶北海道日本ハムファイターズ日本シリーズ制覇
▶諸見里しのぶ選手ゴルフプロ ツアー初優勝
▶石嶺加奈子選手 アジア大会ボウリング女子ダ
ブルスで銅メダル

▶名護市･岩手県八幡平市友好都市締結式　　
(松尾村の市町村合併による)

▶県立名護商工高校開校
▶名護市産業支援センター落成式
▶市の人口が6万人を突破
▶北海道日本ハムファイターズ名護キャンプ30周
年記念式典

▶ブラジル･アルゼンチン沖縄県人、移民100周年
記念名護市南米訪問(市民訪問団)

▶名護市民会館、平成20年度JAFRAアワード受賞
(総務大臣表彰)

▶三原小学校･嘉陽小学校･天仁屋小学校閉校式
▶第4次名護市総合計画基本構想策定
▶名護市･群馬県館林市友好都市締結式
▶名護市スポーツリハビリテーションセンター開所式
▶｢津嘉山酒造所施設」
国の重要文化財に指
定

▶屋我地漁港開港
▶名護漁港水産物直販所オープン
▶名桜大学が公立大学法人となる
▶名護市市制40周年記念式典･祝賀会

▶名護町･羽地村･久志村･屋
部村･屋我地村、1町４村が
合併して名護市誕生､市制
を施行

▶日本復帰｡施政権が日本政府に返還され｢沖縄
県｣となる

▶沖縄特別国体(若夏国体)開催
▶名護市総合計画基本構想策定
▶沖縄国際海洋博覧会開催
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▶「7･30｣｡戦後30年に
わたった交通方法が
一夜にして「人は右､
車は左｣に変更された

▶プロ野球日本ハムファイターズ名護キャンプ実施
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▶羽地地区センター開館

▶北部生涯学習推進センター開館
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(太平洋･島サミット)

▶世界のナグンチュ歓迎会　　　　　　　　　
(世界のウチナーンチュ大会)

1970年(昭和45)8月1日、名護市が誕生
（写真は久志支所）

名桜大学開学

7・30のパレード(名護大通り)

市民会館30周年記念

国指定重要文化財
「津嘉山酒造所施設」
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3月2013年

▶わんさか大浦パークグランドオープン
▶名護市営市場グランドオープン
▶名護市エコステ3Rなごころグランドオープン
▶世界のナグンチュ歓迎会　　　　　　　　　
(世界のウチナーンチュ大会)

▶あけみおSKYドーム落成
▶名護市立小中一貫教育校「緑風学園」開校
▶「名護市嘉陽層の褶曲」国の天然記念物に指定
▶市立源河小学校閉校
▶自転車指導レーン開通

3月

6月

7月

10月

2011年

▶「名護市学習支援教室ぴゅあ」開設
▶アグーの里宣言
▶名護市青果等市場完成
▶名護博物館30周年記念式典・祝賀会
▶名護市農産物６次産業化支援拠点施設なごアグ
リパーク加工支援施設完成

▶第４次名護市総合計画後期基本計画策定
▶名護市が経済金融活性化特別地区に指定される
▶名護市公認キャラクター「名護親方（なぐうぇー
かた）」誕生

▶名護まち映画「がじまる食堂の恋」公開
▶沖縄愛楽園交流会館開館式典
▶名護高校フロンティア科スタート
▶羽地の駅オープン
▶名護市民会館30周年

▶名護市立小中一貫教育校
　「屋我地ひるぎ学園」開校

▶屋我地支所新庁舎落成式
▶大浦マングローブ林自然体験施設オープン
▶北海道日本ハムファイターズ10年ぶりの日本一
▶世界のウチナーンチュの日制定
▶世界のナグンチュ大会　　　　　　　　　　
（世界のウチナーンチュ大会）

▶愛媛県今治市と「自転車を通じたまちづくり交流
協定」締結

▶名護市消防本部新庁舎運用開始
▶ガジュマルDE街バルで東京ディズニーリゾート
35周年スペシャルパレード

▶名護市農産物6次産業化支援拠点施設なごアグ
リパークグランドオープン

▶津嘉山酒造所施設保存修理事業完了記念式典
▶ブラジルロンドリーナ市姉妹都市締結20周年
▶75BEER完成記念イベント
▶みらい5号館落成
▶市立中央図書館20周年記念式典
▶新元号「令和」スタート
▶「高校総体2019」名護市で空手と自転車ロード
レース開催

▶屋部で名護市食鳥処理施設落成
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　50年前、1970年8月1日に1町4村が合併して誕生
した名護市。
　2020年8月1日に市制50周年を迎えます。合併当
時は約4万人だった人口も現在では6万3千人を超え
ます（2020年１月時点）。名護市市制50周年記念事業
PR大使として、名護市出身のいさお名ゴ支部さん、前
田夏希さん、比嘉恭平さんの3人が活動しています。
　次の50年を見据え、名護市の皆さんで共に歩みを
進めていきましょう。

2020年8月1日で名護市は50歳です。
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名護市

（左から）いさお名ゴ支部さん、前田夏希さん、比嘉恭平さん。

名護市が誕生して50歳！
名護市のこれからをPRします。
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NAGO CITY

　2016（平成28）年、10月30日に那覇市で行われた第6
回世界のウチナーンチュ大会において、大会実行委員長
の翁長県知事により「世界のウチナーンチュの日」の制
定が宣言されました。
　この「世界のウチナーンチュの日」は、名護市に住む比
嘉アンドレスさんと伊佐正アンドレスさんの2人が働か
きかけ、多くのウチナーンチュの賛同を得て実現したも
のです。
　世界には、沖縄出身者が約42万人（推計）いるとされて
おり、ウチナーンチュは深い絆で結ばれているのです。

　毎年、2月は、沖縄県内各地でプロ野球チームがキャンプを行います。
　名護市では、1979（昭和54）年に県内初のプロ野球キャンプとして日本ハ
ムファイターズが名護キャンプを実施しました。その後、各地でプロ野球
チームがキャンプを実施しはじめ、日本のプロ野球9チームがキャンプを
行っています。
　この時期は、多くのファンが訪れ、名護がにぎわう風物詩となっています。

2016年10月30日、那覇市で
開催された世界のウチナーン
チュ大会閉会式に出席した伊
佐正アンドレスさん（左）と比
嘉アンドレスさん（右）

「世界のウチナーンチュの日」は
名護市が発祥です。

2020年から新球場

世界のウチナーンチュの日

　2020年、新球場が落成しました。名称は「タピックスタジアム名護」です。
　北海道日本ハムファイターズのキャンプをはじめ、市民によって活用され愛さ
れる球場に育てていきましょう。

　名護市では毎年「世界のウチ
ナーンチュの日」を記念して、各
種交流イベントを開催していま
す。名護の地域資源や芸能文化の
魅力を深く知り発信することで、
市民及び世界で活躍するナグン
チュや、県内外問わず名護LOVE
な方々との交流や親睦が広がる
ことを目指しています。

写真は世界のナグンチュ大会の様子
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寒緋桜

サンゴの群落

源河川屋我地のワルミ 源河川

名護市の自然
自然豊かな名護市には、貴重な動植物が生息しています。
名護市民はその自然を愛し、自然を大切にします。

［かつうだけ、あわだけ・さんかくやま］
嘉津宇岳、安和岳・三角山

初夏に南から渡ってくるアジサシ
類。屋我地島周辺（国指定屋我地鳥
獣保護区）は重要な繁殖地。

アジサシ

　日本最大のドングリをつけることで有名
です。沢筋で見られます。

　豊かな生態系がみられる羽地内海。広大な
干潟とマングローブ林はそのシンボルの一
つ。屋我地島にある小中一貫教育校「屋我地ひ
るぎ学園」の名前の由来にもなっています。

屋我地のオヒルギ林
心
に
焼
き
つ
け
て

絶
景
を

※名護市に生息する動物や植物は貴重で多様性に富んでいます。
　特に天然記念物や希少種は、捕獲や採取をしないようご協力をお願いします。

　沖縄県の天然記念物。生き
た化石とも言われます。名護
岳の川の源流などで多く見ら
れ、幼生はウーパールーパー
のようなえらがあります。

イボイモリ

　春に実をつけます。
ノイチゴの中で一番お
いしいという声も。

　葉の上に花を咲か
せます。

リュウキュウ
イチゴ

リュウキュウ
ハナイカダ

21世紀の森ビーチ

　イソギンチャクと共生
し性転換する魚として有
名です。

クマノミ 　名護市の魚シロギスは、
実は沖縄には生息してお
らず、最も見られるのはホ
シギス(写真)です。釣りや
天ぷらの人気対象種。

ホシギス

　国の天然記念物。甲
らの緑のギザギザが特
徴。生息地は減ってし
まいましたが、市街地
の緑地でみつかること
もあります。

リュウキュウヤマガメ

　沖縄県の天然記念物。身近な緑
地などにも生息しています。夜行
性なので気づきにくいです。

クロイワ
トカゲモドキ

　名護岳や多野岳などでよ
く見られ、人里近くに姿を
現すこともあります。ニホ
ンイノシシより小型です。

リュウキュウ
イノシシ

　沖縄県の天然記念物。名護市の
チョウ。名前のとおり翅（はね）を閉
じると木葉のように見えます。

コノハチョウ

　干潟の水際で群れになって移動します。奇妙な形、カニなのに縦歩
き、砂に潜るときのクルクルと回る仕草など、見ていて飽きません。

ミナミコメツキガニ

　名護市では東海岸で日の出
を、西海岸で夕日を見ることが
できます。初日の出に人気の嘉
陽海岸やサンセットが美しい
21世紀の森公園などで人々が
癒されます。

　白い砂浜が美しく、ウォーキング
やランニングのコースとしても人
気。名護市民の憩いの場所の一つ。

（写真左）嘉陽の海岸から見える日の出
（写真右）21世紀の森公園から見える夕日

西海岸では夕日が市民を
癒します オキナワ

ウラジロガシ

　名護には登山愛好家に人気の山がいくつもあります。古
い石灰岩からなる嘉津宇岳、安和岳・三角山の頂上からの
眺望は感動的です。嘉津宇岳一帯は県の天然記念物です。
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を

※名護市に生息する動物や植物は貴重で多様性に富んでいます。
　特に天然記念物や希少種は、捕獲や採取をしないようご協力をお願いします。

　沖縄県の天然記念物。生き
た化石とも言われます。名護
岳の川の源流などで多く見ら
れ、幼生はウーパールーパー
のようなえらがあります。

イボイモリ

　春に実をつけます。
ノイチゴの中で一番お
いしいという声も。

　葉の上に花を咲か
せます。

リュウキュウ
イチゴ

リュウキュウ
ハナイカダ

21世紀の森ビーチ

　イソギンチャクと共生
し性転換する魚として有
名です。

クマノミ 　名護市の魚シロギスは、
実は沖縄には生息してお
らず、最も見られるのはホ
シギス(写真)です。釣りや
天ぷらの人気対象種。

ホシギス

　国の天然記念物。甲
らの緑のギザギザが特
徴。生息地は減ってし
まいましたが、市街地
の緑地でみつかること
もあります。

リュウキュウヤマガメ

　沖縄県の天然記念物。身近な緑
地などにも生息しています。夜行
性なので気づきにくいです。

クロイワ
トカゲモドキ

　名護岳や多野岳などでよ
く見られ、人里近くに姿を
現すこともあります。ニホ
ンイノシシより小型です。

リュウキュウ
イノシシ

　沖縄県の天然記念物。名護市の
チョウ。名前のとおり翅（はね）を閉
じると木葉のように見えます。

コノハチョウ

　干潟の水際で群れになって移動します。奇妙な形、カニなのに縦歩
き、砂に潜るときのクルクルと回る仕草など、見ていて飽きません。

ミナミコメツキガニ

　名護市では東海岸で日の出
を、西海岸で夕日を見ることが
できます。初日の出に人気の嘉
陽海岸やサンセットが美しい
21世紀の森公園などで人々が
癒されます。

　白い砂浜が美しく、ウォーキング
やランニングのコースとしても人
気。名護市民の憩いの場所の一つ。

（写真左）嘉陽の海岸から見える日の出
（写真右）21世紀の森公園から見える夕日

西海岸では夕日が市民を
癒します オキナワ

ウラジロガシ

　名護には登山愛好家に人気の山がいくつもあります。古
い石灰岩からなる嘉津宇岳、安和岳・三角山の頂上からの
眺望は感動的です。嘉津宇岳一帯は県の天然記念物です。
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　名護市には各地区で受け継がれている
文化、芸能があります。自身の地区に誇り
を持ち伝統文化と向きあっています。

地域に根付く伝統文化

　市内では様々な芸術文化活動が
市民によって行われ、また、市民会
館、中央公民館をはじめとした各
地で多くの魅力ある活動が行われ
ています。

充実した
芸術文化活動地域の伝統芸能をつなぐ取り組みや各種芸術文化サークル活動、

国際交流など市民の活動が活発です。

人々をつなぐ芸術文化活動

　名護市では海外移住者子弟等研修生をはじめ、
大学などに通う留学生、働く外国人など、国際色が
豊かなまちです。国際交流のイベントとして、「世
界の家庭料理フェアー」、「日本語弁論大会」、「姉妹
都市への短期留学」などがあり、名護市と世界のつ
ながりを広げています。

国際交流で広がるつながり
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嶺
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ー

　2000年に名護市で
開催された「九州・沖
縄サミット」に合わせ
て建設された施設。「小さな世界都市」として国際
交流の活性化を図る場所となっています。

国際交流会館

名
護
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台
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す
る

子
ど
も
た
ち

新
城
安
俊
さ
ん

宮
里
デ
ィ
エ
ゴ
さ
ん

世
界
の
家
庭
料
理
フ
ェ
ア
ー
で

踊
り
を
披
露
し
歓
喜
す
る
人
た
ち

日
本
語
弁
論
大
会

姉
妹
都
市
ハ
ワ
イ
ヒ
ロ
市

帰
国
報
告
会

毎
年
、
中
学
生
が

米
国
ハ
ワ
イ
ヒ
ロ
市

（
名
護
市
姉
妹
都
市
）に

短
期
留
学
し
ま
す

　 地 域 の 五 穀 豊 穣 な ど を
願って行われる伝統行事。
秋になると各地域では、特
色 あ る 伝 統 芸 能 が 披 露 さ
れ、多くの住民が楽しみま
す。受け継がれてきた伝統
を継承するため、本番前の
数日間は地域が一体となっ
て取り組みます。

豊年祭

正しい手の洗い方
ドアノブや電車のつり革など様々なも
のに触れることにより、自分の手にもウ
イルスが付着している可能性がありま
す。外出先からの帰宅時や調理の前後、
食事前などこまめに手を洗います。

出典：首相官邸ホームページ｢正しい手の洗い方｣　（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

・爪は短く切っておきましょう。 
・時計や指輪は外しておきましょう。

手洗いの前に 流水でよく手をぬらした
後、石けんをつけ、手のひ
らをよくこすります

手の甲をのばすように
こすります

指先・爪の間を念入りに
こすります

指の間を洗います 親指と手のひらを
ねじり洗いします

手首も忘れずに洗います

公衆衛生の豆知識

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

公衆衛生の豆知識

１ 2 3 4 5 6
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　名護市には各地区で受け継がれている
文化、芸能があります。自身の地区に誇り
を持ち伝統文化と向きあっています。

地域に根付く伝統文化

　市内では様々な芸術文化活動が
市民によって行われ、また、市民会
館、中央公民館をはじめとした各
地で多くの魅力ある活動が行われ
ています。

充実した
芸術文化活動地域の伝統芸能をつなぐ取り組みや各種芸術文化サークル活動、

国際交流など市民の活動が活発です。

人々をつなぐ芸術文化活動

　名護市では海外移住者子弟等研修生をはじめ、
大学などに通う留学生、働く外国人など、国際色が
豊かなまちです。国際交流のイベントとして、「世
界の家庭料理フェアー」、「日本語弁論大会」、「姉妹
都市への短期留学」などがあり、名護市と世界のつ
ながりを広げています。

国際交流で広がるつながり
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　2000年に名護市で
開催された「九州・沖
縄サミット」に合わせ
て建設された施設。「小さな世界都市」として国際
交流の活性化を図る場所となっています。

国際交流会館
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ハ
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（
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市
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都
市
）に
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　 地 域 の 五 穀 豊 穣 な ど を
願って行われる伝統行事。
秋になると各地域では、特
色 あ る 伝 統 芸 能 が 披 露 さ
れ、多くの住民が楽しみま
す。受け継がれてきた伝統
を継承するため、本番前の
数日間は地域が一体となっ
て取り組みます。

豊年祭

正しい手の洗い方
ドアノブや電車のつり革など様々なも
のに触れることにより、自分の手にもウ
イルスが付着している可能性がありま
す。外出先からの帰宅時や調理の前後、
食事前などこまめに手を洗います。

出典：首相官邸ホームページ｢正しい手の洗い方｣　（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

・爪は短く切っておきましょう。 
・時計や指輪は外しておきましょう。

手洗いの前に 流水でよく手をぬらした
後、石けんをつけ、手のひ
らをよくこすります

手の甲をのばすように
こすります

指先・爪の間を念入りに
こすります

指の間を洗います 親指と手のひらを
ねじり洗いします

手首も忘れずに洗います

公衆衛生の豆知識

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

公衆衛生の豆知識
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心も体もイキイキと見る！やる！スポーツ大好き 名護市において、市民誰もが気軽にスポーツに親しめる環境整備に向けたスポーツ推進計画で次の基本理念を掲げています。

名護市はラグビー
が盛ん。名護高は花
園常連で、一般チー
ムも大活躍です

　国内最大の市民レースと言われ、ホビーレー
スの甲子園とも呼ばれています。
　チャンピオンレースの他にも市民レースや親
子で楽しめるサイクリングなどがあります。
　一輪車レースや三輪車レースも開催され、熱
い戦いが繰り広げられます。

ツール・ド・おきなわ

　子どもたちのオリンピック。日頃の練習の成果を
発揮し大会新記録を狙う選手たちの熱戦が繰り広げ
られます。

ワラビンピック

　沖縄県内で最も
歴史の古い大会で
市民の健康増進と
青少年の健全育成
及び壮年の体力向
上を目的とした大
会です。

NAGOハーフマラソン

　1964年東京オリンピック
の聖火宿泊を記念した大会。
風光明媚な久志地区を舞台
にした大会です。

久志駅伝・ロードレース

　屋我地島を舞台に県内外
から毎年多くの参加者が訪
れるレースです。

屋我地サイクル
ロードレース

スポーツ施設

市内では一年を通して様々なスポーツイベントが目白押し。
充実したスポーツ施設では、市民それぞれが運動を楽しみます。
見るもよし、自分でやるもよし、スポーツしましょう。

「いつでも　どこでも　だれでも　そしていつまでも　気軽にスポーツに親しむあけみおのまち・なご」

21世紀の森
サッカーラグビー場

毎日、陸上競技を楽
しむ市民で溢れる、
市民に愛されてい
る競技場です。

名護市陸上競技場

開放的で、野球や陸
上など幅広い用途
で使用されます。

真喜屋運動公園広場

2020年に新球場と
して生まれ変わり
ました。

タピックスタジアム
名護

全天候型のドーム。
フットサルやハン
ドボール、イベント
など多様な競技に
使われます。

あけみおSKYドーム

トレーニングマシン
やプールなどの設備
が整ったスポーツジ
ムです。

スポーク
フィットネスセンター

充
実
の
施
設
で
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

充
実
の
施
設
で
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

ス
ポ
ー
ツ
施
設
で
充
実
し
た
汗
を
流
せ
ま
す
。

21世紀の森公園
サッカー・ラグビー場で
行われるラグビーの試合

名護市B＆G
海洋センタープールで
水泳する子どもたち

21世紀の森体育館で
行われる球技の試合

陸上競技場で
走る親子

NAGO CITY
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心も体もイキイキと見る！やる！スポーツ大好き 名護市において、市民誰もが気軽にスポーツに親しめる環境整備に向けたスポーツ推進計画で次の基本理念を掲げています。

名護市はラグビー
が盛ん。名護高は花
園常連で、一般チー
ムも大活躍です

　国内最大の市民レースと言われ、ホビーレー
スの甲子園とも呼ばれています。
　チャンピオンレースの他にも市民レースや親
子で楽しめるサイクリングなどがあります。
　一輪車レースや三輪車レースも開催され、熱
い戦いが繰り広げられます。

ツール・ド・おきなわ

　子どもたちのオリンピック。日頃の練習の成果を
発揮し大会新記録を狙う選手たちの熱戦が繰り広げ
られます。

ワラビンピック

　沖縄県内で最も
歴史の古い大会で
市民の健康増進と
青少年の健全育成
及び壮年の体力向
上を目的とした大
会です。

NAGOハーフマラソン

　1964年東京オリンピック
の聖火宿泊を記念した大会。
風光明媚な久志地区を舞台
にした大会です。

久志駅伝・ロードレース

　屋我地島を舞台に県内外
から毎年多くの参加者が訪
れるレースです。

屋我地サイクル
ロードレース

スポーツ施設

市内では一年を通して様々なスポーツイベントが目白押し。
充実したスポーツ施設では、市民それぞれが運動を楽しみます。
見るもよし、自分でやるもよし、スポーツしましょう。

「いつでも　どこでも　だれでも　そしていつまでも　気軽にスポーツに親しむあけみおのまち・なご」

21世紀の森
サッカーラグビー場

毎日、陸上競技を楽
しむ市民で溢れる、
市民に愛されてい
る競技場です。

名護市陸上競技場

開放的で、野球や陸
上など幅広い用途
で使用されます。

真喜屋運動公園広場

2020年に新球場と
して生まれ変わり
ました。

タピックスタジアム
名護

全天候型のドーム。
フットサルやハン
ドボール、イベント
など多様な競技に
使われます。

あけみおSKYドーム

トレーニングマシン
やプールなどの設備
が整ったスポーツジ
ムです。
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21世紀の森公園
サッカー・ラグビー場で
行われるラグビーの試合

名護市B＆G
海洋センタープールで
水泳する子どもたち

21世紀の森体育館で
行われる球技の試合

陸上競技場で
走る親子
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学んで楽しんでイキイキ学んで楽しんでイキイキ
　名護市には特色ある学びの場や健康増進の取り組みがあります。

心も体も健康な暮らしができるまち。

　名護市社会福祉協議会を中心に、地域支援者と老人会の
メンバーによって実施されている福祉サービスです。名護
市は55区からなる広い地域のため、各地域主導でメニュー

を考え、世代間交流などを行って
います。こうした福祉活動が地域
活性化にもつながり、支え合いの
輪が広がっています。

ミニデイサービス

　平成24年度に開校した緑風学園
は、特色ある教育活動の柱の一つに
英語教育の充実があり、小学校1年
生から英語の学習環境が整備されて
います。

緑風学園

　平成28年度に開校した屋我地ひ
るぎ学園は、特色ある教育活動の取
り組みとして恵まれた地域資源を活
用した体験的な活動「美ら島タイ
ム」の導入や小学校1年生からの「英
語教育」を推進しています。

　名護市は令和元年度から教育課程特例校として、小学校1年生と2年生
において「外国語活動」がスタートしました。音声に対する感受性や異文
化を受け入れることについて柔軟性に富む幼児期から英語に触れさせ、
幼・小・中での系統的・継続的な英語教育を可能とし、英語を用いたコミュ
ニケーションを図る素地の育成を図ります。

屋我地ひるぎ学園

名護市民会館

　市民サークルの活動の場であり、その発表会も開催さ
れます。毎年多彩なプログラムの生涯学習講座が開か
れ、多くの市民が参加しています。

　各種公演が催されるほか、子ども芸
術支援事業「ジュニアオーケストラ」
「児童合唱団」「児童劇団」の定期公演、
こども一万人の個展、芸術鑑賞体験事
業、やんばる展の開催など、子どもから
大人までさまざまな市民の芸術活動を
支え、その発表の場として機能してい
ます。

中央公民館講座
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　健診は日ごろ自分では気づ
かない体の状態を知るチャン
スです。名護市では公民館

（コミュニティ施設）などで
毎年実施しています。受診率
を上げるために地域をあげて
取り組まれています。

　小中一貫校は小学校、中学校が施設一体型で運営
されています。義務教育の9年間で児童生徒が確か
な学力、豊かな心健やかな体など「生きる力」を育
むことを目指しています。

小中一貫教育校

特定健診（集団健診）

小学校1・2学年での外国語活動

公立大学法人　名桜大学

北部地区医師会北部看護学校 国立沖縄工業高等専門学校
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幼・小・中での系統的・継続的な英語教育を可能とし、英語を用いたコミュ
ニケーションを図る素地の育成を図ります。

屋我地ひるぎ学園

名護市民会館

　市民サークルの活動の場であり、その発表会も開催さ
れます。毎年多彩なプログラムの生涯学習講座が開か
れ、多くの市民が参加しています。

　各種公演が催されるほか、子ども芸
術支援事業「ジュニアオーケストラ」
「児童合唱団」「児童劇団」の定期公演、
こども一万人の個展、芸術鑑賞体験事
業、やんばる展の開催など、子どもから
大人までさまざまな市民の芸術活動を
支え、その発表の場として機能してい
ます。
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かない体の状態を知るチャン
スです。名護市では公民館

（コミュニティ施設）などで
毎年実施しています。受診率
を上げるために地域をあげて
取り組まれています。

　小中一貫校は小学校、中学校が施設一体型で運営
されています。義務教育の9年間で児童生徒が確か
な学力、豊かな心健やかな体など「生きる力」を育
むことを目指しています。

小中一貫教育校

特定健診（集団健診）

小学校1・2学年での外国語活動
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　災害対策、少子高齢化、過疎化など全国的な課題は、名護市
にも例外なく押し寄せ、個人や行政だけの力で対応するには
限界があります。全国的にも地域のかかわりが見直されるな
か、地域の安全・安心を支える区はいざというとき頼りになる存在です。
　名護市には55の区があり、さまざまな活動をしています。そんな区の拠点となるのが、公民
館（コミュニティ施設）です。自分の住んでいる地域について知りたいという方は、公民館に気
軽に足を運んでみてはいかがですか。

※行政区（以下「区」という）＝地域の住民でつくられる自治組織

身近な区の情報の周知、市役所からのお知らせや市民のひろば
など、生活に欠かせない情報の提供・周知をしています。

もしも災害が起きたとき、近くに住む区民で助け合います。市内
3,425ヵ所（令和元年度）の街灯を一部補助を受け区で設置・管理・電
気料の支払いを行っております。何かお気づきの点は各区へご相談
ください。防犯のために警察と連絡協議会を設置している区もあり
ます。

地域の課題を地域のみんなで考え、必要に応じて市役所等と連
携し、より住みやすい（快適な）環境づくりに取り組んでいます。

区内の清掃、草刈り、花苗植付けなど、美化活動を行っています。
市道や通学路に危険箇所があるときは市役所に相談します。

運動会、豊年祭、盆踊りなどの伝統活動で、世代間の交流を深
めます。イベントでの出会いが結婚につながることも名護で
はよくあります。子ども会、青年会、婦人会、老人会、ミニデイ
などの団体や交流もあります。

老人（敬老）会、ミニデイ、とぅしびー祝い、
グランドゴルフ大会、公園清掃活動など

成人会、向上会、婦人会等、
地域美化活動など

　区の役員などを務める世代。地域のこと
をさらによく知るチャンスにもなります。

夜間見回り、村踊り、エイサー、
スポーツ大会（体育大会）など

　地域の実働部隊の世代。エイサーで地域
を盛り上げたり、スポーツ大会（体育大会）
に参加したり、地域清掃ボランティアをし
たり、若い人にとってやりがいのある活動
があります。県外から来た学生が地域の伝
統行事に参加している区も多くあります。

子ども会、地域で子どもを見守る取り組み、伝統行事への参加、BBQ大会など

　地域の若者、役員、高齢者とのパイプ役になる世代。地域の課題をみつけ地域の将来の
ことを考えます。引っ越してきたばかりの人も気軽に参加できる取り組みがあります。ま
ずは公民館で区長さんとお話ししてみてはいかがでしょうか。

　地域のイベントに保護者と参加す
る世代。地域の伝統に触れ、友達が
増える良い機会に。それぞれの子ど
もを地域で育てようと取り組んでい
る区が多いです。入学祝いをする区
も多くあります。

　区ではご意見番となる世代。地域をひっぱ
りながら、お互いの健康を地域で気遣います。

子ども会、学事奨励会、キャンプ、
スポーツ大会、もちつき大会など

活動内容

活動内容

活動内容

活動内容活動内容

01

02

区の活動に参加してみませんか？

見回り隊

行　政　区 所　在　地 電　話

本
庁
管
内

喜瀬（きせ） 喜瀬102-3 (0980)52－5022
幸喜（こうき） 幸喜46 (0980)52－2847
許田（きょだ） 許田205-22 (0980)53－4069
数久田（すくた） 数久田954-1 (0980)52－3394
世冨慶（よふけ） 世冨慶1 (0980)52－3526
東江（あがりえ） 東江1-25-8 (0980)53－4076
城（ぐすく） 城2-16-19 (0980)52－3982
港（みなと） 港2-8-7 (0980)52－4659
大東（おおひがし） 大東2-19-12 (0980)52－3847
大中（おおなか） 大中1-20-14 (0980)53－1994
大西（おおにし） 大西3-8-12 (0980)52－4630
大南（おおみなみ） 大南2-16-26 (0980)52－4522
大北（おおきた） 大北1-7-1 (0980)52－4754
宮里（みやざと） 宮里1-17-8 (0980)52－3260
為又（びいまた） 為又591 (0980)52－4633

羽
地
支
所
管
内

源河（げんか） 源河1305 (0980)58－2414
稲嶺（いなみね） 稲嶺987 (0980)58－2046
真喜屋（まきや） 真喜屋73 (0980)58－2748
仲尾次（なかおし） 仲尾次406 (0980)58－2762
川上（かわかみ） 川上3 (0980)58－2950
親川（おやかわ） 親川67-1 (0980)58－1956
田井等（たいら） 親川474-1 (0980)58－1760
振慶名（ぶりけな） 振慶名60-1 (0980)58－2424
山田（やまだ） 田井等909 (0980)58－2405
仲尾（なかお） 仲尾143 (0980)58－4656
伊差川（いさがわ） 伊差川31-1 (0980)52－4545
内原（うちはら） 我部祖河1193-2 (0980)52－5927
古我知（こがち） 古我知321 (0980)53－3732
我部祖河（がぶそか） 我部祖河213-1 (0980)53－4058
呉我（ごが） 呉我114 (0980)58－1361

行　政　区 所　在　地 電　話

久
志
支
所
管
内

久志（くし） 久志200 (0980)55－2117
豊原（とよはら） 豊原221-24 (0980)55－2106
辺野古（へのこ） 辺野古913-10 (0980)55－2121
二見（ふたみ） 二見227 (0980)55－8186
大浦（おおうら） 大浦160 (0980)55－8606
大川（おおかわ） 大川82-2 (0980)55－8471
瀬嵩（せだけ） 瀬嵩16 (0980)55－8954
汀間（ていま） 汀間29 (0980)55－8181
三原（みはら） 三原238-2 (0980)55－8137
安部（あぶ） 安部23 (0980)55－8820
嘉陽（かよう） 嘉陽63 (0980)55－8583
底仁屋（そこにや） 天仁屋696-1 (0980)55－8818
天仁屋（てにや） 天仁屋273 (0980)55－8679

屋
部
支
所
管
内

屋部（やぶ） 屋部77 (0980)53－2450
宇茂佐（うむさ） 宇茂佐282 (0980)52－0422
中山（なかやま） 中山129 (0980)52－2866
旭川（あさひかわ） 旭川409-1 (0980)52－5010
勝山（かつやま） 勝山467 (0980)53－8336
山入端（やまのは） 山入端151-5 (0980)53－8534
安和（あわ） 安和114-3 (0980)53－8739

屋
我
地
支
所
管
内

饒平名（よへな） 饒平名105 (0980)52－8968
我部（がぶ） 我部27 (0980)52－8187
運天原（うんてんばる） 運天原199 (0980)52－8121
済井出（すむいで） 済井出850 (0980)52－8122
屋我（やが） 屋我94 (0980)52－8764
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限界があります。全国的にも地域のかかわりが見直されるな
か、地域の安全・安心を支える区はいざというとき頼りになる存在です。
　名護市には55の区があり、さまざまな活動をしています。そんな区の拠点となるのが、公民
館（コミュニティ施設）です。自分の住んでいる地域について知りたいという方は、公民館に気
軽に足を運んでみてはいかがですか。

※行政区（以下「区」という）＝地域の住民でつくられる自治組織

身近な区の情報の周知、市役所からのお知らせや市民のひろば
など、生活に欠かせない情報の提供・周知をしています。

もしも災害が起きたとき、近くに住む区民で助け合います。市内
3,425ヵ所（令和元年度）の街灯を一部補助を受け区で設置・管理・電
気料の支払いを行っております。何かお気づきの点は各区へご相談
ください。防犯のために警察と連絡協議会を設置している区もあり
ます。

地域の課題を地域のみんなで考え、必要に応じて市役所等と連
携し、より住みやすい（快適な）環境づくりに取り組んでいます。

区内の清掃、草刈り、花苗植付けなど、美化活動を行っています。
市道や通学路に危険箇所があるときは市役所に相談します。

運動会、豊年祭、盆踊りなどの伝統活動で、世代間の交流を深
めます。イベントでの出会いが結婚につながることも名護で
はよくあります。子ども会、青年会、婦人会、老人会、ミニデイ
などの団体や交流もあります。

老人（敬老）会、ミニデイ、とぅしびー祝い、
グランドゴルフ大会、公園清掃活動など

成人会、向上会、婦人会等、
地域美化活動など

　区の役員などを務める世代。地域のこと
をさらによく知るチャンスにもなります。

夜間見回り、村踊り、エイサー、
スポーツ大会（体育大会）など

　地域の実働部隊の世代。エイサーで地域
を盛り上げたり、スポーツ大会（体育大会）
に参加したり、地域清掃ボランティアをし
たり、若い人にとってやりがいのある活動
があります。県外から来た学生が地域の伝
統行事に参加している区も多くあります。

子ども会、地域で子どもを見守る取り組み、伝統行事への参加、BBQ大会など

　地域の若者、役員、高齢者とのパイプ役になる世代。地域の課題をみつけ地域の将来の
ことを考えます。引っ越してきたばかりの人も気軽に参加できる取り組みがあります。ま
ずは公民館で区長さんとお話ししてみてはいかがでしょうか。

　地域のイベントに保護者と参加す
る世代。地域の伝統に触れ、友達が
増える良い機会に。それぞれの子ど
もを地域で育てようと取り組んでい
る区が多いです。入学祝いをする区
も多くあります。

　区ではご意見番となる世代。地域をひっぱ
りながら、お互いの健康を地域で気遣います。

子ども会、学事奨励会、キャンプ、
スポーツ大会、もちつき大会など
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活動内容

活動内容活動内容
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区の活動に参加してみませんか？

見回り隊
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名護市イイもの発信中

　正式名称は「名護市二見以北地域交流
拠点施設」といいます。地元の農産物が
販売されるほか、マングローブ林に続く
遊歩道があり、シーカヤック体験などが
できます。

わんさか大浦パーク

　2018年4月にグランドオープンしたなご
アグリパークは、農産物の生産から加工、販
売までまとめて行う取り組み（6次産業化）
を支援する施設です。

なごアグリパーク

羽地地域直売加工施設「羽地の駅」
　農・畜・海産物の販売、食事や情報発信、交流など、地域の
活性化の中心となる施設の一つです。羽地内海の絶景を目
の前にしたロケーション。ここにしかない味に出会えます。

羽地の駅

　特定非営利活動法人NDA（Nago Development Authori-
ty）は、沖縄県北部地域の経済振興に寄与することを目的に、県
内外の産学官が協力して設立しました。

　金融・情報通信関連産業に携わる企業に対する税制などの優
遇策を活用した企業集積をはじめ、定住促進と地域発展を目的
としたさまざまな取り組みを行っています。

　名護市は豊かな自然環境と避
寒地であること、花粉症のない
土地での作業効率向上など、一
定の効果が期待できるとの評価
を得ており、テレワークを推進
しています。

金融・情報通信国際都市構想

NDAの役割

　金融・情報通信関連企業のニーズに対し、包括的・体系的に答
える人材育成を実施し、継続的に企業への人材供給および雇用
の創出を図ります。また、学生・求職者向けに金融・ITの理解を
深める講座を実施しています。

　名護市は経済金融活性化特区及び情報特区に指定されていま
す。東海岸の久辺地区は、特区の中核的拠点地区として、多くの金
融・情報通信関連企業が進出しているほか、専門施設も整備されて
います。2018年11月に新たにみらい5号館が開館しました。

企業誘致とまちづくりの一体的な推進

●特区施設の管理
●立地企業のさまざまな
　ニーズに応えるための
　サポート
●人材育成・就労支援
●情報発信活動

人材育成・就労支援

生産・加工・販売を行う６次産業化を推進する施設は今や観光スポットとしても注目
されています。経済金融活性化特別区として、働く人の輝く場所を提供しています。

　令和2年5月末時点、立地企
業数48社、雇用者数1,234人
となっています。

マルチメディア館

みらい3号館

みらい1号館

みらい2号館

みらい5号館みらい4号館
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名護市イイもの発信中

　正式名称は「名護市二見以北地域交流
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なごアグリパーク

羽地地域直売加工施設「羽地の駅」
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の前にしたロケーション。ここにしかない味に出会えます。

羽地の駅

　特定非営利活動法人NDA（Nago Development Authori-
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　ニーズに応えるための
　サポート
●人材育成・就労支援
●情報発信活動
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生産・加工・販売を行う６次産業化を推進する施設は今や観光スポットとしても注目
されています。経済金融活性化特別区として、働く人の輝く場所を提供しています。

　令和2年5月末時点、立地企
業数48社、雇用者数1,234人
となっています。

マルチメディア館

みらい3号館

みらい1号館
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名護市営市場

正10年に公営市場と
して誕生して以来、

名護市の台所として市民に
親しまれている名護市営市
場。数多くのイベントが開
催され、名護の台所として
また、人の交流の場として
にぎわいます。

階には主に青果や鮮魚、精肉やお菓子などの専門店が軒を
連ね、日常の買い物はもちろん、清明祭やお盆など沖縄の

行事に合わせた商品が取り扱われます。お店の人とのゆんたく
に花を咲かせてみてはいかがでしょうか。シーブン（おまけ）も
もらえるかも？

名護市の〝おいしい〟を食卓へ

階には飲食店や、名護市やんばるの特産品を集めたセ
レクトショップがあります。陶器やガラス、木工など

のハンドメイド商品のほか、やんばるの農産物を使用した加
工品など、地元企業や作家のこだわりが詰まった逸品を、大
切な人へのギフトにいかがでしょうか。

名護市のちびらしむんを
大切な人へ

場では、企業を支援するチャレ
ンジショップや、IHコンロを完

備した食文化人材育成施設があり、料
理教室が開催されています。また、レ
ンタサイクルの貸出を行っています
ので、市内外から訪れる人が市場を拠
点に観光やポタリングなどを楽しむ
ことができます。

市場を拠点にまちを
盛り上げる

大

2

１

市
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切な人へのギフトにいかがでしょうか。
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理教室が開催されています。また、レ
ンタサイクルの貸出を行っています
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特産品
ビールや泡盛、農産物や郷土料理、
名護の特産品は美味しい個性派揃い。

　新規特産品開発や改良の取
り組み、販路拡大のためのPR
活動が各地で行われていま
す。名護の良いものを名護の
人が利用することが生産者の
喜びにもなります。

くくるナゴSTORY

　琉球在来種の「アグー」。外来種に比べ一
頭からとれる肉は少ないですが、やわらか
く旨味が多いのが特徴です。

　 お 祝 い の 定 番 。ヒ ー
ジャーの独特の風味が癖に
なります。フーチバ―(よも
ぎ)はお好みでどうぞ。

アグー豚

ヒージャー汁
　1989年に自由捕獲が禁止になるまで
は盛んに行われていたヒートゥー(イル
カ)漁。濃厚な味がやみつきになります。

　名護漁港内にあ
る水産物直販所で
は、ヒートゥー料理
の他、新鮮な海の幸
を使用した定食な
ども人気です。

ヒートゥー炒め

　名護はソーキスバ発祥の地。同じスバで
も各店で味や具材が異なります。子どもか
ら大人までみんな大好
きなソウルフード。

ソーキスバ

　市内外を問わず人気の泡盛。市内３つの
酒造所で作られる匠の味をご賞味あれ。

　名護市は、タンカン、ゴー
ヤー、かぼちゃ、アレカヤシ、
シークヮーサー、ドラセナ類、
ウコン、小ぎくの８品目の拠点
産地として認定されています。

地元名護の
泡盛

　（左）ビールの街名護で生まれたオリオン
ビール初のプレミアムクラフトビール。シー
クヮーサーをイメージした柑橘類の香りが
するホップが使われています。（右）ご存じみ
んな大好きオリオンドラフトビール。

75BEER、オリオンビール

　うま味が強く、歯
ごたえのある鶏肉
です。BBQで食べ
るのが人気。

名護の美味しいグルメ

拠点産地

認定8品目

羽地鶏
ハイケイ
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ども人気です。
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も各店で味や具材が異なります。子どもか
ら大人までみんな大好
きなソウルフード。

ソーキスバ

　市内外を問わず人気の泡盛。市内３つの
酒造所で作られる匠の味をご賞味あれ。

　名護市は、タンカン、ゴー
ヤー、かぼちゃ、アレカヤシ、
シークヮーサー、ドラセナ類、
ウコン、小ぎくの８品目の拠点
産地として認定されています。

地元名護の
泡盛

　（左）ビールの街名護で生まれたオリオン
ビール初のプレミアムクラフトビール。シー
クヮーサーをイメージした柑橘類の香りが
するホップが使われています。（右）ご存じみ
んな大好きオリオンドラフトビール。

75BEER、オリオンビール

　うま味が強く、歯
ごたえのある鶏肉
です。BBQで食べ
るのが人気。

名護の美味しいグルメ

拠点産地

認定8品目

羽地鶏
ハイケイ

名護市 市民便利帳 市勢要覧 31

名
護
市
ガ
イ
ド

〈 広 告 〉

２００７名護市2(SG40) .indd   31 2020/06/2    :1 :16



歴史・文化
人と自然が一体となって守りはぐくんできた、未来への遺産。

　旧暦8月10日を中心に行わ
れます。ミンクバイ（面配り）と
いう配役決めからワカリザン
カイ（反省会）までの一連の行
事が、沖縄の村踊りの形式をよ
く残しています。

屋部の八月踊り

　久志集落の高台に建つ堂。旧暦の1月と9
月の18日、12月24日に区を上げてここを
拝む他、旅立ちの安全祈願や合格祈願のと
きに参拝します。

久志の観音堂

　かつては稲の貯蔵庫として、沖縄のいた
るところの稲作農家に高倉がありました
が、今は、ほとんど見られません。市内で
は、我部祖河と名護博物館にだけ見ること
ができる貴重な文化財です。

　乾隆15（1750）年に当時の三司官であっ
た蔡温によって建てられた碑です。碑文の
内容から、その当時、国都を首里から名護に
遷都する意見や、屋部・古我知間を切り開く
水路開削論が議論されていたことがわかり
ます。ひんぷんガジュマルの隣に立つ現在
の碑は、昭和37（1962）年に再建されたも
ので、元の碑の一部は名護博物館に保管さ
れています。

我部祖河の高倉

　屋我地はかつて、塩の生産地として栄え
ました。我部の海岸には、現在でも塩田の跡
が良好な状態で残されています。我部の塩
田跡では塩田の区画である石積みや、塩分
濃度の高いかん水を採取するための装置
（クミ）などのコンクリート構造物を観察す
ることができます。

我部の塩田跡

　字屋部の久護集落にあり、同家の屋号が
そのまま集落名になったほどの旧家です。
地元では「屋部ウェーキ」と呼ばれ、明治39
（1906）年に建てられた木造赤瓦葺きの主
屋をはじめ、ヒンプン、フクギ囲い、庭園が
見事です。

屋部の久護家

　沖縄に唯一残る戦前の泡盛工場で、今も
銘酒「國華」が造られています。現在の建物
は昭和2年頃に建てられたもので、住宅と
醸造所が一体となった独特の構造をして
います。

津嘉山酒造所施設

　ウランダーとは、近世の琉球において西
洋人のことを指したもので、墓に葬られて
いるのはフランス人です。1846年、フラン
スの船が琉球王国と通商の交渉を行うため
運天港にやってきました。1か月ほど滞在
しましたが、その間に2人の船員が病気で
亡くなり、ここに手厚く葬られました。

ウランダー墓

　操り獅子は県内で3ヵ所での伝承が確認
されている糸操りの獅子舞であり、いずれ
も豊年祭の奉納踊りの最終演目として上演
されます。糸で吊られた二頭の獅子が向か
い合い、演奏に合わせ中央の玉と戯れます。

川上の操り獅子

　粘着性の強い白粘土
を用い、黒色や灰緑色の
釉薬を布やワラでふく
手法が特徴の古我知焼。
その優れた技術が伝わ
る窯跡です。現在、窯跡
は地中に埋もれ、窯の規
模や基数については不
明です。

古我知焼窯跡

三府龍脉碑

　久志岳と辺野古岳を水源とする約4㎞の
川が数久田集落の近くで滝になって落ち
る。高さ約28ｍ、滝壺の幅は約6ｍ。古くから
景勝地として有名で、多くの和歌や琉歌が
詠まれました。

轟の滝

　マングローブは、熱帯や亜熱帯の海岸や
河口などの汽水域（海水と淡水の混ざり合
う水域）に発達する植物群落です。大浦の
マングローブ林は、面積、保存状況の点で、
沖縄島では最も良好な林の一つであり貴
重です。

大浦のマングローブ林

　樹高19ｍ、推定樹齢300年の大木。ひん
ぷんガジュマルの名は、隣に建つ「三府龍脉
碑」がひんぷんの形に似ていることからこ
う呼ばれるようになりました。長い間、名護
のまちの移り変わりを見てきたひんぷんガ
ジュマルはまさに「名護市民の木」です。

名護の
ひんぷんガジュマル

　褶曲とは、地層が曲がりくねったり、折り
たたまれた状態をいいます。底仁屋の国道
331号沿いの旧道及び天仁屋川からバン崎
にかけての海岸沿いで、ダイナミックな褶
曲を見ることができます。

名護市嘉陽層の褶曲

県指定
無形民俗
文化財

県指定
有形
文化財

国指定
天然
記念物

市指定
天然
記念物

県指定
有形民俗
文化財

国指定
重要
文化財

国記録
作成等の

措置を講ずべき
無形の
民俗文化財

市指定
有形民俗
文化財

県指定
有形
文化財

国指定
天然
記念物

県指定
史跡

県指定
名勝

市指定
史跡

市指定
史跡古我知焼窯跡
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歴史・文化
人と自然が一体となって守りはぐくんできた、未来への遺産。
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れます。ミンクバイ（面配り）と
いう配役決めからワカリザン
カイ（反省会）までの一連の行
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拝む他、旅立ちの安全祈願や合格祈願のと
きに参拝します。
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た蔡温によって建てられた碑です。碑文の
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遷都する意見や、屋部・古我知間を切り開く
水路開削論が議論されていたことがわかり
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れています。
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　屋我地はかつて、塩の生産地として栄え
ました。我部の海岸には、現在でも塩田の跡
が良好な状態で残されています。我部の塩
田跡では塩田の区画である石積みや、塩分
濃度の高いかん水を採取するための装置
（クミ）などのコンクリート構造物を観察す
ることができます。
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　字屋部の久護集落にあり、同家の屋号が
そのまま集落名になったほどの旧家です。
地元では「屋部ウェーキ」と呼ばれ、明治39
（1906）年に建てられた木造赤瓦葺きの主
屋をはじめ、ヒンプン、フクギ囲い、庭園が
見事です。
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　沖縄に唯一残る戦前の泡盛工場で、今も
銘酒「國華」が造られています。現在の建物
は昭和2年頃に建てられたもので、住宅と
醸造所が一体となった独特の構造をして
います。

津嘉山酒造所施設

　ウランダーとは、近世の琉球において西
洋人のことを指したもので、墓に葬られて
いるのはフランス人です。1846年、フラン
スの船が琉球王国と通商の交渉を行うため
運天港にやってきました。1か月ほど滞在
しましたが、その間に2人の船員が病気で
亡くなり、ここに手厚く葬られました。

ウランダー墓

　操り獅子は県内で3ヵ所での伝承が確認
されている糸操りの獅子舞であり、いずれ
も豊年祭の奉納踊りの最終演目として上演
されます。糸で吊られた二頭の獅子が向か
い合い、演奏に合わせ中央の玉と戯れます。

川上の操り獅子

　粘着性の強い白粘土
を用い、黒色や灰緑色の
釉薬を布やワラでふく
手法が特徴の古我知焼。
その優れた技術が伝わ
る窯跡です。現在、窯跡
は地中に埋もれ、窯の規
模や基数については不
明です。

古我知焼窯跡

三府龍脉碑

　久志岳と辺野古岳を水源とする約4㎞の
川が数久田集落の近くで滝になって落ち
る。高さ約28ｍ、滝壺の幅は約6ｍ。古くから
景勝地として有名で、多くの和歌や琉歌が
詠まれました。

轟の滝

　マングローブは、熱帯や亜熱帯の海岸や
河口などの汽水域（海水と淡水の混ざり合
う水域）に発達する植物群落です。大浦の
マングローブ林は、面積、保存状況の点で、
沖縄島では最も良好な林の一つであり貴
重です。

大浦のマングローブ林

　樹高19ｍ、推定樹齢300年の大木。ひん
ぷんガジュマルの名は、隣に建つ「三府龍脉
碑」がひんぷんの形に似ていることからこ
う呼ばれるようになりました。長い間、名護
のまちの移り変わりを見てきたひんぷんガ
ジュマルはまさに「名護市民の木」です。

名護の
ひんぷんガジュマル

　褶曲とは、地層が曲がりくねったり、折り
たたまれた状態をいいます。底仁屋の国道
331号沿いの旧道及び天仁屋川からバン崎
にかけての海岸沿いで、ダイナミックな褶
曲を見ることができます。

名護市嘉陽層の褶曲

県指定
無形民俗
文化財

県指定
有形
文化財

国指定
天然
記念物

市指定
天然
記念物

県指定
有形民俗
文化財

国指定
重要
文化財

国記録
作成等の

措置を講ずべき
無形の
民俗文化財

市指定
有形民俗
文化財

県指定
有形
文化財

国指定
天然
記念物

県指定
史跡

県指定
名勝

市指定
史跡

市指定
史跡
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ひとつ以上あてはまる場合は、すぐに医療機関を受診してください。

いずれの場合も、症状が大きく変わったら＃8000へ問い合わせたり、
救急病院を受診してください。

▼本人の様子、いつ、
どれくらいの時間（分秒）だったか、熱が
あるかないか（あれば、何℃か）

医師に伝える・
相談するポイント

▼本人の様子、いつ、どんな状態で打った
か、どの部分か（具体的に）、吐いたか

医師に伝える・
相談するポイント

▼本人の様子、どうやってやけどをしたか、
いつ、どこを、どれくらいの部分か
（具体的に）

医師に伝える・
相談するポイント

▼いつから、発熱や鼻水などの症状は、
せきの起きやすい時間、喘息の治療

医師に伝える・
相談するポイント

▼本人の様子、どんな便・吐物だったか
（具体的に。色や状態、回数、量など）
※必要があれば、便などはオムツを持参

医師に伝える・
相談するポイント

熱が高い（38℃以上）

生後３ヶ月未満である。
泣いたり笑ったりせず、無表情で活気がない。
一日中ウトウトと寝たようにしている。
水分も取れず、おしっこも少ない。
顔色が悪く、呼吸が苦しそう。
吐き気、咳がある

医師に伝える・相談するポイント ▼本人の様子、いつから、体温

【チェック項目】

※けいれんが止まらないか、止まっても意識が戻らない
　場合は119番へ。

※意識・様子がおかしかったり、けいれんがある場合は
　119番へ。
※高いところから落ちた場合も119番へ。 ※体の表面のおよそ１割におよぶ広範囲のやけどの場合

　は119番へ。
※顔のやけどや熱気（熱い煙や蒸気）を吸いこんだ場合
　も119番へ。

危険

けいれん、ふるえ

生後6ヶ月未満である。
何度も繰り返してけいれんする。
生まれて初めてのけいれんである。

【チェック項目】

下痢をした、吐いた

生後３ヶ月未満で何回も吐く。
元気がなくウトウトしている。
おしっこが少なく、くちびるや口の中が乾いている。
水様便が頻回にでる。便に血が混じる。
おしっこの色が濃くにおいが強い

【チェック項目】

せきやゼーゼー

ゼーゼー・ヒューヒュー音がして苦しそう
呼吸が速く、苦しそう
肩で息をする、うなるような呼吸
元気がなく、眠りがちである
口のまわりやくちびるの色が悪い

【チェック項目】

頭を打った（転倒、転落）

何回も吐き、元気がない。
打った部分がへこんでいる。
大きなたんこぶができた。

【チェック項目】

やけどをした

範囲が子どもの手のひらより広い。
水ぶくれができている。
やけどのところが、白色のとき。
手のひらや、関節のやけど。

【チェック項目】

誤飲（何か飲み込んだ）
●吐き気がある場合、吐いたものがのどに詰まらない

ように体を横向きにしてください。
●ピンやガラスの破片など、とがっているものは吐か

さず病院を受診してください。
●薬や薬品などは種類により対処法が異なります。下

記の電話で対処法をおしえてくれます。
【大阪中毒１１０番（365日 24時間対応）】
☎072-727-2499（情報提供：無料）

【つくば中毒１１０番（365日 9時～21時対応）】
☎029-852-9999（情報提供：無料）

●直径3.5cm位までの大きさのものは、乳幼児の口に
入り誤飲する危険性があります。子どもの手の届か
ないところに片付けましょう。

小児救急電話相談（＃8000）事業とは？
小さなお子さんをお持ちの保護者の方が、休日・夜
間の急な子どもの病気にどう対処したらよいの
か、病院の診療を受けたほうがいいのかなど判断
に迷った時に、看護師・医師への電話による相談が
できるものです。

平　　日　午後7時～翌午前8時
土日祝日　24時間対応

夜間の子どもの急な病気に
困ったら、＃8000をプッシュ

※沖縄の相談窓口へ自動転送されます

子どもの急病チェックシート
名護市の
小児救急医療機関 

［沖縄県立北部病院］
　名護市大中2-12-3　☎0980-52-2719

●水分は少量ずつ十分に与えましょう。
●気持ちよさそうなら、冷やしてあげましょう。（わき

の下など）
●着替えもこまめにしましょう。
●熱があっても元気そうなら、解熱剤は使わないよう

にしましょう。

家庭でできる応急手当の方法
上の項目にあてはまらない場合は…

●傷があるときは、傷の手当をしましょう。
●腫れている部分があったら、冷やしましょう。
●2～3日間は、元気でも、本人の様子に気をつけてい

ましょう。
➡顔色が悪い・歩き方がおかしいなど、いつもとちが
う様子であれば、受診しましょう。

家庭でできる応急手当の方法
上の項目にあてはまらない場合は…

●十分に冷やしましょう。
　流水（水道水）でも、氷水でもかまいません。流水は直

接やけどにあてないようにし、20～30分をめやすに
冷やしましょう。※市販されている冷却シートは使
いません。

●衣服が皮膚にくっついているときは、脱がさずにそ
のまま衣服の上から冷やしましょう。

●やけどをしたところには、なるべく触らないように
しましょう。

家庭でできる応急手当の方法
上の項目にあてはまらない場合は…

●水分は少量ずつ十分に与えましょう。
●下痢だけなら、便の様子を見ながら、少しずつ、水分

や消化の良いものをあげます。
●吐き気が強い間は、無理に飲ませようとしないで、し

ばらくは何も飲ませず、様子を見ます。
●吐き気が落ち着いてきたら、水分を少しずつ飲ませ

ましょう。まずはスプーン一杯からはじめて、様子を
見て、徐々に増やします。

家庭でできる応急手当の方法
上の項目にあてはまらない場合は…

●水分は少量ずつ、こまめに、十分に与えましょう。
●寝るとせきがひどくなるときは、横向きに寝かせて

みましょう。
●たばこの煙はせきをひどくします。禁煙しましょう。
●時々窓を開けて空気を入れ替えましょう。
●せきが激しいときは、蒸しタオルをかけておくなど、

部屋を加湿しましょう。
●ぜんそくと診断されている場合、かかりつけ医とひど

くなった時の対処方法を相談しておいてください。

家庭でできる応急手当の方法
上の項目にあてはまらない場合は…

●顔を横向けにして、衣類をゆるめます。
●体をゆすったり、たたいたりしないようにしま

しょう。
●口に割りばしや指を入れてはいけません。

家庭でできる応急手当の方法
上の項目にあてはまらない場合は…

小児救急電話相談

保険証
診察券
こども医療費助成受給資格証

親子健康手帳
お薬手帳など、今飲んでいる薬の名前がわかるもの
着替え、タオル、ティッシュ、ビニール袋

忘れ物がないか、病院へ行く前にチェックしておきましょう。受診の際の持ち物リスト再度チェック！
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ひとつ以上あてはまる場合は、すぐに医療機関を受診してください。

いずれの場合も、症状が大きく変わったら＃8000へ問い合わせたり、
救急病院を受診してください。

▼本人の様子、いつ、
どれくらいの時間（分秒）だったか、熱が
あるかないか（あれば、何℃か）

医師に伝える・
相談するポイント

▼本人の様子、いつ、どんな状態で打った
か、どの部分か（具体的に）、吐いたか

医師に伝える・
相談するポイント

▼本人の様子、どうやってやけどをしたか、
いつ、どこを、どれくらいの部分か
（具体的に）

医師に伝える・
相談するポイント

▼いつから、発熱や鼻水などの症状は、
せきの起きやすい時間、喘息の治療

医師に伝える・
相談するポイント

▼本人の様子、どんな便・吐物だったか
（具体的に。色や状態、回数、量など）
※必要があれば、便などはオムツを持参

医師に伝える・
相談するポイント

熱が高い（38℃以上）

生後３ヶ月未満である。
泣いたり笑ったりせず、無表情で活気がない。
一日中ウトウトと寝たようにしている。
水分も取れず、おしっこも少ない。
顔色が悪く、呼吸が苦しそう。
吐き気、咳がある

医師に伝える・相談するポイント ▼本人の様子、いつから、体温

【チェック項目】

※けいれんが止まらないか、止まっても意識が戻らない
　場合は119番へ。

※意識・様子がおかしかったり、けいれんがある場合は
　119番へ。
※高いところから落ちた場合も119番へ。 ※体の表面のおよそ１割におよぶ広範囲のやけどの場合

　は119番へ。
※顔のやけどや熱気（熱い煙や蒸気）を吸いこんだ場合
　も119番へ。

危険

けいれん、ふるえ

生後6ヶ月未満である。
何度も繰り返してけいれんする。
生まれて初めてのけいれんである。

【チェック項目】

下痢をした、吐いた

生後３ヶ月未満で何回も吐く。
元気がなくウトウトしている。
おしっこが少なく、くちびるや口の中が乾いている。
水様便が頻回にでる。便に血が混じる。
おしっこの色が濃くにおいが強い

【チェック項目】

せきやゼーゼー

ゼーゼー・ヒューヒュー音がして苦しそう
呼吸が速く、苦しそう
肩で息をする、うなるような呼吸
元気がなく、眠りがちである
口のまわりやくちびるの色が悪い

【チェック項目】

頭を打った（転倒、転落）

何回も吐き、元気がない。
打った部分がへこんでいる。
大きなたんこぶができた。

【チェック項目】

やけどをした

範囲が子どもの手のひらより広い。
水ぶくれができている。
やけどのところが、白色のとき。
手のひらや、関節のやけど。

【チェック項目】

誤飲（何か飲み込んだ）
●吐き気がある場合、吐いたものがのどに詰まらない

ように体を横向きにしてください。
●ピンやガラスの破片など、とがっているものは吐か

さず病院を受診してください。
●薬や薬品などは種類により対処法が異なります。下

記の電話で対処法をおしえてくれます。
【大阪中毒１１０番（365日 24時間対応）】
☎072-727-2499（情報提供：無料）

【つくば中毒１１０番（365日 9時～21時対応）】
☎029-852-9999（情報提供：無料）

●直径3.5cm位までの大きさのものは、乳幼児の口に
入り誤飲する危険性があります。子どもの手の届か
ないところに片付けましょう。

小児救急電話相談（＃8000）事業とは？
小さなお子さんをお持ちの保護者の方が、休日・夜
間の急な子どもの病気にどう対処したらよいの
か、病院の診療を受けたほうがいいのかなど判断
に迷った時に、看護師・医師への電話による相談が
できるものです。

平　　日　午後7時～翌午前8時
土日祝日　24時間対応

夜間の子どもの急な病気に
困ったら、＃8000をプッシュ

※沖縄の相談窓口へ自動転送されます

子どもの急病チェックシート
名護市の
小児救急医療機関 

［沖縄県立北部病院］
　名護市大中2-12-3　☎0980-52-2719

●水分は少量ずつ十分に与えましょう。
●気持ちよさそうなら、冷やしてあげましょう。（わき

の下など）
●着替えもこまめにしましょう。
●熱があっても元気そうなら、解熱剤は使わないよう

にしましょう。

家庭でできる応急手当の方法
上の項目にあてはまらない場合は…

●傷があるときは、傷の手当をしましょう。
●腫れている部分があったら、冷やしましょう。
●2～3日間は、元気でも、本人の様子に気をつけてい

ましょう。
➡顔色が悪い・歩き方がおかしいなど、いつもとちが
う様子であれば、受診しましょう。

家庭でできる応急手当の方法
上の項目にあてはまらない場合は…

●十分に冷やしましょう。
　流水（水道水）でも、氷水でもかまいません。流水は直

接やけどにあてないようにし、20～30分をめやすに
冷やしましょう。※市販されている冷却シートは使
いません。

●衣服が皮膚にくっついているときは、脱がさずにそ
のまま衣服の上から冷やしましょう。

●やけどをしたところには、なるべく触らないように
しましょう。

家庭でできる応急手当の方法
上の項目にあてはまらない場合は…

●水分は少量ずつ十分に与えましょう。
●下痢だけなら、便の様子を見ながら、少しずつ、水分

や消化の良いものをあげます。
●吐き気が強い間は、無理に飲ませようとしないで、し

ばらくは何も飲ませず、様子を見ます。
●吐き気が落ち着いてきたら、水分を少しずつ飲ませ

ましょう。まずはスプーン一杯からはじめて、様子を
見て、徐々に増やします。

家庭でできる応急手当の方法
上の項目にあてはまらない場合は…

●水分は少量ずつ、こまめに、十分に与えましょう。
●寝るとせきがひどくなるときは、横向きに寝かせて

みましょう。
●たばこの煙はせきをひどくします。禁煙しましょう。
●時々窓を開けて空気を入れ替えましょう。
●せきが激しいときは、蒸しタオルをかけておくなど、

部屋を加湿しましょう。
●ぜんそくと診断されている場合、かかりつけ医とひど

くなった時の対処方法を相談しておいてください。

家庭でできる応急手当の方法
上の項目にあてはまらない場合は…

●顔を横向けにして、衣類をゆるめます。
●体をゆすったり、たたいたりしないようにしま

しょう。
●口に割りばしや指を入れてはいけません。

家庭でできる応急手当の方法
上の項目にあてはまらない場合は…

小児救急電話相談

保険証
診察券
こども医療費助成受給資格証

親子健康手帳
お薬手帳など、今飲んでいる薬の名前がわかるもの
着替え、タオル、ティッシュ、ビニール袋

忘れ物がないか、病院へ行く前にチェックしておきましょう。受診の際の持ち物リスト再度チェック！
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子育てをもっと楽しく
名護市には、子育て世帯をサポートする場所がありま
す。子育てに悩んだら、悩みを共有したり相談したり。
みんなで笑って子育てしましょう。

　名護市児童センターは、児童の健全育成を目的とした施設で、子どもたちが自由に来
館し遊ぶ場です。また、市内の５カ所の保育園が、地域子育て支援センターとして、通園
児童の親以外の子育て世帯の市民に開放しています。年間を通して季節に合わせたイベ
ントや子育て支援講座などを行っています。

　名護市の各地区にはたくさんの公園があります。公園の緑は、
見る人の気持ちをやわらげ、いこいの場を与えるとともに、その
地域に季節感を与えます。お気に入りを見つけにでかけよう。

名護市家庭児童相談室

　子どものこと、夫婦関係など日頃悩んでいること
はありませんか？
　一人で悩まず、家庭児童相談室に相談してみま
しょう。

　児童虐待は社会全体で解
決すべき問題です。虐待を
疑う時は上記へ連絡をお願
いします。

名護市内の公園は右記URLの都市公園一覧からご確認いただけます。　▶http://city.nago.okinawa.jp/kurashi/2018071800168

名護市児童センター(いいっこ広場)

平日午前９時～午後５時（0980）53-6517

午前10時～午後5時30分
港2-1-2

為又公園

為又420

53-3911
月曜、祝日、慰霊の日、年末年始

地域子育て支援センター
※利用日・利用時間は各施設にお問い合わせください
あしびな～（実りの里保育園内）
ヤッホーハウス（やまびこ保育園内）
あい（あい保育園内）
パンの木ルーム（銀のすず保育園内）
すだっちクラブ（すだつ保育園内）

宮里4-5-17
屋部1697-1
大中3-6-25
真喜屋682
大北4-24-12
港2-1-2

53-0760
52-3670
53-7211
58-2301
54-2261
53-3911いいっこ広場（名護市児童センター内）

名護市家庭児童相談室

（0980）52-0110名護警察署
189児童相談所全国共通ダイヤル

土日祝日・平日午後５時以降098-886-2900
おきなわ虐待ホットライン

遊びに行こう♪

公衆衛生の豆知識

咳
エチケット

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを
使って、口や鼻をおさえることです。
対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）が、一定時間以上、多くの人々との
間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。

何もせずに咳や
くしゃみをする

マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

咳やくしゃみを
手でおさえる

ティッシュ・ハンカチ
で口・鼻を覆う

袖で口・鼻を覆う

３つの咳エチケット 電車や職場、学校など
人が集まるところでやろう

とっさの時マスクが
ない時

せき

せき せきおお

おおおお

出典：首相官邸ホームページ｢ほかの人にうつさないために｣
         （https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

公衆衛生の豆知識

正しいマスクの着用

鼻と口の両方を確実に覆う
おお

１

ゴムひもを耳にかける

2

隙間がないよう鼻まで覆う
おお

3

出典：首相官邸ホームページ｢ほかの人にうつさないために｣
         （https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

　たくさんの滑り台が子どもたちに大人気の公園。球技
大会やお祭りが開催され、地域に愛される公園です。

辺野古
前上原公園

辺野古1408-77

　閑静な住宅街の中に
あり、地域の家族や学
校帰りの子どもたちが
のんびり過ごすアット
ホームな公園です。

屋部親水公園

屋部42-3

　屋部支所に隣接し、い
つも家族連れで賑わい
ます。毎年行われる屋部
7区のお祭りなどでは
カヌー体験もできます。

山田公園

田井等913-1

　山田集落センターに隣接
し、平成31年に整備された
ばかりの新しい遊具がある
公園です。小さいけれど、地
域の子どもたちに人気です。

我部農村公園

我部820-2

　広い芝生に、市の指定
史跡「我部の塩田跡」の塩
釜のレプリカがある公
園。ピクニックの合間に
歴史の勉強はいかが?
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　名護市の各地区にはたくさんの公園があります。公園の緑は、
見る人の気持ちをやわらげ、いこいの場を与えるとともに、その
地域に季節感を与えます。お気に入りを見つけにでかけよう。

名護市家庭児童相談室

　子どものこと、夫婦関係など日頃悩んでいること
はありませんか？
　一人で悩まず、家庭児童相談室に相談してみま
しょう。

　児童虐待は社会全体で解
決すべき問題です。虐待を
疑う時は上記へ連絡をお願
いします。

名護市内の公園は右記URLの都市公園一覧からご確認いただけます。　▶http://city.nago.okinawa.jp/kurashi/2018071800168
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港2-1-2
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為又420
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地域子育て支援センター
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パンの木ルーム（銀のすず保育園内）
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189児童相談所全国共通ダイヤル

土日祝日・平日午後５時以降098-886-2900
おきなわ虐待ホットライン

遊びに行こう♪
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咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを
使って、口や鼻をおさえることです。
対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）が、一定時間以上、多くの人々との
間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。
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         （https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成
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大会やお祭りが開催され、地域に愛される公園です。
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前上原公園
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　閑静な住宅街の中に
あり、地域の家族や学
校帰りの子どもたちが
のんびり過ごすアット
ホームな公園です。
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　屋部支所に隣接し、い
つも家族連れで賑わい
ます。毎年行われる屋部
7区のお祭りなどでは
カヌー体験もできます。

山田公園

田井等913-1

　山田集落センターに隣接
し、平成31年に整備された
ばかりの新しい遊具がある
公園です。小さいけれど、地
域の子どもたちに人気です。

我部農村公園

我部820-2

　広い芝生に、市の指定
史跡「我部の塩田跡」の塩
釜のレプリカがある公
園。ピクニックの合間に
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[消防本部消防署] ☎0980-52-2121
火事・救急は局番なしの「☎119番」

［消防本部総務課］ ☎0980‐52‐1142［消防本部警防課］ ☎0980‐52‐2119

　防火・防災に関心のある名護市在住の女性のみなさん、家庭から火事をおこさせないため、名護市
から火災を無くすために活動してみませんか。興味のある方からの問い合わせをお待ちしています。

●災害場所の正確な地名や所在・目標を確か
めてから落ち着いて「火事か、救急か」を伝
えてください。

●自動車等の運転中の通報は危険です。安全
な場所に停車してから通報してください。

●消防本部から確認のため折り返し連絡する
ことがあります。通報時の電話番号と通報
者自身のお名前を正確に伝えるようにして
ください。

普通・上級救命講習会 消防団員募集について

［防災研修センター問い合わせ先］
☎0980-52-3174

[消防本部予防課] ☎0980-52-1195
名護市防災研修センターのご利用案内

女性防火クラブ・幼年少年消防クラブ

催しにおける火気使用について

令和2年4月1日時点

●名護市役所東側１階
　（市民課前）　
●中央公民館　
●中央図書館　
●２１世紀の森体育館
●久志支所
●羽地支所

何が起きているか1

場所はどこか（詳しい住所か目標物）2

どのような状況か3

あなたのお名前と通報に利用している電話番号4

をしっかりとお伝えください

　名護市消防本部では、心肺蘇生法やＡＥＤの使い方、け
がの手当ての方法など、市民の皆さまや事業所を対象と
した救命講習会を開催しています。

心肺蘇生法・AED（自動体外式除細動器）講習
※詳しい日時等は、市の広報誌「市民のひろば」及び名護市役所

ホームページに掲載予定です。

講習内容

　災害時における日頃の備えの大切さを体感型の学習を通
して学び、広く地域住民に対し、防災意識の高揚と、安心して
暮らせる災害に強いまちづくりを推進する目的で整備しまし
た。利用する際は事前予約が必要です。

あなたの力を消防団に貸してください。
「自分たちのまちを自分たちで守る」「みんなの役に立ちたい」
という強い気持ちのある方、消防団の仲間になりませんか。

名護市内に居住又は勤務する方で、年齢が18歳
以上、健康な男女
※入団にあたっては、地元の分団から推薦が必要

入団資格

消防出初式・さくら祭りパレード・春秋の火災
予防運動・消防団員基礎訓練・その他

年間活動

1年額報酬や活動した場合の手当が支給
25年以上勤務して退職した方には勤続年数及び階級に応

じて退職報償金が支給
3活動中に負傷した場合には、公務災害補償制度に基づき保障
4消防団活動に必要な制服や活動服などが貸与

消防団員の処遇

●催し等で火気を使
用する場 合、消 火
器を準備すること
が義務付けられて
います。

救急車の適正利用にご協力ください
　近年、国内の救急車の出動件数・搬送人員数
は増加傾向にあり、救急隊の現場までの到着時
間も遅くなっているという報告があります。また
救急車で搬送された人のおよそ半数が、入院を
必要としない軽症ということも分かっています。
　本当に救急車が必要かどうかを判断し、救急
車の適正利用にご協力をお願いします。ただし、
重大な病気やケガの可能性がある症状が現れ
た場合などは速やかに救急車を呼びましょう。

名護市の消防と救急

AED設置場所一覧

いざというときには、落ち着いて、あわてずに119番

119番通報する際には…

名護市女性防火クラブ　[予防課] ☎0980-52-1195

　幼年・少年消防クラブとは、幼少期において、正しい火の取扱いについて学び、消防の仕事をよく理解させることに
より、火遊び等による火災の減少を図ろうとするものであり、将来、防災活動に参加できる素地をつくるため、消防機
関等の指導の下に組織の育成が進められているクラブです。

名護市幼年・少年消防クラブ　[消防署] ☎0980-52-2121

●屋我地支所
●屋部支所　
●名護博物館
●名護市労働福祉センター
●名護市国際交流会館　
●２１世紀の森ビーチ管理棟

●名護市県立高等学校
　北部合同寄宿舎
●あけみおSKYドーム
●名護市児童センター
●名護漁港水産物直販所
●名護市二見以北地域
　交流拠点施設

●名護市陸上競技場
●名護市Ｂ＆Ｇ海洋センター
●名護市地域包括支援センター
●市立小中学校
●名護市営球場
　（タピックスタジアム名護）

［総務課］ ☎0980‐53‐1212  内線208

●露店等を開設する場合は、消防
本部予防課へ「露店等の開設届
出書」を提出してください。

※近親者によるバーベキューや花見な
ど個人的な行事は対象外となります。

判断に迷ったら
　消防庁による全国版救急受診アプリ「Ｑ助」をご利用
ください。症状の緊急度を判断し、利用できる医療機関
や受診手段の情報提供を行います。

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/filedList9_6/kyukyu_app.html

過去５年間の
出動件数推移

年 H27
3,167

H28
3,481

H29
3,628

H30
3,686

H31/R1
3,739件数
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[消防本部消防署] ☎0980-52-2121
火事・救急は局番なしの「☎119番」

［消防本部総務課］ ☎0980‐52‐1142［消防本部警防課］ ☎0980‐52‐2119

　防火・防災に関心のある名護市在住の女性のみなさん、家庭から火事をおこさせないため、名護市
から火災を無くすために活動してみませんか。興味のある方からの問い合わせをお待ちしています。
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がの手当ての方法など、市民の皆さまや事業所を対象と
した救命講習会を開催しています。
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して学び、広く地域住民に対し、防災意識の高揚と、安心して
暮らせる災害に強いまちづくりを推進する目的で整備しまし
た。利用する際は事前予約が必要です。

あなたの力を消防団に貸してください。
「自分たちのまちを自分たちで守る」「みんなの役に立ちたい」
という強い気持ちのある方、消防団の仲間になりませんか。

名護市内に居住又は勤務する方で、年齢が18歳
以上、健康な男女
※入団にあたっては、地元の分団から推薦が必要

入団資格

消防出初式・さくら祭りパレード・春秋の火災
予防運動・消防団員基礎訓練・その他

年間活動

1年額報酬や活動した場合の手当が支給
25年以上勤務して退職した方には勤続年数及び階級に応

じて退職報償金が支給
3活動中に負傷した場合には、公務災害補償制度に基づき保障
4消防団活動に必要な制服や活動服などが貸与

消防団員の処遇

●催し等で火気を使
用する場 合、消 火
器を準備すること
が義務付けられて
います。

救急車の適正利用にご協力ください
　近年、国内の救急車の出動件数・搬送人員数
は増加傾向にあり、救急隊の現場までの到着時
間も遅くなっているという報告があります。また
救急車で搬送された人のおよそ半数が、入院を
必要としない軽症ということも分かっています。
　本当に救急車が必要かどうかを判断し、救急
車の適正利用にご協力をお願いします。ただし、
重大な病気やケガの可能性がある症状が現れ
た場合などは速やかに救急車を呼びましょう。

名護市の消防と救急

AED設置場所一覧

いざというときには、落ち着いて、あわてずに119番

119番通報する際には…

名護市女性防火クラブ　[予防課] ☎0980-52-1195

　幼年・少年消防クラブとは、幼少期において、正しい火の取扱いについて学び、消防の仕事をよく理解させることに
より、火遊び等による火災の減少を図ろうとするものであり、将来、防災活動に参加できる素地をつくるため、消防機
関等の指導の下に組織の育成が進められているクラブです。

名護市幼年・少年消防クラブ　[消防署] ☎0980-52-2121

●屋我地支所
●屋部支所　
●名護博物館
●名護市労働福祉センター
●名護市国際交流会館　
●２１世紀の森ビーチ管理棟

●名護市県立高等学校
　北部合同寄宿舎
●あけみおSKYドーム
●名護市児童センター
●名護漁港水産物直販所
●名護市二見以北地域
　交流拠点施設

●名護市陸上競技場
●名護市Ｂ＆Ｇ海洋センター
●名護市地域包括支援センター
●市立小中学校
●名護市営球場
　（タピックスタジアム名護）

［総務課］ ☎0980‐53‐1212  内線208

●露店等を開設する場合は、消防
本部予防課へ「露店等の開設届
出書」を提出してください。

※近親者によるバーベキューや花見な
ど個人的な行事は対象外となります。

判断に迷ったら
　消防庁による全国版救急受診アプリ「Ｑ助」をご利用
ください。症状の緊急度を判断し、利用できる医療機関
や受診手段の情報提供を行います。

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/filedList9_6/kyukyu_app.html

過去５年間の
出動件数推移

年 H27
3,167

H28
3,481

H29
3,628

H30
3,686

H31/R1
3,739件数
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家族構成に合わせた
準備をしましょう

食料の備蓄は、保存
ができ、調理不要で
食べられるような食
料品を、普段から余
分に購入し、ストック
しておきましょう。

避難するときの最小
限度の必需品です。

非 常 持 出 品
災害後、数日間を自
足するためのもので、
最低でも3日分以上
の準備が必要です。

備 蓄 物 資 飲み水
非常食
救急用品
防寒具など

★乳幼児のいる家庭
　 粉ミルク・ほ乳瓶・おむつ・離乳食など
★妊婦のいる家庭
　 脱脂綿・ガーゼ・さらし・T字帯・清浄綿・
　 新生児用品・母子手帳など

★要介護者のいる家庭
　 おむつ・ティッシュ・補助具の予備・常備薬など
★障がい者のいる家庭
　 笛やブザー・日常使用している薬と薬のメモ・
　 連絡先のメモ・その他日常から必要な物など

飲み水
普段飲んでいる薬（お薬手帳）
懐中電灯・電池
携帯ラジオなどの情報機器

貴重品・身分証

現金

瓦ぶきの屋根の場合は破損がな
いかチェックし、不安定なアンテ
ナの支線があれば補強する。

台風に備える時は、水がきちんと
流れるよう、土、砂、落ち葉のつま
りを取り除き、補強する。

物干しは補強し、植木鉢は
１ヶ所にまとめておく。

傾きや破損箇所がないか確認し、
土中にしっかりとした基礎がない
もの、鉄筋が入っていないものは
補強をして、ひび割れやサビにも
注意する。

台風に備える時は、雨戸のない窓ガラ
スには外側からベニヤ板を打ち付け
たり、ビニールテープを貼って補強す
る。また、ガラス飛散防止用のフィル
ムを貼っておく。

ボンベは鎖でしっかりと固定して
おく。

屋根・アンテナ

雨どい

ベランダ

窓ガラス

プロパンガス・電気給湯器

塀・門柱

建物が無事でも家具などが転倒すると、下敷きになってケガをしたり、避難経路を塞いだりしてしまいます。

タンスや棚を、L型金具や
耐震シートなどで固定する
就寝位置を
転倒しやすい家具から離す

引き出しや観音開きの扉には
ストッパーなどを取り付ける

外から万が一の飛来物に備え
て、カーテンやブラインドを閉
めておく

浴槽などに水を張るなどして
生活用水を確保しておく

吊り下げ式の照明器具は
チェーンを使い、留め固定

災害に直面した時に備え、日頃から対応や予防策を考えておきましょう。

家の内外の安全対策をチェックしましょう

こちらから沖縄県の気象情報などがご覧になれます▶ 沖縄気象台  http://ｗｗｗ.jma-net.go.jp/okinawa/防災行政無線の聞き直しダイヤル▶ 0980-52-1190

備える
守る
助け合う
もしもの時の防災ガイド

大雨について

津波について

地震について

テーブルや机の下に身を隠すなどして、まず
は身の安全を確保してください。

落ち着いて身の安全を確保する

あわてず冷静に出火を防ぐ
使用中の火を素早く消しガスの元栓を閉めて下さい。
火災がおきたら隣近所に協力を呼びかけましょう。

家を空けるときは電気プラグを抜いておき、
漏電や出火を予防しましょう。

地震の影響による建物のゆがみで戸や窓が開
かなくなることがあるので慌てずに出口の確
保を行いましょう。

窓や戸を空けて出口を確保する

停電後の通電火災を防ぐ

避難は徒歩で荷物は最小限に

地震による土砂災害、津波に注意

1

2

3

4

5

6

大雨や集中豪雨で発生する土砂災害.
　●小石がパラパラ落ちる。
　●地面にひび割れができる。
　●斜面から濁った水が流れ出ている。
　　等を発見したら注意しましよう。

急傾斜地・がけ近くは土砂災害に注意

冠水した道路の運転に注意
冠水路は迂回をし侵入しないようにしましょう。
冠水した道路の注意
　●水没したらドアが開くうちに避難する。
　●ゆっくり走っても走りきれるとは限らない。
　●速度を上げて走ると巻き上げる水量が増え、エンジンが止まりや
　　すくなる。
　●エンジンに水が入れば止まってしまう。
　●冠水路は水深も水の中の様子もわからない。

1

2

地震によっては、いきなり大きな波が押し寄せることもあります｡
2003年の十勝沖地震や2004年のスマトラ沖地震の際に押し寄せた
津波では、直前に潮が引くことなく大きな波が押し寄せました。

地震の大きさで自己判断しない　

津波の前には必ず潮が引くとは限らない

岬の先端やV字型の湾の奥などの特殊な地
形の場所では、波が集中するので、特に注意
が必要です。

1896年の明治三陸地震の津波では、沿岸での最
大震度３程度と小さく避難した人が少なかった
ため、被害が拡大しています｡

海岸の地形で津波の高さは変化します

1

2

3

避難時における注意

●できるだけ軽装で、はきなれた靴を着用しましよう。
●隣近所で助け合いながら避難しましよう。
●一緒に避難する人とはぐれないようにしましよう。
●なるべく乗り物は使わず、徒歩で避難しましよう。

いざ避難となった時に…

さらに大雨・台風の時は
●マンホールや側溝に注意し、杖などで水面下の安全を確認しな

がら歩きましよう。
●強風で危険な物が飛んでくる恐れがあるので、ヘルメットや

防災ずきん、厚手の帽子などをかぶるようにしましよう。

屋 外 編

わが家の防災チェック

屋 内 編

台風

台風

台風

台風

台風

救援体制が整うまで自力で乗り切るために、
必要なものを準備しておきましょう。

OFF
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家族構成に合わせた
準備をしましょう

食料の備蓄は、保存
ができ、調理不要で
食べられるような食
料品を、普段から余
分に購入し、ストック
しておきましょう。

避難するときの最小
限度の必需品です。

非 常 持 出 品
災害後、数日間を自
足するためのもので、
最低でも3日分以上
の準備が必要です。

備 蓄 物 資 飲み水
非常食
救急用品
防寒具など

★乳幼児のいる家庭
　 粉ミルク・ほ乳瓶・おむつ・離乳食など
★妊婦のいる家庭
　 脱脂綿・ガーゼ・さらし・T字帯・清浄綿・
　 新生児用品・母子手帳など

★要介護者のいる家庭
　 おむつ・ティッシュ・補助具の予備・常備薬など
★障がい者のいる家庭
　 笛やブザー・日常使用している薬と薬のメモ・
　 連絡先のメモ・その他日常から必要な物など

飲み水
普段飲んでいる薬（お薬手帳）
懐中電灯・電池
携帯ラジオなどの情報機器

貴重品・身分証

現金

瓦ぶきの屋根の場合は破損がな
いかチェックし、不安定なアンテ
ナの支線があれば補強する。

台風に備える時は、水がきちんと
流れるよう、土、砂、落ち葉のつま
りを取り除き、補強する。

物干しは補強し、植木鉢は
１ヶ所にまとめておく。

傾きや破損箇所がないか確認し、
土中にしっかりとした基礎がない
もの、鉄筋が入っていないものは
補強をして、ひび割れやサビにも
注意する。

台風に備える時は、雨戸のない窓ガラ
スには外側からベニヤ板を打ち付け
たり、ビニールテープを貼って補強す
る。また、ガラス飛散防止用のフィル
ムを貼っておく。

ボンベは鎖でしっかりと固定して
おく。

屋根・アンテナ

雨どい

ベランダ

窓ガラス

プロパンガス・電気給湯器

塀・門柱

建物が無事でも家具などが転倒すると、下敷きになってケガをしたり、避難経路を塞いだりしてしまいます。

タンスや棚を、L型金具や
耐震シートなどで固定する
就寝位置を
転倒しやすい家具から離す

引き出しや観音開きの扉には
ストッパーなどを取り付ける

外から万が一の飛来物に備え
て、カーテンやブラインドを閉
めておく

浴槽などに水を張るなどして
生活用水を確保しておく

吊り下げ式の照明器具は
チェーンを使い、留め固定

災害に直面した時に備え、日頃から対応や予防策を考えておきましょう。

家の内外の安全対策をチェックしましょう

こちらから沖縄県の気象情報などがご覧になれます▶ 沖縄気象台  http://ｗｗｗ.jma-net.go.jp/okinawa/防災行政無線の聞き直しダイヤル▶ 0980-52-1190

備える
守る
助け合う
もしもの時の防災ガイド

大雨について

津波について

地震について

テーブルや机の下に身を隠すなどして、まず
は身の安全を確保してください。

落ち着いて身の安全を確保する

あわてず冷静に出火を防ぐ
使用中の火を素早く消しガスの元栓を閉めて下さい。
火災がおきたら隣近所に協力を呼びかけましょう。

家を空けるときは電気プラグを抜いておき、
漏電や出火を予防しましょう。

地震の影響による建物のゆがみで戸や窓が開
かなくなることがあるので慌てずに出口の確
保を行いましょう。

窓や戸を空けて出口を確保する

停電後の通電火災を防ぐ

避難は徒歩で荷物は最小限に

地震による土砂災害、津波に注意

1

2

3

4

5

6

大雨や集中豪雨で発生する土砂災害.
　●小石がパラパラ落ちる。
　●地面にひび割れができる。
　●斜面から濁った水が流れ出ている。
　　等を発見したら注意しましよう。

急傾斜地・がけ近くは土砂災害に注意

冠水した道路の運転に注意
冠水路は迂回をし侵入しないようにしましょう。
冠水した道路の注意
　●水没したらドアが開くうちに避難する。
　●ゆっくり走っても走りきれるとは限らない。
　●速度を上げて走ると巻き上げる水量が増え、エンジンが止まりや
　　すくなる。
　●エンジンに水が入れば止まってしまう。
　●冠水路は水深も水の中の様子もわからない。

1

2

地震によっては、いきなり大きな波が押し寄せることもあります｡
2003年の十勝沖地震や2004年のスマトラ沖地震の際に押し寄せた
津波では、直前に潮が引くことなく大きな波が押し寄せました。

地震の大きさで自己判断しない　

津波の前には必ず潮が引くとは限らない

岬の先端やV字型の湾の奥などの特殊な地
形の場所では、波が集中するので、特に注意
が必要です。

1896年の明治三陸地震の津波では、沿岸での最
大震度３程度と小さく避難した人が少なかった
ため、被害が拡大しています｡

海岸の地形で津波の高さは変化します

1

2

3

避難時における注意

●できるだけ軽装で、はきなれた靴を着用しましよう。
●隣近所で助け合いながら避難しましよう。
●一緒に避難する人とはぐれないようにしましよう。
●なるべく乗り物は使わず、徒歩で避難しましよう。

いざ避難となった時に…

さらに大雨・台風の時は
●マンホールや側溝に注意し、杖などで水面下の安全を確認しな

がら歩きましよう。
●強風で危険な物が飛んでくる恐れがあるので、ヘルメットや

防災ずきん、厚手の帽子などをかぶるようにしましよう。

屋 外 編

わが家の防災チェック

屋 内 編

台風

台風

台風

台風

台風

救援体制が整うまで自力で乗り切るために、
必要なものを準備しておきましょう。
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津波避難場所一覧
最寄りの津波避難場所を確認し、避難経路やはぐれた場合の
集合場所などを家族で話し合うようにしましょう。 
そして、津波の恐れがあるときには、海岸からできるだけ遠
く、できるだけ高い場所へ避難しましょう。 

名護地区
久志地区

羽地地区

屋部地区

屋我地地区

名護地区
字
名 津波避難場所 標高 所在地

喜
　
瀬

喜瀬カントリークラブ宿舎前 42m 喜瀬1345-1
貯水タンク前 36m
喜瀬ビーチパレスホテル 喜瀬115-2（津波避難ビル）

幸
　
喜

貯水タンク前 36m
仲兼久原高台 42m
AJ幸喜リゾート 幸喜117（津波避難ビル）
沖縄サンコーストホテル 幸喜108（津波避難ビル）

許
田

許田区津波避難目標地点 22m
赤混田原高台 31m

数
久
田タンク場前 8m

世
冨
慶

世冨慶運動公園 12m 世冨慶139-1
名護市食肉センター駐車場 10m 世冨慶755
ホテルルートイン名護 東江5-11-3(津波避難ビル)

東
　
江

名護城公園ノッポ椰子の広場 55m
名護城大橋 15m
世冨慶運動公園 12m 世冨慶139-1

字
名 津波避難場所 標高 所在地

東
　
江

オリオンビール名護工場 東江2-2-1(津波避難ビル)
ホテルルートイン名護 東江5-11-3(津波避難ビル)
県営東江高層住宅 東江5-1-1(津波避難ビル)

城・港・大
東

大宮小学校 9m 宮里5-12-22
大西公民館 13m 大西3-8-12
うみのほし幼稚園 15m 大西2-1-20
大中緑地公園 14m 大中3-17
嵩原公園 20m 大中5-1
大東区公園 13m 大東3-11-18
名護城大橋 15m
名護城公園ノッポ椰子の広場 55m
産業支援センター 大中1-19-24(津波避難ビル)
オリオンビール名護工場 東江2-2-1(津波避難ビル)
ホテルルートイン名護 東江5-11-3(津波避難ビル)
県営東江高層住宅 東江5-1-1(津波避難ビル)
ホテルデルフィーノ名護 大南1-5-14(津波避難ビル)
市民会館屋上 港2-1-1

大
中・大
西・大
南

大中緑地公園 14m 大中3-17
嵩原公園 20m 大中5-1
大西公民館 13m 大西3-8-12
うみのほし幼稚園 15m 大西2-1-20
大宮小学校 9m 宮里5-12-22
柳児童公園 5m 大北5-9-11
大中公園 17m 大北1-3703
大東区公園 13m 大東3-11-18
宮里公園 11m 宮里4-7
市立中央図書館 13m 宮里5-6-1
名護厚生園 10m 宮里5-4-29
宮里キリストの教会駐車場 9m 宮里3-30-30
ホテルゆがふいんおきなわ 宮里453-1(津波避難ビル)
ホテルデルフィーノ名護 大南1-5-14（津波避難ビル）
産業支援センター 大中1-19-24（津波避難ビル）

大
　
北

大宮中学校 6m 宮里7-22-26
柳児童公園 5m 大北5-9-11
大北公民館 35m 大北1-7-1
大中公園 17m 大北1-3703
大西公民館 13m 大西3-8-12
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津波避難場所一覧
最寄りの津波避難場所を確認し、避難経路やはぐれた場合の
集合場所などを家族で話し合うようにしましょう。 
そして、津波の恐れがあるときには、海岸からできるだけ遠
く、できるだけ高い場所へ避難しましょう。 

名護地区
久志地区

羽地地区

屋部地区

屋我地地区

字
名 津波避難場所 標高 所在地

大
　
北

大中緑地公園 14m 大中3-17
嵩原公園 20m 大中5-1
伊差川運動公園 18m 伊差川32-2

宮
　
里

大宮小学校 9m 宮里5-12-22
宮里キリストの教会駐車場 9m 宮里3-30-30
名護厚生園 10m 宮里5-4-29
宮里公園 11m 宮里4-7
為又公園 15m 為又420
柳児童公園 5m 大北5-9-11
大西公民館 13m 大西3-8-12
うみのほし幼稚園 15m 大西2-1-20
市立中央図書館 13m 宮里5-6-1
ホテルゆがふいんおきなわ 宮里453-1（津波避難ビル）
スーパーホテル沖縄名護 宮里1018（津波避難ビル）
ホテルデルフィーノ名護 大南1-5-14（津波避難ビル）

為
　
又

為又公園 15m 為又420
北部看護学校の駐車場 48m 為又1219-91
中山公民館 49m 中山129
柳児童公園 5m 大北5-9-11
スーパーホテル沖縄名護 宮里1018（津波避難ビル）

久志地区
字
名 津波避難場所 標高 所在地

久
志

久志公園 21m 久志790-1
みらい四号館 21m 久志283

豊
　
原

久辺小学校 44m 豊原208
久辺中学校 49m 豊原208
豊原公民館 51m 豊原221-24
みらい四号館 21m 久志283
久志公園 21m 久志790-1
辺野古運動公園 22m 辺野古360-79
辺野古紫雲道場 24m 辺野古134-15

辺
野
古

辺野古紫雲道場 24m 辺野古134-15
辺野古運動公園 22m 辺野古360-79
みらい四号館 21m 久志283
豊原公民館 51m 豊原221-24
久辺小学校 44m 豊原208

字
名 津波避難場所 標高 所在地
辺
野
古

久辺中学校 49m 豊原208
デイサービス　二見の里 94m 二見241-7

二
見デイサービス　二見の里 94m 二見241-7

大
　
川

大川区津波避難目標地点１ 61m
※アグー村横の旧県道18
号線を山側に向かい新県道
18号手前道路上

大川区津波避難目標地点２ 12m ※大川公民館横の里道を山
側に向かう道路上

瀬
嵩

エナジックカントリークラブ
駐車場 45m 瀬嵩463-1

汀
間汀間区津波避難目標地点 39m ※汀間林道上

三
　
原

三原区津波避難目標地点 25m ※三原志根垣線を山側に向
かう道路上

カヌチャベイリゾート駐車場 51m
汀間区津波避難目標地点 39m ※汀間林道上

嘉陽区津波避難目標地点 23m
※国道331号より名護市
最終処分場入口に向かう
道路上

安部区津波避難目標地点１ 28m ※安部市営住宅近く2差路
を山側に向かう道路上

安部区津波避難目標地点２ 26m ※国道331号「上原」バス停
近辺

安
　
部

安部区津波避難目標地点１ 28m ※安部市営住宅近く2差路
を山側に向かう道路上

安部区津波避難目標地点２ 26m ※国道331号「上原」バス停
近辺

カヌチャベイリゾート駐車場 51m

嘉陽区津波避難目標地点 23m
※国道331号より名護市
最終処分場入口に向かう
道路上

嘉
　
陽

嘉陽区津波避難目標地点 23m
※国道331号より名護市
最終処分場入口に向かう
道路上

上城（拝所） 58m
名護市ポンプ場横一帯 24m
底仁屋公民館 60m 天仁屋696-1

底
仁
屋・天
仁
屋

天仁屋公民館 37m 天仁屋273
底仁屋公民館 60m 天仁屋696-1
有津簡易水道タンク 26m

有津津波避難目標地点１ 21m ※国道331号天仁屋に向か
う道路上（有津側）

※ 津波目標地点については、各区へ配布しているハザードマップをご確認く
ださい。 
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羽地地区
字
名 津波避難場所 標高 所在地

源
　
河

源河区津波避難目標地点１ 12m ※福地川沿い豚舎近くカー
ブミラー近辺の道路上

源河区津波避難目標地点２ 15m ※県道14号線
稲嶺区津波避難目標地点

（クイユーのＴ字路） 20m ※クイユーのＴ字路

稲
　
嶺

稲嶺区津波避難目標地点
（クイユーのＴ字路） 20m ※クイユーのＴ字路

真喜屋阿社義 24m
真喜屋公民館 11m 真喜屋73

真
喜
屋

真喜屋阿社義 24m
真喜屋公民館 11m 真喜屋73
稲嶺区津波避難目標地点

（クイユーのＴ字路） 20m ※クイユーのＴ字路

仲
尾
次

屋之上（ヤーヌウェイ） 17m
羽地支所 16m 仲尾次829
羽地中学校 14m 仲尾次770
親川公民館 18m 親川67-1

仲尾区津波避難目標地点 26m
※仲尾集落センターと親川
不動院の中間地点近辺の墓
地周辺道路上

川
　
上

川上公民館 18m 川上3
親川公民館 18m 親川67-1
羽地支所 16m 仲尾次829
羽地中学校 14m 仲尾次770

仲尾区津波避難目標地点 26m
※仲尾集落センターと親川
不動院の中間地点近辺の墓
地周辺道路上

親
　
川

親川公民館 18m 親川67-1

仲尾区津波避難目標地点 26m
※仲尾集落センターと親川
不動院の中間地点近辺の墓
地周辺道路上

羽地中学校 14m 仲尾次770
屋之上（ヤーノウェイ） 17m
羽地支所 16m 仲尾次829
川上公民館 18m 川上3
山田公園 14m 田井等913-1
伊差川運動公園 18m 伊差川32-2

田
井
等

山田公園 14m 田井等913-1
親川公民館 18m 親川67-1

字
名 津波避難場所 標高 所在地

田
井
等

川上公民館 18m 川上3
羽地中学校 14m 仲尾次770
羽地支所 16m 仲尾次829
屋之上（ヤーノウェイ） 17m
伊差川運動公園 18m 伊差川32-2

振
慶
名

山田公園 14m 田井等913-1
伊差川運動公園 18m 伊差川32-2
我部祖河之御嶽 31m 我部祖河33-1

山
　
田

山田公園 14m 田井等913-1
伊差川運動公園 18m 伊差川32-2
川上公民館 18m 川上3

仲
　
尾

仲尾区津波避難目標地点 26m
※仲尾集落センターと親川
不動院の中間地点近辺の墓
地周辺道路上

羽地中学校 14m 仲尾次770
羽地支所 16m 仲尾次829
親川公民館 18m 親川67-1

伊
差
川

伊差川運動公園 18m 伊差川32-2
我部祖河之御嶽 31m 我部祖河33-1
山田公園 14m 田井等913-1
大北公民館 35m 大北1-7-1

内
　
原

我部祖河之御嶽 31m 我部祖河33-1
呉我区津波避難目標地点 3m ※我部祖河橋近辺道路上
伊差川運動公園 18m 伊差川32-2

古
我
知

我部祖河公民館 3m 呉我1460-2
我部祖河之御嶽 31m 我部祖河33-1
呉我区津波避難目標地点 3m ※我部祖河橋近辺道路上
嵐山の茶工場 108m 呉我940-2
中山公民館 49m 中山129

我
部
祖
河

呉我区津波避難目標地点 3m ※我部祖河橋近辺道路上
我部祖河之御嶽 31m 我部祖河33-1
伊差川運動公園 18m 伊差川32-2
柳児童公園 5m 大北5-9-11
為又公園 15m 為又420
嵐山の茶工場 108m 呉我940-2
嵐山展望台 122m 呉我1460-2
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屋部地区
字
名 津波避難場所 標高 所在地

屋
　
部

勝山ガーデンゴルフ練習場前 23m

屋部区津波避難目標地点 13m ※国道449号名護バイパス
の交差点近辺

名護特別支援学校後方交差点 18m
県職員住宅入口 24m

宇
茂
佐

あだね川公園 15m 宇茂佐の森4-9
名護特別支援学校後方交差点 18m
県職員住宅入口 24m
名護療育園 34m 宇茂佐1765
北部看護学校の駐車場 48m 為又1219-91
為又公園 15m 為又420
市立中央図書館 13m 宮里5-6-1
宮里公園 11m 宮里4-7
大宮小学校 9m 宮里5-12-22
宮里キリストの教会駐車場 9m 宮里3-30-30
ホテルゆがふいんおきなわ 宮里453-1（津波避難ビル）
スーパーホテル沖縄名護 宮里1018（津波避難ビル）

中
　
山

中山公民館 49m 中山129
為又公園 15m 為又420
北部看護学校の駐車場 48m 為又1219-91

旭
川中山公民館 49m 中山129
勝
山山入端区津波避難目標地点２ 36m ※沖縄電力安和変電所近く

のT字路

山
入
端

山入端区津波避難目標地点１ 5m ※山入端市営住宅から山側
へ向かい三叉路の道路上

山入端区津波避難目標地点２ 36m ※沖縄電力安和変電所近く
のT字路

安和区津波避難目標地点 27m ※安和小学校より北東側
（山側）道路上

安
　
和

安和区津波避難目標地点 27m ※安和小学校より北東側
（山側）道路上

琉球セメント事務所屋上 11m 安和1008

屋我地地区
字
名 津波避難場所 標高 所在地
屋
我
地
地
区（
饒
平
名
、我
部
、運
天
原
済
井
出
、屋
我
）

饒平名区一時避難場所 19m
山口バス停前 25m
農業用2号給水所 34m
運天原共同墓地 29m
ナガマシのあじまぁ 22m
伊是名高台１ 23m
伊是名高台２ 25m
伊是名高台３ 28m
拝所 20m ※JASS近くの拝所（屋我）
屋我地支所 39m 饒平名1177-1

※ 津波目標地点については、各区へ配布しているハザードマップをご確認く
ださい。 

字
名 津波避難場所 標高 所在地

呉
　
我

呉我区津波避難目標地点 3m ※我部祖河橋近辺道路上
嵐山の茶工場 108m 呉我940-2
嵐山展望台 122m 呉我1460-2

字
名 津波避難場所 標高 所在地

安
　
和

山入端区津波避難目標地点２ 36m ※沖縄電力安和変電所近く
のT字路

部間権現の鳥居 20m
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市役所案内

各種届出

出産・子育て

教育環境

健診・高齢者・障がい者

税金・保険

48

51

58

70

74

85

ごみ

住まい・環境・産業

選挙・議会

相談窓口

基地関連

主な施設・所在地・電話

93

97

106

108

112

113

出典：厚生労働省ホームページ｢マスクや消毒液について｣（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html）より加工・編集して作成

身のまわりを清潔にしましょう。

熱 水 塩素系漂白剤
 （次亜塩素酸ナトリウム）

0.05% 以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方
以下は、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例です。

商品によって濃度が異なりますので、以下を参考に薄めてください。

80℃/10分

0.05%

食器や箸などは、80℃の熱水に10
分間さらすと消毒ができます。
火傷に注意してください。

濃度0.05% に薄めた上で、拭くと
消毒ができます。
ハイター、ブリーチなど。

●家事用手袋を着用して行ってください。
●金属は腐食することがあります。
●換気をしてください。
●他の薬品と混ぜないでください。

●使用にあたっては、商品パッケージやHPの説明をご確認ください。
●上記のほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする商品は多数あり

ます。表に無い場合、商品パッケージやHPの説明にしたがってご使用
ください。

注 意

メーカー
（五十音順）

水１L に本商品10mL（商品付属のキャップ1/2 杯）

商品名 作り方の例

花 王
ハイター 水１L に本商品25mL（商品付属のキャップ1 杯）

キッチンハイター 水１L に本商品25mL（商品付属のキャップ1 杯）

カネヨ石鹸
カネヨブリーチ 水１L に本商品10mL（商品付属のキャップ1/2 杯）

カネヨキッチンブリーチ 水１L に本商品10mL（商品付属のキャップ1/2 杯）

ミツエイ
ブリーチ 水１L に本商品10mL（商品付属のキャップ1/2 杯）

キッチンブリーチ

公衆衛生の豆知識

食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、
アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤が有効です。
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市役所案内

各種届出

出産・子育て

教育環境

健診・高齢者・障がい者

税金・保険

48

51

58

70

74

85

ごみ

住まい・環境・産業

選挙・議会

相談窓口

基地関連

主な施設・所在地・電話

93

97

106

108

112

113
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各課の案内

フロア 棟 部名 課等名 主な業務

3階
東棟 議会事務局 － 議会に関すること等

新館
総務部 工事契約検査課 工事検査・入札及び契約等
建設部 用地課 公共事業用地の取得に伴う契約等

2階

東棟

総務部

総務課 庁舎管理、交通安全、防犯、文書法規、防災、基地問題に関するこ
と等

人事行政課 職員の人事・給与・研修、行政組織等

財政課 予算の編成・執行管理、ふるさと納税、市が所有する財産の取
得・管理・処分等

企画部

企画政策課 総合計画、実施計画の策定、秘書業務、市民の要望等、国内及び
国際交流、市広報等

情報政策課 地域情報化・電子市役所の推進、地域イントラネットに関する
こと、基幹統計調査の実施等

振興対策室 振興策に関すること等

農林水産部

農業政策課
（農業委員会事務局） 農政の総合企画、農業委員会に関すること等

園芸畜産課 園芸、畜産、6次産業に関すること等
農林水産課 農林道・農業用排水路、林業・水産業の振興等

新東棟 建設部

都市計画課 都市計画、土地利用に係る計画・規制、景観、都市公園・街路、都
市緑化、区画整理事業、住居表示等

建設土木課 土木施設の設計・施工、道路占用等
建築住宅課 建築基準、市有建物の設計及び建築、景観条例に関すること等
維持課（道路維持係） 道路・橋・河川・排水路等の維持管理等

西棟
教育委員会

総務課 教育委員会職員の組織・人事、教育基本計画・重点施策の策定、
育英会、学校給食等

学校教育課 児童生徒の就学、教育課程及び教育内容の指導助言、教職員の
研修、学校保健安全等

こども家庭部 こども育成環境整備
プロジェクト・チーム 名護市立幼保連携型認定こども園の整備等

別棟 監査委員事務局 － 監査に関する企画立案に関すること等

1階

東棟

市民部

市民総務室 電算、マイナンバーに関すること等
市民課 戸籍、住民異動、住民票・戸籍等の発行、国民年金等

税務課 固定資産税及び市民税等の賦課、市税証明、市税等の徴収、滞納
処分等

国民健康保険課 国民健康保険、後期高齢者医療等
健康増進課 母子保健、住民健診、予防接種、地域保健活動等

会計課 － 収入及び支出、指定金融機関に関すること等

建設部
建築住宅課（市営住宅係）市営住宅の一般管理、使用料徴収等の業務に関すること等

維持課（公園維持係） 都市公園及び農村公園の維持管理及び運営に関すること、その
他公の施設の管理及び運営に関すること（公園施設に限る）等

新東棟 環境水道部 経営課
上下水道事業部局の内部管理、上下水道工事に係る入札、上下
水道事業に係る出納事務、経営計画に関すること、量水器の検
針及び上下水道料金に関すること等

西棟

福祉部
社会福祉課 民生委員、援護事務、障がい者福祉、社会福祉法人の監査等

介護長寿課 老人福祉、介護予防、介護認定・給付、介護保険料の賦課・徴収、
包括支援センターに関すること等

こども家庭部
子育て支援課 児童手当、こども医療費助成、児童扶養手当、母子及び父子等医

療助成、ひとり親家庭支援、家庭児童相談に関すること等

保育・幼稚園課 就学前教育・保育に関すること（保育施設・幼稚園）、地域の子ど
も・子育て支援事業に関すること等

西側
プレハブ 福祉部 生活支援課 生活保護、生活困窮者自立支援、子どもの貧困対策に関するこ

と等

◆本庁内の各部署

市役所案内
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◆本庁外の各部署
部名 課等名 所在地 主な業務

地域
経済部

商工・企業誘致課 大中1-19-24 商工業の振興、労政及び雇用、企業立地・誘致、経済金融活性化特別地区の施
策及び関連施設の維持管理等

観光課 大中1-19-24 観光産業の啓発・誘致、スポーツコンベンションに関すること等

地域力推進課 港2-1-1 市民活動の支援、男女共同参画、区長会、社会教育機関の設置・管理、青少年育
成、公民館の設置・管理に関すること等

文化スポーツ振興課 港2-1-1 市民芸術の振興、市民会館、市民スポーツの振興に関すること等

羽地支所 仲尾次829

戸籍、住民登録、印鑑登録、埋火葬、諸証明、地域団体の支援活動等
久志支所 瀬嵩7-1

屋部支所 屋部44

屋我地支所 饒平名1177-1

環境
水道部

環境対策課 宇茂佐1710-3 公害防止の規制並びにその指導、ごみ焼却場、し尿処理場及び最終処分場の
管理、一般廃棄物処理業等の許認可、自然保護等

工務課 港2-2-1
上下水道施設の企画・計画、上下水道施設の工事、上下水道管路の維持管理、
給水装置工事や排水設備工事の指導監督、専用水道・簡易専用水道の総合窓
口等

施設課（浄水場係） 為又1219-264 浄水場関連施設の維持管理、専用水道・簡易専用水道の水質及び衛生管理等

施設課（処理場係） 港2-2-1 2F 下水処理関連施設の維持管理等

教育
委員会

教育施設課 港2-1-1 学校施設の整備、修繕、維持管理等

文化課（文化財係） 東江1-8-11 2F 文化財、市民文化の保存・継承等

文化課（市史編さん係）大中1-13-3 市史刊行物の発刊等

名護博物館 東江1-8-11 資料の収集、保管、展示、調査研究等

中央図書館 宮里5-6-1 図書館資料の収集、保存、貸し出し等

選挙管理
委員会 － 港2-1-1 各種選挙の管理執行、選挙人名簿の調製、修正等

消防本部

総務課

大北3-31-50

消防の人事、組織、予算及び施設に関すること等

予防課 水火災予防の指導及び、火災原因や損害額の調査に関すること等

警防課 水火災及び地震等の警戒防御や救急・救助の計画及び訓練に関すること等

消防署 水火災及び地震等の警戒防御や救急・救助の現場活動に関すること等
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◆名護市役所本庁
名護市港1-1-1

　☎0980-53-1212

各庁舎等の案内

選挙管理委員会

名護市役所

中庭

東
棟

西
棟

西
側
駐
車
場

新
東
棟

名護下水処理場 名護市民会館
名護中央公民館

二十一世紀
の森体育館

労働福祉
センター

←那覇方面 国道58号 屋部・本部方面→

◆名護市役所と本庁周辺施設

◆商工・企業誘致課、観光課
　名護市大中1-19-24 2F
　☎0980-53-7530

沖縄県立北部病院

名護大中
郵便局

ビジネススクール
Long Beach

ローソン
東江

中学校

◆羽地支所
　名護市字仲尾次829
　☎0980-58-1221

←国頭 国道58号 那覇→

羽地中学校

仲尾次
交差点

◆久志支所
　名護市字瀬嵩7-1
　☎0980-55-8101/0980-55-8102

←宜野座　国道331号　国頭→

瀬嵩公民館JAおきなわ
久志支店

JAおきなわSS
久志セルフSS

◆屋部支所
　名護市字屋部44
　☎0980-52-2610

屋部郵便局

名護市スポーツ
リハビリテーション
センター

←本部 那覇→

屋
部
川

屋部小学校

国道449号

◆屋我地支所
　名護市字饒平名1177-1
　☎0980-52-8957

屋我地診療所

←ワルミ大橋

真喜屋→

県道１１０号線

県道１１０号線

◆名護市立中央図書館
　名護市宮里5-6-1
　☎0980-53-7246

宮
里
市
営
団
地

↑
国
頭

那
覇
↓

ファーマーズ
(農協)

国
道
5
8
号

◆名護博物館
名護市東江1-8-11

　☎0980-53-1342

名
護
年
金

事
務
所

東江
小学校

ひんぷん
ガジュマル
駐車場

幸
地
川

ひんぷん
ガジュマル

サンエー

◆環境対策課（名護市環境センター内）
名護市字宇茂佐1710-3

　☎0980-52-0003

宮里病院

県営宇茂佐団地

北部地区医師会病院

名桜ボウル

宇茂佐高層団地
ふく薬局

県
道
８
４
号

←屋部 為又→

◆名護市消防本部・名護市消防署
名護市大北3-31-50

　☎0980-52-2121
◆名護市防災研修センター
　（名護市消防本部内）
　☎0980-52-3174

↑
国
頭
方
面サ

ン
レ
ー

ネ
オ
パ
ー
ク

オ
キ
ナ
ワ

ダイハツ
国
道
　号
58 大北小学校

世冨慶→名護東線

←今帰仁

メイクマン

←本部

マックスバリュ

名護市消防本部・署

手紙の書き方
～時候のあいさつ編～

自分自身の言葉で簡潔に書く。1 
返事や礼状等は遅くならないよう必ず書
きましょう。

2

切手を貼る位置は封筒の長辺を縦にし
た左肩に貼りましょう。

3 

｢親展｣は気やすく使ってはいけません。4 
喪中のお宅には年賀状は禁物。5
差出人以外に読まれては困るものはハガ
キを使ってはいけません。

6 

～エチケット編～

1月 厳寒の候
2月 春寒の候
3月 早春の候
4月 陽春の候
5月 新緑の候
6月 向夏の候

7月 盛夏の候
8月 残暑の候
9月 初秋の候
10月 仲秋の候
11月 暮秋の候
12月 寒冷の候
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住民登録
問  市民課 窓口係  ☎0980-53-1212（内線149/178）　直通番号  ☎0980-53-1284

住民登録
　住民基本台帳は、住所や世帯構成などの関係を証明するもので、就学、選挙、国民健康保険、国民年金などの基礎となるも
のです。
　住民登録手続の際は、届出人（窓口にいらした方）の本人確認を行いますので、本人確認できる証明書を必ず持参してく
ださい。また、代理人が手続きを行う場合、委任状が必要となります（委任者が自筆押印したもの）。
◆各種申請に必要な書類は以下の通りです。
　新築戸建への住所登録の場合は『登記簿謄本（建物）』、『配置図（登録住所の記載があるもの）』、『不動産売買契約書（建売
など）』、『住居表示・新規付番通知書』のいずれかのご提示が必要です。

名　称 どんなときに 届出期限 届出に必要なもの 本人確認書類
（有効期限内のものに限る）

転入届 市外から名護市に住所を
移したとき

引っ越しした日から
14日以内に

・届出人の印鑑
・転出証明書
★ マイナンバーカード
★住民基本台帳カード
※ 国外からの転入の方はパス
ポート・戸籍謄本・戸籍の附
票が必要となります

※ 外国人の方は在留カードま
たは特別永住者証明書が必
要となります

【1点で確認できるもの】
・運転免許証
・マイナンバーカード
・ 官公署発行の顔写真付きの
免許証または許可証など

【2点必要なもの】
・健康保険証
・年金手帳
・介護保険証
・ 顔写真付きの社員証または
学生証など

転出届 名護市から市外に住所を
移すとき 引っ越しの日までに

・届出人の印鑑
★マイナンバーカード
★住民基本台帳カード
※ 国外へ転出される方はマイ
ナンバーカードをお持ちく
ださい

転居届 市内で住所をかえたとき 引っ越しした日から
14日以内に

世帯主変更届 世帯主を変更したとき
変更した日から
14日以内 ・届出人の印鑑世帯分離届 世帯を分離したとき

世帯合併届 世帯を合併したとき

各種届出

 ★はお持ちの方のみご提示お願いいたします。
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名護市外へ引っ越すときは
（1） 市民課で転出の手続をし、転出証明書を交付してもらいます。  

新居へ移ってから14日以内に、転出証明書、本人確認書類、印鑑を持参して、新住所地の市町村窓口にて転入手続を
行ってください。

（2）次の1～10に該当する方は、下記の手続も必要です。
このような方 名護市での手続き

1 マイナンバーカードまたは住基カード
をお持ちの方 ・継続利用される方は転出のお手続きの際にカードを提出してください。

2 印鑑登録者 ・ なご市民カード・印鑑登録証（カード）は市民課窓口へお返しいただくか、ご自身
で破棄してください。（転出年月日をもって登録抹消となります）

3 国民年金加入者
国民年金受給者

・ 海外へ出国する方は年金窓口にて国民年金の喪失または任意加入（日本国籍の方
のみ）の手続きが必要です。
新住所地へは、本年度の納入通知領収書・年金手帳（加入者）・年金証書（受給者）を
持参してください。

4 国民健康保険加入者

・ 保険証は国民健康保険課保険給付係へお返しください。（転出されると保険資格
はなくなります）

・ 新住所地で国保に加入予定の方は、所得証明が必要になる場合がありますので、
税務課でお取りになることをお勧めします。

5 公立小中学校に在学している児童生徒 ・ 学校教育課で手続きを済ませ学校から「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」
をお取りください。（転校手続きに必要です）

6
児童手当、児童扶養手当、こども医療費
助成、母子及び父子家庭等医療費助成
の受給者

・ 受給者証（児童手当を除く）
・ 印鑑を持参し、子育て支援課窓口で手続きをお願いします。

7 保育所（園）・幼稚園などを利用してい
る方

印鑑を持参し、保育・幼稚園課で手続きをお願いします。認可保育園・公立幼稚園は
退園届け出を提出してください。申込中の方は保育施設等利用申込の取下げをし
てください。その他無償化の手続きをした方は転出の届出を提出してください。

8 後期高齢者医療の被保険者 ・ 後期高齢者医療被保険者証・印鑑を持参し、国民健康保険課後期高齢者医療係で
届出が必要です。

9 介護保険の被保険者

・ 以下の方は介護長寿課介護認定係へ介護保険被保険者証をお返しください。
　ア　満65才以上の方
　イ　40才～65才未満の方で要介護認定を受けている方
・ 要介護認定の申請をしている方には、受給資格証明書をお取りください（新住所
地で申請なさる際に必要です）

10 オートバイ（50cc～125cc）所持者
・税務課で抹消の届出をしてください。
＜必要なもの＞標識交付証明書、ナンバープレート、印鑑
・代理手続きをする場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

（3）水道・下水道の精算は環境水道部経営課料金係までお電話ください。（☎53-1212 内線362）
（4） 新住所へ郵便物を転送してもらうには？  

 各郵便局・市民課窓口係・各支所窓口に備え付けの、郵便局用「転居届はがき」に必要事項を記入の上、運転免許証や保険
証など本人確認資料と印鑑を持参し、最寄りの郵便局窓口にて手続を行ってください。詳しくは郵便局へお問い合わせ
ください。

　名護市では、戸籍の届出を本庁市民課戸籍係窓口及び各
支所で受け付けています。
　休日や夜間など市役所の業務時間外の戸籍届出は、日直
又は守衛が届書をお預かりすることとなります。詳しくは
本庁市民課戸籍係へお問い合わせください。

本庁市民課戸籍係 0980-53-1212（内線172・179・171）
久志支所 0980-55-8101
羽地支所 0980-58-1221
屋我地支所 0980-52-8957
屋部支所 0980-52-2610

戸籍の届出
問  市民課 戸籍係  ☎0980-53-1212（内線172/179/171）

戸籍の届け出について

名護市 市民便利帳 市勢要覧52

各
種
届
出

２００７名護市2(SG40) .indd   2 2020/0 /2    16:04:1



名称 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの 注意事項

出生届

生まれた日から
数えて14日以内
※ 14日目が休日
のときはその
翌平日まで

・子の本籍地
・出生地
・届出人の所在地
のいずれかの市区
町村役場

父又は母
※ 父又は母以外の
方が届出をする
場合はお問い合
わせください

◇届書1通
◇ 医師・助産師の出生証明書（出生
届書についてます）

◇届出人の署名・押印
◇親子健康手帳（母子手帳）
◇ 国民健康保険被保険者証（名護市
の加入者のみ）

命名は、常用漢字・人
名用漢字・ひらがな・
カタカナを使用して
ください。

死亡届
死 亡 の 事 実 を
知った日から数
えて7日以内

・死亡者の本籍地
・死亡地
・届出人の所在地
のいずれかの市区
町村役場

①同居の親族
② 同居していない
親族

③同居人　等
※ 上記以外の方が
届出をする場合
はお問い合わせ
ください

◇届書1通
◇ 医師の死亡診断書（死亡届書につ
いています）

◇届出人の署名・押印

「親族」とは、6親等内
の血族・配偶者・3親
等内の姻族をいいま
す。
※ 「死亡届後の各種
手続き窓口一覧」
次ページ参照

※ 火葬や斎場につい
てはP104「名護市
斎場」参照

婚姻届 届け出た日に効
力が生じる

夫又は妻の
・本籍地
・所在地
のいずれかの市区
町村役場

夫及び妻

◇届書1通
◇ 夫及び妻の戸籍謄本各1通（名護
市に本籍がない方につき）

◇夫及び妻の署名・押印
◇成年の証人2人の署名・押印
◇ 夫又は妻が未成年の場合、父母の
同意書

◇ 国民健康保険被保険者証、国民年
金手帳（名護市の加入者のみ）

住所や世帯の異動が
ある方は、別途、住民
異動届が必要です。
（詳しくはP51「住民
登録」参照）離婚届

〔協議離婚〕
届け出た日に効
力が生じる 夫婦の

・本籍地
・所在地
のいずれかの市区
町村役場

夫及び妻
◇届書1通
◇届出人の署名・押印
◇ 戸籍謄本1通（名護市に夫婦の本
籍がない場合）

◇ 協議離婚の場合は、成年の証人2
人の署名・押印

◇ 裁判離婚の場合は、裁判の謄本及
び確定証明書

◇ 国民健康保険被保険者証、国民年
金手帳（名護市の加入者のみ）

〔裁判離婚〕
成立・確定の日か
ら10日以内

訴を提起した者

転籍届 届け出た日に効
力が生じる

・本籍地
・所在地
・転籍地
のいずれかの市区
町村役場

筆頭者及び配偶者
◇届書1通
◇戸籍謄本1通
◇筆頭者及び配偶者の印鑑

不受理
申出

届出の意思がな
いとき

申出人の
・本籍地
・所在地
のいずれかの市区
町村役場

申出の種類によっ
て「申出できる人」
が異なります。詳
しくは戸籍係へお
問い合わせくださ
い。

◇不受理申出書
◇申出人の印鑑

不受理申出の対象と
なる届出は、婚姻届・
協議離婚届・養子縁
組届・養子離縁届・認
知届です。

　婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届・不受理申出をなさる際は来庁者の本人確認を行いますので、公的
機関発行の顔写真入り本人確認書類（運転免許証など）をご持参ください。

主な戸籍届出一覧

○上記届出の詳しいことや上記以外の届出については、本庁市民課戸籍係までお問い合わせください。
○ 外国籍の方又は外国の地が関わる届出については別途必要書類等がありますので、事前に戸籍係までお問い合わせください。
○ 婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届について本人確認ができなかった場合には、届出を受理したことを
本人に通知します。

○ 出生届・死亡届以外の戸籍届出について、名護市に本籍がない方は、前もって本籍地の市区町村役場で戸籍謄本（全部事
項証明書）をとり届書に添付してください。
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　亡くなられた方が名護市に住民登録している方で、次の1～15のいずれかに該当する場合は、別途、下記のお手続きや確
認などが必要です。お手続き方法や必要書類などの詳しいことは、各担当窓口へお問い合わせください。

このような方 お手続き等担当窓口

1
住基カード・なご市民カード・
印鑑登録証のいずれかをお持
ちの方

市民課 窓口係

2 国民年金受給者及び第1号被
保険者

市民課 窓口係
年金担当

3 国民健康保険加入者（75歳未
満）

国民健康保険課
保険給付係

4
75歳以上の方または65歳以
上で後期高齢者医療制度に加
入している方

国民健康保険課
後期高齢者医療係

5 介護保険受給者 介護長寿課 介護認定係

6 介護用品給付（おむつ助成）を
受けている方 介護長寿課 高齢福祉係

7 農地所有者、農業者年金受給
者及び被保険者 農業委員会 窓口

このような方 お手続き等担当窓口

8 児童手当受給者、児童扶養手
当受給者

子育て支援課
子育て支援係

9 生活保護受給者 生活支援課 保護係
10 納税義務者 税務課 納税係

11 固定資産（土地・家屋・償却資
産）所有者 税務課 資産税係

12 軽自動車（原付バイク含む）所
有者 税務課 市民税係

13 市営住宅入居者 建築住宅課 市営住宅係
14 森林所有者 農林水産課 林務水産係

15
障がいの手帳をお持ちの方、
特別児童扶養手当受給者、障
害児福祉手当・特別障害者手
当受給者

社会福祉課
障がい給付係

死亡届後の各種手続き等の窓口一覧

※代理人による申請の場合、委任者本人が記入し自筆・押印した委任状が必要です。
※本人確認書類

種　類 手数料 証明内容 必要なもの
戸籍謄本（全部事項証明） 1通 450円 戸籍に記載されている方全員の証明を写したもの

・ 窓口にいらした方の本
人確認書類

・ 代理人による申請の場
合、委任者本人が記入し
自筆・押印した委任状が
必要です。

・ 上記以外にも関係権限
確認のための書類（戸籍
など）が必要な場合もあ
りますので、市民課窓口
係までお問い合わせく
ださい。

戸籍抄本（個人事項証明） 1通 450円 戸籍に記載されている方のうち証明を必要とする方につ
いて証明するもの

除籍謄本 1通 750円 戸籍に記載されている方が全員除籍された戸籍について
の証明するもの

除籍抄本 1通 750円 戸籍に記載されている方が全員除籍された戸籍のうち、証
明を必要とする方について証明するもの

改製原戸籍謄本 1通 750円 改製された原戸籍に記載されている方全員の証明

改製原戸籍妙本 1通 750円 改製された原戸籍に記載されている方のうち証明を必要と
する方についてのみ証明

身分証明書 1通 200円 禁治産、準禁治産、後見、破産の宣告の有無についての証明
戸籍届出の受理証明書 1通 350円 戸籍の届出が受理されたことを証明するもの

戸籍届出の受理証明書
（上質紙使用） 1通 1,400円

戸籍の届出が受理されたことを証明するもの
（対象：婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の
み）

戸籍の附票の写し 1通 200円 住所の異動経過を証明するもの（本籍地でのみ申請可能）
不在籍証明書
（謄本・妙本） 1通 200円 ｢現在名護市□□○○番地に何某の戸籍はない｣旨を証明

するもの
住民票の写し 1通 200円 住所、氏名、生年月日、性別など
住民票の記載事項証明書 1通 200円 住民票に記載のある事項を証明するもの

不在住証明書 1通 200円 ｢現在名護市□□○○丁目○番○号に何某の住民票はない｣
旨を証明するもの

転出証明書 無料 なし
住民票の閲覧 1通 100円 事前の申請が必要です 詳細は市民課窓口係まで

印鑑登録証明書 1通 200円 なご市民カードまたは印鑑登録証の提示がないと発行で
きませんので必ずご持参ください

・ なご市民カードまたは
印鑑登録証

各種証明と手数料
問  市民課 窓口係  ☎0980-53-1212（内線149）　直通番号  ☎0980-53-1284
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　なご市民カード及び住民基本台帳カード（平成23年3月末まで交付されたもの）をお持ちの方は、カードを利用して市民
課ロビーに設置している証明書自動交付機で
●住民票謄本・抄本＜カード所有者本人及び同世帯の方の住民票＞
●印鑑登録証明書＜印鑑登録している方で登録者本人の証明書のみ＞
の交付を受けることができます。ただし、暗証番号の登録をしている方に限ります。

平日 土・日・祝祭日 備考
利用時間 午前8時～午後7時 午前8時～午後5時 12月31日～1月3日、台風等に伴う閉庁日

及びその他、市が指定する日を除く。設置場所 本庁市民課ロビー

証明書自動交付機
問  市民課 窓口係  ☎0980-53-1212（内線149）　直通番号  ☎0980-53-1284

（1）印鑑登録と廃止の手続き
こんなとき 申請者 届け出に必要なもの

印鑑登録
（印鑑の変更）

本　人
（15歳以上の人）

・登録する印鑑（印鑑を変更する場合は旧印も持参）
・ 申請者が本人であることを証するもの（※）（証するものが無い場合
は、即日登録できません）
※ マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート等官公
署が発行した本人の顔写真を貼付した身分証明書、及び保証人に
よる証明書（保証人は名護市に印鑑登録している方のみなれます。
保証人の登録印も押印する必要があります）

代理人
※ 疾病、その他やむを得ない事由がある
ときに限られ本人への登録の意思確
認は、本人宛照会文書を郵送します。

　（ 代理人による申請は即日登録できま
せん。）

仮申請
・登録する印鑑　・代理人の認め印
・委任の旨を証する書面（市民課備えつけ）
・代理人の本人確認書類

本申請
・登録する印鑑
・郵送による照会文書の回答書　・代理人の認め印
・代理人の本人確認書類

登録の廃止
（カード亡失）

本　人
・本人確認証明書（登録の場合と同じ又は健康保険証）
・なご市民カード・印鑑登録証
・申請者の登録印（ないときは認め印）

代理人
（上記※と同様）

・代理人の本人確認書類
※仮申請及び本申請を行います。即日廃止できません。

印鑑登録
問  市民課 窓口係  ☎0980-53-1212（内線149）　直通番号  ☎0980-53-1284

　平成25年4月1日から、名護市役所市民課窓口（本庁舎のみ）にてパスポートの申請、受け取りが出来るようになりまし
た。
（1）一般旅券発給申請書（5年、10年）
　20歳未満の方は5年旅券のみ。20歳以上の方は5年旅券または10年旅券を選べます。
（2）戸籍（謄）抄本
　申請者本人のもの。（発行日から6ヶ月以内のもの）未成年者、又は家族で同時に申請する場合は謄本をお持ちください。
（3）証明写真
　●申請者本人のみで6ヶ月以内に撮影されたもの。
　● 縦4.5センチ×横3.5センチ縁なしで正面、上半身（肩より上）、無帽、無背景のもの（パスポート用で撮影してくださ

い）。カラーコンタクト、サングラスの装着は不可。

パスポート申請
問  市民課 窓口係  ☎0980-53-1212（内線149）　直通番号  ☎0980-53-1284

（2）手数料　登録時1件につき250円
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【1】1点確認

運転免許証、船員手帳、海技免状、
住基カード（写真付き）、マイナン
バーカード、パスポート、身体障害
者手帳（写真付き）、戦傷病者手帳、
宅地建物取引主任者証、猟銃・空気
銃所持許可証、官公庁職員身分証明
書（写真付き）、運転経歴証明書等

【2】2点確認
Aを2点又は
A+Bを提出。
（Bの2点は不可）

A

健康保険証、国民健康保険証、共済
組合員証、船員保険証、後期高齢者
医療被保険者証、国民年金証書（手
帳）、厚生年金証書（手帳）、船員保
険年金証書（手帳）、恩給証書、共済
年金証書、印鑑登録証明書（実印も
一緒にお持ちください）等

B
次の内写真が貼ってあるもの（学
生証、会社の身分証明書、公の機関
が発行した資格証明書等）、母子手
帳（小学生以下）等

（5）前回取得したパスポート
　有効期限内にパスポートを切り替える場合（残存有効期
限が1年未満）は、今お持ちのパスポートの提出がないと申
請出来ません。
（6）手数料
　収入印紙及び沖縄県証紙で下記のとおり納付していた
だきますので事前に購入の上、交付時にご持参ください。

種類 手数料
収入印紙 沖縄県証紙

10年旅券 14,000 2,000
5年旅券  9,000 2,000
12歳未満  4,000 2,000
査証欄の増補  2,000   500
変更旅券  4,000 2,000

申請受付： 月～金曜日（土日祝祭日、年末年始は休み）  
午前8時30分～午後5時

受け取り：午前8時30分～午後5時15分
※受け取りは原則本人です。

申請受付・旅券受取時間

　マイナンバーカードはマイナンバー（個人番号）が記載された顔写真付のカードです。本人の申請により交付を受けるこ
とができ、本人確認のための身分証明として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請
等、様々なサービスにもご利用いただけます。
　現在、名護市ではマイナンバーカードを利用して、コンビニ等で各種証明書を取得することができます。

申請方法 申請手順
郵送 ①交付申請書に必要事項を記入し、6か月以内に撮影した顔写真を貼り付けて郵送します。

スマートフォン
（パソコン）

① スマートフォンで顔写真を撮影して保存します。（パソコンの場合は、デジタルカメラ等で撮った顔写真を
パソコンに保存します。）

② 交付申請書のQRコードを読み取るか、交付申請用WEBサイト（マイナンバーカード総合サイト）にアクセ
スし、申請書ＩＤやメールアドレスを登録します。

③ 登録したメールアドレス宛に申請者専用WEBサイトのURLが届いたらサイトにアクセスします。（URLが
「https://net.kojinbango-card.go.jp]であることを確認してください。）
④画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。

まちなかの
証明用写真機

①申請可能な証明用写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択します。
②撮影用の料金を投入し交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。
③画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。

交付手順 必要な持ち物
① 自宅に交付通知書（はがき）が届きますので、電話にて交付の
予約を取ります。

② 予約日に申請者ご本人が窓口にお越しください。（15歳未満
の方、成年被後見人の方は法定代理人が同行してください。）

③ 交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定して頂くことによ
り、カードが交付されます。（初回交付手数料は無料です。）

①交付通知書（はがき）
②通知カード（令和2年5月以前に交付を受けている方）
③ 本人確認書類（15歳未満の方、成年被後見人の方は同行する
法定代理人の本人確認書類も必要です。）

④住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

① 直ちに下記の電話番号に連絡し、個人番号カードの電子証明書等の機能の一時停止をおこなってください。（365日24
時間対応）

　●マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）☎0120-95-0178
　●個人番号カードコールセンター（有料）☎0570-783-578（繋がらない場合には☎050-3818-1250）
② 紛失の場合→警察署等に遺失届を出し、受理番号を控える。火災による焼失の場合→消防署等に届出しり災証明書をも
らう。

※ 個人番号カードが見つかった場合には、個人番号カード、本人確認書類をお持ちになり、一時停止解除の手続きが必要に
なります。

マイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードの申請と交付について
問  市民総務室  ☎0980-53-1212（内線177）

（4）本人確認書類の原本（コピー不可）
　下表の【1】は1点のみで可。【1】の書類がない場合は【2】
のAを2点、又はA+Bを提出。（Bの2点は不可）いずれも現
在有効なものに限ります。
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　申請受付：月～金曜日（土日祝祭日、年末年始は休み）　午前8時半～午後5時

マイナンバーカードの再交付について

必要書類

①本人確認書類
②写真（縦4.5cm×横3.5cm）
③マイナンバーカード（カードがある場合）
④遺失届受理番号（紛失の場合）
⑤り災証明書（火災による焼失の場合）

手数料 1枚800円（電子証明書を含む時は1,000円）
　受け取りまでに3～4週間かかります。なお、受け取りには事前予約が必要です。

住民票の写し 名護市に住民登録している方（個人番号（マイナンバー）は記載されていません）
印鑑登録証明書 名護市で印鑑登録をしている方。

戸籍謄（抄）本 名護市に本籍のある方。名護市外に本籍のある方は、本籍地のある市町村に利用登録申請が必要になります。
※本籍地の市町村が、コンビニ交付に対応していない場合には、利用することが出来ません。

戸籍の附票 名護市に本籍のある方。名護市外に本籍のある方は、本籍地のある市町村に利用登録申請が必要になります。
※本籍地の市町村が、コンビニ交付に対応していない場合には、利用することが出来ません。

課税証明書
・現在とその年の1月1日両方に名護市に住民登録があり、申告等がなされている方。
・課税額が表示されます。収入、所得額、所得控除の内訳は表示されません。
・最新年度分の証明書が発行されます。

所得証明書
・現在とその年の1月1日両方に名護市に住民登録があり、申告等がなされている方。
・収入、所得額、所得控除の内訳が表示されます。課税額は表示されません。
・最新年度分の証明書が発行されます。

所得・課税証明書
・現在とその年の1月1日両方に名護市に住民登録があり、申告等がなされている方。
・収入、所得額、所得控除の内訳と課税額の両方が表示されます。
・最新年度分の証明書が発行されます。

◆ご利用時間
　6：30～23：00（12月29日～1月3日、メンテナンス時を除く。）

証明書コンビニ交付について
　現在名護市にお住まいの方は、マイナンバーカードを利用して、住民票や所得証明書などの証明書を全国のコンビニエ
ンスストア等のマルチコピー機で取得できます。
◆サービスが利用できる店舗
　●ローソン
　●ファミリーマート
　●セブン-イレブン　　などのコンビニエンスストア
※県外の店舗でも利用できます。
◆取得できる証明書
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妊娠・出産したら
問  健康増進課  ☎0980-53-1212　健康づくり係（内線155/158）　地域保健係（内線143/386）

お子さんの健康診査

妊娠したら
（1）妊娠届け・母子健康手帳交付
　妊娠が分かったら、健康増進課窓口で「親子健康手帳（母
子健康手帳）」をもらってください。
　親子健康手帳は、母と子の健康管理に必要な検査や予防
接種の結果を記録するものです。大切に保管してください。

（2）妊婦健康診査
　健康な妊娠、出産のために名護市では、平成21年4月1日
から健診費用の公費負担を14回（週数の設定あり）に拡大
しています。
　従来の妊婦健康診査に加え、平成23年4月1日より新た
にHTLV-1検査、クラミジア検査（2種）の公費負担が開始
されています。
　妊婦健康診査受診票（助成券）は親子健康手帳と一緒に
発行されます。受診時に医療機関へ提出してください。

＜県外から転入された妊婦さんへ＞
　名護市健康増進課窓口にて妊娠週数に応じた妊婦健康
診査受診票をお渡ししています。
＜県外へ転出される妊婦さんへ＞
　妊婦健康診査の公費助成について転出先の市町村へお
問い合わせください。
＜県外へ里帰り出産を予定している妊婦さんへ＞
　県外医療機関での妊婦健康診査受診を希望する妊婦さ
んは、里帰りの1ヶ月程前に医療機関を決めて上記の連絡
先までお問い合わせください。県外では名護市で配布した
受診票は使えません。

　健康診査対象児（乳幼児）には1ヶ月程前に通知書を送付いたします。 　
乳児一般健康診査（土曜日） 1歳6ヶ月児健康診査（木曜日） 3歳児健康診査（木曜日）

通知対象
1回目 3ヶ月～5ヶ月

1歳7ヶ月～8ヶ月児 3歳6ヶ月児
2回目 9ヶ月～10ヶ月

助産施設入所措置について
問 子育て支援課 家庭支援係  ☎0980-53-1212（内線107）

　保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由などによ
り入院助産を受けることができない妊産婦の方で、福祉事
務所長が該当するものと認めた場合、指定の病院で入院助
産を受けることができます。
（1）対象者
　ア　保健上必要のある方（異常分娩の恐れがある等）
　イ　生活保護世帯、非課税世帯（世帯全員が非課税）
　ウ　国民健康保険・社会保険等の健康保険加入者
　※ 上記ア、イの条件を満たし、子育て支援課において審

査の結果、助産措置をすることが適当と認められたも
の者について入院助産を受けることができます。

（2）申請に必要な書類
　ア　所得課税証明書
　イ　住民票謄本
　ウ　保健上の理由と出産予定日を証明する書類

（3）指定病院　県立北部病院・県立中部病院

出産・子育て
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検索名護市　あがりえクリニック

※外来休診日は水曜・日曜・祝祭日となります

   予防接種は予約が必要です　

○早朝の胃カメラ検査承ります。（事前に受診が必要です）

   胃カメラは完全予約制となります

※△は相談に応じます

火

○

○

○

○

○

水

－

－

－

－

－

木

○

○

△

○

○

金

○

○

△

○

○

土

○

○

○

△

△

診 療 内 容

外 来

胃 カ メ ラ

受 付 時 間

9：00～12：00

14：00～17：00

6：00～  8：00

9：00～10：00

14：00～15：00

月

○

○

△

○

○
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すくすくベイビー訪問について
問 健康増進課 地域保健係  ☎0980-53-1212（内線143/386）

未熟児養育医療制度
問 健康増進課 健康づくり係  ☎0980-53-1212（内線155）

養育支援訪問事業
問  子育て支援課 家庭支援係  ☎0980-53-1212（内線107）

　名護市では平成20年度より「こんにちは赤ちゃん事業」
を実施し、お子様の健やかな成長をお手伝いしています。
　事業の愛称を『すくすくベイビー訪問』とよんでいます。
　「こんにちは赤ちゃん事業」は、児童福祉法に基づき実施
する事業で、育児等の様々な不安や相談に応じ、また、子育
て支援に関する情報提供等を行う事業です。赤ちゃんが生
まれた全ご家庭を、名護市が委嘱した「母子保健推進員」が
生後2ヶ月頃に訪問します。

　体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんで、入院が必要
な場合にその費用の一部を公費で負担し、お子さんのすこ
やかな成長に少しでも役立つことを目的としています。
（1）対象者
　市内に住所を有する未熟児で、指定療育医療機関の医師
が養育のための入院の必要性を認めたもの。
（2）申請に必要な書類
　①養育医療給付申請書
　②養育医療意見書
　③世帯調書・税額証明書及び同意書
　④委任状
　⑤前年の収入に関する証明書（世帯全員分）
　　＊源泉徴収票又は納税証明書
　⑥お子さんの保険証の写し
　⑦こども医療費助成金受給資格者証
　⑧マイナンバーカードまたは通知カード（世帯全員分）
（3）申請時期
　お子さんの入院中に行ってください。

　養育支援が特に必要であると判断した家庭に対して、子
育てOBやヘルパーがその居宅を訪問します。養育に関す
る指導・助言を行うことにより当該家庭の適切な養育を支
援する「養育支援訪問事業」が平成26年度からスタートし
ました。
支援の対象者
　対象者は、こんにちは赤ちゃん事業（すくすくベイビー
訪問）の実施結果や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養
育支援を特に必要とする家庭で、本事業による支援が必要
と認められる家庭の児童及びその養育者です。具体的に
は、以下の家庭等が考えられます。
（1） 若年の妊婦（概ね20歳以下）及び妊婦健康診査未受診

や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に
必要とする家庭

（2） 出産後間もない時期（おおむね1年程度）の養育者が、
育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題
によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱え
る家庭

（3） 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状況に
ある家庭など、虐待のおそれやリスクを抱え、特に支援
が必要と認められる家庭

支援の内容
（1）育児・家事支援
　 　3ヶ月から6ヶ月の中期的な支援で、ヘルパーや子育
てOB等がその居宅を訪問し適切な児童の養育環境の維
持・改善及び家庭の養育力の向上を目指し、指導・助言等
の支援を行ないます。
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　平成27年度からスタートした「子ども・子育て支援新制度」では、保育所（園）、幼稚園（新制度に移行していない幼稚園は
除く。）及び認定こども園を利用するために、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
利用する施設等と認定の種類
教育・保育認定の区分 対象児童 利用できる施設等 利用できる時間数（※4）

1号認定（教育） 3～5歳 幼稚園（※2）
認定こども園（教育部分） 教育標準時間（1日4時間程度）

2号認定（保育） 3～5歳で保育の必要性あり
（※1） 認可保育所（園）

認定こども園（保育部分）
地域型保育事業（※3）

①保育標準時間（1日11時間以内）
②保育短時間（1日8時間以内）

3号認定（保育） 0～2歳で保育の必要性あり
（※1）

※1　保育の必要性は、次のページを参照してください。
※2　新制度に移行していない幼稚園は除きます。
※3　家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業
※4　時間数の認定は保護者の保育の必要性に応じて名護市が決定します。
選考方法について
●認可保育所（園）、認定こども園（保育）、小規模保育事業… 保護者の保育の必要性の事由や世帯の状況によるポイント制

となっており、ポイントが高い方を優先して案内します。
●公立幼稚園…入園選考はありません。
●公立幼稚園の預かり保育…「保育の必要性」がある者とし、定員を超える申込みがあった場合は、選考を行います。
保育料等の無償化について
　名護市幼保助成事業により保育料等の無償化を実施しています。詳細はホームページを参照してください。
その他のことについて
　幼稚園、保育施設等についての詳細な情報は、ホームページを参照してください。

子ども・子育て支援新制度（保育所・幼稚園）
問  保育・幼稚園課  保育係  ☎0980-53-1212（内線122） 

給付係  　            （内線109） 
幼稚園担当           （内線382）
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1
名護市に「保育施設等
利用申込書」及び「名
護市給付認定申請書
兼現況届出書」を申請

2
名護市が保育の必要
性があることを認定
（教育・保育給付認定
2号・3号）

3
申込者の希望、保育所
等の状況などにより
名護市が利用先を選
考

4
利用先の決定

保
育
所
等
で
の
保
育
の

利
用
を
希
望
の
場
合

1　保育所（園）について
　保育所（園）は、保護者の労働や疾病等の理由により児童を家庭
で保育できないとき、一定の時間保護者にかわって保育する施設
です。したがって、入所基準に該当しない場合は入所できません。
2　入所の申込受付について
　受付場所：名護市役所　保育・幼稚園課窓口
3　保育所（園）へ入所できる基準について
　入所の対象となるのは、生後6ヶ月から就学前の児童で、保
護者が次の（1）～（11）のいずれかに該当し、児童を保育する
ことができない（＝保育が必要）と認められる場合です。
　（1） 就労  

月に64時間以上（目安は1日4時間以上かつ月16日
以上）労働することを常態としていること

　（2） 妊娠、出産  
妊娠中であるか、又は出産日から起算して5か月を
経過する日の翌日が属する月の末日まで、新生児の
兄・姉（申請児童）が、保育が必要であること

　（3） 疾病、障がい  
● 医師の診断により治療に1か月以上の期間を要
し、申請児童の保育が必要であること

　   ● 疾病、負傷、心身障がいのため、申請児童の保育が
必要であること

　（4） 介護・看護  
月に64時間以上、同居の親族（長期入院等をしてい
る親族を含む。）を常時介護又は看護していること

　（5） 災害活動  
震災、風水害、火災その他の災害を被災し、その復旧に
当たっている間、申請児童の保育が必要であること

　（6） 求職活動  
求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に行っていること

　（7） 就学  
月に64時間以上、学校等の教育施設に在学、又は職
業訓練校等での職業訓練等を受けていること  
※ 学校とは、学校教育法で定める「学校」「専修学校」
等をさし、基本、通信教育は含まれません 

　（8） 育児休業中の継続通所  
父または母のどちらかが育児休業中であって、当該
保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就
学前子ども（兄または姉）が、既に保育施設等を利用
しており、当該育児休業の間に保育施設等を引き続
き利用することが必要であること。  
（※ 在園児の継続利用を認めるための制度です。新規

入所申込の事由には使えません。）
　（9） みなし育休中の継続通所  

0歳6カ月から2歳までの児童を家庭保育するため、当該
児童以外の小学校就学前子ども（兄または姉）が、既に保
育施設等を利用しており、当該家庭保育をする期間に保
育施設等を引き続き利用することが必要であること。  
（※ 在園児の継続利用を認めるための制度です。新規

入所申込の事由には使えません。）

　（10） 虐待・ＤＶ  
児童への虐待のおそれ、配偶者からのＤＶ等によ
り家庭保育が困難と認められる場合

　（11） その他  
上記に類する状態にあり、申請児童の保育が必要
であると認められる場合

4　提出書類について
　（1） 「保育施設等利用申込書」及び「名護市教育・保育給付

認定申請書兼現況届出書」
　（2）保育施設等の利用に関する確認票
　（3）保護者の保育を必要とする証明書類
　（4）その他、以下の状況に該当する方が必要な書類
　●生活保護を受けている世帯
　●里親
　●ひとり親世帯
　●事実婚
　●在宅障がい児（者）がいる世帯
　● 転入予定、または保護者・申請児童の兄弟姉妹のいず

れかが市外に住所を有する場合
　●1月1日以降に名護市に転入してきた方
　● 申請児童の兄または姉が特別支援学校幼稚部、児童心

理治療施設、児童発達支援または医療型児童発達支
援、市外の幼稚園を利用している場合

　●18歳以上60歳未満の同居親族がいる場合
　● 特別支援保育を希望する、または定期的に医療機関や

専門施設に通っている。

※ 詳細については、名護市役所ホームページ内をご確認く
ださい。

認可保育所（園）にこどもを預けたい
問  保育・幼稚園課 保育係  ☎0980-53-1212（内線122/129）

保育の必要性の認定申請及び保育所入所申込案内

保育所（園）入所申込の流れ
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でいご手芸店

〒905-0018 名護市大西4-5-21

TEL&FAX 0980-52-2283
http://syugei.ti-da.net/
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　名護市の公立幼稚園は13園あります。（令和2年4月1日
現在）
　※申込み状況により、休園となる園があります。
◆入園対象
　（1）名護市に居住する者
　（2） 満4歳児および満5歳児  

※ 安和・瀬喜田・久志幼稚園は4歳児と5歳児との混
合保育、大宮幼稚園は複数年保育となります。

◆入園受付
　入園を希望される幼稚園にて受付をします。
◆必要書類
　（1）公立幼稚園入園申込書　兼　預かり保育申込書
　（2） 名護市（教育・保育施設等利用）給付認定申請書　兼

　現況届出書
　（3）マイナンバー（個人番号）届出書
　（4）幼児生活調査票
　（5） 就園時健康診断票  

※ かかりつけ医にて診断用を持参の上、受診してく
ださい。

　   ※ 専門医に掛かっている幼児は、専門医による診断
書を提出してください。

　（6） その他  
世帯状況を証明する書類や市民税課税額の確認がで
きる書類を提出していただく必要があります。

認可外保育施設のご案内
問  保育・幼稚園課 給付係  ☎0980-53-1212（内線109）

市立幼稚園への入園に関すること
問  保育・幼稚園課 幼稚園担当  ☎0980-53-1212（内線382）

　名護市内に11ヶ所の認可外保育施設があります。（令和2年4月時点）
　認可外保育施設一覧はP114をご参照ください。
　認可外保育施設への入所申込み・保育料金・その他については、施設へ直接お問い合わせください。

◆保育時間
　月～金　午前8時～午後2時
　※ 土日・祝日・慰霊の日は休園、他に夏季休業・冬季休業・

春季休業等があります。
　※ 各幼稚園へのお問い合せは、保育時間終了後の午後2

時半～午後4時半の間にお願いします。
◆給食
　全園で実施しています。
　月1回のお弁当会があります。
　給食費は名護市学校給食事業により無料となります。
　なお、アレルギー除去食には対応しておりません。
◆市立幼稚園（利用者負担額）
　市立幼稚園に通う園児の利用者負担額は令和元年10月
1日より、世帯の収入に関わらず0円となります。
※ 利用者負担額は発生しませんが、階層を決定する必要が
あるため、収入の確認を行う必要があり、課税情報に係
る書類等を提出して頂くことがあります。

◆諸会費
　教材料費・絵本代として、月額1,500円程度の諸会費を
徴収します。

　預かり保育は名護、屋部、大北幼稚園の3園で実施してい
ます。
◆利用対象者
　（1）預かり保育実施園の在園児
　（2）保育の必要性（例：保護者の就労等）がある者
　※ 「保育の必要性」は保育施設等の入所できる基準と同

一となっております。
　※ 同住所に住む18歳～60歳までの家族の保育の必要性

の確認も必要となります。

市立幼稚園の預かり保育に関すること
問  保育・幼稚園課 幼稚園担当  ☎0980-53-1212（内線382）

◆利用時間
　月～金　午後2時～午後6時
　※ 土日・祝日・慰霊の日は預かり保育は実施していませ

ん。
　※ 夏季休業・冬季休業・春季休業については預かり保育

を実施しています。給食の提供はありません。
　※ 預かり保育の利用開始日は入園式の翌日からとなっ

ております。
◆預かり保育料
　日額：400円（令和2年4月1日現在）
　※施設等利用給付認定を受ければ無料となります。
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　児童が病気の回復期に至らない場合又は回復期にあるため、集団保育等が困難な期間において、その児童を一時的に預
かることにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする事業です。
（1）実施施設　 名護療育医療センター　病児保育　ばんび　〒905-0006　名護市宇茂佐1765番地　☎0980-52-1675  

育ちのクリニック　病児保育ばんび2　〒905-0016　名護市大東2丁目23番30号　☎0980-53-3366
（2）対象児童　名護市に住所を有する小学校3年生までの子
（3）利用までの流れ

病児保育事業
問  保育・幼稚園課 保育係  ☎0980-53-1212（内線122/129）

病児保育事業

　名護市内には、私立幼稚園が1ヶ所あります。
　入園の申込や保育料などに関することは、うみのほし幼稚園へ直接お問い合せください。
●うみのほし幼稚園
　名護市大西二丁目1番20号　☎0980-52-1661
◆ 国の幼児教育・保育無償化について  

問  保育・幼稚園課　幼稚園担当　☎0980-53-1212（内線382）
　私立幼稚園に通っており、無償化を希望する場合は、施設等利用給付認定を受ける必要があります。また、預かり保育に
ついても対象となりますが、「保育の必要性の確認」が必要となります。
　市外の私立幼稚園に通っている園児についても無償化の認定の対象となります。詳しくは幼稚園担当までお問い合せく
ださい。
※無償化となる保育料には上限があります。

ステップ1
ご利用の前に
「登録申請」を行う

保育幼稚園課の窓口で事前に登録してください。毎年9月に登録更新手続きが必要です。
＜登録の際に持参いただくもの＞印鑑・親子健康手帳・お子さんの健康保険証

ステップ2
利用したいとき

預けたい日の前日または当日に実施施設へ連絡してください。
利用当日、実施施設の受付にて「病児保育」を利用したいと申し出て、受付にて「入室申込書」を記入し、提出
してください。
初回は実施施設外来にて医師の診察を受け、医師の許可が下りてからお預かりとなります。
利用時間：初回利用…外来受診後～18：30（外来受付8：30～）
　　　　 継続利用…7：30～18：30（土曜日は17：00まで）

利用者世帯区分 利用料
1 生活保護世帯又は市民税非課税世帯 0円
2

市民税所得割
課税世帯

0円以上97,000円未満   500円
3 97,000円以上169,000円未満 1,000円
4 169,000円以上301,000円未満 1,500円
5 301,000円以上 2,000円

（4）利用者負担額（児童1人に対する1日あたりの利用料） 　
※ 左記利用料の他に別途下記費用がか
かります。

●食費 500円（おやつ2回分を含む）
　※ ただし、持参する場合は不要です。
●外来受診時の診察費・治療費等

私立幼稚園に関すること
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　「子どもの家」は放課後や土日、長期休暇中において児童
が安全で安心に過ごせる「居場所」です。「地域の子どもを
地域で見守り育てる」活動であり、地域の公民館や集会場、
小学校の余裕教室等が拠点となります。
◆令和2年度実施箇所

名護地域 喜瀬、世冨慶、東江、東江小、大東、名護小、大
中（長期休暇中）、大北、名護団地、大宮高層

屋部地域 屋部小、宇茂佐（長期休暇中）、屋部（長期休
暇中）、宇茂佐高層

屋我地地域 実施箇所なし
羽地地域 稲田小
久志地域 瀬嵩、大浦（長期休暇中）

時　間：各「子どもの家」で1日3時間以内設定とします。
● 事故及び過失の責任は負いません。（保護者の責任とし
ます）

●怪我に関しては、保険の範囲内で対応します。

　「子どもの家加入申込書」を提出した者については、市民
総合賠償保障保険適応となります。
　希望者は、スポーツ安全保険に加入できます。（保険料：
年間800円は自己負担となります）

　各子どもの家で「子どもの家加入申込書」にご記入、ご提
出ください。

◆名護市ファミリー・サポート・センターは移転しました。
　（1）住所：名護市大中三丁目9番1号　官公労2階
　（2）電話：0980-43-7540
　（3）FAX：0980-43-7554
　（4）利用時間：午前9時から午後5時30分（土日祝日はお休みです）

曜日 活動時間帯 報酬額
月曜日～金曜日 7：00～19：00 600円

宿泊 22：00～7：00 500円
19：00～22：00　土・日・祝祭日・年末年始 700円

子どもの家とは？ 子どもの家（集会場・公民館）の決まり

保険について

入所の手続き

名護市ファミリー・サポート・センター事業
問  子育て支援課 家庭支援係  ☎0980-53-1212（内線107）

報酬の基準（一人あたり1時間・2人目以降は半額）

名護市ファミリー・サポート・センターのしくみ
できる人が、できる事を、無理せずに！

子育ての手助けをしてほしい「おねがい会員」と、子育てのお手伝いをしたい「まかせて会員」が会員登録を
して一時的に子どもの世話を有償にて行う相互援助活動です。

名護市では平成17年2月にセンターを開設し活動を始めています。
～名護市ファミリー・サポート・センターのシステム～

・子育ての手助けをしてほしい方
・ 名護市在住、又は在勤で0歳から15
歳までの子どものいる方

おねがい会員
・子育ての応援をしたい方
・ 名護市在住でセンターの指定する
講習を受けた方

・ 自宅や、指定された場所で子どもを
預かることのできる方

まかせて会員

おねがいまかせて両方を兼ねることができる方
どっちも会員

事前打ち合わせ・
活動開始

活動終了・
報酬の授受

名護市ファミリー・
サポート・センター 会員登録 援助の打診

会員登録
援助の依頼

名護市子どもの家事業
問  名護子育て支援塾（名護市中央公民館）  ☎0980-53-5428

ローソン
名護大中店

運天産婦人科

保健所

宮城
てんぷら店

沖縄県立
北部病院

大中

名護市
ファミリー

サポートセンター
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　令和2年10月からロタウイルスが定期接種として加わります。（対象は令和2年8月1日生まれ以後の子）
　予防接種には､名護市の予防接種を受託した医療機関で受ける個別接種（B型肝炎、ヒブ､小児用肺炎球菌、BCG、四種混
合、DT2期、麻しん・風しん（MR）1・2期、水痘、日本脳炎）があります。
（1）個別接種（令和2年4月1日時点）

予防接種名 予防する病気 接種回数【標準的な接種間隔】 対象年齢【標準的な接種時期】

B型肝炎 B型肝炎
3回
【初回接種後27日以上あけて2回目、
初回から139日以上あけて3回目】

1歳未満
【生後2ヶ月以上9ヶ月未満】

ヒブ ヘモフィルスインフルエンザ
菌b型による髄膜炎や肺炎

初回3回
【それぞれ27日～56日あける】 生後2ヶ月以上5歳に至るまで

【初回は1歳、追加は5歳までに】
※2ヶ月～6ヶ月までに初回接種を開始し
ない場合は接種回数が異なります。

追加1回
【初回の3回目終了後7ヶ月以上13ヶ
月未満】

小児用肺炎球菌 肺炎球菌による肺炎や中耳炎、
髄膜炎など

初回3回
【それぞれ27日以上あける】 生後2ヶ月以上5歳に至るまで

【初回は2歳、追加は5歳までに】
※2ヶ月～6ヶ月まで初回接種を開始しな
い場合は接種回数が異なります。

追加1回
【初回の3回目終了後60日以上あけて
1回、生後12ヵ月～15ヶ月に行う】

BCG 結核 1回 1歳未満
【生後5ヶ月以上8ヶ月未満】

四種混合
・百日ぜき
・ジフテリア
・破傷風
・ポリオ

1期初回3回
【それぞれ20日～56日あける】

生後3ヶ月以上7歳6ヶ月未満
【1期初回は3ヶ月以上1歳未満】1期追加1回

【1期初回の3回目終了後12ヶ月以上
18ヶ月未満】

DT２期 ・ジフテリア
・破傷風 1回 11歳以上13歳未満

(小学校6年生相当年齢)

麻しん・風しん混合
(MR)※1

・麻しん（はしか）
・風しん

1期1回 1歳以上2歳未満

2期1回 小学校入学前の1年間
（年度内に6歳になる子）

水痘 水痘
2回
【初回終了後6ヶ月以上12ヶ月未満の
間に2回目】

1歳以上3歳未満
【1回目は1歳以上1歳3ヶ月未満】

日本脳炎※2 日本脳炎

1期初回2回
【6日～28日あける】 生後6ヶ月以上7歳6ヶ月未満

【1期初回は3歳以上4歳未満、1期追加は4
歳以上5歳未満】

1期追加1回
【1期初回の2回目終了後、おおむね1
年あける】

2期1回 9歳以上13歳未満
【9歳以上10歳未満】

ロタ※3
（2020年10月より
定期接種開始、R2年
8月1日以後に生ま
れた子が対象）

ロタウイルス胃腸炎

ロタリックス
（1価）

2回
【初回終了後27日以
上あけて2回目】

生後6ヶ月以上24週未満
【1回目は生後14週6日までの接種を推奨】

ロタテック
（5価）

3回
【それぞれ27日以上
あける】

生後6ヶ月以上32週未満
【1回目は生後14週6日までの接種を推奨】

予防接種 問 健康増進課 健康づくり係  ☎0980-53-1212（内線158）

予防接種について

※1　麻しん･風しん単抗原ワクチンの接種もできます。
※2　平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの人は予防接種の機会を逃していることがあります。
　 　接種に関する詳細については健康増進課にお問い合わせ下さい。
※3　ロタは口から飲むワクチンです。2種類のうちどちらか一方を選んで接種します。
※同時接種ができる予防接種もあります。接種スケジュールについては主治医にご相談ください。
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（5）申請手続きについて
＜出生や転入等で新たに受給資格が生じた場合＞
　「認定請求書」の申請が必要となります。
　児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から
支給されます。
＜添付書類＞
　●申請者の健康保険証の写し
　● 申請者名義の普通預金通帳（振込希望口座）の写し
　●認め印
　● 養育する児童が市外にいる場合は、別居監護申立書及

び児童のいる世帯全員の住民票謄本
　●所得・課税証明書
（6）現況届
　児童手当を受けている方は、毎年6月中に現況届を提出
しなければなりません。6月1日における状況を確認し引
続き児童手当をうける資格があるか確認を行います。この
届出の提出がない場合は、6月分以降の児童手当が受けら
れなくなりますので、ご注意ください。
　対象者へは、6月中旬頃までに通知を行います。
（7）児童手当からの保育料の徴収について
　滞納分の保育料がある場合、児童手当から徴収すること
ができるようになりました。
　①申出徴収… 児童手当受給者からの申出により、滞納分

の保育料を児童手当から徴収を行う。
　②特別徴収… 児童手当受給者の申出によらずに、滞納分

の保育料を児童手当から徴収を行う。
※ 扶養親族の数が1人増すごとに所得制限限度額は38万
円加算してください。

※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養
親族がいる場合は1人につき所得制限限度額に6万円を
加算した額。

年齢等の区分 支給月額
0歳～3歳未満（一律） 15,000円
3歳～小学校終了前（第1子・第2子） 10,000円
3歳～小学校修了前（第3子） 15,000円
中学生（一律） 10,000円
所得制限額以上（一律）
平成24年6月分以降より  5,000円

（1）支給対象となる児童
　0歳から中学校修了前で国内に居住している児童（中学
校修了前とは、15歳になった後、最初の3月31日までの間
にある児童）
（2）支給要件
　● 名護市に住所があり、支給対象となる児童を監護し、

かつ生計を同じくする父母等
　● 父母等がともに児童を養育している場合には、父母等

のうち、いずれかその児童の生計維持する程度が高い
方（家計の主宰者）が受給者となります。

　● 里親や児童養護施設等に入所している児童について
は、里親、施設の設置者が受給者

　●未成年後見人
　● 父母指定者（父母等が海外にいる場合のみ）で父母から

児童の養育を任され、父母から指定を受けている者。
　● 両親のいずれかが児童と別居している場合は、以下の

とおりの取扱いとなります。
　　・単身赴任している場合…主に所得が高い方へ支給
　　・ 離婚協議中の別居の場合…児童と同居している方へ

支給（ただし、離婚協議中を証明する書類の提出が必
要となります）

　公務員の方は、勤務先で児童手当の申請を行ってくださ
い。（独立行政法人等は除く）
（3）所得制限：平成24年6月分より導入
　所得制限限度額を超える方については、対象児童一人に
つき月額5,000円（一律）となります。
＜所得制限表＞

扶養親族の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622.0万円  833.3万円
1人 660.0万円  875.6万円
2人 698.0万円  917.8万円
3人 736.0万円  960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円
5人 812.0万円 1042.1万円

児童手当について

児童手当について
問  子育て支援課 子育て支援係  ☎0980-53-1212（内線110）

　市では、高校卒業までのお子さんが病気やけがで病院へ
行ったときにかかった医療費（歯科治療分を含む）や、病院
等で処方箋をもらって薬局でお薬をもらったお薬代など
を助成しています。
◆助成対象者…下記こどもの保護者
　●名護市の住民基本台帳に記録された者
　●健康保険に加入していること
　＊ 生活保護、重度心身障がい者（児）、母子及び父子家庭

等医療費助成制度の適用を受けている方は助成対象
者とはなりません。

◆助成期間
　●通院・入院… 0歳から18歳到達した日以降の最初の3

月31日まで（高校卒業まで）
　●転入・転出の場合
　　転入…転入した日から助成します
　　転出…転出の日の前日まで助成します
◆助成できる医療費
　保険診療による自己負担金分

こども医療費助成金制度

こども医療費助成金制度
問  子育て支援課 子育て支援係  ☎0980-53-1212（内線110）

（4）支給金額（児童一人あたりの月額）
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◆助成対象外となる医療費
　検診、予防接種、診断書、薬の容器代などは含まれませ
ん。入院時の食事代、学校・保育園等でけがをした場合も対
象外となります
（1）受給資格者証の交付（手続きに必要なもの）
　●保護者の印鑑
　●対象のお子さんの名前が記載されている健康保険証
　●保護者名義の普通預金通帳orキャッシュカード
　●転入の方は所得課税証明書が必要な場合もあります
　＊ 受給資格者証交付を受けていない方は、医療費助成を

受けることはできません。
（2）助成方法
　● 医療機関が現物給付方式の場合は、窓口での支払いは

ありません。
　＊ 入院には限度額適用認定証が必要です。（認定証の発

行は、保険証の発行機関へお問い合わせください。）
　● 医療機関が自動償還方式（窓口での支払いあり）の場

合は、助成金を翌々月末に保護者名義の口座へ振り込
みます。

　● 現物・自動償還方式を導入していない医療機関で受診
した場合や、受給資格者証を医療機関窓口で提示しな
かった場合は、これまでと同じ償還払いにて窓口申請
後翌月末に保護者名義の口座へ振り込みます。

（3）支給申請受付期間
　受診の翌月～2年以内です。2年を過ぎた領収書は受付
できません。
（4）高額療養費について
　入院などで「限度額適用認定証」を提示した場合でも、世
帯で複数の方が同じ月に病気やケガをして医療機関で受
診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診したりした
場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合
算した額が自己負担額を超えた場合は「高額療養費」に該
当します。
　その場合、自己負担限度額を超えた額について、ご加入
の健康保険組合より払い戻しを受け、その払戻金を名護市
に返還していただく手続きとなっておりますのでご了承
ください。
（5）学校、保育園等でケガをした場合
　学校、保育園等でケガをした場合、こども医療費助成制
度ではなく独立行政法人日本スポーツ振興センターの災
害共済給付制度が優先され、保護者に対して給付金（災害
給付）が支払われます。
　その場合は、医療機関窓口で受給資格者証を提示せず医
療費をお支払いください。給付金の手続きについては学
校、保育園等にお問い合わせください。

　児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない
児童が育成される家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と自
立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的と
して、支給される手当です。
◆受給資格者
　次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の
3月31日まで（心身に一定の障害があるときは20歳未満）
の間にある児童を監護している父や母、父や母に代わって
その児童を養育している方。
　（1）父母が離婚した児童
　（2）父又は母が死亡した児童
　（3） 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児

童
　（4）父又は母の生死が明らかでない児童
　（5） 父又は母からから引き続き1年以上遺棄されている

児童
　（6） 父又は母が裁判所からのDV保護命令をうけた児童
　（7）父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
　（8）母が婚姻によらないで出産した児童
　（9）父母とも不明である児童（遺棄など）
　上記に該当していても、手当を受けることができない場
合があります。
◆ 手続きに必要な書類につきましては申請前に窓口にご
相談ください。

支給日 支給対象月 備考

 1月11日 前年の
11月・12月分（2カ月分）支給日が土・日・祝

日の場合は直前の
金融機関営業日
2カ月に1回の年6
回奇数月払いとな
ります

 3月11日 1月・2月分（2カ月分）
 5月11日 3月・4月分（2カ月分）
 7月11日 5月・6月分（2カ月分）
 9月11日 7月・8月分（2カ月分）
11月11日 9月・10月分（2カ月分）

◆手当の額 （令和2年4月現在）
区　分 全部支給の場合 一部支給の場合
児童

1人のとき
月額

43,160円
月額43,150円～10,180円

（所得に応じて10円きざみ）

児童
2人のとき

上記に
10,190円加算

月額10,180～5,100円
所得に応じて10円きざみの

額を加算

児童
3人以上のとき

1人につき上記
に

6,110円加算

月額6,100円～3,060円
所得に応じて10円きざみの

額を加算

児童扶養手当

児童扶養手当について
子育て支援課 子育て支援係  ☎0980-53-1212（内線108）

　振り込み通知は行っておりません。

◆手当の支払い
　手当ては、申請書類を審査後、認定されると請求した月
の翌月分から支給されます。
　支払いは、年6回で各支払期に前月分までの手当が受給
者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
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◆所得制限
　受給資格者及び同住所の扶養義務者等の前年の所得が、
下記の限度額以上である場合は、その年度（11月から翌年
10月まで）は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
 （平成30年8月から）

扶養親族
等の数

受給資格者
扶養義務者等の
所得制限限度額全部支給の

所得制限限度額
一部支給の

所得制限限度額
0人   490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人   870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

以下1人増す毎に380,000円加算

備考

① 老人控除対象配偶者または老
人扶養親族

　1人につき100,000円加算

②特定扶養親族
　1人につき150,000円加算

老人扶養親族
1人につき
60,000円加算

（ただし、扶養親
族等が全て老人
扶養親族の場合
は1人を除く）

◆手当を受けている方の手続き
＜現況届＞
　手当を受けている方は、毎年1回、現況届を提出すること
が義務づけられています。
　毎年8月1日から8月31日までに必要書類を添付の上、
窓口に提出してください。
　期限を過ぎて提出しますと手当の支払いが遅れる場合
があります。
　2年間この届を提出しないと資格喪失となりますので、
忘れずに手続きをしてください。
＜一部支給停止適用除外届＞
　下記の①②のうちいずれか早い方を経過したときは、手
当の一部支給停止（半額）の対象となります。
　①支給開始月の初日から起算して5年
　② 手当の支給要件に該当する月の属する日の初日から

起算して7年
　この場合、下記のいずれかの事由に該当する方は児童扶養
手当一部支給停止適用除外届及び必要書類を提出していた
だくことにより、それまでどおりの手当額が受給できます。
　（1）就業している
　（2）求職活動等の自立を図るための活動をしている
　（3）身体上又は精神上の障害がある
　（4）負傷又は疾病等により就業することが困難である
　（5） あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、

要介護状態等にあり、あなたが介護する必要がある
ため、就業することが困難である

　母子家庭や父子家庭などに対して、医療費の一部を助成
する制度です。
　医療費助成を受給するためには、事前の申請が必要とな
ります。
（1）対象者
※ 名護市に住所が
あり医療保険に
加入している者
で、次の者が対象
者となります。

ア　母子家庭の母
イ　父子家庭の父

（2）対象外者

ア　生活保護を受けている者
イ　里親に委託されている者
ウ　 重度心身障害者医療費助成事業の対

象となる者
エ　こども医療費助成事業の対象となる者
オ　公費負担医療費の対象となる者
カ　 交通事故等による第三者からの賠償

として医療費を受けられる者

（3）対象児童
　18歳に達した日以後の最初の3月末までの間にある児
童。
（4）所得制限
　児童扶養手当所得制限（一部支給）に準じて、所得制限を
もうけております。
　申請者と、申請者の配偶者及び生計を同じくする扶養義
務者の所得が所得制限限度額以上であるとき対象になり
ません。
（5）助成される医療費
　各医療保険に係る自己負担分（病院で支払った分）から、
一部負担金を控除した額が対象となります。
（6）一部負担金（対象者が負担する金額）

通院　一月一診療機関につき、1，000円

（7）助成金の申請方法
病院で
（自動償還払い）

受診後自己負担金を支払って受診者証
を提示し、「領収書」の交付を受ける。

名護市役所
子育て支援課窓口で

領収書を窓口に提出し、申請書に記入。
申請に必要なもの
（ア）領収書　　（イ）保険証
（ウ）受給者証　（エ）印鑑

※ 助成金の申請は、受診の翌月から1年以内です。1年を過
ぎた領収書は受け付けできません。

※ ただし、高額療養費の適用分については、受診の翌月か
ら起算して2年以内になります。

　 高額療養費に該当した方は、高額療養費申請後、各保険
者より高額決定通知書が送付されますので、通知書を持
参して窓口で手続きしてください。

（8）支給日
　申請日の翌月の末日（その日が土日祝日の場合は繰り上
げ）

母子及び父子家庭等医療費助成制度

母子及び父子家庭等医療費助成制度
問  子育て支援課 子育て支援係  ☎0980-53-1212（内線108）
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　母子家庭の母及び父子家庭の父が経済的自立効果の高
い職業に結びつく資格を取得するため、養成機関にて一定
の修業が必要な場合、修業期間における生活の負担の軽減
を図り、資格取得を容易にすることを目的として支給しま
す。
◆対象資格
　（1）看護師（准看護師含む）
　（2）介護福祉士
　（3）保育士
　（4）理学療法士
　（5）作業療法士
　（6）その他、市長が認める資格
◆対象者
　下記のすべてについて該当している方
　（1）名護市に住所があり、在住している
　（2） 児童扶養手当を受けている又は同様の所得水準にある
　（3）仕事又は育児と修業の両立が困難である
　（4） 養成機関のカリキュラムが1年以上であり、対象資

格の取得が見込まれる
　（5）過去に本事業による給付を受けたことがない
◆支給額
　国の基準に準じます。
◆支給対象期間
　原則３年間
※ 制度の改正等により支給額及び支給対象期間が変更さ
れることがあります。

◆申請方法
　高等職業訓練促進給付金事業を受けようとする場合に
は、必ず事前相談が必要です。申請前に窓口にてご相談く
ださい。（申請者が多数いる場合は選考となります。）

母子家庭等高等職業訓練促進給付金

ひとり親世帯の支援
問 子育て支援課 家庭支援係  ☎0980-53-1212（内線107）

　母子家庭の母及び父子家庭の父が、就職に必要な技能・
資格を身に付けるために受講した教育訓練講座の受講費
用の一部を支給することにより、母子家庭等の自立を支援
します。
◆対象者
　下記のすべてについて、給付金の決定を受けるまで引き
続き該当している方
　（1）名護市に住所があり、在住している
　（2）児童扶養手当を受けている又は同様の所得水準にある
　（3） 教育訓練終了後、取得した技能や資格をいかした就

職を予定しており、教育訓練を受けることが適職に
就くために必要であると認められる

　（4） 過去に母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給を
受けていない

事前相談 講座のパンフレット等、講座の内容が分かるも
のをお持ちください。

↓
対象講座
指定申請

受講開始1ヶ月前までに申請。対象講座の指定
決定をおこないます。

↓
受講
↓ 講座を修了した方のみ支給申請することがで

きます。
支給申請

↓
受講終了後1ヶ月以内に申請。支給決定をおこ
ないます。

支給

母子家庭等自立支援教育訓練給付金

　母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立を図る
ことを目的として必要な資金の貸し付けを行っています。
　資金貸付の申請があると、調査を行い、審査会にて貸付
を行うことが適切であるか判断します。
　貸付の種類により条件が異なりますので、窓口での事前
相談が必要となります。
（
１
）貸
付
の
種
類

①
事業開始資金

②
事業継続資金

③
修学資金

④
技能習得資金

⑤
修業資金

⑥
就職支度資金

⑦
医療介護資金

⑧
生活資金

⑨
住宅資金

⑩
転宅資金

⑪
就学支度資金

⑫
結婚資金

（
２
）対
象
者

母子家庭の母、父子家庭の父、配偶者のない女性で20歳
未満の児童を扶養している方、その児童

母子・父子・寡婦福祉資金貸付

　ひとり親家庭等が、自立のための資格取得や疾病などに
より一時的に生活援助、保育のサービスが必要となった場
合に、登録されたヘルパー（支援員）を派遣し、居宅等にお
いて児童の世話等を行う事業です。
　なお、本事業を利用希望される方は、事前に登録が必要
ですので下記窓口にて「母子家庭等日常生活支援事業」の
申請を行ってください。

ひとり親家庭等日常生活支援事業

問 子育て支援課 家庭支援係  ☎0980-53-1212（内線107）

◆対象講座
　雇用保険法による教育訓練給付制度の指定教育訓練講座
◆支給額
　入学金と受講料の合計金額（消費税を含む）の60％に相
当する額（1円未満は切り捨て）。雇用保険より給付金を得
る場合、その額は差し引かれます。
　講座によって支給上限額は異なります。
　制度の改正等により、対象講座、支給額等が変更される
ことがあります。
◆手続き方法

名護市 市民便利帳 市勢要覧 69

出
産
・
子
育
て

２００７名護市2(SG40) .indd   6 2020/06/23   1 :41:0



小中学校の転校手続 問 学校教育課 学務係  ☎0980-53-1212（内線381）

就学援助制度（要保護・準要保護） 問 学校教育課 学務係  ☎0980-53-1212（内線381）

目的
　経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な
実施を図ります。

要保護 準要保護

対象者 現在、生活保護を受けている者
下記のいずれかに該当し、要保護者に準ずる程度に経済的に困窮している者
（1） 生活保護の停止又は廃止の措置を受けた者　（2）非課税世帯
（3） その他教育長が就学援助を行う必要があると認める者

費目

（1） 修学旅行費
（2） 医療費（学校保健安全法第24条

に定める疾病に係る医療費）
※費目によって限度額があります。

（1） 学用品費等（学用品、通学用品、新入学児童生徒学用品、遠距離通学費、修学
旅行及び校外活動費）

（2）医療費（学校保健安全法第24条に定める疾病に係る医療費）
※費目によって限度額があります。

申請方法 学校を通じて申請書を提出してく
ださい。

学校を通じて必要書類を提出してください。小学校と中学校の兄弟姉妹で申
請をする場合はそれぞれの学校に申請が必要になります。
教育委員会が申請書類等を審査し、認定することになります。

市内に転入する場合

市内で転居する場合

市外へ転出する場合

（1）市役所市民課にて住民票の異動手続きを行う
（2） 市民課にて発行された「転入学通知書（控）」を教育委員

会へ提出する
（3） 教育委員会学校教育課学務係で転入先校、転入日の記

入・確認等を済ませる
（4） 前籍校でもらった「在学証明書」と「教科用図書給与証

明書」、「転入学通知書」を指定された学校へ提出する
　小中学校通学区域は市ホームページで公開しています。

（1）市役所市民課にて転出の手続を行う
（2） 市民課で発行された「転学通知書（控）」を教育委員会へ

提出する

（1）市役所市民課にて転居の手続を行う
（2） 市民課で発行された「転学通知書（控）」と「転入学通知

書（控）」を教育委員会へ提出し、転入先校・転入日の記
入・確認等を行う

（3） 「転学通知書」を在籍していた学校へ提出し、「在学証明
書」と「教科用図書給与証明書」を発行してもらう

（4） 「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」、「転入学通知
書」を転入予定校へ提出する

（3） 教育委員会学校教育課学務係で転学校と転学日の確
認、学校給食係で給食費の支払い状況等を確認する

（4） 「転学通知書」を在籍していた学校へ提出し、「在学証明
書」と「教科用図書給与証明書」を発行してもらう

（5） 「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を転出先の教
育委員会へ提出する

教育環境
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　小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒をもつ保
護者の経済的負担の軽減を目的とし、学用品費等を援助す
る制度です。

　市立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保
護者で、受給を希望される方。ただし、他の就学援助（準要
保護等）を受けている場合は受給できません。

（1）学用品費等　 学用品、通学用品、新入学児童生徒学用
品、修学旅行及び校外活動費

　小中一貫教育校の特色ある教育環境の中で子どもを学
ばせたい、学びたいという保護者及び児童生徒に対し、一
定の条件のもと市内全域から小中一貫教育校への入学及
び転学を認めています。

市内全域から通学が可能です

趣旨

対象者

費目

特別支援教育就学奨励制度
問  学校教育課 学務係  ☎0980-53-1212（内線381）

　受給を希望する方も受給を辞退する方も、特別支援学級
に在籍する保護者は全員、小中学校を通じて書類を提出し
ていただきます。

申請方法

☆「緑風学園」
　住所：名護市字汀間122番地　☎（0980）55-8113
☆「屋我地ひるぎ学園」
　住所：名護市字饒平名159番地　☎（0980）52-8162

市内の小中一貫教育校

　毎年2月頃に募集期間を設けます。市外からの転入者に
ついては、随時受付可能です。

募集期間

小中一貫教育校
問  学校教育課 学務係  ☎0980-53-1212（内線381）

　名護市育英会は、大学等への経済的理由による修学困難
な者に対して、修学上必要な育英資金（入学準備金・奨学
金）を貸与し、人材を育成することを目的としています。

名護市育英会

名護市育英会・名護市給付型奨学金
問 教育委員会 総務課 総務係  ☎0980-53-1212（内線132）

入学準備金 奨学金
募集時期 6月 2月～3月
貸与時期 入学前（1回に限る） 年3回に分けて貸与

※貸与期間は正規の修学期間
対象者：
（1） 日本国籍を有し名護市内に1年以上住所を有する者の

子弟であること。
（2）学業、操行ともに優秀であること。
（3） 高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院に入学

若しくは在学し（入学準備金については入学予定に限
る）、経済的理由により修学困難であり、かつ同種の奨
学金の貸し付けを受けていないこと。

返還： 返還は無利子とし、返還開始は卒業より半年を経過
した翌月とする。返還期間は貸与期間に36月を加え
た期間とし、返還額は貸与額を返還月数で除して得
た額とする。（入学準備金については毎月1万円ずつ
の返還とする。）

　名護市給付型奨学金給付事業は、経済的理由により高等
教育機関への進学を断念することなく、平等に教育を受け
る機会を支援し、名護市への郷土愛と生まれ育った地域へ
貢献する心を醸成するとともに、優秀な人材を育成するこ
とを目的として、奨学金の給付を行います。
対象者：
（1） 家計支持者が名護市に1年以上住所を有しているこ

と。
（2） 高等学校又は高等専門学校に在学し、次年度、大学、短

期大学、高等専門学校（第4学年）又は専修学校の専門
課程に進学予定であること。

（3）名護市の定める所得基準を満たしていること。
（4） 学業、操行ともに優秀であり、在学する学校長の推薦を

受けていること。
（5） 郷土愛と生まれ育った地域へ貢献する意気込みを有し

ていること。
給付方法：毎月奨学生本人の口座に振込
給付期間：正規の修学期間

名護市給付型奨学金

　名護市に所在する小学校及び中学校の児童生徒等並び
に名護市に所在する県立高等学校及び高等専門学校の生
徒又は名護市に住所を有する児童生徒が、運動競技会又は
文化関係大会に参加するため、県外又は県内の離島に派遣
される場合、又は友好都市交流事業に派遣される場合にお
いて費用の一部を補助します。

児童生徒等の県外派遣等に関する補助金交付
問 教育委員会 総務課 総務係  ☎0980-53-1212（内線132）

　大会参加前（原則出発の10日前まで）に学校を経由して
申請してください。

申請方法
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指定学校変更について
問  学校教育課 学務係  ☎0980-53-1212（内線381）

　名護市教育員会では、それぞれの学校ごとに通学区域を設定し、児童生徒の住所によって就学すべき学校を指定してい
ます。この指定された学校を「指定学校」といいます。

　下記の条件にあると教育委員会が認めた場合、指定学校以外の学校に通学することができる制度です。
区分 許可条件 対象学年 許可期限 必要書類

（1）留守家庭 ・ 両親共働きのため、放課後、親戚等に預ける
場合 小学校全学年 その理由の

存する期間
・親戚・学童等の承諾書
・勤務証明書

（2）市内転居 ・学期学年中途で住所変更による場合 全学年 卒業まで

（3）転居予定 ・建築中で入居が確実な場合
・公営市営住宅等への入居が確実な場合 全学年 当該年度まで

・建築確認申請書（新築）
・売買契約書（分譲）
・物件引渡証明書（売買）
・賃貸借証明書（借家等）
上記の写しいずれか一通

（4）指定校変更児童
の中学校入学

・ 指定学校変更が許可された児童が、中学校入
学の際、在学する小学校区の中学校を希望す
る場合

中学校入学時 卒業まで

（5）部活動 ・ 指定学校に希望する部活動がなく、その部活
動がある中学校を希望する場合 中学校入学時 卒業まで ・誓約書

（6）兄弟関係 ・ 指定学校変更が許可された児童生徒の兄弟
で、同じ学校への通学を希望する場合 全学年 卒業まで

（7）調整区域 ・校区見直しが予想される場合 全学年 卒業まで

（8）心身的理由 ・ 心身の故障等により、指定学校への就学が困
難な場合 全学年 当該原因が

存する期間

・医師の診断書（写し可）
・ 校長意見書（必要に応じ
て求める）

（9）その他 ・ 教育長が教育的配慮と認めた場合（いじめ・
不登校・その他、複合的な理由） 全学年 その理由の

存する期間 ・校長の意見書等

　上記のいずれかの条件を満たしており、指定学校の変更申請をする場合は、指定学校変更申請書を記入の上、教育委員会
学校教育課まで提出をお願いします。
※許可基準によっては、指定学校変更申請書の他に提出書類が必要なものがあります。

「指定学校」とは

「指定学校変更」とは
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　名護博物館は、新館建設準備のため、現在休館しております。
　新しい博物館は、沖縄県森林資源研究センター跡地（名護市大中地内）に2022年（令和4年）秋、開館予定です。

名護博物館
問  名護博物館  ☎0980-53-1342

場　所：名護市宮里五丁目6番1号
開館日：火曜日～日曜日　午前9時～午後7時
休館日： 月曜日、整理休館日（第4木曜日）、蔵書点検期間・年

末年始、祝日、慰霊の日
資料の貸出には、利用カードが必要です。

【利用カードを発行する】
　図書館資料利用申込書に記入の上、免許証・保険証・住民
票などお名前や生年月日、現住所が確認できるものを持参
し、サービスデスクでお申込みください。

名護市立中央図書館
問  名護市立中央図書館  ☎0980-53-7246

新博物館イメージ図
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二十四節気（春・夏）
二十四節気は太陽の動きをもとに１年を２４分割したものです。

春

夏

★立春（りっしゅん/2月4日頃）
冬と春の境目。
旧暦における1年の始まり。

★雨水（うすい/2月19日頃）
氷雪が溶け、雪が雨に変わり始める頃です。

★啓蟄（けいちつ/3月6日頃）
冬ごもりの地中の虫達も顔を出す頃です。

★春分（しゅんぶん/3月21日頃）
この日を境に昼が夜より長くなります。

★清明（せいめい/4月5日頃）
春爛漫、万物が春の息吹を楽しみます。

★穀雨（こくう/4月20日頃）
春の雨が農作物に潤いを与えます。

★立夏（りっか/5月6日頃）
暦の上ではこの日から
立秋の前日までが夏となります。

★小満（しょうまん/5月21日頃）
陽気が良くなり動植物の
活気が満ちあふれます。

★芒種（ぼうしゅ /6月6日頃）
「芒」は米や麦などの穂先を指す言葉。
その種を蒔く頃合いです。

★夏至（げし/6月21日頃）
1年で最も昼が長くなります。

★小暑（しょうしょ /7月7日頃）
徐々に暑さが増していく頃です。

★大暑（たいしょ /7月23日頃）
本格的な夏の暑さが訪れる頃合いです。
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特定健診（集団健診）
問   健康増進課 健康づくり係  

☎0980-53-1212（内線263/349）
　健診は日ごろ自分では気づかない体の状態を知ること
の出来るチャンスです。働き盛りの壮年期を中心にがん、
心臓病、脳卒中などの生活習慣病が増加しています。健診結
果のわずかな異常も、重なると動脈硬化を引き起こします。
健診をきっかけとした生活習慣の改善は、死亡や障害の予
防につながります。自分のため、家族のため、年に1度はしっ
かり健診を受けて、自己管理に努めましょう。
◆ 特定健診（集団健診）の日程は市ホームページで公開し
ています。

◆ 特定健診（個別健診）が受けられる名護市内の指定医療
機関は市ホームページで公開しています。

＜注意事項＞
● 40～74歳までの国民健康保険の被保険者の全員が対象
となります。

● 集団健診、個別健診の中から受診しやすい方法で受診し
てください。

● 特定健診受診の際には、必ず国民健康保険被保険者証を
お持ちください。

● がん検診は集団健診のみとなります。（個別健診では実
施しておりません。）

● 病院で特定健診を受ける場合（個別健診）…電話にて病
院に予約を入れ、国民健康保険被保険者証（保険証）を提
出して受診してください。

　※ 県立北部病院では受診できません。ご了承ください。
● 公民館等で特定健診を受ける場合（集団健診）…健診会
場の受付に必ず国民健康保険被保険者証を持参してく
ださい。

がん検診・乳がん検診・子宮がん検診
問   健康増進課 健康づくり係  

☎0980-53-1212（内線263/349）

がん検診
　がん検診を受けていますか？死因の第1位はがんです。が
ん検診を受けて、早期発見早期治療に努めましょう。

がん検診

項目 料金 検診
方法 検査方法

胃がん検診 900円

集
団

バリウムを飲んでレントゲン撮
影を行い、胃部疾患を調べます。

大腸がん
検診 500円 専用容器を持ち帰り自宅で採便

して提出。大腸疾患を調べます。
肺がん検診
結核検診
（胸部レン
トゲン）

【39歳以下】
無料

【40～69歳】
200円

肺炎や肺結核などの呼吸器疾
患を調べます。

肝炎ウィル
ス検査 700円 採血によるB型肝炎・C型肝炎

の検査です。

子宮頸（けい）がん・乳がん検診無料クーポン券

乳がん検診

※胃がん検診を受ける前の注意
　1　 検査の前日は夕食を早めに軽くとる。（食事と検査の

間に12時間程度時間を空けてください）
　2　 検査当日は、何も食べず・飲まずに（ガム、たばこもダ

メ）来てください
※胃がん検診は午前中に受付する会場でのみ実施します。
※ 胃がん検診はバリウムの排出に危険性があるため、受診
上限年齢を79歳までとしております。  
また、過去2ヶ月以内に大腸ポリープを切除された方など
胃がん検査（バリウム）を受けられない場合があります。

※妊娠中の方は、受付にお申し出ください。
※ がん検診料金については、非課税世帯・70歳以上の方は
すべて無料で検診を受けることができます。

※ ただし、生活保護世帯の方、70歳未満で後期高齢医療保
険被保険者証をお持ちの方は無料

　対象者には通知はがきを送付いたします。記載されてい
る注意事項をよく読んで受診しましょう。
　電話予約してからハガキを持参して受診してください。
※ 名護市の実施する乳がん・子宮がん検診は2年に一度で
す。前年度受診された方は、今年度対象者とはなりませ
んので、ご了承ください。

年齢 自己負担額
40～69歳 1,000円
70歳以上 無料

項目 検診
方法 対象者 受診の

方法・期間
検査
方法

乳がん
検診 個別

40歳以上の名護市の
女性（前年度、名護市
の実施する乳がん検
診を受けていない方）

【検診期間】
4月～2月
検診施設への電
話予約が必要

マンモグ
ラフィー

「がん」についての不安や悩み・心配ごとがある方は、
「がん相談支援センター」へ

https://www.okican.jp/patients/consultation/から
アクセスしてください。

　乳がん検診又は子宮頸がん検診が無料で受けられます。
対象の方へは無料クーポン券を送付します。
　対象者については、市ホームページ及び市民のひろばで
お知らせします。
　他市町村で対象だったがクーポン券を利用せずに名護
市に転入してきた方は、転入前の市町村に確認する必要が
あるため、一度、健康増進課までご連絡ください。

健診・高齢者・障がい者
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子宮がん検診集団・個別

※ ただし70歳以上の方、生活保護世帯の方、70歳未満で後期高齢医療保険被保険者証をお持ちの方は無料
　対象者には通知はがきを送付いたします。記載されている注意事項をよく読んで、受診してください。
※ 記載されている日程で受診できなかった場合、他の日程でも受診できます。
※ 名護市の実施する乳がん・子宮がん検診は2年に一度です。前年度受診された方は、今年度対象者とはなりませんので、ご
了承ください。

予防接種名 対象者【標準的な接種期間】 接種回数 備考

肺炎球菌ワクチン
（成人用）

●当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、100歳になる方
●当該年度に60～64歳になる方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の
機能、又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有
する方

1回
以前に同じワクチン（23価肺炎球
菌莢膜ポリサッカライドワクチン）
の接種を1回でも受けられた方は
定期予防接種の対象になりません。

インフルエンザ
●満65歳以上の方
● 60歳以上64歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器に障がい、もしく
はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能への障がい（ともに障
がい手帳1級程度）のある方

年に1回 10月より実施

予防接種について 問 健康増進課 健康づくり係  ☎0980-53-1212（内線155/158）

　インフルエンザにつきましては、自己負担として1,000円かかります。

（1）第1号被保険者：65歳以上の方
（2） 第2号被保険者：40歳以上65歳未満の医療保険に加入

している方

（1） 第1号被保険者：介護保険に加入しており、介護が必要
であると認定された方

（2） 第2号被保険者：介護保険に加入しており、老化が原因
とされる病気（特定疾病）により介護が必要であると認
定された方（特定疾病以外の原因で介護が必要となっ
た場合には、介護保険の対象とはなりません。）

介護保険の加入者について 介護（介護予防）サービスを利用できる方

介護保険制度
問   介護長寿課  ☎0980-53-1212　介護認定係（内線135/207）　介護給付・保険料係（内線136/137）

直通番号  ☎0980-53-1287

検診区分 対象者 受診方法 実施期間 自己負担

子宮頸（けい）がん検診 20歳以上の名護市の女性

集団検診… お知らせハガキが届いたら、健康保
険証と一緒に集団検診会場へ持参
してください。

7～2月 600円

個別検診… 医療機関へ予約し、お知らせはがき
持参で受診ください。 5～2月 1,500円

子宮がん施設検診
（子宮頸部と子宮体部）

20歳以上の名護市の女性
定員50名（障がい者枠2名）

個別検診… 申込み受付期日4月中旬頃より、健
康増進課窓口で受付を開始します。 4～6月

頸部のみ：1,500円
頸部＋体部：2,500円
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　介護サービスを利用するためには、介護長寿課の窓口に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要で
す。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらい介護が必要であるかが決まり
ます。サービスを利用するまでの手続きの流れは次のようになっています。
サービスを利用するまでの手続きの流れ

在宅でサービスを利用したい場合は、居宅介護支援事業者や地域包括
支援センターに介護（予防）サービス計画作成を依頼します。（市内の指
定居宅介護支援事業者の一覧表は介護長寿課の窓口にあります。）

施設入所したい→介護保険施設と直接契約します。

認
定
結
果
の
通
知

認定
介護を必要とする度合い（要介
護状態区分）が認定されます。
・要支援1　・要支援2
・要介護1　・要介護2
・要介護3　・要介護4
・要介護5　・非該当

介護長寿課窓口に
「要介護認定」の申
請をしましょう

要介護認定の為の訪問調査（心身の状
況を調べるために本人と家族などへ
の聞き取り調査）を行います。

介護認定審査会
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、
福祉の専門家が審査します。

介護（介護予防）サービス
問  介護長寿課 介護認定係  ☎0980-53-1212（内線135/207）

介護（介護予防）サービスの利用のしかた

秋

冬

★立秋（りっしゅう/8月7日頃）
暦の上ではこの日から秋となります。

★処暑（しょしょ /8月23日頃）
暑さが弱まり、秋の気配が深まる頃です。

★白露（はくろ/9月8日頃）
秋が深まり、草花に朝露が目立つ頃です。

★秋分（しゅうぶん/9月23日頃）
この日を境に夜が昼より長くなります。

★寒露（かんろ/10月8日頃）
寒気が増し、冷たい露が降りる頃です。

★霜降（そうこう/10月23日頃）
晩秋を迎え、朝霜が降りる頃です。

★立冬（りっとう/11月7日頃）
暦の上ではこの日から冬となります。

★小雪（しょうせつ/11月22日頃）
冬のはじまり。初雪の舞い始める頃です。

★大雪（たいせつ/12月7日頃）
本格的な冬の到来。
氷が張り、雪深くなる頃です。

★冬至（とうじ/12月22日頃）
一年で最も夜が長くなります。

★小寒（しょうかん/1月5日頃）
「寒の入り」。
降雪が増し、氷も厚くなる頃です。

★大寒（だいかん/1月20日頃）
寒気襲来。最も寒さが厳しい頃です。

二十四節気（秋・冬）
二十四節気は太陽の動きをもとに１年を２４分割したものです。
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高齢者の相談窓口
問  介護長寿課 高齢福祉係  ☎0980-53-1212（内線134/105）　包括支援係  ☎0980-43-0022

（1）在宅サービス
サービス名 サービス内容

訪問介護 自宅で訪問介護員（ホームヘルパー）による、入浴、排泄、食事、家事援助などの介護や日
常生活上の世話が受けられます。

訪問看護（介護予防訪問看護） 主治医の診断に基づき、自宅で看護師等による療養上の世話や必要な診療の補助が受
けられます。

訪問リハビリテーション
（介護予防訪問リハビリテーション） 自宅で理学療法士や作業療法士等による必要なリハビリテーションが受けられます。

居宅療養管理指導
（介護予防居宅療養管理指導） 自宅で医師、歯科医師、薬剤師、栄養士等による療養上の管理や指導が受けられます。

通所介護 デイサービスセンターに通って、入浴や食事の提供などの日常生活上の世話や機能訓
練が受けられます。

介護保険で受けられるサービスの内容
問  介護長寿課 介護認定係  ☎0980-53-1212（内線135/207）

介護保険で受けられるサービスの内容

　名護市では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、必要な援助・支援を行う地域の総合相談窓口を設
置しています。
＜屋部地区地域型包括支援センター　りゅうしん＞
　字屋部468番地の1　☎43-9595　担当地区：屋部全域
＜久志・三共地区地域型包括支援センター　二見の里＞
　字瀬嵩181番地8　☎55-8701　担当地区：久志全域、喜瀬、幸喜、許田
＜名護市地域包括支援センター＞
　大中二丁目12番1号　☎43-0022
　担当地区： 羽地・屋我地全域、大北、大中、大西、大東、世冨慶、数久田、為又、宮里、大南、港、城、東江、名護

※ 名護市地域包括支援センターは担当地区が広域なため、より身近な相談窓口として在宅介護支援センターを設置してい
ます。お気軽にご相談ください。

● みやざと
　字宇茂佐1737番地　☎53-7770
　担当地区：羽地・屋我地全域
● かりゆしぬ村
　字宇茂佐1873番地1　☎53-1102
　担当地区：大北、大中、大西、大東、世冨慶、数久田、名護

● 名護厚生園
　宮里五丁目4番29号　☎51-1632
　担当地区：為又、宮里、大南、港、城、東江、名護
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（2）施設（介護）サービス
サービス名 サービス内容

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が、日常生活における支援、機能訓練、健康
管理、その他必要なサービスが受けられます。（要介護3以上の方）

介護老人保健施設 状態が安定している方が在宅復帰へ向け、看護や医学的管理下において介護及び機能
訓練、日常生活上の支援が受けられます。（要介護1以上の方）

介護療養型医療施設 急性期の治療を終え長期の療養を必要とする方が、看護、医学的管理のもとにおける介
護などの世話や機能訓練、その他必要な医療が受けられます。（要介護1以上の方）

●その他の在宅・施設サービス
サービス名 サービス内容

短期入所生活介護
（介護予防短期入所生活介護）

介護老人福祉施設等の施設に短期入所して、入浴、排泄、食事なども介護やその他の日常
生活上の世話、機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護
（介護予防短期入所療養介護）

介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期入所して、看護や医学的管理のもとで介
護や機能訓練その他必要な医療及び日常生活上の世話が受けられます。

認知症対応型通所介護
（介護予防認知症対応型通所介護）

認知症高齢者が対象です。デイサービスセンターに通って食事や入浴、専門的なケアが
受けられます。

認知症対応型共同生活介護
（介護予防認知症対応型共同生活介護）

認知症高齢者が共同生活をするグループホームで、食事や入浴、排泄などの介護や支援、
機能訓練が受けられます。

小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、訪問や寝泊りなど利用者の選択に応じてサービスを組み合わせて利用できます。

特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活の支援や
介護を提供します。

サービス名 サービス内容
通所リハビリテーション
（介護予防通所リハビリテーション）

介護老人保健施設や病院等に通って、心身機能の維持回復や日常生活の自立援助のた
めの、リハビリテーションが受けられます。

福祉用具貸与、購入費の補助 車いすやベットなどの貸与、腰掛便座等の購入費の補助が受けられます。
住宅改修費の補助 手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修費の補助が受けられます。
家事お助け隊
（総合支援事業　訪問型サービスA）

サービス事業対象者、要支援者に対して生活援助（掃除・買い物調理・洗濯等）が受けら
れます。
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　介護サービス費用につきまして、原則として費用の1割～3割は利用者が負担し、残りを40歳以上の方に納めて頂く介護
保険料と公費で半分ずつ負担します。
＜介護サービス費用負担の割合（利用者負担分は除く）＞

介護保険料分｠ 公費分

負担区分 40歳以上65歳未満 65歳以上 名護市 沖縄県

国

定率分
調整交付金

（75歳以上の方の数や高齢者の方の所得分
布に応じて増減します。）

負担割合 27.00% 23.00% 12.50% 12.50% 20.00% 約5.0％

65歳以上（第1号被保険者）の介護保険料
問  介護長寿課 介護給付・保険料係  ☎0980-53-1212（内線136/137）　直通番号  ☎0980-43-5580

　名護市の介護サービスに係る費用のうち、その額の23％（65歳以上の負担割合）を名護市の第1号被保険者（65歳以上の
方）の人数で割った金額が基準額となり、3年に一度改定があります。

　本人の所得等や、世帯の住民税課税状況などをもとに下記の1～11段階に分けられます。
※保険料額は改定が発生するため、名護市ホームページ又は通知等にてお知らせします。

段階 対象者 基準額に
対する割合

住民税の課税状況
世帯 個人

第1段階 本人
および
世帯
全員が
住民税
非課税

生活保護受給者または老齢福祉年金を受給している方で世帯全員が住民
税非課税の人 0.3 非課税 非課税
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

第2段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以
下の人 0.5 非課税 非課税

第3段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている人 0.7 非課税 非課税

第4段階 ・ 本人が住民税非課税で世帯の誰かに住民税が課税されている 
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 0.85 課　税 非課税

第5段階 ・ 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている方 基準額 課　税 非課税

第6段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が80万円未満の方 1.15 課　税 課　税

介護保険料基準額の決め方

第1号被保険者（65歳以上の方）の介護保険料年間額（所得段階別）

介護サービス費用の負担
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　介護保険料の賦課期日は、毎年4月1日ですが、年齢到達
者（年度の途中で65歳になられる方）や転入者について
は、賦課期日が異なります。
● 年齢到達者（年度の途中で65歳になる方）の賦課期日
は、誕生日の前日になります。

●転入者の賦課期日は、転入した日になります。

　介護保険料を納める方法については、特別徴収と普通徴
収があります。
（1） 特別徴収
　老齢・退職・障害・遺族年金等のいずれかの年金受給額が
年額18万円以上の方が対象で、年金より介護保険料が天
引されます。原則として介護保険料はこの特別徴収により
納めていただきます。
（2） 普通徴収
　特別徴収以外の方が対象で、保険料を市より送付される
納付書又は口座振替により納めます。  
また、年金受給額が18万円以上の方でも下記のア～オに
該当する方は一時普通徴収となります。
　ア　年度の途中で65歳（第1号被保険者）になられた方
　イ　年度の途中で他市町村より転入されてきた方
　ウ　 年度の途中で介護保険料（年間額）が変更となられ

た方
　エ　年金を担保に借入をされている方
　オ　 年金の現況届の未提出等により年金支給が一時停止

となった方
　● 納付書での納付場所…金融機関、コンビニエンススト

ア（ローソン、ファミリーマート、セブン-イレブンな
ど）

　● 口座振替の手続き…各金融機関（郵便局でも可能）の
窓口

　特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、滞
納の期間に応じて下記のような措置がとられます。
（1） 1年以上滞納した場合
　介護サービスに係る費用を利用者がいったん全額自己
負担し、申請によりあとで保険給付分が支払われます。
（2） 1年6ヶ月以上滞納した場合
　介護サービスに係る費用を利用者が全額自己負担し、申
請後も保険給付分の一部もしくは全額が一時差止となりま
す。なお滞納が続くと、保険給付分から滞納していた保険料
額が差引かれる場合もあります。
（3） 2年以上滞納した場合
　滞納した期間に応じて、介護サービス費の自己負担分が
引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給等が受け
られなくなります。

介護保険料の賦課期日について

介護保険料の納め方

介護保険料を滞納している方についての措置

　災害・失業・倒産等で介護保険料を納めることが難しい
場合には、申請により審査のうえで介護保険料の減免を受
けられる場合がありますので、窓口までご相談ください。

40歳以上65歳未満（第2号被保険者）の介護保険料
問  介護長寿課 介護給付・保険料係  

☎0980-53-1212（内線136/137）  
直通番号  ☎0980-43-5580

介護保険料の減免について

　加入している医療保険によって決め方、納め方が異なり
ます。
（1） 職場の医療保険などの加入者
　保険料は給与と医療保険ごとに設定されている保険料
率により決められ医療保険料と一緒に毎月の給与から天
引きされます。
（2） 国民健康保険加入者
　国民健康保険税と同様に、世帯ごとに算定され、40歳以
上65歳未満の方の所得等や人数によって決まり、医療分
と介護分を合わせて国民健康保険税として、世帯主が納め
ます。

保険料の決まり方と納め方

段階 対象者 基準額に
対する割合

住民税の課税状況
世帯 個人

第7段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が80万以上120万円未満の方 1.2 課　税 課　税

第8段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万以上190万円未満の方 1.35 課　税 課　税

第9段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万以上290万円未満の方 1.65 課　税 課　税

第10段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が290万以上500万円未満の方 1.9 課　税 課　税

第11段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万以上の方 2.1 課　税 課　税

名護市 市民便利帳 市勢要覧80

健
診
・
高
齢
者
・
障
が
い
者

２００７名護市2(SG40) .indd   80 2020/0 /2    16:04:4



市役所

地域包括支援センター

在宅介護支援センター

障害相談支援事業所

目的
一人暮らしの高齢者や障がい者など､要援護者の情報を収集し､災害時に適切な避難支援が行えるよう､関係部局
などと連携し要援護者が安心して地域で暮らしていけるよう地域支え合い･見守り体制作りを支援していく｡
また､災害時だけでなく､日常的な見守り活動にも活用し､区長や民生委員､各区の支援者などとの連携で､定期的
な見守り活動を支援する｡

支　援

見守り

救急搬送・
災害時支援

情
報
の
共
有

連携･連動地域支え合い
見守り体制

要援護者支援
システム

消防本部

社 協 企 業

介護保険サービス事務所

居宅介護支援事業所

要援護者

区長・民生委員

警 察

医療機関

要援護者情報の共有

名護市要援護者支援システムの概要
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（1）対象者
　医療保険に加入している方で次のいずれかに該当する方
　ア．身体障害者手帳1級・2級の方
　イ．療育手帳A1・A2の方
（2）内容
　保険対象医療の自己負担額から、高額療養費及び附加給
付を除いた額を助成します。
（3）助成制限
　次のいずれかの方は助成を受けられません。
　ア　生活保護を受けている方
　イ　医療保険自己負担がない施設に入所している方
　ウ　所得が一定額を超える方

（1）対象者
　日常生活において常に介護を必要とする在宅の重度障
害者の方で、20歳以上の方には特別障害者手当、20歳未満
の方には障害児福祉手当を支給します。
（2）支給制限
　次のいずれかに該当する方は受給できません。
　ア　特別障害者手当（20歳以上の方）
　　（ア）施設に入所している方
　　（イ） 病院、診療所に継続して3ヶ月以上入院している方
　　（ウ）本人及び扶養義務者の所得が一定額を超える方
　イ　障害児福祉手当（20歳未満の方）
　　（ア）施設に入所している方
　　（イ） 当該障害を支給理由とする年金を受給されてい

る方
　　（ウ）本人及び扶養義務者の所得が一定額を超える方
（3） 支給月額（令和2年4月現在）
　●特別障害者手当…27,350円  
　●障害児福祉手当…14,880円

（1）対象者
　身体や精神等に一定条件に該当する障害のある児童の
父又は母、もしくは両親に代わってその児童を養育してい
る方が支給対象となります。
（2）支給制限
　次のいずれかに該当する場合は受給できません。
　ア　対象児童が
　　（ア）日本国内に住所がないとき
　　（イ） 障害年金などの障害を支給事由とする公的年金

を受けることができるとき
　　（ウ）児童福祉施設等に入所しているとき
　イ　父、母又は養育者が
　　（ア）日本国内に住所がないとき
　　（イ）前年の所得が国の定める限度額を超える場合
（3）支給月額（令和2年4月現在）
　●1級手当の児童1人につき52,500円
　●2級手当の児童1人につき34,970円

障害手帳
問  社会福祉課 障がい給付係  

☎0980-53-1212（内線209/124）

医療費助成、特別障害者手当等、特別児童扶養手当
問  社会福祉課 障がい給付係  

☎0980-53-1212（内線209/124）

身体障害者手帳の交付

（1）精神障害者保健福祉手帳とは
　一定の精神障害の状態にあることを証するもので、精神障
害者の生活を支え社会参加を手助けする制度です。この手帳
をもっていると、さまざまな支援を受けることができます。
（2）対象者
　精神疾患を有し、精神障害のため長期にわたり日常生
活、又は社会生活に制約のある方。  
ア　 障害等級…手帳の障害等級は1級～3級までありま

す。（下記表を参照）精神疾患と日常生活や社会生活で
の障害の状態の両面から総合的に判定されます。

障害
等級 精神障害の状態

一級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の
もの

二級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に
著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

三級
日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は
日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必
要とする程度のもの

（3） 手続き方法
　希望者は年齢、入院・外来の区別なく初診日から6ヶ月以
上経過すると申請できます。以下のア・イのどちらかの書
類が必要となります。
　ア　 申請書、診断書（精神保健福祉手帳用）、写真（4㎝×

3㎝）
　イ　 申請書・障害年金証書の写し・又は特別障害者給付

金資格証の写し、直近の振込み通知書の写し、同意
書、写真（4㎝×3㎝）

　ウ　旧手帳の写し（継続申請のみ）
（4） 有効期限
　2年間です。手帳の有効期限の3ヶ月前から更新の申請
が出来ます。

（1） 身体障害者手帳とは  
身体に障害のある方が「身体障害者（児）福祉法」に定め
る障害に該当すると認められた場合に交付されるもの
で、身障手帳を持つことによって福祉の諸サービスが
受けられるようになります。手帳は重度の方から順に
1級～6級に区分されています。

（2） 申請に必要な書類  
申請書・指定医師の意見書及び診断書（身体障害者手帳
用）・写真（4㎝×3㎝）

（1） 知的障害者（児）に対し、一貫した指導・相談を行うとと
もに各種の援助措置を受けやすくするために療育手帳
を交付いたします。療育手帳には、A1（最重度）、A2（重
度）、B1（中度）、B2（軽度）の区分があります。療育手帳
の交付により、知的障害の程度に応じた各種福祉サー
ビスを受けることができます。

（2） 申請に必要な書類  
申請書及び生育歴、写真（4㎝×3㎝）

療育手帳の交付

精神障害者保健福祉手帳の交付

重度心身障害者（児）医療費助成

特別障害者手当等

特別児童扶養手当
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（1）精神通院
　障害者等の障害の軽減を図り、自立した日常生活を営む
ために必要な医療を公費で負担する制度です。自己負担は
原則1割ですが、沖縄県においては、「沖縄県精神障害者特
別措置公費負担制度」が適用されるため、本人負担割合は
ありません。
　対象者： 精神科で治療の対象となる、脳器質性精神障害、

中毒性精神障害、統合失調症、知的障害、てんか
ん、その他精神障害で通院治療を要する方が対
象となります。

（2）更生医療
　身体障害者の職業能力や日常生活の便宜を増やすため
に、障害を軽くしたり、取り除いたりする医療費の自己負
担額を抑える制度です。自己負担は、医療費の原則1割です
が、1ヶ月の負担が増えすぎないよう、世帯の所得税額によ
り上限が設定されています。
　対象者： 18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方
（3）育成医療
　身体上の障害に対し日常生活能力の回復又は障害の軽
減、改善するために医療が必要な時は、児童（18歳未満）に
ついては育成医療が受けられます。

障害に係る自立支援医療
問  社会福祉課 障がい給付係  

☎0980-53-1212（内線209/124）

障害に係る自立支援医療

（1）対象者
　身体障害者手帳の交付を受けている方
※ 介護保険法（平成9年法律第123号）に基づき第1号被保
険者又は第2号被保険者で特定疾病に該当し、介護が必
要な状況の者であって、介護給付により給付を受けるも
のは当給付を受けることはできません。

補装具（購入・修理）費の支給
問  社会福祉課 障がい給付係  

☎0980-53-1212（内線209/124）

補装具（購入・修理）費の支給

　心身に障害のある方を扶養している保護者が、自らの生
存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一
の事態（死亡・重度障害）が生じたとき、障害のある方に一
定額の年金を支給します。
　また、保護者の生存中に障害のある方が亡くなられた場
合には弔慰金を支給します。
（1）加入対象者
　障害のある方を扶養している保護者（配偶者、父母、兄弟
姉妹、その他の親族など）で、次の全ての要件を満たしてい
る方。
　ア　沖縄県内に住所があること
　イ　 年齢が65歳未満であること（その年度の4月1日現

在）
　ウ　 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象と

なる健康状態であること
（2）給付額
　ア　 年金（加入者が死亡又は重度障害になったとき、障

害者の生存中支給）  
1口…月額2万円

　イ　 弔慰金（1年以上加入した後に、加入者より先に障害
者が死亡した時に支給）  
加入期間に応じて5万円～25万円

　ウ　 脱退一時金（5年以上の加入期間の方が脱退したと
き支給）  
加入期間に応じて7.5万円～25万円

（3）申請に必要なもの
　ア　加入等申込書
　イ　 住民票（保護者及び障害のある方それぞれに必要です）
　ウ　 申込者（被保険者）告知書
　エ　 障害の種類及び程度を証明する書類（身体障害者手

帳、療育手帳等）

心身障害者扶養共済制度
問  社会福祉課 障がい給付係  

☎0980-53-1212（内線209/124）

制度の概要

（2）内容
　障害を補うために必要とされる用具（補装具）の購入及
び修理にかかる費用を、一定の額を上限に助成します。
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　障害のある方が地域生活をおくれるように、社会参加の
機会の確保と地域社会における共生を実現するため、「自立
支援給付」を中心とした総合的なサービスを提供します。
　また、障害者総合支援法の施行に伴い、障害福祉サービ
スの対象に「難病患者」が追加されました。提供される障害
福祉サービスについてご不明な点につきましては、社会福
祉課障がい支援係へお問い合わせください。

NPO法人名護市障害者
関係団体協議会
北部障害者生活支援セン
ター　ハーモニー

名護市
字為又
1220-112

☎0980-53-1116

NPO法人名護市障害者
関係団体協議会
地域生活支援センター
ウェーブ

名護市
字為又
1220-112

☎0980-53-1173

社会福祉法人　五和会
地域生活支援事業所
うむさぱる

名護市茂佐
の森1-16-6 ☎0980-43-8295

社会福祉法人　名護市社
会福祉協議会
相談支援事業所　クプル

名護市港
2-1-1 ☎0980-53-4142

（1）相談支援事業
　障害のある方、その保護者、介助者などからの相談に応
じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行
います。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体
制やネットワーク構築を行います。
＜市委託相談支援事業所＞

（2） 意思疎通支援事業…聴覚、言語機能、音声機能等の障害
のため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他
の方の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆
記を行う者の派遣、視覚障害の方へは点字・声の広報を
発行しています。

（3） 日常生活用具の給付等事業…重度障害のある方等に対
し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与
を行います。

　　対象者： 身体障害者手帳の交付を受けている者又は指
定された難病疾患のある者で、各用具の対象
要件を満たす者

　　費　用：原則として1割を負担することになります。
（4） 移動支援事業…自立支援給付の対象とならない外出時

の移動について支援を行います。屋外での移動が困難
な障害のある方について、外出時の円滑な移動を支援
し、自立生活や社会参加を促します。

　ア　ガイドヘルパー
　　対象者： 肢体不自由者、知的障害者、精神障害者及び指

定された難病疾患のある者であって移動支援
の必要な方。

　　利用者負担： 利用料の原則1割
　イ　重度障害者移動支援事業
　　対象者： 身体障害者手帳所持者であって下肢障害又は

全身性障害者で、車いすを使用しており一般
交通機関の利用が困難な方。

　　利用内容：運行範囲は名護市内。1日2回の利用。
　　利用者負担：無料
（5）地域活動支援センター事業
　障害のある方が通い、創作的活動又は生産活動の提供、
社会との交流の促進等を図ります。
　ア　地域活動支援センターⅠ型委託事業所
　　 NPO法人名護市障害者関係団体協議会地域生活支援

センターウェーブ
　　名護市字為又1220-112　☎0980-53-1173
　イ　地域活動支援センターⅡ型委託事業所
　　生活介護支援事業所とらいあんぐる
　　名護市字川上257-1　☎0980-58-1258
　ウ　地域活動支援センターⅢ型委託事業所
　　NPO法人　ぬぶいてぃーだ
　　協働作業所　ぬぶいてぃーだ
　　名護市字為又96-1　☎0980-54-4938
（6）その他の事業
　ア　日中一時支援事業
　イ　リサイクル事業
　ウ　スポーツ大会
　エ　手話奉仕員養成研修事業

（1）視覚障害者に対する移動支援
　視覚障害者（児）の地域における自立した生活支援を充
実させるため、「同行援護」を行っています。
（2）グループホームの家賃助成
　障害者の地域移行を促進するため、グループホームの家
賃の一定額を助成しています。

障害者総合支援法
問  社会福祉課 障がい支援係  

☎0980-53-1212（内線101/111）

地域生活支援事業
問  社会福祉課 障がい支援係  

☎0980-53-1212（内線101/111）

障害福祉サービス
問  社会福祉課 障がい支援係  

☎0980-53-1212（内線101/111）

障害者総合支援法

地域生活支援事業

障害福祉サービスと助成事業
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市税
問  税務課  ☎0980-53-1212  管理係（内線181/198）市民税係（内線187/182）  

資産税係（内線184/185/186/388）納税係（内線188/193/194）
　  直通番号  ☎0980-53-1219
　  国民健康保険課 保険税係  ☎0980-53-1212（内線152/153/117/165/274）

市税を納める場所

市税の概要
（1）市税の種類 　

市税の種類 税の概要

市民税（個人） 毎年1月1日現在、名護市の住民である方の前年（1月～12月の間）の所得に対して課せられる税金で
す。

軽自動車税 毎年4月1日現在の軽自動車、自動二輪、原動機付自転車等の所有者に課せられる税金です。排気量によ
り税額が異なります。

固定資産税 毎年1月1日現在の固定資産（土地、家屋、償却資産）の所有者に対して、固定資産の評価額に応じて課せ
られる税金です。

国民健康保険税 国民健康保険に加入している世帯の世帯主に対して、課される税金です。加入者が疾病、負傷、出産し
た際の保険給付に充てられます。

（2）市税の納期一覧表 　
税の種類＼月数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
軽自動車税 全期
固定資産税 1期 2期 3期 4期

市県民税（普通徴収） 1期 2期 3期 4期
国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納　期　限 末日 末日 末日 末日 末日 末日 末日 末日 末日 末日 末日 末日

※納期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限になります。

（1）琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・コザ信用金庫・沖縄県労働金庫・JAおきなわ・沖縄県内のゆうちょ銀行、郵便局
（2）上記の金融機関の各本店・支店及び上記の金融機関と為替取引のある金融機関
（3）県内及び県外のコンビニエンスストア
　●納付の際は納付書をご持参ください。納付書を紛失された場合は、税務課納税係、国民健康保険課保険税係まで

税金・保険
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個人住民税

軽自動車税

住民税
問  税務課 市民税係  ☎0980-53-1212（内線187）

軽自動車税
問  税務課 市民税係  ☎0980-53-1212（内線182）

（1）申告
　住民税申告書の提出期限は、毎年3月15日です。（3月15
日が土日・祝日にあたる場合は、翌日が期限日となります）
（2）住民税を納める方
　1月1日現在名護市に住所がある方（均等割又は均等割
及び所得割）※ただし、所得状況によるものです。
　市内に事業所、事務所又は家屋敷等のある方（均等割）
・均等割… 一定以上の所得を有する方に、課税される税金

です。
・所得割… 各個人の所得などに応じて、課税される税金で

す。
※ 個人住民税の減免について、生活保護法の保護を受けて
いる者等は減免することができます（納期限までに申請）

　毎年4月1日現在、市内で原動機付自転車、軽自動車など
を所有する方に課税されます。
　これらを取得、譲渡、廃車又は住所や名義が変わった場
合は必ず届け出てください。
（1）税制改正にかかる軽自動車税の税率改正
　平成26年度地方税法の改正により、平成27年度から軽
自動車税の税率が引き上げとなっています。
原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車

車種区分
税率（年税額）

平成27年度 平成28年度以降

原動機付
自転車

50cc以下 1,000円 2,000円
50ccを超え
90cc以下 1,200円 2,000円

90ccを超え
125cc以下 1,600円 2,400円

ミニカー 2,500円 3,700円
軽二輪
（125ccを超え250cc以下） 2,400円 3,600円

二輪の小型自動車
（250cc以上） 4,000円 6,000円

小型特殊
自動車

農耕用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円

軽自動車
・ 平成27年3月31日までに登録済みの車両は変更はあり
ません。

・ 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両よ
り税率が引き上げとなっています。

・ 最初の新規検査から13年を経過した車両は、重課税率の
対象となります。（※車検証で初度検査年月日を確認でき
ます。）

車種区分

税率（年税額）

平成27年3
月31日まで
に登録済み
の車両

平成27年4
月1日以後に
最初の新規
検査を受け
る車両

重課税率（最
初の新規検
査から13年
経過した車
両）

三輪
（660cc以下の
もの）

3,100円 3,900円 4,600円

四輪
（660cc
以下の
もの）

乗
用

自
家
用

7,200円 10,800円 12,900円

営
業
用

5,500円 6,900円 8,200円

貨
物

自
家
用

4,000円 5,000円 6,000円

営
業
用

3,000円 3,800円 4,500円
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（3）申告に必要な書類 　
新規（中古） 市内名義変更 住所変更 抹消

原動機付自転車

・ 譲渡、廃車、販売証明書
のいずれか

・印鑑
・自賠責保険証明書

・標識交付証明書
・新旧の印鑑
・自賠責保険証明書
・譲渡証明書

・ 市外転出での住所変更
は抹消と同じ

・ 市内での住所変更の時
は不要

・標識交付証明書
・印鑑
・ナンバープレート
※盗難の場合
　警察からの受理番号

ア　販売証明を行う業者については、古物商許可証の確認を行います。
イ　窓口に来られる方の身分確認（運転免許証等）を行います。
ウ　18歳未満の方が所有者になる場合、保護者の同意が必要です。
エ　改造・排気量等変更時の登録の際は、上記書類とあわせ、改造・排気量等変更届出書の提出が必要です。
（4）軽自動車の減免
　一定の身体障がい者等のために使用する自動車等については、申請により税が減免される場合があります。
※納期限までに申請が必要です。

（2）申告（申請）と手続きの場所
　ア　新たに所有した…………15日以内に申告
　イ　他市町村から転入した…15日以内に申告
　ウ　所有しなくなった………30日以内に申告

車　種 届出の受付場所 問い合わせ先
原動機付自転車（50cc～125cc）
小型特殊自動車 名護市役所　税務課　市民税係 0980-53-1212

内線　182
軽二輪（126cc～250cc） 陸運事務所 050-5540-2091
四輪軽自動車（乗用・貨物） 軽自動車協会 050-3816-3126
二輪の小型自動車（251cc以上） 陸運事務所 050-5540-2091

　土地、家屋、償却資産（これらを総称して「固定資産」とい
います。）を所有している方が、固定資産の所在する市町村
に納める税金です。

　毎年1月1日現在（賦課期日）の固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。

土　地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として
登記又は登録されている方

家　屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として
登記又は登録されている方

償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されて
いる方

　土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計×税率（1.4％）

　同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の
合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税さ
れません。 

土　地  30万円
家　屋  20万円
償却資産 150万円

　所有者として登記（登録）されている方が、賦課期日（1月
1日）前に死亡されている場合には、賦課期日現在で、その
土地、家屋を現に所有している方（相続人等）が納税義務者
となります。

　固定資産を2人以上の共有名義で所有されている場合、
共有者全員が連帯納税義務者となります。
　納税通知書は共有者全員に送付しておりますが、納付書
又は口座振替のお知らせは二重払いを防止するため、代表
者の方にのみ送付しております。

　所有者が市外に居住している場合、市内にお住まいの方
を納税管理人に指定していただくことができます。
　納税管理人は、所有者から納税に関する手続きを委任さ
れた方となりますので、証明発行や閲覧等の手続きをおこ
なうことができます。納税通知書等も納税管理人に送付さ
せていただきます。

　火災・天災等特別な事由があると認められる固定資産に
ついては、申請により税が減免される場合があります。
※納期限までに申請が必要となります。

所有者が死亡した場合固定資産税とは

共有名義の場合
固定資産税を納める人（納税義務者）

納税管理人を指定する場合

税額

固定資産税の減免申請について
免税点

固定資産税
問  税務課  ☎0980-53-1212 資産税係（内線184/185/186/388）
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◆証明の種類及び閲覧
　印鑑、身分証明書をご用意してお手続きください。

証明の種類 証明手数料 申請窓口

市
県
民
税
関
係
証
明

所得証明

1年度で1件200円

市役所本庁税務課
屋我地支所
羽地支所
屋部支所
久志支所

課税証明（非課税証明）
所得課税証明
扶養証明
営業証明
申告書の写し（本庁のみ）

固
定
資
産
関
係
証
明

資産証明
土地5筆につき1件200円
家屋1棟につき1件200円

評価証明
公課証明
名寄せ
固定資産課税証明（償却資産）

1件200円
無資産証明
閲覧 土地5筆につき100円/家屋1棟につき100円

市役所本庁税務課

家屋滅失証明 1件200円
地籍図
併合図

サイズ モノクロ カラー
A3以下 1件300円 1件600円

航空写真
サイズ モノクロ カラー
A3以下 1件300円 1件600円

納
税
証
明
関
係

納税証明
（固定資産）
（市県民税）
（軽自動車税）
（法人市民税）
（国民健康保険税）

1年度1税目1件につき200円
市役所本庁税務課、
国民健康保険課
屋我地支所
羽地支所
屋部支所
久志支所完納証明 1件200円

継続検査用納税証明（車検用） 無料
歴年納税証明

1件200円 本庁のみ完納及び滞納処分を受けたことのない証明
滞納処分を受けたことのない証明

　国民健康保険（以下、国保）は市内に住所があり会社など
健康保険に加入していない人が、病気やけがなどによる医
療費の支払いをしなければならないとき、お互いに助け合
い医療費の負担を分かち合うために生まれた制度です。加
入者があらかじめ保険税を出し合い、これに国・県・市もお
金を出して、その医療費を負担し合うようになっています。
　保険証は、正式には「国民健康保険被保険者証」といい、
国保に加入し、療養の給付を受けるための証明書です。病
院、医院にかかるときには必ず提示が必要ですので大切に
保管しましょう。

国保に入るとき 届出に必要なもの
転入してきたとき 住民異動届
職場の健康保険をやめたとき 健康保険資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止（停止）決定通知書
子どもが生まれたとき 国保被保険者証

国民健康保険のしくみと手続きについて
問  国民健康保険課  ☎0980-53-1212  

保険給付係 資格担当（内線154/157）　給付・第三者行為担当（内線156）

　届け出にはマイナンバーカード（個人番号カード）また
はマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類及び印
かんが必要です。

こんなときは必ず14日以内に届け出を！

市税・国保税に関する証明や閲覧
問  税務課  ☎0980-53-1212　市民税係（内線187/182）　資産税係（内線184/185/186/388）  

納税係  （内線188/193/194）　直通番号  0980-53-1219　国民健康保険課 保険税係（内線165）

名護市 市民便利帳 市勢要覧88

税
金
・
保
険

２００７名護市2(SG40) .indd   88 2020/0 /2    16:04:4



そのほか 届出に必要なもの
住所変更／世帯主の変更／世
帯を分離・合併したとき 国保被保険者証、住民移動届
保険証をなくしたとき（汚れ
て使えなくなったとき） 使えなくなった国保被保険証
修学のためべつに住所を定め
るとき 国保被保険者証、在学証明書
外国籍の方が在留期間を更新
したとき 在留カード

　交通事故や他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為
によってけがや病気をした場合は、すぐに国民健康保険課
へ届け出てください。届け出がないと保険が使えません。

　皆さんに納めていただく国保税は加入者数、前年の収入
などに応じて課税されます。納め忘れのないように納期限
内に納付しましょう。
◆ 口座振替をご利用ください
　忙しい方のために、口座振替が便利です。納めに行く手
間が省け、手続きも簡単で納め忘れもありません。申込は
金融機関の窓口にて、身分確認ができるもの、預金通帳と
通帳届出印、納税通知書（納付書）をご持参のうえ手続きを
お願いします。
◆加入の届け出が遅れた場合
　● 国保税…国保の資格を得た月まで遡って課税され、か

つ課税された分は納期限内に納めなければなりません。
　● 給付…診療にかかった医療費の10割全額が請求され

ますので、全額支払った後に国保窓口でご相談くださ
い。本来の自己負担分を除いた額が払い戻される場合
があります。但し、払い戻しには時効がありますので、
詳しくは国保窓口でお問い合わせください。

　● どうしても納付が困難なときは…納付方法について
ご相談ください。また災害その他特別の事情により国
保税の納付が困難なときは、申請により国保税の減免
が認められる場合があります。

　● 国保税を納付しない状態が続くと…特別の事情など
がなく、一定期間国保税を納付しない状態が続くと、
保険給付の全部又は一部が差し止められたり、財産が
差し押さえられたりする場合があります。納期限の過
ぎた税がありましたら、そのまま放置せずに納付の相
談にお越しください。

◆国保以外の健康保険に加入した場合
　● 国保窓口でのお手続きが必要です。手続きをされない

と、国保税が継続して課税されます。さらに、納期限が
過ぎた税があると財産の差押えといった滞納処分を
される場合がありますのでご注意ください。

◆納付が困難な方や納期限が過ぎた税がある方へ
　● 災害、その他特別な事情により国保税の納付が困難な

場合は、納期限が過ぎる前に国保窓口でご相談くださ
い。

　● 納期限が過ぎた税があると、給付の一部が差し止めら
れたり、財産が差押えられたりする場合があります。放
置せずにできるだけ早く国保窓口でご相談ください。

　転出や別の健康保険に加入し、国保をやめた後は国保の
保険証や限度額証は使用できません。

国民健康保険税の納付について
問  国民健康保険課  ☎0980-53-1212  

保険税係 賦課・収納担当（内線274/165）  
納付・相談担当（内線152/153/117）

種　類 内　容

療養給付費

病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療
にかかった費用の一部を支払うだけで、次の
ような医療を受けることができます。
◆診察
◆治療（処置、手術など）
◆在宅療養及び看護
◆投薬や注射などの処置
◆入院及び看護（食事代は定額自己負担）
（災害や失業などによって、一部負担金の支
払いが困難となった場合は、一時的に支払い
の減額・免除・徴収猶予ができる場合があり
ます。）

療養費

① やむを得ない理由で保険証を持たずに治
療を受けたとき

②コルセットなどの治療用装具代金
③柔道整復師の施術をうけたとき
④はり・灸・マッサージなどの施術
⑤生血を輸血した場合
⑥ 海外渡航中に診療を受けたとき（療養を目
的とした渡航は除く）

なお、①②⑤⑥の場合、いったん全額自己負
担になりますが、申請により、国保が審査し
支給決定した額の保険給付分があとで世帯
主に支給されます。

高額療養費の
支給

同じ世帯で、同じ月内に限度額を超えて一部
負担金を支払った場合は、申請によりその超
えた額が支給されます。
また、国民健康保険課から「限度額適用認定
証」の交付を受けて医療機関に提示すること
により、医療機関への支払額が自己負担限度
額までとなります。
※ 自己負担限度額はその世帯の所得、市民税
の課税の有無によって決まります。

高額介護合算
療養費の支給

同じ世帯で1年間に医療と介護サービスの両
方で高額な支出があった場合、その世帯の限
度額を超えた額が申請により支給されます。

出産育児
一時金

被保険者が出産したときに、1人につき42万
円（産科医療補償制度の対象でない場合は
40万4千円）が、出産された医療機関等へ支
払われます。差額のある場合、又は医療機関
への支払いを希望されなかった場合は、世帯
主へ支給されます。（死産・流産も妊娠12週
以上であれば支給の対象となります。）

葬祭費 被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方
（喪主）に葬祭費（2万円）が支給されます。

国保で受けられる給付

交通事故など第三者行為の届出国保をやめるとき 届出に必要なもの
転出するとき 国保被保険者証、住民異動届
職場の健康保険に入ったとき 職場の被保険者証、国保被保

険者証
被保険者が死亡したとき 亡くなった方の国保被保険

者証
生活保護を受けるようになっ
たとき

国保被保険者証、保護受給証
明書（開始）
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こんなとき 届け出に
必要なもの いつ

60歳～74歳で一定の障
がいのある方が加入しよ
うとするとき

被保険者証、国民年金
証書、身体障がい者手
帳・その他障がいの程
度がわかる書類のい
ずれか、印かん

障がい認定
を受けよう
とするとき

こんなとき 届け出に
必要なもの いつ

生活保護を受けなくなっ
たとき

保護廃止（停止）決定
通知書、印かん 14日以内

ほかの都道府県から転入
してきたとき

被保険者証、負担区
分証明書、印かん 14日以内

65歳～74歳までの一定
の障がいがある加入者
が、後期高齢者医療から
脱退しようとするとき

被保険者証、印かん
障がい認定
を撤回した
いとき

生活保護を受けるように
なったとき

被保険者証、保護開始
決定通知書、印かん 14日以内

ほかの都道府県に転出す
るとき 被保険者証、印かん 14日以内

死亡したとき

亡くなった方の被保
険者証、葬祭費申請
者の印かんと身分を
証明するもの

14日以内

県内で住所が変わるとき 被保険者証、印かん 14日以内

氏名などが変わるとき 被保険者証、印かん 14日以内

被保険者証をなくした
り、汚れて使えなくなっ
たとき

身分を証明するもの、
被保険者証、印かん 14日以内

後期高齢者医療制度
問  国民健康保険課 後期高齢者医療係  

☎0980-53-1212（内線195/167）

　75歳（一定の障害のある方は65歳）以上の高齢者の方は
国民健康保険や社会保険などから離れ、独立した「後期高
齢者医療制度」に加入することになります。

後期高齢者医療制度

対象となる方 75歳以上（65歳以上で一定の障害のある方）

対象となる日 75歳の誕生日当日から

患者負担 1割負担（現役並み所得者は3割負担）

保険料 沖縄県後期高齢者広域連合で定めた保険料
を被保険者となる方全員が納めます。

後期高齢者医療制度

こんなときは必ず届け出を

　20歳から60歳になるまで、自営業の方や学生の方だけで
なく、会社員、公務員とその配偶者等すべての国民が加入し、
働く世代が納める保険料と、国からの負担金を財源として、
すべての方に共通の基礎年金を支給し障害の方や遺族の方、
高齢の方々の生活を支えるという『ユイマール』の制度です。
　国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。
　（1）第1号被保険者： 自営業・農林漁業者、学生、アルバイ

ト、無職の方などで60歳未満の方
　（2）第2号被保険者： 職場の年金（厚生年金・共済組合な

ど）に加入している方
　（3）第3号被保険者： 第2号被保険者に扶養されている配

偶者

国民年金とは？
（1）国民年金保険料
　1号被保険者（任意加入被保険者も同じ）の保険料は年
齢、性別、収入にかかわらず、すべての国民が同じ金額で
す。
　保険料は、年度ごとに物価や賃金の伸びなどに応じて変
動する場合がありますので、市役所年金担当または名護年
金事務所、日本年金機構ホームページでご確認ください。

国民年金保険料について

国民年金
問  市民課 窓口係（年金担当）  ☎0980-53-1212（内線168/174/175）  

名護年金事務所  ☎0980-52-2522（音声案内②）
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　現在納めている保険料に月額400円を上乗せして納め
ると将来付加年金がプラスされます。
　2年間で納めた額は取り戻し、3年以降はもらい得にな
るという大変お得な制度です。
（注）1． 国民年金基金加入者及び免除をしている方は加入

できません。
　  2． 保険料を納付期限内に納めないと付加年金の納付

ができません。

　沖縄の国民年金が本土より9年遅れて発足したための特
別措置です。昭和36年4月1日から昭和45年3月31日まで
の間、沖縄に住んでいた方については、その期間を保険料
免除期間とみなします。
◆申請に必要な書類　戸籍の附票（特別措置を受けようと
する期間の記載のあるもの）と認印（昭和25年4月1日以前
生まれの方が対象）

　名護市への転入、名護市からの転出や住所の変更時には
届出が必要な場合があります。市内での住所変更の場合は
手続きは不要です。市外へ転出する場合は転出先で届出を
行ってください。ただし、海外へ転出する場合は資格喪失、
または任意加入の手続きが必要です。

（2）保険料の前納
　現年度6ヶ月、又は年度末までの保険料をまとめて前納
すると、一定率の割引がありお得です。
　付加保険料も割引があります。
（3）納付方法
　口座振替（クレジットカード可）、又は、納付書で支払い
（全国の金融機関・郵便局）する方法があります。
　ア　 口座振替納付…年金手帳（納付書等）、預金通帳、通

帳届印を持って金融機関又は郵便で直接お申し出
ください。（クレジットカード納付は、名護年金事務
所で受付）

　イ　 納付書による納付…日本年金機構から1ヶ月ごとの
納付書を1年分、毎年4月にお送りしますので、納付
期限までに、お近くの金融機関、コンビニで納めて
ください。

※ 保険料の納付についてのご不明な点は名護年金事務所
（☎0980-52-2522（音声案内②））へお問い合わせくだ
さい。

（4）追納
　免除を承認された期間の保険料については、10年以内
であれば後日納めることができます。
（5）納めた保険料は全額社会保険料控除対象となります。
　確定申告や年末調整の際に全額社会保険料控除として
所得から控除できます。

沖縄特別措置

住所変更届

付加年金について

沖縄特別措置及び住所変更等の届出

　免除制度があるのをご存知ですか？
　申請時点の2年1ヶ月前までさかのぼって免除を申請す
ることができます。
　詳しくは、名護年金事務所（☎0980-52-2522（音声案
内②））、市役所市民課窓口係年金担当までお問い合わせく
ださい。

年金保険料を納めるのが困難なときは…

免除関係

免除期間… 出産予定日または出産日が属する月の前月か
ら4カ月間（産前産後期間）。多胎の場合は、出産
予定日または出産日が属する月の3カ月前から
6カ月間の国民年金保険料が免除されます。※
出産とは、妊娠85週日（4カ月）以上の出産を言
います（死産、流産、早産された方を含みます）。

対象者… 「国民年金第1号保険者」で出産日が平成31年2月
1日以降の方。

届出時期…出産予定日の6カ月前から届け出できます。
届出先…国民年金担当窓口。

「産前産後期間」の免除制度

　年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用
し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するため
に、年金に上乗せして支給するものです。（2019年10月1
日施行）
高齢者への給付金〔支給要件〕
　①65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。
　② 前年の公的年金などの収入額とその他の所得との合

計額が、老齢基礎年金満額（約78万円）以下であるこ
と。

　③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
障害者や遺族への給付金〔支給要件〕
　①障害基礎年金または遺族年金の受給者であること。
　②前年の所得が、462万1,000円以下であること。

年金生活者支援給付金について
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　国民年金制度の発足した当時（昭和36年4月1日）、すで
に高年齢に達していた方は、拠出による受給資格期間を満
たせないために無拠出の老齢福祉年金が支給されます。
（1）支給を受けられる方
　次のいずれかに該当する方で、他に公的年金を受けてな
い方
　ア　明治44年4月1日以前に生まれた方
　イ　 明治44年4月2日から大正5年4月1日までの生まれ

で国民年金保険料を一定期間納めたことのある方
※ 他の公的年金が、712，000円（平成15年度）以下の場合
は、その差額分が支給されます。

（2）受給者が死亡した時
　市役所窓口係年金担当又は年金事務所に届け出なけれ
ばなりません。

　保険料を納めた期間（免除を含む）が原則的に10年以上
ある方が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年
金です。
（1）受給資格期間
　年金を受けるために必要な期間で、保険料納付済期間と
免除期間など合わせて10年以上必要です。
（2）繰上げ支給と繰下げ支給
　老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、
希望すれば60歳から受取る事も出来ます。
　ただし、65歳以前から受取る場合は65歳の額から一定
の率で減額されます。また、66歳以後に受取る場合には、
受給額が増額されます。
（3）申請に必要な書類
　ア　戸籍抄本　　イ　年金手帳
　ウ　貯金通帳　　エ　認め印
　オ　その他個々の状況によって、必要書類がかわります
※ 配偶者の年金に加給年金がついていた場合は、アの戸籍
抄本ではなく、住民票謄本、戸籍謄本が必要になります。

（4）受給者が死亡した時
　市役所窓口係年金担当又は年金事務所に届け出なけれ
ばなりません。

　病気やけがにより障がい者となり、日常生活に制限を受
ける状態になったとき支給される年金です。
（1）障害基礎年金を受ける条件
　下記のア又はイに該当していること。
　ア　 20歳から初診日の前々月までに保険料を納めた期

間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あるこ
と。（カラ期間は除きます。20歳前の厚生年金は合
算されます。）

　イ　 初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日
の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

　国民年金に任意加入できる期間に、任意加入しなかった
ことにより、障害基礎年金を受給していない障がい者の方
を対象に給付されます。
（1）対象となる方
　ア　 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者で

あった学生
　イ　 昭和61年3月以前に、国民年金任意加入対象者で

あった厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者
で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、
障害の程度が障害基礎年金の1、2級に該当する方

　国民年金の加入中死亡、又は老齢基礎年金の受給資格期
間を満たした方が死亡した時、その方によって生計を維持
されていた「子のある妻」又は「子」に支給されます。
（1）受給要件
　下記のア、イ、ウのいずれかひとつに該当していること
　ア　 20歳から死亡日の前々月までに保険料納付済と免

除の期間が3分の2以上あること。
　イ　 死亡日が令和8年3月31日以前で死亡日に65歳未

満の場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料
の未納がないこと。

　ウ　 老齢基礎年金の受給資格期間（10年）を満たしてい
ること。

（2）受給資格のある方
　死亡者と生計同一で
　①子と生計を同じくしている妻　②子

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

老齢福祉年金

特別障害給付金老齢基礎年金と老齢福祉年金

障害基礎年金と特別障害給付金

遺族基礎年金

　第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を
合わせて10年以上ある夫が年金を受ける前に亡くなった
とき、その妻（死亡者と生計同一で、婚姻期間10年以上）に
60歳から65歳になるまで支給されます。
（1）支給額
　支給される額は夫が受けることができた老齢基礎年金
額×3÷4で計算されます。

　なんらかの年金をもらっている方が亡くなった場合、遺
族は死亡したことを市役所市民課窓口係年金担当か年金
事務所に届け出なければなりません。

　保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなり、
その遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。請
求できるのは、死亡日から2年以内です。

寡婦年金

死亡一時金

未支給請求

寡婦年金

死亡一時金と未支給請求
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ごみの分け方 問 環境対策課  ☎0980-52-0003/52-1532　℻  52-1563

ごみの分け方
◆有料のごみ 　

◆無料のごみ 　

洗っ
て！

洗っ
て！

洗っ
て！

洗っ
て！

洗っ
て！

洗っ
て！

洗っ
て！

洗っ
て！

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

無

　
　
　
　
　
　料

透明か半透明の
袋に入れて出す紙おむつ

カゴに入れて
出すペットボトル

古紙類
紙ヒモで束ねて
出す
ヒモで束ねて
出す古着

カゴに入れて
出す家庭用金属類

カゴに入れて
出す有害ごみ

ペットボトルに
入れて出す食用油

カゴに入れて
出す小型家電製品

プラスチック製
容器包装

透明か半透明の
袋に入れて出す

カゴに入れて
出す空き缶

カゴに入れて
出す空きびん･ガラス類

新聞紙等で包む場合はビニー
ル袋に紙おむつと表示する

フタ､ラベルは必ず取って｢プ
ラスチック類容器包装｣で出
す
5種類に分かれます

刃物類は新聞紙などに包んで
｢危険｣と表示する

割れ物も含む

天ぷらカス等を取り除き､
ペットボトルに入れる。

カゴに入らない物は｢ゴミ｣と
表示した紙を貼って出す

洗えないもの又､汚れたもの
は｢その他プラスチック･ビ
ニール｣へ

フタ､ラベルは必ず取って｢プ
ラスチック類容器包装｣で出
す

･フタは必ず取る事
･割れた物も含む

紙おむつ
(汚物は取り除くこと)

ペットボトル
(よく洗う)

Yシャツ･Tシャツ･
背広(ひもでしばる)

ハサミ類 金属製食器なべ類

乾電池 蛍光灯 水銀を含む
体温計

時計
(壁掛用)

扇風機 ラジカセ

食品用チューブ
(きれいに洗う)

菓子袋 弁当箱
(きれいに洗う)

シャンプー容器
(きれいに洗う)

新聞紙･折り込みチラシ
(紙ひもで十字にしばる)

雑誌･書籍類
(紙ひもで十字にしばる)

ダンボール
(ホッチキスを取り除いて

紙ひもでしばる)
飲料用紙パック
(洗って開き､
十字にしばる)

紙製菓子類､
ティッシュ箱など雑誌

飲料水の空缶
(きれいに洗う)

その他缶類粉ミルク空缶

酒ビン
(異物をつめない)

ガラス類ジュース類びん
(きれいに洗う)
ジュース類びん
(きれいに洗う)

紙

電球

食用油

有   

料

指定袋に入れて
出す燃えないごみ

指定袋に入れて
出す

その他のプラスチック･
ビニール

雨ガッパ カセットテープ プラスチック
の

おもちゃ
指定袋に入れて
出すゴム製品

ゴムホース 自転車
チューブ

燃やしていいごみ
指定袋に入れて
出す

生ごみ
(よく水をきる)

ティッシュ等の
紙くず

下着類 草木

茶わん･皿類

粗大ごみ
粗大
ゴミ

タンス テーブル イス 脚立 こたつ

･事前に電話で予約して､｢粗大ごみ処理券｣を貼って出します。 ･1回の予約で3個まで受け付けます｡

※電話予約必要
　処理券を貼って出す有

料

ごみ
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収集曜日

広域収集地域

月曜日 火曜日 第1水曜日 第3水曜日 木曜日 金曜日

Ａ
地
区　
　

燃やしていいゴミ ペットボトル その他の
プラスチック・ビニール

その他の
プラスチック・ビニール 燃やしていいごみ プラスチック製

容器包装
紙おむつ 空き缶 食用油 有害ごみ 紙おむつ 空きびん・ガラス類

古紙（Aの1地区） 小型家電製品 ゴム製品 古紙（Aの2地区）
古着（Aの1地区） 燃えないごみ 家庭用金属類 古着（Aの2地区）

月曜日 火曜日 第2水曜日 第4水曜日 木曜日 金曜日

Ｂ
地
区　
　

プラスチック製
容器包装 燃やしていいごみ その他の

プラスチック・ビニール
その他の
プラスチック・ビニール ペットボトル 燃やしていいごみ

空きびん・ガラス類 紙おむつ 食用油 有害ごみ 空き缶 紙おむつ
古紙（Bの1地区） 小型家電製品 ゴム製品 古紙（Bの2地区）
古着（Bの1地区） 燃えないごみ 家庭用金属類 古着（Bの2地区）

◆地域別収集曜日

A地区 B地区
境界線

A地区 B地区
境界線

屋我地
地域

源河区
呉
我
区

天仁屋区

二見区58

国
道

　号

喜
瀬
区

幸
喜
区

許
田
区

久
志
区

豊
原
区

辺
野
古
区

稲
嶺
区真

喜
屋
区

仲
尾
次
区

屋部地域

中山区

為又区
名桜大

城銀橋
沖縄
ツーリスト 名護中

伊差川

名護小
護佐喜乃宮
産業支援センター
東江中

オリオン
ビール世冨慶

二見の里

スーパー
ホテル

バス
ターミナル

大南
公民館

市役所

A-2
地区

A-1
地区

B-2
地区

B-1
地区

国道58号
84
県
道
　号

国道329号

◆名護市広域収集区地域

指定ごみ袋の種類 金額
家庭用10L（10枚） 100円
家庭用20L（10枚） 120円
家庭用30L（10枚） 180円
家庭用45L（10枚） 270円
家庭用70L（10枚） 420円
家庭用90L（10枚） 540円
事業用10L（10枚） 100円
事業用20L（10枚） 120円
事業用30L（10枚） 180円
事業用45L（10枚） 270円
事業用70L（10枚） 420円
事業用90L（10枚） 540円

※袋は全て10枚入り1パック

指定ごみ袋について
 令和元年度現在
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【営業所】 名護市字宇茂佐 1968-13

TEL 0980-52-5585 ・ FAX 0980-52-5765

Email ： info@newclean-okinawa.jp

「地球環境の保護と地域の人材開発を目指す事」

それが有限会社ニュークリーン沖縄の使命です。

代表取締役　平 良 忠 昭

「地球環境の保護と地域の人材開発を目指す事」

それが有限会社ニュークリーン沖縄の使命です。

名護市一般廃棄物最終処分場管理業務

名護市一般廃棄物収集許可業 ( 許可第 2 号）

産業廃棄物収集運搬業

名護市一般廃棄物最終処分場管理業務

名護市一般廃棄物収集許可業 ( 許可第 2 号）

産業廃棄物収集運搬業
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◆出し方 　
1　電話にて申込
☎0980-52-0003
　　　　52-1532
受付時間
月曜日～金曜日
8：30～17：15

2　処理券の購入
スーパーやコンビニエンスストアー
などで販売しています。
※ 必ず申込をしてから処理券を購入
してください。いったん購入した
処理券は払い戻しができません。

3　粗大ごみを出す
処理券に受付番号と氏名を記入し粗大ごみに貼って、家の前か、
アパート等は所定の場所に、収集日の朝8時30分までに出してく
ださい。
処理手数料　 小型200円 

大型350円　の2種類です。

粗大ごみ

リサイクル料金を郵便局経由で支払う場合
　市に収集運搬依頼するか、自分で指定引取場所に直接持ち込む場合は、事前にリサイクル料金を最寄りの郵便局で支払いし、受け取った家電
リサイクル券を市及び指定引取業者へ引き渡し、その家電リサイクル券の写しを受け取ります。
※市へ収集運搬依頼する場合は、別途収集運搬料金がかかります。又、収集のときに立ち会いが必要となります。

種　別 単　位 依頼による収集運搬 自分で市へ直接持ち込み
エアコン 1台 ￥1,000 ￥500

テレビ 20インチ以上 ￥1,500 ￥750
20インチ未満 ￥1,000 ￥500

冷蔵庫・
冷凍庫

200リットル以上 ￥1,500 ￥750
200リットル未満 ￥1,000 ￥500

洗濯機 1台 ￥1,000 ￥500
衣類乾燥機 1台 ￥1,000 ￥500

市に収集を依頼する場合 指定引取場所一覧
主な取り扱いメーカー 会社名 住　所 TEL/FAX
東芝、松下電器産業、ダイキ
ン工業、日本ビクターなど 拓南商事㈱ うるま市

字州崎8-2
098-934-8010
098-934-8011

シャープ、ソニー、
日立、三菱電機、三
洋電機、メーカー
不明品など

㈱拓琉金属 浦添市
港川495-9

098-876-3548
098-876-5849

㈱拓琉リサイク
ル研究センター

沖縄市
登川3513-1

098-939-9811
098-939-9808

　家電五品目を廃棄するときは、販売店に収集を依頼する
か、販売店が不明の場合は市へ直接問い合わせてくださ
い。また、引取りにかかる収集運搬料金とリサイクル料金
は捨てる方が負担することになっています。

テレビ

洗濯機

エアコン

冷蔵庫
冷凍庫

衣類
乾燥機

家電五品目

リサイクル家電の処理方法について

◆処理方法 　
① 販売店に古くなった家電製品の引取りを依頼しましょう。
（販売店は不要になった家電製品の引き取りを義務付けられています） 
※リサイクル料金、運搬料金の負担方法は販売店により異なります。（販売店にご確認ください。）

② 指定引取場所で処理する場合の処理方法
運搬方法1.　指定引取場所まで自分で運搬する

郵便局
（リサイクル料金の支払い）

　運搬方法2.　指定引取場所までの運搬を名護市に依頼する

指定引取場所
（最終処分）

郵便局
（リサイクル料金の支払い）

指定引取場所
（最終処分）

名護市
（収集運搬依頼）
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収集不可

大量に出る草木

自己搬入

市では収集処理できないごみがあります。

◆事業所のごみ 　
事業所から出る「ごみ」や「資源化物」は、市の収集ではなく、自ら処理施設に搬入するか、収集・運搬許可業者に依頼し
てください。
※ ただし、住居と事業所が構造上一体で、家庭ごみと事業所との区別が難しく、ごみ量が家庭並に少ない（一回の収集
日に合わせて2袋程度）事業所は、市の指定袋で自宅前かごみステーションに出すことができます。

◆その他（主なもの） 　
販売店などに引き取ってもらうか、専門の処理業者へ依頼してください。
●車　●消火器　●灯油、シンナー　●火薬類　●バイク　●電動車いす　●塗料　●廃油
●ボート　●改築等に伴うごみ　●有害な薬品類　●大型金庫　●ピアノ　●ガソリン
●使用済み注射器ほか感染性のあるもの　●タイヤ　●バッテリー　●プロパンガスボンベ
●農薬　●農業用廃プラスチック

自分でごみを持ち込む事もできます

◆一時的な大量ごみ 　
燃やしていいごみ 搬入場所 所在地・電話番号 搬入時間

名護市環境センター 名護市字宇茂佐1710-3
☎52-0003、52-1532

平日・土曜日・祝祭日（日曜日は除く）
午前8時30分～午後5時15分

 ※指定袋にいれて持ち込んでください。
粗大ごみ
・ 可燃性のもの 
（木製のタンスなど）

搬入場所 所在地・電話番号 搬入時間

名護市環境センター 名護市字宇茂佐1710-3
☎52-0003、52-1532

平日・土曜日・祝祭日（日曜日は除く）
午前8時30分～午後5時15分

 ※1個に1枚の粗大ごみ処理券を貼って持ち込んでください。
粗大ごみ
・ 不燃性のもの 
（ソファなど）

搬入場所 所在地・電話番号 搬入時間

名護市最終処分場 名護市字嘉陽281-37
☎55-8382

平日・土曜日・祝祭日（日曜日は除く）
午前8時30分～午後5時15分

 ※1個に1枚の処理券を貼って持ち込んでください。

・大量に出る草木は直接搬入をお願いします。
・持ち込む際は、1m以内に切って持ち込んでください。

草・樹木の量 金　額
軽貨物車積載相当量まで   600円
1トン車積載相当量まで 1,000円
2トン車積載相当量まで 1,400円
4トン車積載相当量まで 2,000円
※上記の表の金額は消費税を含む。
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上水道 問 経営課 料金係  ☎0980-53-1212（内線362/363/364/365）　直通番号  ☎0980-52-0786

　名護市の水道料金は2ヶ月ごとの請求になっています。入居・名義変更の手続きは環境水道部経営課で受付となります。

上水道料金

漏水の発見方法及び修理について

名護市水道料金（2ヶ月料金表）

種別 用途 基本料金（2ヶ月につき） 超過料金（1立方メートルにつき）
水量 料金（税抜） 水量（単位は立方メートル） 料金（税抜）

専用給水装置

家庭用 12立方メートルまで 1,660円
12を超え20まで 100円
20を超え60まで 186円
60を超えるもの 212円

営業用 20立方メートルまで 3,800円

20を超え100まで 240円
100を超え200まで 270円
200を超え600まで 280円
600を超え2,000まで 305円
2,000を超えるもの 330円

官公署用 20立方メートルまで 4,000円

20を超え200まで 255円
200を超え600まで 275円
600を超え1,200まで 295円
1,200を超え4,000まで 315円
4,000を超えるもの 335円

臨時給水装置 臨時用 1立方メートルにつき 500円
私設消火栓 消防用 1個1回3分につき 500円

　漏水（水漏れ）は、お客様の負担が増えるだけでなく、限
り有る資源の無駄遣いにつながります。定期的にメーター
を見て、漏水の早期発見に心がけましょう。
◆漏水の発見方法は?

　まず屋敷内の蛇口を全部閉めた状態
で水道メーターを見てみましょう。その
時パイロット（左図参照）が回っていれ
ば漏水の可能性がありますので、すぐに
市指定の業者へ修理の依頼（有料）をし
てください。

※ 屋上タンクがある場合は、蛇口が閉まっていてもタンク
への給水のためにパイロットが回る場合がありますの
で、タンクが満水になっている時（早朝、水を使用する前
が最適です。）にお試しください。

◆漏水するとどうなるの？
　漏水は日ごとに多くなります。そしてその水道料金はお
客様の負担になります。減額申請（一回限り）もできます
が、それでも通常の料金より高額になることがあります。
◆漏水修理の境界線は？
　漏水修理にかかる
費用については、右
図のように市のメー
ターを境界としてお
客様の負担か、市の負
担かに区分されます。

所有者の負担 市の負担

市のメーター

パイロット
水道メーター

住まい・環境・産業

名護市 市民便利帳 市勢要覧 97

住
ま
い
・
環
境
・
産
業

〈 広 告 〉

２００７名護市2(SG40) .indd   2020/0 /2    16:04: 2



◆屋敷外での漏水を発見した時は？
　路面が濡れている、水が道路から噴き出ている等、屋敷
外での漏水を発見した場合は、工務課管理係又は名護市管
工事業協同組合へ連絡をお願いします。
●名護市環境水道部工務課管理係　☎0980-52-1962

　※営業時間… 祝祭日を除く月～金曜日 
午前8時半～午後5時15分まで

●名護市管工事業協同組合　☎0980-53-1932
　※営業時間…夜間・土日・祝祭日も対応しています。

下水道 問 工務課管理係  ☎0980-52-1962

　公共下水道への接続は、市排水設備指定工事店に工事を依頼し、申請書を提出してください。

下水道料金
名護市下水道料金（2ヶ月料金表）

種　別 基本料金（2ヶ月につき） 超過料金（1立方メートルにつき）
汚水量 料金（税抜） 汚水量（単位は立方メートル） 料金（税抜）

一般家庭排水 20立方メートルまで 1,200円 20を超え60まで 70円
60を超えるもの 75円

業務用排水 20立方メートルまで 1,700円

20を超え100まで 100円
100を超え200まで 110円
200を超え600まで 125円
600を超え1,200まで 140円
1,200を超え2,000まで 165円
2,000を超えるもの 185円

公衆浴場排水 200立方メートルまで 4,000円 200を超えるもの 20円
※月中途の入転居等については、1ヶ月料金にて計算される場合があります。
※上下水道料金についての詳細は、経営課料金係までお問い合わせください。
※上記表にて計算した金額に消費税及び地方消費税が加算されます。

汚水管のつまりについて
問  工務課管理係  ☎0980-52-1962

汚水管の詰まり・汚水マンホール蓋について
　汚水管の詰まり、汚水マンホール蓋の騒音、がたつきや
破損などを発見した場合は工務課管理係へご連絡をお願
いします。
※営業時間… 祝日を除く月～金曜日 

（午前8時～午後5時15分）

下水道に流してはいけないもの
× 野菜くずや食べ残し…よく水を切って燃えるごみに出
すか、生ごみ処理機などで処理してください。

× 水に溶けない紙おむつ、たばこやガム…下水道に流さ
ず、分別してごみに出してください。

× てんぷら油などの廃油…排水管の中で固まり、詰まりの
原因や処理機の機能低下につながります。油凝固剤など
を利用して固め、燃えるごみに出してください。
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建築
問  建築住宅課 建築相談係  ☎0980-53-1212（内線223）

　市内の市道上で不適切な看板や横断幕の設置が見受け
られます。道路法の規定により道路用地に個人が許可なく
看板等を設置することは禁止されています。違反した場合
は、同法の規定により処罰されることもあります。

不法物件
問 建設土木課 管理係  ☎0980-53-1212（内線248/232） 

直通番号  ☎0980-53-1217

●1頭につき1回限り、飼い犬登録手続（手数料　3,000
円）が必要です。

●飼い犬は、年に1回、狂犬病予防注射を接種しなければな
りません。

●注射接種後、注射済票の交付（手数料　550円）を受けな
ければなりません。

犬を飼う際の手続について
問  環境対策課 環境保全係  ☎0980-52-0003

●ハブを発見したときは、連絡してください。
●野犬の被害にあっているときは、連絡してください。
●ハチの巣を発見したときは、連絡してください。

危険な生きものについて
問  環境対策課 環境保全係  ☎0980-52-0003

建物を建てるには？

建築確認申請とは？

本市は、全域都市計画区域に指定され
ており、建物を建築（新築・増築・改築・
移転）する場合は県の建築主事又は、
指定確認検査機関に建築確認申請書
を提出しなければなりません。

都市計画用途地域と
は？

用途地域ごとに建てられる建物と建
てられない建物の用途が定められて
います。建物を建てる敷地の用途地域
を確認しましょう。用途地域によって
建ぺい率や容積率も異なります。

敷地に接している道
路とは？

建物を建てるための敷地は基本的に
幅員4ｍ以上の道路に2ｍ以上接して
いなければなりません。建築基準法の
道路か確認しましょう。

◆行為の種類
　建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することと
なる修繕、若しくは模様替え、色彩の変更
◆届出が必要な行為の規模
　高さ10ｍ※¹を超えるもの、又は、建築面積※²が300㎡以
上のもの。（勝山区は規模に限らず、すべてを届出の対象と
する。）
※1： 平均地盤面から屋上に設置する建築設備の上端まで

（避雷針は除く）。
※2：建築基準法に基づく建築面積。

建築物

景観について
問 建築住宅課 建築相談係  ☎0980-53-1212（内線223）
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　住居表示を実施した区域で新築・改築をする方は新しい
住居番号を設定する必要がありますので下記事項に留意
して申請を行ってください。

（1） 申請が必要な
区域（住居表
示実施区域）

ア　東江1～5丁目
イ　宮里1～7丁目
ウ　大西1～5丁目
エ　城　1～3丁目
オ　大南1～4丁目

カ　大中1～5丁目
キ　港　1～2丁目
ク　大東1～4丁目
ケ　大北1～5丁目

（2）申請書類

ア　 住居新築届（届出用紙は都市計画課
で受け取ってください）

イ　 建築確認済証（かがみ文）及び建築
確認済みの見取図、配置図、平面図

※ なお、アパート、マンション等は、部屋
番号まで住所となりますので各階の
平面図及び立面図（部屋番号記載）が
必要です。

ウ　印鑑（認印）

（3） 新しい住居番
号の表し方

例： 名護市役所の場合  
旧　名護市　字　名護905番地  
新　名護市　港　一丁目1番1号

◆行為の種類
　新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、
若しくは模様替え、色彩の変更。
◆届出が必要な行為の規模
ａ．擁壁で3ｍ以上のもの。
ｂ． 煙突・アンテナ等のうち、高さ10ｍ※³以上、又は築造面

積300㎡以上のもの。
※3：最低地盤面から屋上設備の上端まで。
ｃ． 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線

類（支持物を含む）で、高さ20ｍ※⁴以上のもの。
※4： 最低地盤面から屋上設備の上端まで。
ｄ．太陽光パネルで、築造面積1,000㎡以上のもの。

◆行為の種類
　開発行為。土地の開墾、その他の土地の形質の変更。木竹
の伐採。屋外における廃棄物、再生資材等の堆積。
◆届出が必要な行為の規模
ａ． 行為面積が用途地域内については1,000㎡以上、用途

地域外については3,000㎡以上のもの。
ｂ． 伐採面積が用途地域内については1,000㎡以上、用途

地域外については3,000㎡以上のもの。
ｃ．行為にかかる面積が1,000㎡以上のもの。
注） 届出対象行為の詳細については、名護市ホームページ
（トップページ上　まちづくり＞個別計画＞名護市景
観まちづくり）をご覧ください。

（4）注意事項

ア　 住居番号は、一定の基準により付番
されますので、自分で番号をつける
ことはできません。誤った住居番号
で届けられてた住民票、登記の手続
きは不完全なものとなり、再度の手
続きが必要となります。

イ　 住居番号は住所だけを表す番号で、
不動産登記や戸籍の本籍に使用さ
れている家屋番号や土地の地番と
は関係ありません。

建物を新築・改築したときの住居番号の届出
問  都市計画課 都市計画係  ☎0980-53-1212（内線229）  

直通番号  ☎0980-53-1214

● 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。（夫
婦、親子、婚姻予約者）

　※ 単身入居の場合…60歳以上・障がい者・生活保護受給
者 等（身体上又は精神上著しい障がいがあるために
常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受
けることができず、又は受けることが困難であると認
められる者を除く。）

● 市内に住所を有し、現に居住していること。
●  現に住宅に困窮していることが明らかであること。（県
営住宅・市営住宅からの転居は認めない。）

●  公営住宅法施行令に定める収入基準に適合しているこ
と。

● 市税等を滞納していないこと。
●  申請者又は同居者、若しくは同居しようとする者が暴力
団員でない者。

市営住宅
問  建築住宅課 市営住宅係  

☎0980-53-1212（内線114/146）

入居申込み資格
住居番号の届出

工作物

開発行為及びその他の行為
　空家の中には適正な管理がされず、安全性の低下や公衆
衛生の悪化などの面で、周辺環境に様々な影響を及ぼして
いるものがあります。このような空家についての相談を受
け、「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成27年5月
26日施行）」、名護市空家等対策計画（平成30年3月）に基
づいた対応をおこなっています。
◆空家等の所有者等へのお願い
　本来、空家等の管理についてはすべて所有者等の責任に
おいておこなうべきものです。空家等対策の推進に関する
特別措置法においても所有者等の責務として「周辺の生活
環境に悪影響を及ばさないよう適正に管理しなければな
らない」と規定しています。
　所有者等の皆さまは自己の所有する空家等について、定
期的な点検や補修を行うなど、空家等の適正な管理に努め
ましょう。

空家等に関する相談
問  建築住宅課 建築相談係  

☎0980-53-1212（内線223）
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　農業委員会は、地方自治法の定めに従い「農業委員会等
に関する法律」に基づき設置される行政機関で、市長から
任命された農業委員と農業委員会が委嘱した農地利用最
適化推進委員から構成され、農地の権利移動についての許
認可や農地転用の業務を中心とした農地行政を担う行政
委員会です。

　農業委員の定数が12人で、農地利用最適化推進委員が
13人の構成となっており、任期はともに3年です。

　農地を農地として売買、贈与等で所有権を移転したり、
貸借権を設定する場合には、農地法上の許可が必要（許可
を受けないでした売買等は無効となります）になりますの
で、事前に農業委員会へご相談ください。
　また、農地の貸借権解除をする場合にも、農業委員会へ
お知らせください。

　自分の農地であっても、宅地など農地以外に利用すると
きは農地法上の許可が必要になりますので、事前に農業委
員会へご相談ください。

名護市農業委員会
問  名護市農業委員会事務局  ☎0980-53-1212  

（内線271）

農業委員会の概要

農業委員等の構成

農地の売買や貸借権の設定並びに解約

農地の転用

　農地を有効に活用し、荒廃化させないために、農地の貸
し付けや譲り渡し、又は農地の借り受けや譲り受けを希望
する場合は、農業委員会が仲介に入りますので、お気軽に
農業委員会窓口へご相談ください。

農地の有効利用

○公園行為・占用とは？
　公園施設の全部又は一部を独占して使用することを「行
為」といい、公園内に公園施設以外の工作物、その他の物件
又は施設を設けることを「占用」といいます。しかしあらゆ
るものが認められるわけでなく、公共性の強いもの、公園
利用を著しく阻害することの無いもの等であり、都市公園
法及び名護市都市公園条例で制限されているので留意し
てください。

都市公園行為・占用許可申請
問  維持課 公園維持係  ☎0980-53-1212  

（内線243/336）

都市公園行為・占用許可申請

申請人による申請書提出
　　　　↓
窓口で受理、確認後正式受付
　　　　↓
申請書の内容審査
　　　　↓
申請内容に問題がなければ許可証の交付。
　　　　↓
占用の場合、着手届・しゅん工届を提出
　　　　↓
市担当者による現場確認を行い、問題が無ければ完了
となる

申請から完了までの手順

申請人による申請書提出
　　　　↓
窓口で受理、確認後正式受付
　　　　↓
申請書の内容審査
　　　　↓
申請内容に問題がなければ、市より名護警察署と文書
で協議を行う
　　　　↓
警察署との協議で問題等が無ければ許可書の交付。そ
の際、受取人欄への記入有。
　　　　↓
申請者による現場着工届提出
　　　　↓
申請者による現場しゅん工届提出
　　　　↓
竣工後、市担当者による現場確認を行い、問題が無けれ
ば完了となる

申請から完了までの手順

○道路占用とは？
　道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管
路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用す
ることを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には
地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場
合も該当します。
○道路占用許可申請
　「道路の占用」をするためには、当該道路を管理している
「道路管理者」の許可を受けなければなりません。名護市が
直接管理している市道路については市窓口にて占用許可
申請をすることとなります。
　沖縄県管理の県道及び国道であれば沖縄県の窓口、国道
事務所管理の国道であれば国道事務所の窓口でそれぞれ
申請書を提出します。

道路占用許可申請
問  建設土木課 管理係  ☎0980-53-1212（内線248/232）  

直通番号  ☎0980-53-1217

道路占用許可申請

○公園行為・占用許可申請
　公園での行為・占用をするためには、当該公園を管理し
ている「公園管理者」の許可を受けなければなりません。名
護市が直接管理している公園については市窓口にて許可
申請をすることとなります。
　沖縄県管理の公園であれば沖縄県の窓口でそれぞれ申
請書を提出します。
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　農地を農地として売買や貸借権設定を行う場合は、農地
法で下限面積制限の基準があります。これは、新たに農地
の権利取得をした後においても、なお下限面積に満たない
場合は農地法上の許可を受けられないことになります。
　下限面積は、名護市では50a（アール）となっています。
※年1回見直しがあります。

　農業者年金制度は、国民年金の第1号被保険者で年間60
日以上農業に従事する60歳未満の方であれば、誰でも加
入できます。（注）
　農地を持っていない農業者や家族従事者も加入でき、脱
退も自由です。
● 加入の申し込みやご相談は、最寄の農協か農業委員会事
務局までお問い合わせください。

（注）農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金
（付加保険料月額400円）への加入も必要となります。

農地の下限面積について

農業者年金制度の概要
◆名護市優良種畜導入事業
　園芸畜産課 畜産係　☎0980-53-1212　内線262
　肉用牛、乳用牛、豚、山羊の導入資金の一部を助成してい
ます。
◆名護市優良繁殖雌牛保留事業
　優良繁殖雌牛の自家保留に係る経費の一部を助成して
います。
◆畜種種付事業
　種付けを人工受精センターへお願いしている農家は、1
回目の種付けの技術料と精液代の補助を受けています。
◆名護市子牛生産育成事業
　肉用牛及び乳用牛の生産農家が子牛を生産した場合1
頭につき15,000円以内を補助しています。（登記した牛
に限る。）
◆消毒・衛生奨励事業及び悪臭改善対策事業
　家畜伝染病予防や畜産経営により発生する悪臭の軽減
を目的に牛・豚・採卵鶏農家に対して補助を行っています。
（牛農家及び養鶏農家については組合に対しての補助に
なっています。）
◆家畜防疫対策事業
　豚、採卵鶏を飼養している農家を対象に、豚丹毒等の予
防注射に係る費用の一部を補助しています。
◆オガコ堆肥化奨励事業
　市内畜産農家に対しオガコの購入費用の一部を補助し
ています。
◆農薬・堆肥の補助金
　園芸畜産課 園芸係　☎0980-53-1212（内線286）
　名護市農業委員会　☎0980-53-1212（内線271）
　名護市農業委員会の農家名簿に登録されている方を対
象に、農薬・堆肥の購入補助を行っています。
　農家名簿の新規登録には要件を満たす必要があります。
登録についてのお手続き、お問い合わせは農業委員会で
行ってください。
　※お電話による手続きはできません

畜産、農業等に関する補助金

　農地の権利を相続等によって取得したときは、農業委員
会へその旨の届出をしなければなりません。ご希望によ
り、農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理につい
ての相談に応ずるなどのお手伝いをします。

　沖縄県が指定する農業振興地域において、農用地等とし
て利用すべき土地の区域（農用地区域）及びその区域内に
ある土地の農業上の用途区分について、市で農業振興地域
整備計画を策定します。
　農用地区域とは、農業の発展を図るため、土地の自然状
況、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し
等を総合的に考慮し、土地の農業上の利用その他農業振興
に関する施策を推進することを目的として定める地域で
す。農業目的以外での利用はできません。

　農用地区域の確認は、必要事項を記入し申請の上、農業
政策課において確認することができます。
※口頭での確認はできません。紙面（FAX可）で行います。

　農用地区域の変更（編入・除外）は、概ね5年に1度行われ
る農業振興地域整備計画の総合見直しによるものと、いわ
ゆる随時見直しによるものがあります。
※ 農用地区域の変更は、土地の利用や周辺農地への影響等
総合的に考慮し判断されます。詳細については事前に担
当者へご相談ください。

　農地法改正により、農地に関する情報提供の一環とし
て、窓口及びインターネットで農地台帳及び地図が公表さ
れることになりました。（※窓口とインターネットでは公
表事項が異なります。）
　詳しくは、名護市農業委員会へお問い合わせください。

農用地区域とは

農用地区域の確認

農業振興地域整備計画の変更（農用地区域の変更（編入・除外））

農地情報の公表について

農地の相続等の届出について

名護農業振興地域整備計画
問  農業政策課 農地係  ☎0980-53-1212（内線272）
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　地域森林計画の対象となっている民有林において、開発
に係る面積が1haを超える場合は、林地開発許可が必要と
なり、沖縄県に許可申請が必要となります。また、1haを超
えない場合は、名護市に伐採届出が必要となります。

　漁港施設を使用する際には、漁港管理者の認可を受けな
ければなりません。名護市が管理している漁港については
農林水産課の窓口にて所定の手続きが必要となります。沖
縄県管理の漁港（名護漁港）については、沖縄県農林水産振
興センターで手続きをお願いします。

　地域森林計画の対象となっている民有林において、売
買、相続等により、土地の所有権の移転が生じた場合は、名
護市に所有者の変更届出が必要となります。

森林の開発等に係る届出について
問  農林水産課 林務水産係  ☎0980-53-1212（内線283）

安全
問  総務部　総務係  ☎0980-53-1212（内線215）

森林の土地を取得したときの届出について
問  農林水産課 林務水産係  ☎0980-53-1212（内線283）

漁港施設の使用について
問  農林水産課 林務水産係  ☎0980-53-1212（内線216）

　事業主の抱える様々な経営に関するお悩み相談や、新規
企業者への支援としてインキュベーションルームの設置
とインキュベーションマネージャーによる総合的支援を
行っています。
相談日：土日祝日、年末年始を除く　8：30～17：15
場　所： 名護市大中1-19-24　  

名護市産業支援センター1階
　　 　☎0980-52-4243

　売上拡大、経営改善など経営上のあらゆるお悩みの相談
に対応します。
沖縄県商工会連合会　よろず支援拠点  
☎098-851-8460
名護市サテライト
毎週水曜　9：00～17：00
名護市産業支援センター3F

名護市商工会

沖縄県よろず支援拠点

　弁護士の課題発見力があなたの事業の成功をサポート
します。
全国共通専用ダイヤル：☎0570-001-240
受付時間： 平日（祝日除く）  

10：00～12：00/13：00～16：00

中小企業のためのひまわりほっとダイヤル

中小企業・小規模企業支援
問  商工・企業誘致課 商工係  ☎0980-53-7530

◆ 交通安全運動について
　市では、警察や交通安全協会等の関係機関と連携し、次
の4点を重点目標とする交通安全運動を年4回実施してい
ます。
　この運動は、広く市民に交通安全の普及・浸透を図り、交
通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付ける
とともに、道路交通環境の改善に向けた取組を推進するこ
とにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的としてい
ます。
1．飲酒運転の根絶
2．子どもと高齢者の安全な通行の確保
3．高齢運転者の交通事故防止
4．二輪車の事故防止

交通安全

◆名護市における自主防犯ボランティアについて
　「地域の安全は地域から」を合い言葉に、各区、サークル、
民間業者が自主的に積極的に防犯活動を行っておりま
す。興味のある方は各区長又は名護地区防犯協会（☎53-
6110）までお問い合わせください。

防犯

　名護市は、自転車まちづくりを推進しており、市内の通
勤、通学、買物、まちなか観光への自転車利用の促進を目的
とした自転車指導レーンの整備等を行っています。
　帯状（自転車通行を優先）・矢羽根型（自動車・自転車が混
在して通行可）の路面標表示があります。

自転車のまちづくり
問  観光課 スポーツコンベンション係  ☎0980-53-7530
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～自転車の交通ルールやマナーを守りましょう～
自転車安全利用　五則

①自転車は車道が原則、歩道は例外
　自転車が歩道を通行できる場合は、

② 運転者が13歳未満
の子ども・70歳以
上の高齢者・身体
の不自由な方

③ 車道又は交通
の状況からみ
てやむを得な
い場合

① 道路標識で指定
された場合

②車道は左側を走行 ③ 歩道は歩行者優先で、
車道よりを徐行

④安全ルールを守る

夜間はライト点灯 信号を守る 交差点での一時
停止と安全確認

飲酒運転は禁止

×
二人乗りは禁止

×
並進は禁止

×

⑤子どもはヘルメット着用
　児童・幼児の保護責任者は、児童・
幼児を自転車に乗車させるとき、乗
車用ヘルメットをかぶせるように
しましょう。

｢自転車の交通安全ブック｣より引用
財団法人　全日本交通安全協会　発刊

信号無視 × 飛び出し ×

名護市斎場
問  環境対策課    

☎0980-52-0003/52-1532 ℻52-1563

名護市斎場
（1）住所：名護市大西4-20-16
（2）電話： ☎0980-52-3279（名護市斎場）　☎0980-52-

0003（名護市環境対策課）
 　※受付業務は下記で行っております。
（3）受付：市民課戸籍係（市役所本庁）　☎0980-53-1212（内
線172）
 　羽地支所　☎0980-58-1221
 　久志支所　☎0980-55-8102
 　屋部支所　☎0980-52-2610
 　屋我地支所☎0980-52-8957
 　※ 「手術肢体等身体の一部」については環境対策課環境

衛生係☎0980-52-0003

海洋

名護中

桃源
の郷

高校宿舎

名護市
斎場

ファミリー
マート

県
道
　号
線

84

● 墓を建てる際は、事前に市から許可を得なければなりま
せん。

　必要な書類： ①許可申請書、②誓約書、③自治会意見書、
④隣接地権者意見書、⑤位置図、⑥墓の図
面、⑦墓地予定地の登記簿謄本、⑧墓地予定
地及び隣接地の公図、⑨農用地区域外証明
書、⑩農業委員会意見書（農地の場合）

● 遺骨を移す改葬についても、事前に市から許可を得なけ
ればなりません。

● 必要な書類の様式等については、お問い合わせくださ
い。

墓に関する手続について
問  環境対策課 環境保全係・環境衛生係    

☎0980-52-0003
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サービス対象エリア

●久志東部地区… 二見、大浦、大川、瀬嵩、汀間、三原、安部、嘉陽、天仁屋、底仁屋  
※源河区大湿帯地域を含む

●屋部地域………安和、山入端、勝山、屋部の一部
●屋我地地域…… 饒平名、我部、運天原、済井出、屋我  

※振慶名区、田井等区の一部
毎月の利用料金 税抜 5,000円
初期工事費用 ●久志東部地区、屋部、屋我地… 23,000円（税抜）

インターネット接続

最大54Mbpsの伝送速度が確保できるベストエフォートサービス（伝送速度は理論値であり、
速度を保障するものではありません）。
屋部、屋我地地域及び久志東部地区は各基地局（主に公民館）からお客様宅までは、無線での接
続になります。

サービスメニュー ホームページ閲覧、電子メール（加入されると電子メールアドレスを1個付与）

加入等に関するお問い合わせ先

名護市ブロードバンド接続サービス　ヘルプデスク受付
（運用会社…NTTビジネスソリューションズ（株）九州支店ITビジネス部沖縄IT営業担当）
☎0120-930-262（フリーアクセス）※携帯電話からの通話可
受付時間…9：00～17：00（月曜～金曜）  
※土曜、日曜、祝日、年末年始は休みとなります。｠

料金に関するお問い合わせ先

NTTビジネスソリューションズ株式会社九州支店　ITビジネス部
☎0120-385-562（フリーアクセス）※携帯電話からの通話可
受付時間…平日の9：00～17：00
※土日、祝日、年末年始は休みとなります。

●対象エリア　※おおよその目安です。地域によっては対象外の場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

　近年、名護市街地においては、情報通信ネットワークを活用した民間事業者の回線サービスが提供され、より充実したイ
ンターネット環境が備わっています。しかしながら、屋我地地域・屋部地域・久志地域など一部地域においては、サービス提
供にかかる採算性などの課題によりブロードバンド環境が整備されておらず、デジタルデバイド（情報格差）が発生してい
ます。
　このような背景に伴い、屋我地地域・屋部地域・久志地域のデジタルデバイド解消にむけ名護市がネットワーク環境を公
設民営方式において整備する取り組みを進めています。

◆宇茂佐墓園
　宇茂佐墓園の土地の売買を行ったり、園内に墓を建設するには基本的に名護市に住所を有するもので無ければなりませ
ん。
　しかし、使用基準第5条にある市長が相当の理由があると認められる場合は特例で墓地を所有することができます。
（1）土地の売買等の手続き
　土地売買等届出書を提出してください。
　必要書類： ①住民票　②土地売買届出書　③位置図　④土地契約書の写し
（2）墓地使用・墳墓の工事手続き
　墓地使用・墳墓設置許可申請書を提出してください。内容を審査し、問題がなければ許可証を交付いたします。
　必要書類： ①住民票　②墓地使用・墳墓設置許可書　③位置図　④墳墓の構造が分かる図面　⑤工事着手届  

⑥工事完了届　⑦登記簿謄本

地域ブロードバンド事業 問 情報政策課 情報政策係  ☎0980-53-1212（内線253）

宇茂佐墓園 問 維持課 公園維持係  ☎0980-53-1212（内線243/336）

名護市地域ブロードバンド化促進整備事業

名護市ブロードバンドサービスの概要について

宇茂佐墓園における使用基準に基づく届出
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選挙制度 問 名護市選挙管理委員会事務局  ☎0980-53-2013

選挙権と被選挙権

投票資格

在外投票

投票の方法

選挙・議会

　選挙権は、国民の最も重要な参政権であり、基本的な権
利です。被選挙権は、選挙により公職につくことのできる
資格です。選挙権及び被選挙権の要件は、次のとおりです。
　なお、選挙権をもつ方でも、選挙人名簿に登録されてい
なければ、選挙で投票することはできません。
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員
選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本

国民
参議院議員
選挙 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本

国民

沖縄県知事
選挙

満18歳以上の日本国民
で、引き続き3ヶ月以上
県内のいずれかの市町村
に住所を有する方

満30歳以上の日本
国民

沖縄県議会
議員選挙

満18歳以上の日本国民
で、引き続き3ヶ月以上
県内のいずれかの市町村
に住所を有する方

満25歳以上の日本
国民で、かつ、沖縄
県議会議員選挙の
選挙権を有する方

名護市長
選挙

満18歳以上の日本国民
で、引き続き3ヶ月以上
市内に住所を有する方

満25歳以上の日本
国民

名護市議会
議員選挙

満18歳以上の日本国民
で、引き続き3ヶ月以上
市内に住所を有する方

満25歳以上の日本
国民で、かつ、名護
市議会議員選挙の
選挙権を有する方

※ 犯罪により刑に処されている人等公民権を停止されて
いる方は、上記の要件によらず選挙権を有しません。

　選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていない
と投票することはできません。選挙人名簿とは、選挙人を
あらかじめ登録する公簿です。
（1）選挙人名簿被登録資格
　選挙人名簿に登録されるための要件は、次のとおりです。
　ア　満18歳以上の日本国民であること
　イ　名護市に住所を有すること
　ウ　 住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上住民

基本台帳に記録されていること
（2）選挙人名簿の登録
　選挙人名簿は、3月、6月、9月及び12月の1日を基準日と
する定時と選挙のつど基準日を定める選挙時とに登録さ
れます。
（3）選挙人名簿の抹消
　選挙人名簿に登録されている人が次の要件に該当する
場合は、名簿から抹消します。
　ア　死亡し又は日本国籍を喪失したとき。
　イ　 名護市に住所を有しなくなった日後4ヶ月を経過し

たとき。
　ウ　 登録されるべきでなかった（誤載者である）ことが

わかったとき。

　投票は、選挙当日、投票所において選挙人が自書で行う
のが原則ですが、当日投票できない方、投票所で投票でき
ない方、自書で投票できない方等について、次の投票方法
があります。
（1）期日前投票
　一定の事由により選挙当日投票できない方は、公（告）示
の日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票をする
ことができます。
　場所： 名護市選挙管理委員会横プレハブ（名護市2-1-1）
　時間：午前8時30分～午後8時
（2）不在者投票
　ア　 不在者投票管理者の管理の下に投票する不在者投票
　　 一定の事由により選挙当日投票及び期日前投票がで

きない方は、所在地（名護市以外の市町村、沖縄県が指
定する病院等）で投票することができます。

　イ　 郵便投票
　　 身体に重度の障害のある方は、郵便等によって投票す

ることができます。郵便投票を行うためには、あらか
じめ名護市選挙管理委員会に申し出て、郵便等投票証
明書の交付を受けなければなりません。

（3）代理投票
　文盲、身体の障害等により自書できない方は、補助者（選
挙事務従事者）の代書により投票することができます。
（4）点字投票
　目の不自由な方は、点字で投票することができます。

　海外に3ヶ月以上滞在している方は、国政選挙について、
海外から投票することができます。在外投票を行うために
は、あらかじめ滞在地の在外公館に申し出て、在外選挙人
名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなり
ません。
※ 国外転出予定者は、出国時に在外選挙人証の交付申請が
できます。
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名護市議会について
問  議会事務局  ☎0980-53-1212〈代表〉（内線301/305）  

直通番号  ☎0980-52-3256

市議会

委員会

会派

請願・陳情とは

会議録の閲覧

市議会の傍聴

議会だより

名護市議会議員

議会の招集と会期

　私たちの名護市を快適で住みよいまちにしていくため
には、市民が自分たちで考え、話し合い、自分たちの手で市
政を運営していくことが住民自治の望ましい姿ですが、市
民全員が参加して話し合いを行うことは実際にはできま
せん。
　そこで、私たちは代表者を直接選挙で選びます。それが
「市議会議員」と「市長」です。市議会議員は議会を構成し、
市長は予算案や条例の案など市政を運営する上で重要な
事柄について議会に提案します。議会は市民の思いや考え
を市政に反映させるためそれらの事柄について審議し、市
長の政策等について賛否を決定していきます。
　このように市政をどのように運営するかといった市の
意思を決める議会は「議決機関」と呼ばれ、議会の決定に基
づいて、実際に仕事を行う市長をはじめとする機関は「執
行機関」と呼ばれています。
　議会と市長はお互いに独立した立場で協議し、調和と均
衡を図りながら、公正な行政を確保し、市民の意思を尊重
した、よりよい市政の実現を目指しています。そのような
ことから議会と市長の関係はよく「車の両輪」に例えられ
ます。

　市議会議員は、4年ごとに市民が直接選挙によって選び
ます。名護市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある
人ならだれでも市議会議員に立候補することができます。
　議員の定数は、名護市議会議員定数条例によって26人
と定めています。

　会議を開くために構成員である議員を一定の日時、場所
に集めることを招集といいます。招集行為は、議会活動を
開始するための絶対的要件です。議会の活動能力（議決や
採決等）は、本会議中に限り、認められます。また、招集の権
限は市長にあり、議会には臨時会の招集請求権がありま
す。
　名護市議会では、年4回行われる「定例会」と、必要に応じ
て開かれる「臨時会」の2つがあります。
（1）定例会…年4回3月・6月・9月・12月に招集されます。
（2）臨時会… 市長が必要と認めた場合と議会においては、

議長が議会運営委員会の決定を経て招集請求
するとき、又は議員定数の4分の1以上の議員
から、議会に付すべき事件を示して、招集の請
求があったときに招集されます。

　市議会で取り扱う問題は、多岐にわたり内容も幅広い分
野にわたっています。そこでこれらをいくつかの部門に分
けて、専門的かつ能率的に審査するために委員会を設けて
います。委員会には、常に設置されている常任委員会と必
要に応じて設置される特別委員会があります。また、議会
運営が円滑に行われるように議事の進め方（会期や議案審
議の段取り）を協議する議会運営委員会が設置されていま
す。

　議会の意思は、多数決によって決められます。そこで、同
じような考え方や意見を持つ議員がグループを作って活
動すれば、自分たちの考えをより効果的に市政に反映させ
ることができます。そのグループを会派と呼んでいます。

　市民の皆様が市政全般に関することについて、直接議会
に意見や要望を述べることができる制度として請願・陳情
があります。なお、請願は日本国憲法第16条に保障された
ものであり、どなたでも提出できます。請願の提出には、紹
介議員1人以上が必要で、請願書には紹介議員の署名又は
記名押印が必要となります。なお陳情の提出には紹介議員
は必要ありませんが、その取扱いについては請願の例によ
り審査等を行います。

　名護市議会事務局や、名護市立中央図書館、名護市議会
ホームページでご覧いただけます。

　名護市議会の傍聴ができます。傍聴のための手続は、傍
聴席入口の所定用紙に記入するのみです。お気軽にお越し
ください。

　議会だよりを年5回発行しています。

名護市議会
(職員定数26人)

議会運営委員会(12人)

広報広聴委員会(12人)

常任委員会

特別委員会

総務財政常任委員会(9人)
民生教育常任委員会(9人)
経済建設常任委員会(8人)

軍事基地等対策特別委員会(12人)
北部基幹病院等建設
推進特別委員会(12人)
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無料法律相談 行政相談委員
相  談  日： 毎月第2・第4火曜日（祝日の場合は繰り下げて

開催）
相談時間：午後1時～午後4時（1人15分程度）
場　　所：名護中央公民館2階　第4研修室
対　　象： 名護市民  

※ 相談の際に身分の確認を行うこともあります
のでご了承ください。

受付方法： 事前の電話予約（先着順）  
※予約は先着順となります。

受付期間： 相談日の8日前（1週間前の月曜日）から相談日
当日まで

受付時間：午前8時30分～午後5時15分（平日のみ）
問  地域力推進課 地域協働係　☎0980-53-5445

行政書士無料相談
第4木曜日　午後1時～午後4時
名護市役所守衛室

国保税　納税相談
場　　所：国民健康保険課窓口
（夜間納税相談）木曜　午後5時30分～午後8時

問   国民健康保険課 保険税係  
☎0980-53-1212（内線152/153/117）

　総務大臣より委嘱を受けた行政相談委員が、国の仕事
や、県や市町村が国から委託や補助を受けて行っている仕
事について、苦情や要望を受け付け、中立かつ公平な立場
で相談者の方に助言したり、関係機関に相談の内容を連絡
することなどにより、問題解決の促進にあたります。
相　　談　　例： 「年金・医療保険・老人保健・福祉」、「道

路」、「雇用保険・労災保険」、「登記事務」、
「環境衛生」、「行政窓口サービス」　など

行政苦情110番： ☎0570-090-110（沖縄行政評価事務所）
※ 一部IP電話でつながらない場合、☎098-867-1100にお
かけください。

問  総務課 総務係　☎0980-53-1212（内線215）

不動産無料相談
　市では、不動産の売買、交換、賃貸借等に関連する諸問題
について毎月3回、不動産無料相談を開催しています。
　不動産についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
実 施 日 時： ①毎月第2・第4火曜日　午後1時～  

②毎月第3水曜日　午後2時～
場　　　所：名護市役所西棟1階守衛室  
　　　　　　①社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会
　　　　　　　☎098-861-3402  
　　　　　　②財団法人　不動産保証協会　沖縄県本部
　　　　　　　☎098-867-6644  
問  総務課 総務係　☎0980-53-1212（内線215）

相談窓口

市税　納税相談
場　　所：税務課窓口
（夜間納税相談）第4木曜日　午後5時30分～午後8時

問   税務課 納税係  
☎0980-53-1212（内線188/193/194）
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無料消費生活相談
　多重債務、架空請求、不当請求などの問題について、無料
で相談できます。
相  談  日： 毎週月・火・木曜日　午前10時～午後4時  

（正午～午後1時を除く）  
※祝祭日、年末年始は休みになります。

場　　所： 名護市産業支援センター3F
電話相談： ☎0980-53-7518 相談日のみ。
問  商工・企業誘致課 商工係　☎0980-53-7530

消費生活問題に関する情報
　沖縄県子ども生活福祉部消費生活センターでは、消費生活
問題に関する情報をホームページにて掲載しております。
　http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/
seikatsu_center/

交通事故無料相談所
　交通事故に遭った方 （々加害者・被害者）の賠償問題、示
談、その他に生ずる問題等に対して適切なアドバイスを行
います。相談は無料・秘密厳守ですので、お気軽にご相談く
ださい。
実  施  日：偶数月第3木曜日（祝日を除く）
場　　所：名護市役所西棟1階守衛室
相談時間：午前10時～午後3時
問  沖縄県交通事故相談所　☎098-866-2185  

総務課 総務係　☎0980-53-1212（内線215）

くらしと仕事の応援センターさぽんちゅ

生活困窮に関する相談・支援

　経済的な問題で生活に困っている、家賃や公共料金の滞
納で悩んでいる、長く失業している、病気で今後の生活が
心配、ひきこもりで悩んでいる、など、生活の問題を抱えて
いる方で、生活保護受給中の方以外であれば、どなたでも
ご相談いただけます。ご親族やご友人からのご相談も可能
です。相談は無料で、秘密は守られます。
受付時間：平日午前9時～午後4時

生活保護に関する相談
　生活保護とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生
活に困窮する世帯に対し、困窮の程度に応じて必要な保護
を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自
立を支援する制度です。
　詳しくは生活支援課の保護係、又は最寄りの民生委員に
ご相談ください。
問  生活支援課 保護係  

☎0980-53-1212（内線112/119/102）

市役所での無料出張就職相談

就労相談支援

　求職者（若年者から高齢者、障がい者）への総合的な支援
を行っています。求職者及びその関係者の方に対する相
談、ジョブトレーニング、各種講座やセミナーの開催及び
案内の他、引きこもりがちな方への戸別訪問相談も行って
おります。
相　談　日：毎月第1金曜日　午後2時～午後4時
場　　　所：名護市市役所守衛室（西棟1階）
問  地域若者サポートステーションなご  

☎0980-54-8600

相談方法：来所、電話
　※ 来所の際は、事前に電話などでご予約いただければお

待たせしません。
　※ 来所できない場合は相談員が訪問をすることもでき

ます。訪問をご希望される場合はご連絡ください。
＜住居確保給付金について＞
　離職等により住宅を失っている、又はそのおそれがある
方に家賃相当額（上限あり）を支給し、再就職の支援を行い
ます。（一定の要件があります。詳しくはお問い合わせくだ
さい）
問  生活支援課 生活サポート係  

☎0980-53-1212（内線244）
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◆地域若者サポートステーションなご
　無業の若者の職業的自立を図るために、仕事に求められ
る知識やスキルの習得だけではなく、それ以前の働く自信
の回復といった職業意識の啓発や社会適応の促進を含む
包括的な支援を行います。
相　談　日： 月曜日～金曜日　午前10時～午後5時  

（土日祝祭日を除く）
場　　　所：名護市城2-12-3　渡具知ビル1階
問   地域若者サポートステーションなご  

☎0980-54-8600
◆沖縄北部雇用能力開発総合センター
　沖縄県北部地域における職業訓練サービスの拠点とし
て、事業主団体及び企業等に会議・研修の場を提供してい
ます。また、地域の人材ニーズに適合した教育機会の提供、
職業能力開発に係る情報提供及び相談援助、産業の振興等
に向けた人材育成の支援を行っています。
相　談　日： 月曜日～金曜日　午前8時45分～午後5時  

（土祝祭日を除く）
場　　　所：名護市豊原224-3（名護マルチメディア館隣）
問  沖縄北部雇用能力開発総合センター  

☎0980-55-2605　℻0980-55-2650
URL   http://www3.jeed.or.jp/okinawa/poly/center.

html

市内就労支援相談窓口

　労働条件、女性労働問題、募集採用、職場環境を含め、労
働問題に関するあらゆる分野の相談を専門の相談員が面
談あるいは電話でお受けします（無料）。
　名護総合労働相談コーナー
　場　　　所： 名護地方合同庁舎1階名護労働基準監督署内  

（住所：名護市字宮里452-3）
　問  労働問題相談窓口　☎0980-52-2691

労働問題相談窓口

　沖縄県では、労政・女性就業センター（沖縄県三重城合同
庁舎5階）に労働相談窓口を設け、労働に関する問題につい
て労使双方から幅広く相談（電話・訪問）に応じています。
問  （沖縄県）労働相談窓口  

☎0120-610-223（フリーダイヤル）
　午前9時～午後5時まで（土日祝日を除く）

沖縄県における労働相談窓口

　全国47都道府県の社会保険労務士協会は、皆様が気軽
に安心して利用できる相談窓口として総合労働相談所を
設置しております。
　職場のトラブルのご相談は
　ナビダイヤル：☎0570-064-794

総合労働相談所

労働問題相談グッジョブ相談ステーション
　“はたらく”に関する悩みを専門家に相談できます。詳細
は、グッジョブ相談ステーションのホームページをご覧く
ださい。
　http://www.goodjob-station.okinawa
問  グッジョブ相談ステーション　☎098-941-2044

　教育相談室では、市内の児童生徒及び父母、教師や市民
の皆様方の教育上の問題や悩みについて相談に応じてい
ます。
期　　　日：月曜日～金曜日（祝日は除く）
場　　　所： 名護市教育研究所　教育相談室  

（名護中央公民館1階）
相 談 時 間：午前9時～午後5時
問  教育研究所教育相談室（名護中央公民館1階）  

☎0980-53-3187

教育相談室
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　名護市こころの健康相談では、市民の皆様のこころの悩
み、こころの健康について、専門の相談員が対応します。
「人間関係で悩んでいる。」「なかなか眠れない。」「気分がふ
さぐ、病院に行くには抵抗がある。」など一人で悩まずに、
お気軽にご相談ください。相談は無料、匿名での相談も可
能です。ご家族やご友人に関する相談も受け付けます。相
談の秘密は守ります。
相談時間：平日午前9時～午後4時
場　　所：社会福祉課内相談室（電話相談もできます）
＊毎月第3水曜日には臨床心理士の専門相談があります。
（事前予約が必要です。詳しくはお問い合わせください）

問  社会福祉課　☎0980-53-1215

名護市こころの健康相談 沖縄県断酒協議会・断酒連合会

（1）児童相談： 0～18歳未満のお子さんについて日頃悩ん
でいることを家庭児童相談員が一緒に考え
ます。

（2）児童虐待相談： 身体的・心理的・性的・ネグレクト（養育
放棄）などの疑いがある場合は調査等対
応します。

　相談時間：月曜～金曜　午前9時～午後5時
＊平日午後5時以降及び土、日、祝祭日の連絡先
　「子ども虐待ホットライン」☎098-886-2900
　名護警察署　　　　　　　☎0980-52-0110
（3）女性相談： 配偶者からの暴力や夫婦の不和など、女性の

抱えている悩みについて女性相談員が一緒
に考えます。

＊ 一時保護や婦人保護施設への入所希望などについては、
北部配偶者暴力支援センター（北部福祉事務所内）へご
連絡ください。

　相談時間： 平日午前8時30分～午後5時15分  
☎0980-52-0051

＊危険が迫っている時は迷わず警察（110番）へ！
　問  名護市家庭児童相談室　☎0980-53-6517（要予約）

名護市家庭児童相談室
　保健師が市民の健康に関する相談に応じています。主な
相談内容は、子育てや子どもの発達に関する事（身長・体重
計測等）、妊娠・出産に関すること。成人の生活習慣病に関
すること等です。
　毎週月曜日　午前9時30分～午前11時30分
問  健康増進課 地域保健係  

☎0980-53-1212（内線143/386）

市民ほっと健康相談

　母乳育児の悩みに助産師が個別で対応します。
日　　　時： 毎月第3金曜日  

午前9時～12時（完全予約制）
場　　　所：名護中央公民館　茶室
費　　　用：無料
持　ち　物：タオル（2～3枚）、親子健康手帳
　令和3年度以降変更となる可能性があります。
問   健康増進課 地域保健係  

☎0980-53-1212（内線143/386）

おっぱい相談（母乳育児）

　社会福祉協議会では、地域が抱えている福祉に関する課
題を地域全体の課題として捉え、みんなで考え、話し合い、
協力して解決していける『福祉のまちづくり』を目的に社
協独自の事業や名護市からの委託事業など様々なことに
取り組んでいます。
◇運営事業（委託事業含む）
　・生活困窮者自立相談支援事業(相談員出向)
　・幼児ことばの教室
　・日常生活自立支援事業
　・ミニデイサービス助成事業
　・高齢者筋力トレーニング事業　など

社会福祉法人 名護市社会福祉協議会
所在地：名護市港2-1-1 名護市民会館内 福祉センター
　☎0980-53-4142

社会福祉法人　名護市社会福祉協議会

北部地域の自助グループ（断酒会・AA）
やんばる断酒友の会
（本人・家族参加可）

毎週火曜日　19時～21時
場所/北部保健所2階

源河断酒絆の会
（本人・家族参加可）

毎週水曜日　13時～15時
毎週木曜日　19時～21時
場所/ みじぐるま例会場（名護市源河

2534-62）
やんばる家族絆の会
（家族のみ参加可）

毎月第1、第3月曜日　20時～22時
場所/北部保健所2階

AAやんばるグループ
オープン：家族参加可
クローズド：本人のみ

毎週金曜日　20時～21時半（第1
金曜日のみオープン、それ以外はク
ローズド）
場所/北部保健所2階

問  北部保健所　☎0980-52-2734
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基地関連

　基地被害については、昼夜を問わず発生することから、基地から発生する騒音、事件・事故に関することについて、職員の
勤務時間外に市民からの情報を受け付ける留守番専用電話として平成19年6月1日より「基地苦情　110番」を設置してい
ます。下記の番号にお電話いただきますと音声案内がながれますのでメッセージを録音願います。
　TEL 0980-53-1420（電話番号の掛け間違いにご注意ください。）
※勤務時間内（平日：8：30～17：15）においては、これまでどおり職員が受け付けております。

基地苦情110番
問  総務部 防災基地対策係  （内線201）
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名　称 所在地 電　話

市
立
幼
稚
園

屋我地幼稚園 饒平名159 （0980）52-8308
真喜屋幼稚園 真喜屋571 （0980）58-1252
羽地幼稚園 田井等601-2 （0980）58-1213
稲田幼稚園 我部祖河440-1 （0980）52-0928
安和幼稚園 安和174 （0980）53-8929
屋部幼稚園 屋部47 （0980）52-0930
大宮幼稚園 宮里5-13-7 （0980）52-3356
名護幼稚園 大西2-2-22 （0980）52-5087
大北幼稚園 大北4-19-32 （0980）52-6240
東江幼稚園 東江1-7-21 （0980）52-3694
瀬喜田幼稚園 幸喜4-1 （0980）52-1042
久志幼稚園 汀間122 （0980）55-8323
久辺幼稚園 豊原208 （0980）55-2147

小
中
一
貫
教
育
校

緑風学園
（久志小・久志中） 汀間122 （0980）55-8113

屋我地ひるぎ学園
（屋我地小・屋我地
中）

饒平名159 （0980）52-8162

小
学
校

真喜屋小学校 真喜屋571 （0980）58-1251
羽地小学校 田井等601-2 （0980）58-1212
稲田小学校 我部祖河440-1 （0980）52-2676
安和小学校 安和174 （0980）53-8649
屋部小学校 屋部47 （0980）52-2647
屋部小学校中山分校
（1～4年生） 中山208-1 （0980）52-2441

大宮小学校 宮里5-13-22 （0980）52-3355
名護小学校 大西2-2-22 （0980）52-2044
東江小学校 東江1-7-2 （0980）52-2860
瀬喜田小学校 幸喜4-1 （0980）52-2846
久辺小学校 豊原208 （0980）55-2101
大北小学校 大北4-19-37 （0980）53-1648

中
学
校

羽地中学校 仲尾次770 （0980）58-1234
屋部中学校 屋部546 （0980）52-2644
名護中学校 大西2-2-33 （0980）52-2641
久辺中学校 豊原208 （0980）55-2242
東江中学校 大東2-1-1 （0980）52-1225
大宮中学校 宮里7-2-66 （0980）52-7412

教
育・福
祉
施
設

名護市立中央図書館 宮里5-6-1 （0980）53-7246
名護博物館 東江1-8-11 （0980）53-1342
名護市民会館

港2-1-1

（0980）53-5427
名護中央公民館 （0980）53-5428
社会福祉協議会 （0980）53-4142
母子寡婦福祉会 （0980）53-4515
幼児ことばの教室 （0980）53-3942
児童センター 港2-1-2 （0980）53-3911

生
活・環
境
等
施
設

名護市労働福祉セ
ンター 大南2-1-25 （0980）52-3183

マルチメディア館 豊原224-3 （0980）55-3333
下水処理場 港2-2-1 （0980）52-1962
名護市中央浄水場 為又1219-264 （0980）52-2264
辺野古浄水場 辺野古1985 （0980）55-2302
名護市一般廃棄物
最終処分場 嘉陽281-37 （0980）55-8382

名護市環境センター
（ゴミ焼却施設） 宇茂佐1710-3 （0980）52-0003

名護市衛生センター
（し尿処理施設） 源河2089 （0980）58-1235

名　称 所在地 電　話

県
の
機
関

沖縄県北部土木事務所 大南1-13-11 （0980）53-1255
沖縄県北部農林水
産振興センター 大南1-13-11 （0980）53-7187

国頭教育事務所 大南1-13-11 （0980）52-2664
名護県税事務所 大南1-13-11 （0980）52-2170
名護警察署 東江5-21-9 （0980）52-0110
　伊差川駐在所 伊差川134 （0980）52-1679
　大東交番 大東1-21-10 （0980）52-2336
　大南交番 大南1-13-14 （0980）52-2033
　許田駐在所 許田255 （0980）52-1677
　瀬嵩駐在所 瀬嵩5 （0980）55-8132
　辺野古交番 辺野古134-11 （0980）55-2102
　屋我地駐在所 饒平名134 （0980）52-8102
北部保健所 大中2-13-1 （0980）52-2714

国
等
の
機
関

北部国道事務所 大北4-28-34 （0980）52-4350
名護税務署 東江4-10-1 （0980）52-2920
名護公共職業安定所 東江4-3-12 （0980）52-2810
第十一管区海上保安
本部名護海上保安署 宮里452-3 （0980）53-0118

那覇地方検察庁名護支部 宮里452-3 （0980）52-2743
那覇地方法務局名護支局 宮里452-3 （0980）52-2729
那覇家庭裁判所名護支部 宮里451-3 （0980）52-2742
名護年金事務所 東江1-9-19 （0980）52-2522
名護農林水産センター 宮里452-3 （0980）52-3970
国立療養所沖縄
愛楽園 済井出1192 （0980）52-8331

自治会 （0980）52-8115

大
学
等

沖縄県立農業大学校 大北1-15-9 （0980）52-0050
名桜大学 為又1220-1 （0980）51-1100
国立沖縄工業高等
専門学校 辺野古905 （0980）55-4003

高
等
学
校

名護高等学校 大西5-17-1 （0980）52-2615
名護商工高等学校 大北4-1-23 （0980）52-3389
北部農林高等学校 宇茂佐13 （0980）52-2634

特
別
支
援
学
校

沖縄県立
桜野特別支援学校 宇茂佐1787-1 （0980）52-3920

沖縄県立
名護特別支援学校 宇茂佐760 （0980）52-0505

市
立
保
育
園

瀬嵩保育所 瀬嵩52 （0980）55-8476

私
立
認
可
保
育
園

東江保育園 東江1-10-24 （0980）52-2262
やまびこ保育園 屋部1697-1 （0980）52-3670
やまびこ久辺保育園 辺野古922-32 （0980）55-2301
いとし子保育園 為又285-2 （0980）52-3701
すだつ保育園 大北4-24-14 （0980）54-2261
すだつ羽地保育園 田井等601-4 （0980）58-1255
銀のすず保育園 真喜屋682 （0980）58-2301
星のしずく保育園 宇茂佐1686 （0980）52-6355
星のしずく保育園
分園NICO 宮里1-24-9 （0980）53-0125

しらかば保育園 大北3-20-3 （0980）52-5494
実りの里保育園 宮里4-5-17 （0980）53-0720
実りの森保育園 宇茂佐1966-89 （0980）43-0505
滝の子保育園 数久田829-1 （0980）53-0410
伊差川保育園 伊差川224-2 （0980）52-3452
夢が丘保育園 大西4-12-1 （0980）53-5841
聖ルカ保育園 済井出12-2 （0980）52-8547
うむさ保育園 宇茂佐110-2 （0980）53-0990

主な施設・所在地・電話
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名　称 所在地 電　話

私
立
認
可
保
育
園

うむさ保育園分園 宮里5-11-52 （0980）52-0157
名護さくら保育園 宮里5-7-9 （0980）53-2872
あい保育園 大中3-6-25 （0980）53-7211
あい中央保育園 大中2-1-27 （0980）52-2921
太陽の子保育園 宇茂佐の森1-8-5 （0980）53-5808
まなびの保育園 屋部242-4 （0980）54-1920
風の子保育園 中山1029-9 （0980）52-1558
エレミヤ保育園 大北3-7-14 （0980）53-3006
チャイルド・リンク保育園 為又1220-228 （0980）43-0930
あおぞらの子保育園 為又1219-297 （0980）53-2717
キリン保育園 安和83 （0980）53-8765
ラ・ラ・ラ保育園 宇茂佐824-4 （0980）53-5617
大宮保育園 宮里875-19 （0980）52-3984

認
定
こ
ど
も
園

あすなろ認定こども園 大東3-17-9-1 （0980）52-0469
あすなろ第2
認定こども園 大東3-17-9-1 （0980）52-0469

あすなろ東
認定こども園 東江2-6-9 （0980）53-0188

あすなろグレース
認定こども園 大北1-18-4 （0980）53-5055

なごうら認定こども園 屋部1716-1 （0980）54-0120
海青こども園 大西3-14-3 （0980）54-0922
名護栄光幼稚園 為又506-10 （0980）52-6988

小
規
模
保
育
事
業
所

ウキリ幼児園 宇茂佐458-8 （0980）59-4370
小規模保育園　みなと 宮里1-17-8 （0980）53-4411
ひまわり保育園 大中3-4-15 （0980）43-0398
明星保育園 屋部468-47 （0980）52-6100

認
可
外
保
育
施
設

ぷりハウス 宮里7-3-29 （0980）52-1090
ちびっこはうす
すまいる 宮里5-11-51-1 070-5278-5089

Little Hearts
プリスクール 字許田610-3 （0980）43-0362

北部地区医師会
病院リリー保育園 字宇茂佐1710-10 （0980）53-3101

沖縄ヤクルト（株）
名護保育所 宮里5-16-17 （0980）52-6559

社会福祉法人五和
会託児所どんぐり 字宇茂佐1869 （0980）52-0957

大きな和
ちゅらうみ保育園 大中3-21-1 050-3818-8910

カヌチャベイ
リゾート保育園 字安部156-2 （0980）55-8019

キッズライン1 － 090-5285-9078
キッズライン2 － －

私
立
幼
稚
園

うみのほし幼稚園 大西2-1-20 （0980）52-1661

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

ほのぼの学童 東江1-25-8
（東江公民館内） 090-1363-3756

にこにこ学童 大東1-21-23
（大東区公民館内）（0980）43-0207

さくら学童学習教室 城2-12-3 （0980）52-7510

にこにこ学童
（大西クラブ）

大西3-8-12
（大西公民館内）

090-4770-0299
（比嘉）

（0980）53-1139
名護ひかり
学童クラブ

大西2-2-22
（名護幼稚園内） （0980）59-5161

スマイル学童 大西3-1-17（2階）（0980）52-5840
オズ学童クラブ 大南3-11-9 090-6867-9594
ちゅらうみ
学童クラブ 大中3-21-1 050-3816-8975

名　称 所在地 電　話

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

学童保育
エレミヤ学園 大北3-7-18 （0980）52-7800

エレミヤ学童クラブ 大北3-8-2 （0980）54-2348
ほのぼの学童大北校 大北1-11-33 090-2857-3756
学童ちびっ子ハウス 宮里4-5-17 （0980）53-7616

ハッピー学童 大南2-16-26
（大南公民館内） （0980）43-0415

学童クラブ ビビディ 宮里1-3-16 （0980）59-6859
ほほえみ学童教室 宮里6-2-9 （0980）53-1763
やぶ学童 屋部121-1 090-5292-0234

あわ学童 安和143 （0980）53-8088
090-5292-0234

すずめ学童クラブ 真喜屋571
（真喜屋幼稚園内）

090-9583-5106
（0980）43-0309

すだつ児童クラブ 田井等601-2
（羽地幼稚園内）

（0980）58-1255
（すだつ羽地保育園）

聖ルカやがじ
学童クラブ

饒平名159
（屋我地幼稚園内） 090-5029-0453

くべわんぱく
学童クラブ

字久志252-1
みらい4号館

（0980）55-8788
（二見の里）

沖
縄
電
力
名
護
支
店

お引越し
（電気の使用開始・
廃止）の申込

字名護4604-2

0120-586-390

料金・その他のお
問い合わせ 0120-586-391

停電に関するお問
い合わせ
（24時間受付）

0120-586-706

名　称 窓　口 電　話

ス
ポ
ー
ツ
等
施
設

・21世紀の森公園
・ タピックスタジ
アム名護

・屋外投球練習場
・ 多 目 的 広 場 1
（サッカー・ラグ
ビー場）

・ 多目的広場2（サ
ブグラウンド）

・ 多 目 的 広 場 3
（200ｍトラック）
・ 多目的広場4（野外
ステージ前広場）

・少年野球場
・イベントドーム
・名護市営庭球場
・ 21世紀の森屋内
運動場

・ あ けみお S K Y
ドーム

・相撲場
・ゲートボール場
・バーベキュー場

タピック
スタジアム名護
（21世紀の森公園
内）
（宮里2-1）

（0980）52-3183

・ 真喜屋運動広場
・ 21世紀の森体育館
・ 名護市陸上競技場

21世紀の森
体育館内
（大南2-1-1）

（0980）53-6890

・ 名護市スポーツ
リ ハ ビ リ テ ー
ションセンター
（スポーク）

スポーク内
（屋部117） （0980）52-7739

・ 名護市B＆G海洋
センタープール

名護市B&G海洋
センタープール内
（大北1-28-5）

（0980）54-1082

・ 羽地ダム多目的広場 真喜屋648-2 （0980）43-6821

・喜瀬公園 喜瀬公園内
（幸喜674-1） （0980）54-2567
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名護市 健康マップ

公益社団法人
北部地区医師会

一般社団法人 沖縄県歯科医師会
北部地区歯科医師会

一般社団法人
北部地区薬剤師会

名護市商工会

リフォームの基礎知識

葬儀の豆知識

116

122

123

124

125

126

128

※生活ガイドでは、暮らしに役立つ情報を掲載しています。
※地図のページに関しましては、該当ページに広告をご掲載いた
だきました施設の情報のみ表示しています。

日々の生活に
役立つ

暮らしの
知識

身近な
医療機関がわかる

医療機関
リスト

名護市 市民便利帳 市勢要覧 115
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名護市 健康マップ❶
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名護市 健康マップ❶

名護市 市民便利帳 市勢要覧 117

生
活
ガ
イ
ド

ここは有料広告掲載ページです地図のページに関しましては、該当
ページに広告をご掲載いただきまし
た施設の情報のみ表示しています。

所長　島津光邦

名護市大北5丁目3-2 TEL 0980-52-1001

休診日 日曜･祝祭日･土曜日午後  ※診療体制は､変更になる事があります(出張など)

午 前
午 後 午後は訪問診療

月 火 水 木 金 土
(診療時間)午前9時～12時(午後2時～5時)

やんばる協同クリニック
沖縄医療生活協同組合

○ 訪問診療　○ 健　診
○ 内視鏡検査

内　科

※外来休診日は水曜・日曜・祝祭日となります
   予防接種は予約が必要です　
○早朝の胃カメラ検査承ります。（事前に受診が必要です）
   胃カメラは完全予約制となります
※△は相談に応じます

火
○
○
○
○
○

水
－
－
－
－
－

木
○
○
△
○
○

金
○
○
△
○
○

土
○
○
○
△
△

診 療 内 容

外 来

胃 カ メ ラ

受 付 時 間
9：00～12：00

14：00～17：00
6：00～  8：00
9：00～10：00

14：00～15：00

月
○
○
△
○
○
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名護市 健康マップ❷

・病状、アレルギーの有無、妊娠の有無を伝える。
・ほかに飲んでいる薬があれば伝える。　　　　
薬の飲み合わせ（相互作用）によって、副作用が
出る場合があります。漢方薬も含めて2種類以
上の薬を使用するときは、自己判断せず、必ず
医師や薬剤師に相談しましょう。

薬をもらうとき
・コップ一杯の水か白湯（ぬるま湯）で飲む。薬の成分が
水で薄められ、粘膜への刺激を少なくします。
・お茶、ジュースなどほかの飲み物を水代わりにする人
もいますが、薬の作用が抑えられたり、逆に効きすぎ
たり、副作用の危険が高まる場合があるのでやめま
しょう。アルコールで飲むことは必ず避けましょう。

水や白湯と一緒に飲む

正しい薬の
使い方

名護市 市民便利帳 市勢要覧118
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D Kumagai

くまがい歯科クリニック
院長　熊谷 徹

歯科･歯科口腔外科･小児歯科
診 療 時 間

9:00 ～ 1:00
3:00 ～ 7:00

月
●
●

火
●
●

水
●
●

木
●
●

金
●
●

土
●
／

休診日／日曜日･祝日

☎0980-43-8890
名護市宇茂佐の森4-7-10

歯はクマ

歯科医師　名嘉真武伸

名護市大東 1-11-15
TEL0980-53-7888

診療時間　平　日 /AM9:30~PM7:00
　　　　　木曜日 /AM9:30~PM1:00
　　　　　土曜日 /AM9:30~PM5:30
 休診日 / 日曜・祝祭日

Nakama Dental Clinic

名嘉真歯科医院
NAKAMA･DENTAL･CLINIC
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名護市 健康マップ❷

・病状、アレルギーの有無、妊娠の有無を伝える。
・ほかに飲んでいる薬があれば伝える。　　　　
薬の飲み合わせ（相互作用）によって、副作用が
出る場合があります。漢方薬も含めて2種類以
上の薬を使用するときは、自己判断せず、必ず
医師や薬剤師に相談しましょう。

薬をもらうとき
・コップ一杯の水か白湯（ぬるま湯）で飲む。薬の成分が
水で薄められ、粘膜への刺激を少なくします。
・お茶、ジュースなどほかの飲み物を水代わりにする人
もいますが、薬の作用が抑えられたり、逆に効きすぎ
たり、副作用の危険が高まる場合があるのでやめま
しょう。アルコールで飲むことは必ず避けましょう。

水や白湯と一緒に飲む

正しい薬の
使い方

名護市 市民便利帳 市勢要覧 119
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ここは有料広告掲載ページです地図のページに関しましては、該当
ページに広告をご掲載いただきまし
た施設の情報のみ表示しています。

※ （北歯）は北部地区歯科
医師会の会員です。

薬剤師　金 城　清

皮ふ病薬・漢方薬

名護市宮里1-21-11 ☎52-1018

●定休/日曜･祝日 
●営業時間/午前9時～午後7時

あなたのかかりつけ薬局

なかむら薬局
薬剤師 仲村 英和　薬剤師 仲村 千佳子

名護市大東2-23-27

TEL 53-2139
FAX 53-1010

神山薬局
名護市大東１-１-８

(0980)52-3619

薬剤師 神 山 康 喜
末吉しずの

ガジュマルの見える薬局
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名護市 健康マップ❸

「眠らなければ」と意気込むと、
かえって頭が冴えて寝つきを悪
くしてしまいます。眠れないと
きはいったん布団を出てリラッ
クスし、眠く
なってからも
う一度床につ
くようにしま
しょう。

眠くなってから
床につく

2

気持ちよく眠り
につくために

寝る前には、頭や体を興奮させ
る刺激を避けましょう。熱いお
風呂も、食事もできるだけ早め
にすませましょう。夕食後に仕
事や趣味に没頭することも、心
身ともに活動的な状態にして眠
りにくくさせます。覚醒作用の
あるコーヒーやお茶は寝る前の
3～4時間前から、また、たばこ
も控えましょう。

寝る前には
刺激を避ける

3

簡単な呼吸法で、体の緊張をほ
ぐしてみましょう。
口を軽くあけて、ハァーとため
息をついてください。苦しくな
らない程度に長く息を吐いた
ら、少し息を止めて休みます。息
を吸うのは自然にまかせ、吸っ
たら、またハァーと吐いて休む、
というのを繰り返します。吐く
息に集中するのがポイント。気
分が落ち着くまで何回でもやっ
てみましょう。

リラックス呼吸法

　心と体の
リラクゼーション法

お風呂は、ぬるめのお湯にゆっく
りと入って。寝つきの悪い人は、軽
い読書やマッサージ、音楽を聴い
たり、神経を鎮める香りを利用す
るなど、「お休みの儀式」を自分な
りに工夫してみましょう。

寝る前にリラックスタイムをもとう1

気持ちよく
眠りに

つくために
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名護市 健康マップ❸

「眠らなければ」と意気込むと、
かえって頭が冴えて寝つきを悪
くしてしまいます。眠れないと
きはいったん布団を出てリラッ
クスし、眠く
なってからも
う一度床につ
くようにしま
しょう。

眠くなってから
床につく

2

気持ちよく眠り
につくために

寝る前には、頭や体を興奮させ
る刺激を避けましょう。熱いお
風呂も、食事もできるだけ早め
にすませましょう。夕食後に仕
事や趣味に没頭することも、心
身ともに活動的な状態にして眠
りにくくさせます。覚醒作用の
あるコーヒーやお茶は寝る前の
3～4時間前から、また、たばこ
も控えましょう。

寝る前には
刺激を避ける

3

簡単な呼吸法で、体の緊張をほ
ぐしてみましょう。
口を軽くあけて、ハァーとため
息をついてください。苦しくな
らない程度に長く息を吐いた
ら、少し息を止めて休みます。息
を吸うのは自然にまかせ、吸っ
たら、またハァーと吐いて休む、
というのを繰り返します。吐く
息に集中するのがポイント。気
分が落ち着くまで何回でもやっ
てみましょう。

リラックス呼吸法

　心と体の
リラクゼーション法

お風呂は、ぬるめのお湯にゆっく
りと入って。寝つきの悪い人は、軽
い読書やマッサージ、音楽を聴い
たり、神経を鎮める香りを利用す
るなど、「お休みの儀式」を自分な
りに工夫してみましょう。

寝る前にリラックスタイムをもとう1

気持ちよく
眠りに

つくために
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　北部地区歯科医師会は、名護市・本部町・金武町・国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・宜野座
村・伊江村・伊平屋村・伊是名村の北部11市町村を活動区域とし、2020年（令和2年）現在、下
記の歯科医院が加入しています。歯科医師会会員は各地域に在住する住民のみなさまに安心安
全な歯科医療を提供し続けるとともに、歯とお口の健康の保持増進を図るために様々な歯科保
健活動を行っております。主な活動として、公私立保育所保育園・市町村立小中学校および県立

高等学校・支援学校の学校歯科医を勤め、歯科検診やブラッシング指導、歯科講話など園児児童生徒の歯とお口の健
康の保持増進のために歯科保健活動を行い、また市町村での幼児・1歳半児・2歳児・3歳児歯科健診および名護市が
実施している成人歯周病検診（40歳・50歳・60歳・70歳の節目健診）やデイサービス願寿教室講師など、各世代の歯
とお口の病気予防と早期発見を図るための活動を行っています。
　また、6月の「歯と口の健康週間」では名護市の協力を得て「デンタルフェア北部」を開催し、無料で歯科検診・歯科相
談・フッ化物塗布・ブラッシング指導を実施しています。と同時に北部地区小学生歯科図画ポスターの展示も行い、歯
科保健教育の普及に努めています。
　これからも北部地区歯科医師会は、名護市民のみなさまが活き活きとした歯とお口の健康（健口）生活が送れますよ
うに、歯科医療保健活動を通して更なる向上に努めてまいりますのでご理解ご協力をお願いいたします。

事務局
〒905-0021 名護市東江4-9-15 2F
電話・FAX 53-6479　E-メール hokusi@mco.ne.jp

一般社団法人 沖縄県歯科医師会

北部地区歯科医師会

ごあいさつ
北部地区歯科医師会 会長 名嘉真 武伸

2020年1月現在
北部地区歯科医師会会員歯科医院／50音順

※市外局番は（0980）です

事 業 内 容

法人事務局
〒905-0009 名護市宇茂佐の森5-2-7（北部会館4階）

公益社団法人

北部地区医師会

■ 北部地区医師会病院
 TEL：54-1111
■ 健康管理センター（人間ドック・一般健診）
 TEL：52-0777
■ ちゅら海クリニック／透析センター
 TEL：51-1414

■ 北部看護学校
 TEL：54-1001
■ 名護市屋我地診療所
 TEL：52-8887
■ 名護市久志診療所
 TEL：55-8886

2020年4月現在
市内：会員医療機関／50音順

※市外局番は（0980）です

医療機関名 電話番号
アイクリニック敬愛 54-0037
赤嶺内科 54-6200
あがりえクリニック 43-0271
あき内科クリニック 45-0088
あしとみ泌尿器科クリニック 52-2222
新垣耳鼻咽喉科 53-5586
伊差川整形外科 52-5656
うりずん診療所 54-6633
運天産婦人科医院 53-0131
大北内科・胃腸科クリニック 53-5455
おおにし医院 43-0200
大宮医院 53-4116
かじまやリゾートクリニック 51-1197
勝山病院 53-7777
儀保小児科・内科医院 53-4833
クリニック和睦 43-0418
さくら眼科 54-5100
スポーク・クリニック 52-7775
たいようのクリニック 54-0700
たいら内科クリニック 53-0033
ちはる眼科 43-5513
中央外科 52-2118

医療機関名 電話番号
ちゅら海クリニック 51-1414
美ら海ハシイ産婦人科 54-4188
辻眼科 52-6700
なかち泌尿器科クリニック 53-3335
名嘉真皮膚科 52-4755
名護市久志診療所 55-8886
名護市屋我地診療所 52-8887
名護皮ふ科 50-9480
名護療育医療センター 52-0957
育ちのクリニック 53-3366
ひだか脳神経外科 54-2828
平安山医院 52-6895
北部形成・外科診療所 53-7008
北部皮フ科クリニック 54-4912
北部山里クリニック 52-1119
宮里病院 53-7771
みみ・はな・のど　ゆいクリニック 51-1187
メンタルクリニックやんばる 52-4556
やんばる協同クリニック 52-1001
ゆうクリニック 54-8010
北部地区医師会病院 54-1111
健康管理センター（ドック・健診） 52-0777
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　北部地区歯科医師会は、名護市・本部町・金武町・国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・宜野座
村・伊江村・伊平屋村・伊是名村の北部11市町村を活動区域とし、2020年（令和2年）現在、下
記の歯科医院が加入しています。歯科医師会会員は各地域に在住する住民のみなさまに安心安
全な歯科医療を提供し続けるとともに、歯とお口の健康の保持増進を図るために様々な歯科保
健活動を行っております。主な活動として、公私立保育所保育園・市町村立小中学校および県立

高等学校・支援学校の学校歯科医を勤め、歯科検診やブラッシング指導、歯科講話など園児児童生徒の歯とお口の健
康の保持増進のために歯科保健活動を行い、また市町村での幼児・1歳半児・2歳児・3歳児歯科健診および名護市が
実施している成人歯周病検診（40歳・50歳・60歳・70歳の節目健診）やデイサービス願寿教室講師など、各世代の歯
とお口の病気予防と早期発見を図るための活動を行っています。
　また、6月の「歯と口の健康週間」では名護市の協力を得て「デンタルフェア北部」を開催し、無料で歯科検診・歯科相
談・フッ化物塗布・ブラッシング指導を実施しています。と同時に北部地区小学生歯科図画ポスターの展示も行い、歯
科保健教育の普及に努めています。
　これからも北部地区歯科医師会は、名護市民のみなさまが活き活きとした歯とお口の健康（健口）生活が送れますよ
うに、歯科医療保健活動を通して更なる向上に努めてまいりますのでご理解ご協力をお願いいたします。

事務局
〒905-0021 名護市東江4-9-15 2F
電話・FAX 53-6479　E-メール hokusi@mco.ne.jp

一般社団法人 沖縄県歯科医師会

北部地区歯科医師会

ごあいさつ
北部地区歯科医師会 会長 名嘉真 武伸

北部地区歯科医師会会員歯科医院／50音順
2020年4月現在

※市外局番は（0980）です

事 業 内 容

法人事務局
〒905-0009 名護市宇茂佐の森5-2-7（北部会館4階）

公益社団法人

北部地区医師会

■ 北部地区医師会病院
 TEL：54-1111
■ 健康管理センター（人間ドック・一般健診）
 TEL：52-0777
■ ちゅら海クリニック／透析センター
 TEL：51-1414

■ 北部看護学校
 TEL：54-1001
■ 名護市屋我地診療所
 TEL：52-8887
■ 名護市久志診療所
 TEL：55-8886

2020年4月現在
市内：会員医療機関／50音順

※市外局番は（0980）です

診療所名 住所 電話番号
あさと歯科医院 名護市宮里7-4-14 54-6480
あらさき歯科
クリニック 名護市大北5-22-25 51-0648

オアシス歯科医院 名護市東江1-25-14 51-0777
おおきた歯科医院 名護市大北1-1-34 52-0750
大宜味村立歯科
診療所 大宜味村字塩屋987-3 44-2222

がなは歯科医院 名護市大西1-1-1 54-5555
国頭村立歯科
診療所 国頭村字辺土名1458 41-5360

くまがい歯科
クリニック 名護市宇茂佐の森4-7-10 43-8890

こうげん歯科医院 名護市宮里1-1-52 52-5380
歯科口腔外科
クリニック 名護市城1-1-19 52-2155

診療所名 住所 電話番号
ながた歯科医院 名護市宮里1-28-8 53-4865
名嘉真歯科医院 名護市大東1-11-15 53-7888
なごみの森歯科 名護市名護4558-53 52-0737
ハート歯科 名護市大北5-2-3 54-8822
はりえ歯科口腔
クリニック 金武町字金武57 1F 098-968-4180

ピッコロ歯科 金武町字伊芸85-1 098-968-5000
北山歯科医院 今帰仁村字仲宗根279-4 56-5655
正和歯科 名護市大東1-14-17 52-5300
宮里歯科医院 名護市大東3-21-22 53-6974
よなみね歯科 名護市宮里6-1-8 53-6688
らいおん歯科 本部町字渡久地231 47-7855
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一般社団法人

北部地区薬剤師会

北部地区薬剤師会よりご挨拶
北部地区薬剤師会 会長 浅沼 健一

　北部地区薬剤師会は、公衆の厚生福祉の増進に寄与し、北部の地域医療に貢献するために、薬
剤師の倫理的及び学術的水準を高めることを目的として設立されました。
　また、北部地区の拠点薬局として北部地区薬剤師会会営薬局を運営し、地元出身の薬学生の実
務実習受入れや会員薬剤師並びに会員薬局の職員研修など業務支援を行うことで、地域の皆様に
良質な医療を提供出来るよう努めております。
　地域の皆様におかれましては、まず、お薬や健康に関する相談を気軽に出来る「かかりつけ薬局・
かかりつけ薬剤師」を見つけてください。
　そして、医療機関を受診する際は、「お薬手帳」を持参するようにしましょう。
これらを活用することにより、皆様の健康長寿を地域で支え、更なる地域医療の充実に繋がって行
くことでしょう。

北部地区薬剤師会 薬局リスト

一般社団法人 北部地区薬剤師会
〒905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐1712-17
事務局 TEL：0980-52-7878 / FAX：0980-52-7889 　　URL：https://www.hokuyaku.or.jp/

2020年4月現在
※市外局番は（0980）です

薬局名 所在地 TEL
伊差川薬局 名護市伊差川274 52-7388
大北健康堂薬局 名護市大北3-1-63 53-5845
オギドウ薬局 名護市宮里453-6 53-7443
神山薬局 名護市大東1-1-8 52-3619
クイック調剤薬局名護店 名護市大北5-22-26 43-0039
クイック調剤薬局
名護バスターミナル前店 名護市宇茂佐919-7 45-0077

健康堂薬局 名護市城1-2-24 52-2766
サンキュウファーマシー
うむさ店 名護市宇茂佐1758-1 43-0099
サンキュウファーマシー
名護店 名護市大北5-3-6 51-1939

すこやか薬局大北店 名護市大北1-2-36 51-0117
たまき薬局 名護市大西3-15-4 52-2419
なかむら薬局 名護市大東2-23-27 53-2139
名護薬局 名護市城1-1-3 52-2410
名護中央薬局大中店 名護市大中5-4-47 52-7550
名護中央薬局城店 名護市城2-10-14 52-5550
ナゴラン薬局 名護市宇茂佐の森1-1-7 54-0002

薬局名 所在地 TEL
ぱいん薬局おおひがし店 名護市大東1-5-26 43-6600
病院前薬局 名護市大東3-21-22 51-1775
ふく薬局名桜通り店 名護市宇茂佐1703-101 51-0333
ふく薬局なご店 名護市宮里6-8-36 54-1985
ふく薬局うむさ店 名護市宇茂佐1760-1 50-9075
プラム薬局 名護市字為又69番地 53-5511
辺土名薬局 名護市宮里1-21-11 52-1018
北部地区薬剤師会 
会営薬局 名護市宇茂佐1712-17 52-7752

まるよし薬局 名護市大北1-5-6 54-1993
屋我地薬局 名護市饒平名465-1 52-8877
屋嘉比薬局 名護市城2-1-28 52-2053
ふく薬局もとぶ店 本部町大浜880-4 51-6336
もとぶ薬局 本部町大浜880-3 47-3358
内間薬局 伊江村川平131-1 49-2123
ふる里薬局 大宜味村塩屋1306-63 50-5808
上原薬局 国頭村辺土名215-1 41-2121
謝名薬局 今帰仁村謝名443-3 56-5810
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一般社団法人

北部地区薬剤師会

北部地区薬剤師会よりご挨拶
北部地区薬剤師会 会長 浅沼 健一

　北部地区薬剤師会は、公衆の厚生福祉の増進に寄与し、北部の地域医療に貢献するために、薬
剤師の倫理的及び学術的水準を高めることを目的として設立されました。
　また、北部地区の拠点薬局として北部地区薬剤師会会営薬局を運営し、地元出身の薬学生の実
務実習受入れや会員薬剤師並びに会員薬局の職員研修など業務支援を行うことで、地域の皆様に
良質な医療を提供出来るよう努めております。
　地域の皆様におかれましては、まず、お薬や健康に関する相談を気軽に出来る「かかりつけ薬局・
かかりつけ薬剤師」を見つけてください。
　そして、医療機関を受診する際は、「お薬手帳」を持参するようにしましょう。
これらを活用することにより、皆様の健康長寿を地域で支え、更なる地域医療の充実に繋がって行
くことでしょう。

北部地区薬剤師会 薬局リスト

一般社団法人 北部地区薬剤師会
〒905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐1712-17
事務局 TEL：0980-52-7878 / FAX：0980-52-7889 　　URL：https://www.hokuyaku.or.jp/

2020年1月現在
※市外局番は（0980）です
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・施工業者の事業内容がリ
フォーム目的と合致してい
るか？

・実績や業務内容を吟味。信
頼できる事業者か？

・候補を数社選んで同じ条件
で見積書を提出してもらい
検討したか？

　契約前に疑問点・不安点は徹
底的に確認しましょう。
　見積書・提案書や契約書だけ
でなく、打ち合わせの際の資料
やメモなど書類にはしっかり目
を通し、保管しておきましょう。

・工事に向けての準備や近
隣への周知は大丈夫か？

・工程表に基づいて進んで
いるか？

・変更・追加などが発生して
いないか？

　定期的に施工業者から報告・
連絡を受けるようにしましょう。
また、不安がある場合は施工業
者の担当者を通じて確認するよ
うにしましょう。

・事業者立ち会いの下、確認
をし説明をうけたか？

・今後のメンテナンスや保
証先を確認したか？

 快適生活 住まいの講座 

ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ

リフォームの進め方とポイント

リフォームの疑問
リフォームの費用は
どのくらいかかりますか？
改装の範囲で変わっていきます

　建物の一部分の改装もリフォームです
し、全面改装でもリフォームです。当然のこ
とですが、手を加えれば加える程かかる費
用は増えていきます。例えば、畳敷きの6畳
間をフローリングに替える場合は十数万円
ですが、家全体に及ぶ大掛かりな改装の場
合は、建替えの方が安くなる事もあります。

満足いくリフォームのポイントは？

まずは現在の不満点を挙げてみましょう
　現在のお住まいの不満のある所をリスト
アップする事をおすすめします。そうする事
でただ漠然と不満に感じていた事も具体的
に検討出来るようになり、優先順位をつけて
内容の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお
考えの場合は、ショールームなどで実際に見
て触ってみる事も重要です。

信頼のおける業者とは？

２～３社は候補を挙げて比較しましょう
●費用の安さで決めずに、契約内容に納得
した上で契約をかわしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者が
いるか確認しましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確
認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認
しましょう。

・ 時期、期間は？
・ 予算は？

　リフォームの目的から具体的
な計画を立てましょう。
　この時点での情報収集も大
切なポイントです。

具体的な
計画をたてる

事業者を決める
～契約する

着 工 着工後
STEP.1 STEP.2 STEP.３ STEP.４

リフォームの基礎知識
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・施工業者の事業内容がリ
フォーム目的と合致してい
るか？

・実績や業務内容を吟味。信
頼できる事業者か？

・候補を数社選んで同じ条件
で見積書を提出してもらい
検討したか？

　契約前に疑問点・不安点は徹
底的に確認しましょう。
　見積書・提案書や契約書だけ
でなく、打ち合わせの際の資料
やメモなど書類にはしっかり目
を通し、保管しておきましょう。

・工事に向けての準備や近
隣への周知は大丈夫か？

・工程表に基づいて進んで
いるか？

・変更・追加などが発生して
いないか？

　定期的に施工業者から報告・
連絡を受けるようにしましょう。
また、不安がある場合は施工業
者の担当者を通じて確認するよ
うにしましょう。

・事業者立ち会いの下、確認
をし説明をうけたか？

・今後のメンテナンスや保
証先を確認したか？

 快適生活 住まいの講座 

ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ

リフォームの進め方とポイント

リフォームの疑問
リフォームの費用は
どのくらいかかりますか？
改装の範囲で変わっていきます

　建物の一部分の改装もリフォームです
し、全面改装でもリフォームです。当然のこ
とですが、手を加えれば加える程かかる費
用は増えていきます。例えば、畳敷きの6畳
間をフローリングに替える場合は十数万円
ですが、家全体に及ぶ大掛かりな改装の場
合は、建替えの方が安くなる事もあります。

満足いくリフォームのポイントは？

まずは現在の不満点を挙げてみましょう
　現在のお住まいの不満のある所をリスト
アップする事をおすすめします。そうする事
でただ漠然と不満に感じていた事も具体的
に検討出来るようになり、優先順位をつけて
内容の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお
考えの場合は、ショールームなどで実際に見
て触ってみる事も重要です。

信頼のおける業者とは？

２～３社は候補を挙げて比較しましょう
●費用の安さで決めずに、契約内容に納得
した上で契約をかわしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者が
いるか確認しましょう。

●経験豊富で実績がある事業者かどうか確
認しましょう。

●アフターフォローはどうなのか、必ず確認
しましょう。

・ 時期、期間は？
・ 予算は？

　リフォームの目的から具体的
な計画を立てましょう。
　この時点での情報収集も大
切なポイントです。

具体的な
計画をたてる

事業者を決める
～契約する

着 工 着工後
STEP.1 STEP.2 STEP.３ STEP.４

リフォームの基礎知識
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■ 一般的に、葬儀に参列する際の服装は、結婚やお祝い
事とは逆に「派手なものを避け、地味に徹する」ことに
あります。

■ 仕事帰りなどの場合、わざわざ喪服に着替える必要は
ありません。ただしアクセサリーなどは外します。

■ 男性は、白シャツ・黒のスーツ・黒ネクタイ・黒い靴。
■ 女性は、黒のフォーマルウェア・肌の露出の少ない黒

や紺のワンピース・黒い靴。
■ アクセサリーを身につけるとしたら真珠にしましょう。

ネックレスは一連のものを。

■ 当日は余裕を持って早めに到着しましょう。
■ 受付では、お悔やみを述べてから記帳します。香典を

差し出す場合は、相手に名前を向けます。
■ 携帯電話は必ず電源を切るか、マナーモードにしま

しょう。
■ 出棺時や屋外でもコートは脱ぎ、喪服のままで見送り

ましょう。

知っておきたい葬儀のマナー

知っておきたい仏壇･仏具の知識

服装のマナー

葬儀当日のマナー

仏壇･仏具のＱ＆A

　故人を悼み、遺族への哀悼を表すために必ず焼香が行われ
る仏教に対して、神道では故人の霊が子孫を守る守護神となる
儀式であると考え、葬儀以降の儀式にも「祭」がつきます。死を
「故人を神のみもとへ送る」とされるキリスト教では、祈りは神
に捧げるもので、葬儀は遺族を慰め、励ますために行われま
す。このように宗教によって葬儀の行い方にも異なったルール
があることを知っておきましょう。

※掲載の記事に関しましては、一般的な慣習を
掲載したものであり、各宗教や宗派または地域
により異なる場合がございます。

A 仏具とは、お仏壇を飾り、毎日お供
えするご飯、花やお茶、果物などを
お供えする用具、器などをさしま
す。宗派により用いる仏具が異なり
ます。

Q お仏具とお供えものはどん
なものが必要ですか？

A 宗派・地域によりおまつりするお仏
壇に違いがあります。それを踏まえ
た上で、おまつりする場所にあった
大きさ、デザイン、色、材質などで
選ばれるとよいでしょう。

Q どんなお仏壇を購入すれば
いいですか？

A 「思い立ったが吉日」という言葉に
もあるように、お仏壇を購入または
買替えるのに、良い日・悪い日とい
うのはありません。

Q お仏壇を購入するのにいい
日にちってありますか？

葬儀の豆知識

宗教別 拝礼の方法 不祝儀袋 不祝儀袋の書き方

仏　教

神　道

キリスト教

無宗教 献花など

献　花

玉串奉奠･手水

焼香･線香･数珠 御仏前･御霊前
御香典・御供物料

御榊料･玉串料
御神饌料・御霊前

御花料･御ミサ料
御霊前

御花料･御霊前
などが無難

白黒や双銀の結び
切りで、のしはつ
けない。
双白や双銀の結び
切りで、のしはつ
けない。

白黒の結び切りで、
のしはつけない。

水引、のしは付けな
い。白封筒か十字架
やユリの花が描か
れた不祝儀袋。
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もしもの時は
まずお電話を

0980-54-5335
JA北部葬祭センター

※事前相談お受け致します

24時間
いつでも受付

JA葬祭
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暮らしに役立つ情報がスムーズに探せます。

みなさんのお宅にお届けした「名護市 市民便利帳 【市勢要覧】」は、これから名護市で、そし
てずっと名護市で暮らしていく、そんなみなさんのためのガイドブックです。ぜひ、毎日の暮
らしの中でお役立てください。

表紙と本文のカラーイン
デックスが連動しているた
め、直感的にスピーディに、
目的の情報にたどり着くこ
とができます。

とっても便利な三部構成！

http://www.city.nago.okinawa.jp
インターネットでさまざまな名護市の情報を発信しています。

名護市 検索名護市ホームページ

雑
誌
サ
イ
ズ

手に取りやすい雑誌サイズだから
目につく場所に置いておけば重宝！

調べごとを思いついた際、パソコンと違って電源を入れる必要が
ないから、知りたい情報にすぐたどり着きます。テレビリモコンな
ど普段使いが多い道具のそばに置いておくと便利です。

行政情報のほかに、地域情報のページには、自分たちが暮らす街
の歳時記やみどころなど、お子様から高齢者の方まで誰もが楽し
める記事がいっぱい詰まっています。

医師会や歯科医師会に所属するお医者さんを網羅したリストや地図
を掲載しているので、困ったときはすぐに目を通しましょう。きっとあ
なたの力になる、あなたを支えてくれるお医者さんが見つかります！

野球場やプールなどの運動施設はもちろん、図書館などの情報
が掲載されています。街の公共施設を賢く利用して有意義な時間
を過ごしましょう。

自然

スポーツ

特産品 etc.

わが街の魅力を再発見できる
楽しい記事がぎっしり満載！

たとえ急に病気になっても
お医者さんがすぐ見つかる！

市内公共施設の利用方法が
ひとめでパッとわかります！

困った時に頼れる

行政
情報

毎日の暮らしを支える

生活
情報

街への愛情が深まる

地域
情報

生活情報や新着情報など、
役立つ情報がいっぱい！

名護市 市民便利帳　　  の使い方市勢要覧
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〒905-8540　沖縄県名護市港一丁目1番1号

http://www.city.nago.okinawa.jp/
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