
・給与所得や公的年金などにかかる所得以外に所得がある

・各種控除（扶養・社会保険料・医療費）などを追加申告する

・収入が給与のみで、勤務先から南風原町役場へ給与支
払報告書が提出されていない

※提出の有無については勤務先へ確認してください

申告は令和4年１月１日に住んでいる市町村で行います。 令和4年1月1日時点で他市町村へお住まいの方は、
住んでいる市町村へお問い合わせください。

町民税・県民税の申告について
2月中旬から3月15日までは、町民税・県民税の申告受付期間です。 申告が必要か事前に確認し、
申告準備を行ってください。 受付日程は、町ホームページおよび広報２月号にておしらせします。

POINT

事前にご準備を!!事前にご準備を!!

e-Taxはパソコンやスマホを使って24時間
申告が可能です。 ぜひご利用ください。

【問】 那覇税務署　☎867-3101

資料様式はこちらより
ダウンロードできます。

【問】 税務課　☎889-4413

申告が必要な人

e-Taxは24時間申告
できます

・収入が公的年金のみで、年金事務所から送られてく
る源泉徴収の内容に扶養・控除などの追加や修正が
ない

・収入が給与のみで、勤務先から南風原町役場へ給与
支払い報告書が提出されている
※提出の有無については勤務先へ確認してください
※別で医療費控除など、追加するものがある場合は

申告が必要です
・所得税の確定申告をする人

・青色申告　･損失申告

･土地･建物の譲渡所得の申告

･初めて住宅ローン控除を受ける方

･新規事業(営業)を立ち上げた方の申告

･新規の不動産(アパート収入等)の申告

･死亡者の申告　･消費税の申告

･株式の譲渡や配当所得の申告

申告が不要な人

以下の人は結いの街（浦添市）にて申告受付と
なります。

医療費控除
　平成29年度より医療費
控除明細書の添付が必須
となりました。 領収書の添
付・提出での受付はできま
せん。 事前に明細書を作
成のうえ持参ください。
※領収書は5年保存してください

事業所得
　個人事業主は収支内訳
書や帳簿作成が義務づけ
られています。
　申告の際は売上や経費
を計算のうえお越しくだ
さい。

・国民健康保険税の軽減
・国民年金の免除
・所得、課税証明書の発行

お問い合わせは

那覇税務署まで

☎867-3101

行政サービスを受けるには申告が必要な場合があります。

　地方自治法第243条の３第１項及び南風原町財政事情書の作成及び公表に関する条例に基づき、令和３年度上半期
（令和３年９月30日現在）の執行状況を公表します。

※予算現額の構成比上位を抜粋しています。

公有財産の状況

南風原町告示 第 87 号

令和３年10月20日
南風原町長  赤 嶺 正 之

令和３年度南風原町一般会計及び特別会計等の上半期執行状況

町　税
国庫支出金
県支出金
地方交付税
地方消費税交付金
諸　収　入
そ　の　他

42億2,359万円
37億8,500万円
22億4,497万円
20億3,416万円
7億3,460万円
7億1,287万円

18億7,779万円
156億1,298万円

27.1%
24.2%
14.4%
13.0%
4.7%
4.6%

12.0%
100.0%

23億4,170万円
10億1,847万円
1億6,166万円

17億7,202万円
4億4,816万円
1億7,169万円
4億6,214万円

63億7,584万円

55.4%
26.9%
7.2%

87.1%
61.0%
24.1%
24.6%
40.8%

 

　 収 入 合 計

　【主な収入】

項　　目 予算現額 収入済額 収入率構成比

国民健康保険特別会計
土地区画整理事業特別会計
後期高齢者医療特別会計

40億9,955万円
7億1,320万円
3億3,042万円

51億4,317万円

18億4,089万円
1億4,021万円
1億3,267万円

21億1,377万円

44.9%
19.7%
40.2%
41.1%

45.9%
29.2%
34.2%
42.9%

18億8,269万円
2億0,842万円
1億1,287万円

22億0,398万円　　　合　　　計 

収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

6億3,640万円
5億6,176万円
2億9,921万円
4億9,303万円

2億8,997万円
9,987万円

618万円
1億3,894万円

45.6%
17.8%
2.1%

28.2%

会　計　名 予算現額 収入済額 支出済額 執行率収入率

　

一般会計予算執行状況

特別会計予算執行状況

区　　　分 予算現額 収入・支出済額 執行率
　

下水道事業会計予算執行状況
土　　地 569,434㎡

85,426㎡
18億2,702万円

建　　物 
基　　金

町債の現在高
 149億1,657万円
町民一人あたり 38万9,341円

一時借入金の現在高

令和3年9月30日現在
人　　口
世　　帯

男
女

40,387人
16,160世帯

19,863人
20,524人

17億円

民 生 費
教 育 費
総 務 費
衛 生 費
公 債 費
土 木 費
そ の 他

 支出合計 

　【主な支出】

項　　目 予算現額 支出済額 執行率構成比
77億4,086万円
18億5,600万円
16億2,312万円
12億7,181万円
11億1,709万円
8億7,845万円

11億2,565万円
156億1,298万円

49.6%
11.9%
10.4%
8.1%
7.2%
5.6%
7.2%

100.0%

33億6,659万円
7億4,226万円
5億7,976万円
5億1,128万円
5億6,044万円
4億0,241万円
6億1,100万円

67億7,374万円

43.5%
40.0%
35.7%
40.2%
50.2%
45.8%
54.3%
43.4%

保育所・幼稚園� ご案内 【問】 こども課　☎889-7028
申込書は、役場1階 こども課にて受取りまたはホームページよりダウンロードしてください。

●町外認可外保育施設　利用助成金
町外認可外保育施設に通う、児童の保護者に対し保育料の一部助成
を行います。ただし、幼保無償化に認定された者、企業主導型保育施
設は対象外となります。
▶対　象：令和３年10月〜令和４年３月分
　※児童１人につき月額1,500円以内
▶申込み：３月１日（火）〜 15日（火）
　※役場１階　こども課へ提出

●幼児教育保育無償化の新規募集
４月から新たに認可外保育園や未移行幼稚園に通われる方で、現時
点で無償化の認定を受けていない方が対象となります。無償化を受ける
ためには事前に町から保育必要理由の認定を受ける必要があります。ま
だ認定を受けていない方は保育施設等の利用前に申請をお願いします。
▶対　象：①０歳〜２歳児クラスのこども（非課税世帯のみ）
　　　　　②３歳〜５歳児クラスのこども
▶申込み：２月１日（火）〜３月11日（金）

●町立幼稚園２次募集
１次募集後の空き枠に対して２次募集を行います。申込み数が定員
を超える場合は抽選となり、外れた方は校区外の園へご案内となりま
す。空き状況につきましてはホームページをご確認ください。
▶注意：認可保育園との併願はできません
　　　　２次募集終了後は、空き状況に応じてご案内します
▶申込み期間：２月１日（火）〜 10日（木）
　※現時点で定員を満たしている園であっても、今後空きが出る可能
性がありますので、期間内に申込んでください

●新規保育士へ10万円
町内で新規保育士として採用された方へ、要件を満たした場合に就
職支援一時金として10万円を支給します。
▶要件　①過去1年以内に町内保育所で保育士としての勤務経験がない
　　　　②町内保育所に新たに保育士として就職する
　　　　③町内保育所にて１年以上または２年以上継続して、１日６

時間以上かつ月20日以上勤務する
　※途中退職となった場合は、返金となりますのでご注意ください。
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