
納税のお知らせ

納期限：12月2日 ( 月 )
・介護保険料【普通徴収】5期
 ▶高齢者支援課 介護保険料係 ☎ 73-1964( 内 285)
・国民健康保険税【普通徴収】5期
 ▶国民健康保険課 賦課徴収係 ☎ 73-1973
・後期高齢者医療保険料 5期
 ▶国民健康保険課 後期高齢者医療係
　　　　　　　　　　   ☎ 73-1973( 内 210～ 212)

相談コーナー
11月の国民健康保険税
「夜間」納付（相談）窓口開設日時
・11月7日 (木 )、21日 (木 )17 時 15分～ 19時
・場所：平良庁舎 2階　国民健康保険課
・お問合せ：賦課徴収係　☎ 73-1973

ふれあい総合相談支援センター
・一般相談 (月〜金 /10 時～ 16時 )
・医療 /法律相談 (要予約 )
・場所：社会福祉協議会 下地支所☎ 76-2270( 代表 )
無料人権相談
・11月19日 (火 ) 13 時半～ 16時
          　　     　　　　　　場所：平良庁舎 1階会議室
・11月21日 (木 ) 14 時～ 16時
          　　     　　　　　　場所：上野庁舎 1階会議室
・11月26日 (火 ) 14 時～ 16時
          　　     　　　　　　場所：城辺庁舎 2階会議室
  ・お問合せ：市民生活課　☎ 73-2695
女性相談室
  ・毎週 月〜金 9 時～ 17時
  ・場所：平良庁舎 4階 女性相談室   ☎ 73-1947
消費者相談窓口
・平日：10時～ 12時 /13 時～ 16時
 ・場所：市民生活課　☎ 73-2695
   ・消費者ホットライン☎ 188
夜間「暮らしの無料消費者相談」
・日時：11月13日 (水 )、27日 (水 )
                              　　　　18時～ 20時　※要予約
 ・場所：沖縄県宮古合同庁舎 1階
                                    　　　行政情報コーナー
・お問合せ：市民生活課        ☎ 73-2695

「夜間」納付（相談）窓口開設日時
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 フードバンク (食料銀行 )に
 食品提供のご協力をお願いします！
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プレミアム付商品券の
 販売日程が変更になりました !

対象者：事業主・従事者・創業希望者

【第 4期】11月 11日～ 15日 ( 月～金 ) 
　　 講座時間：9時半～ 12時半
※締切日　11月7日 (木 )17 時まで
　【第 5期】11月 25日～ 29日 ( 月～金 ) 
　　 講座時間：19時～ 22時【今年度最終 !!】
　※締切日　11月21日 (木 )17 時まで

○外国人観光客おもてなしセミナー

お申込みは、先着順 (定員 10名 ) です。
詳しくはお問合せください。

問  宮古島地域雇用創造協議会
　   ☎79-5288　FAX 79-5289

特定計量器（はかり）の
 定期検査を実施します

○ビジネススキルアップセミナー

【場所】平良字西里326 平良第二ビル

対象者：求職者・転職希望者

【第 8期】11月 18日～ 29日 (10 日間 ) 
　　 講座時間：9時半～ 16時半
　※締切日　11月14日 (木 )17 時まで

sorae- ソラエ
 第 2回出張相談会 in 宮古島

【内容】社会生活を円滑に営む上での困難を有す
る子ども・若者（0歳から 39歳程度）、その家族、
支援者などを対象とした相談会を開催します。
【日時】11月28日（木）10時～ 12時
【場所】宮古合同庁舎 講堂
【申込方法】申込用紙を記入の上、FAXにてお申
し込みください（FAX送信先 :098-943-5475）
※申込用紙は、市役所福祉政策課にて配布
問  子ども若者みらい相談プラザ -ソラエ -
　　　　　　　　　　　　☎ 098-943-5335

相談無料

広報 11月号　1011　広報 11月号

　「取引・証明に使用するはかり」は、その精度
を担保するため、計量法で 2年に 1回の定期検
査が義務付けられています。対象となるはかり
を所有している方は、必ず検査を受けましょう。
【検査対象計量器】
●スーパー、商店、農園等で商品の
　売買に使用するはかり
●病院等で使用する調剤用のはかり
●病院・学校等で身体測定に使用するはかり
●製品の販売、出荷のために使用するはかり
●公共機関等への報告、統計の公表等を目的と
　して使用するはかり
【11月検査日時】

日 時間 検査場所

11日（月）
10時～ 16時
※ 12～ 13時
　を除く

下地庁舎
12日（火） 城辺庁舎
13日（水） 上野庁舎
14日（木） 伊良部庁舎

※平良地区は令和 2年度対象

問  県宮古事務所 総務課　☎ 72-2551

平良港防災・危機管理
 現地総合訓練を実施します

当日はヘリコプターによる被災状況確認訓練
や作業船での航路啓開の訓練を行います。市民
の皆様へご迷惑をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。
　当日は見学も可能です。興味のある方は、会
場までお越しください。
【日時】11月8日（金）14時～ 16時
【場所】平良港下崎ふ頭・前面海域
問  沖縄総合事務局 平良港湾事務所 ☎ 72-4673

地域の皆様から食べ物をおすそ分けしてもら
い、生活に困っている人に差し上げる活動です。
皆様のご協力をお待ちしています。
【受付できる食品】
常温保存可能で、賞味期限が 1ヶ月以上のもの
例）レトルト食品、缶詰、乾めん、パックごはん、
米、調味料（食品と交換できる商品券も可）
【受付できない食品】
生もの、飲料、サプリメントなど

問  宮古島市社会福祉協議会
　    ボランティアセンター　☎ 72-3193

【11月 販売場所】※どの販売場所でも購入できます

日 場所 時間

7～ 8日 伊良部庁舎 1階

13時
～
17時

14～ 15日 城辺庁舎 1階

18～ 19日 下地庁舎 1階会議室

28～ 29日 上野庁舎 1階会議室

上記以外
の平日

宮古島商工会議所
（琉球銀行ビル 4階）

問  宮古島商工会議所 ☎ 050-5362-1068

販売日が変更となりました！
購入の際は、下記日程をご確認ください。　


