
納税のお知らせ納税のお知らせ

納期限：納期限：11月月3131日日 (( 金金 ))

・個人住民税【普通徴収】4期
 ▶税務課 収納管理係 ☎ 72-0841
・国民健康保険税【普通徴収】7期
 ▶国民健康保険課 賦課徴収係 ☎ 73-1973
・介護保険料【普通徴収】7期
 ▶高齢者支援課課 介護保険料係 ☎ 73-1964( 内 285)
・後期高齢者医療保険料 7期
 ▶国民健康保険課 後期高齢者医療係
　　　　　　　　　　   ☎ 73-1973( 内 210～ 212)

相談コーナー相談コーナー
1月の国民健康保険税
「夜間」納付（相談）窓口開設日時
・1月9日 (木 )、23日 (木 )17 時 15分～ 19時時
・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
・1月15日 (水 ) 14 時～ 16時
          　　     　　　　　　場所：前里添多目的施設
・1月21日 (火 ) 13 時半～ 16時
          　　     　　　　　　場所：平良庁舎 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：1月8日 (水 )、22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・お問合せ：市民生活課        ☎ 73-2695

-MIYAKOJIMA CITY INFORMATION-

 子どもに関わるボランティア
 やってみませんか？

− お知らせ − MIYAKOJIMA CITY INFORMATION− お知らせ − MIYAKOJIMA CITY INFORMATION

 【厚生労働省委託事業】
 無料セミナー参加者募集中

広
　
告

宝くじの収益金で
 自治会の備品整備を行いました

問  宮古島地域雇用創造協議会   ☎ 79-5288

○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
　　　　　　　（居酒屋ななや2階）

対象者：求職者・転職希望者

Excel、Word 基礎応用、Excel、Word 基礎応用、
Power Point 基礎、ビジPower Point 基礎、ビジ
ネスマナー等を学びます。ネスマナー等を学びます。
【第 10期】【第 10期】
令和 2年 2月 17～ 28日
( 月～金  全 10日間 ) 
締切日：2月13日 (木 )17 時まで
 講座時間：9時半～ 16時半

問  平良保健センター ☎ 73-4572
　　　　　　　　　FAX 73-4992

　宮古島市では、母子保健　宮古島市では、母子保健
推進員になってくれる方を推進員になってくれる方を
募集しています。募集しています。
・赤ちゃん訪問や歯磨き習慣劇
・早寝早起き朝ごはん紙芝居・早寝早起き朝ごはん紙芝居
などを通して、地域で子育てを頑張っている
方を支援するボランティ活動です。方を支援するボランティ活動です。
【募集期間】【募集期間】令和 2年令和 2年1月6（月）～（月）～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2月7（金）（金）
【募集人数】【募集人数】若干名若干名
【養成講座】【養成講座】令和 2年令和 2年2月28（水）予定（水）予定

国民年金は、
 あなたの一生をサポートします !!行政書士による無料相談会

自衛官候補生を募集します

広報 1月号　1415　広報 1月号

などを通して、地域で子育てを頑張っているなどを通して、地域で子育てを頑張っている

○ビジネススキルアップセミナー
対象者：求職者・転職希望者対象者：求職者・転職希望者

国民年金を納めると、下記の保障が受けること国民年金を納めると、下記の保障が受けること
が出来ます。しっかり納付しましょう !が出来ます。しっかり納付しましょう !

老齢（基礎）年金老齢（基礎）年金

原則として 65 歳原則として 65 歳
から受け取ることから受け取ること
ができる一生涯のができる一生涯の
保障です。保障です。

障害（基礎）年金障害（基礎）年金
病気やけがで障害病気やけがで障害
を負ってしまったを負ってしまった
場合の保障です。場合の保障です。

遺族（基礎）年金遺族（基礎）年金

家の働き手に先立家の働き手に先立
たれてしまった場たれてしまった場
合の保障です。合の保障です。

問  市民生活課 年金係 
　☎ 72-3751( 内線 160・162)

【募集種目】【募集種目】自衛官候補生自衛官候補生
【受験資格】【受験資格】18 歳以上 33歳未満の男女18歳以上 33歳未満の男女
　　　　(来春高校卒業予定者含む )　　　　(来春高校卒業予定者含む )
【受付期間】【受付期間】通年通年
【試験日】【試験日】2月2日 (日 )、3月2日 (月 )
【場所】【場所】平良地方合同庁舎内平良地方合同庁舎内

問  自衛隊沖縄地方協力本部　   
      宮古島出張所 ☎ 72-4742

　島尻自治会が、自治総合センター宝くじの収
益金を財源とする「一般コミュニティ助成事業」
を活用して、柔道畳・椅子の整備を行いました。
　「一般コミュニティ助成事業」は、住民が自
主的にコミュニティ活動の促進を図り、地域の
連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目
的に、その活動に必要な備品等の整備を行って
いきます。

問  地域振興課 ☎ 73-4905

日時：2月29日 (土 )
　　　　　 10 時～ 15時
対象：宮古島市民
内容：内容：遺産相続等に関する遺産相続等に関する
　　　相談等　その他　　　相談等　その他
会場：会場：働く女性の家 ゆいみなぁ働く女性の家 ゆいみなぁ

土地改良事業換地清算金について

　下記の地区について換地清算金の徴収を開始
しました。忘れずに、期限内のお支払いをお願
いします。
【対象地区】
竹後原地区・入江東地区・長南地区
【納付期限】1月31日 (金 ) まで
【納付方法】
※対象の方に納付書を郵送します。
　期限内に金融機関等でお支払いください。 

問  沖縄県行政書士会 宮古支部長沖縄県行政書士会 宮古支部長
               　☎ 72-7491( 伊藤 )               　☎ 72-7491( 伊藤 )

問  農村整備課 業務係　☎ 76-6846

【換地清算金ってなに？】
土地改良事業で、換地基準よりも多く土地配分さ
れた農家が、少なく配分された農家の損失分を金
銭により補填するために支払うもの。
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問  

プレミアム付商品券の
 申請期限が延長になりました！

申請書の受付期限を、申請書の受付期限を、1月31日 ( 金）　　
　　　　　　　　　　　　　まで延長します。まで延長します。
商品券の対象の方で、まだ申請をされていな商品券の対象の方で、まだ申請をされていな
い方へは、1月 10 日頃、再度ご案内（申請い方へは、1月 10 日頃、再度ご案内（申請
書同封）を郵送します。書同封）を郵送します。

問  福祉政策課 ☎ 72-3670


