
納税のお知らせ納税のお知らせ

納期限：納期限：33月月22日日 (( 月月 ))
・固定資産税 4期
 ▶税務課 収納管理係 ☎ 72-0841
・国民健康保険税【普通徴収】8期
 ▶国民健康保険課 賦課徴収係 ☎ 73-1973
・介護保険料【普通徴収】8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 8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
2月の国民健康保険税
「夜間」納付（相談）窓口開設日時
・2月6日 (木 )、20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
・2月18日 (火 ) 13 時半～ 16時
          　　     　　　　　　場所：平良庁舎 2階会議室
・2月25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：2月12日 (水 )、26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
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宮古島市男女共同参画推進事業
 申し込み募集中！

広報 2月号　1213　広報 2月号
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* 消費者相談* 消費者相談 Q&A　Q&A　迷ったら相談しよう！ *迷ったら相談しよう！ *

～住宅リフォーム時の注意点～

○住宅のリフォームをしたいが、当地は建築ブームで、業者がなかなか見つからない。 ○住宅のリフォームをしたいが、当地は建築ブームで、業者がなかなか見つからない。 
そんな中、昨年は、リフォーム工事の業者が詐欺容疑で逮捕された記事が出ていたこと そんな中、昨年は、リフォーム工事の業者が詐欺容疑で逮捕された記事が出ていたこと 
もあり、聞き慣れない業者に頼むのもなんだか心配だ。リフォーム工事の契約トラブル もあり、聞き慣れない業者に頼むのもなんだか心配だ。リフォーム工事の契約トラブル 
に遭わないためには、どうしたらよいか。注意点があれば教えて欲しい。に遭わないためには、どうしたらよいか。注意点があれば教えて欲しい。

沖縄県消費生活センター宮古分室 ☎ 72-0199　▶相談時間：平日 9 時 ~12時／ 13時 ~16時

●契約を交わす前に、複数の業者から相見積書を取り、明細を比較検討するなどした上 で、●契約を交わす前に、複数の業者から相見積書を取り、明細を比較検討するなどした上 で、
詳細な見積書に基づく業者を選択する事が重要です。明細のないずさんな「一式見 積り」詳細な見積書に基づく業者を選択する事が重要です。明細のないずさんな「一式見 積り」
や「中間金の強要」等には気をつけましょう。口約束や業者にお任せはトラブル のもとや「中間金の強要」等には気をつけましょう。口約束や業者にお任せはトラブル のもと
です。専門機関で見積書のチェックや助言を受けることもできます。 契約は慎重に ! 相です。専門機関で見積書のチェックや助言を受けることもできます。 契約は慎重に ! 相
談はお早めに !談はお早めに !

問  

 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！

　地域の皆様から食べ物をおすそ分けしてもら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。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。皆様のご協力をお待ちしています。
【受付できる食品】【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、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）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】【受付できない食品】
生もの、飲料、サプリメントなど生もの、飲料、サプリメントなど

　昨年 10 月 1 日に始まったばかりのフー　昨年 10 月 1 日に始まったばかりのフー
ドバンクですが、現在までに多くの方からドバンクですが、現在までに多くの方から
の寄付と利用がありました。の寄付と利用がありました。
　食品を寄付していただいた皆様にお礼を　食品を寄付していただいた皆様にお礼を
申し上げます。ありがとうございました。申し上げます。ありがとうございました。
【10月 1日～ 12月 31日までの利用実績】【10月 1日～ 12月 31日までの利用実績】
寄付総数：食品 269品　お米券 16kg 分寄付総数：食品 269品　お米券 16kg 分
提供数：食品 265品　お米券 16kg 分提供数：食品 265品　お米券 16kg 分

問  宮古島市社会福祉協議会
　    フードバンクんまんま　☎ 72-3193

　宮古島市では、市内で自主的かつ積極的に男　宮古島市では、市内で自主的かつ積極的に男
女共同参画社会の実現に向けた活動を行う団体女共同参画社会の実現に向けた活動を行う団体
または個人に対してまたは個人に対して
補助金を交付しています。
　補助金の交付対象　補助金の交付対象
になるのは、男女共同になるのは、男女共同
参画に関する研修会等参画に関する研修会等
への参加事業で、補助金
の交付を受けるためには
事前申請が必要です。事前申請が必要です。
　詳しくは、下記まで　詳しくは、下記まで
お問い合わせください。お問い合わせください。
問  働く女性の家（ゆいみなぁ）　☎ 73-5245

エコの島コンテスト開催します！首里城火災復興募金箱の
  設置について

　この度、令和元年 10月 31日に発生した首里　この度、令和元年 10月 31日に発生した首里
城火災につきまして、沖縄県民の心の拠り所で城火災につきまして、沖縄県民の心の拠り所で
あり、貴重な文化遺産である首里城の早期復興あり、貴重な文化遺産である首里城の早期復興
に、宮古島市としても支援を行うべく、広く市に、宮古島市としても支援を行うべく、広く市
民へのご協力を募るため募金箱を設置します。民へのご協力を募るため募金箱を設置します。
【設置機関】【設置機関】2月29日（土）まで
【設置場所】【設置場所】平良庁舎・城辺庁舎・上野庁舎・平良庁舎・城辺庁舎・上野庁舎・
　　　　　    下地庁舎・伊良部庁舎　　　　　    下地庁舎・伊良部庁舎
※集めた募金については、『宮古島市民一同』と※集めた募金については、『宮古島市民一同』と
いう形で、首里城復興支援窓口の沖縄県土木総いう形で、首里城復興支援窓口の沖縄県土木総
務課へ送金します。務課へ送金します。

問  生涯学習
　   振興課
　   文化財係
☎ 77-4946
（内線 84274）

　エコの島コンテストは、エコアイランドに関　エコの島コンテストは、エコアイランドに関
連した市民や団体の「プレゼンコンテスト」や、連した市民や団体の「プレゼンコンテスト」や、
飲食ブース「エコマルシェ」、体験型のコンテン飲食ブース「エコマルシェ」、体験型のコンテン
ツやフリーマーケットなど盛りだくさんです。ツやフリーマーケットなど盛りだくさんです。
　島の未来について気づきや学びはもちろん、　島の未来について気づきや学びはもちろん、
楽しめるイベントですのでぜひご来場ください。楽しめるイベントですのでぜひご来場ください。
※駐車場が限られていますので、公共交通機関※駐車場が限られていますので、公共交通機関
や乗り合わせでのご来場をよろしくお願いいたや乗り合わせでのご来場をよろしくお願いいた
します。します。
【日時】【日時】2月2日（日）10時～ 16時
【場所】【場所】下地農村環境改善センター、下地公民館下地農村環境改善センター、下地公民館

問  エコアイランド
　   推進課
      ☎ 73-0950

補助金を交付しています。補助金を交付しています。


