
納税のお知らせ納税のお知らせ
納期限：納期限：77月月3131日日 (( 金金 ))

・固定資産税 2 期
 ▶税務課 収納管理係 ☎ 72-3751( 内 141～ 143)
・介護保険料普通徴収 1期
 ▶高齢者支援課 介護保険料係 ☎ 73-1964( 内 251)
・国民健康保険税 1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 1期
 ▶国民健康保険課 後期高齢者医療係
　　　　　　　　☎ 73-1973( 内 210・281・211)
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 農業委員・農地利用最適化推進
 委員候補者を募集します

クリーンセンタープラザ棟に
 遊びに来ませんか？

問  農業委員会
　   ☎ 76-3236

■任期■任期
令和２年10月16日~令和5年10月15日(3年間)
■選出人数
農業委員 17名 /農地利用最適化推進委員 21名
■募集期間
令和2年6月29日 (月 ) ～7月27日 (月 ) まで
 ( 土日・祝祭日を除く )
■申込・受付
　農業委員会 (宮古島市役所上野庁舎 2階 )
【資格要件】
　宮古島市に住所を有しており市税納付等の
　公的義務を果たしている者等。
　※詳細は、募集要項をご覧ください。
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相談コーナー相談コーナー

7月の国民健康保険税
「夜間」納付（相談）窓口開設日時
・7月9日 (木 )、22日 (水 )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
・7月21日 (火 ) 13 時半～ 16時
          　　     　　　　 場所：平良庁舎 1階会議室
・7月16日 (木 ) 14 時～ 16時
          　　     　　　　 場所：上野庁舎 1階会議室
・7月15日 (水 ) 14 時～ 16時
         　　    　　　　  場所：前里添多目的施設 (佐良浜 )
・お問合せ：地域振興課　☎ 73-4905
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：地域振興課　☎ 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：７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：地域振興課 生活安全係       ☎ 73-・お問合せ：地域振興課 生活安全係       ☎ 73-4905

　【譲り受け】

服や生活雑貨、家具など必要なものがあれば
探しに来てください。
＊最初の来館時に利用者
　登録が必要です。
＊服や生活雑貨は１回の
　来館につき１人３点まで。
　家具等は入札により月に１回抽選。

 令和２年　緑の募金協力のお礼

  今後は、ゴミ問題やリサイクル、生物多様性
など、環境について考える施設として講座やイ
ベントを開催していきます。みなさんの
アイデアをお待ちしています。
 まずは一度遊びに来てください。

　クリーンセンタープラザ棟では、リユース(再
利用 )事業としてご家庭で不要になったものを
引き取り、必要な方にお譲りしています。

　【持ち込み】

家庭で出た不用品を、次に使う方が
気持ちよく使える状態でお持ちください。
　×引取できないもの×
汚れがひどいもの、破損しているもの、部品
が足りないもの、本・雑誌・CD・電化製品

問  環境衛生課 クリーンセンタープラザ棟
　  ☎ 79-7810    休館日【月曜・祝祭日】

 まずは一度遊びに来てください。

ゴミはきちんとゴミはきちんと
　　　　分別しよう☆　　　　分別しよう☆

引き取り、必要な方にお譲りしています。

家庭で出た不用品を、次に使う方が

第 10回夏休み子どもエコツアー

■内容　バスに乗ってエコ施設をめぐります
■日時　令和 2年8月21日 (金 )
　　　　13時集合、17時解散
■対象　小中学生
　　　　(保護者同伴可 )
　　　　定員 20名
　　　　参加費無料
■募集期間　令和 2年8月20日 (木 ) まで
■申請方法　FAX、メールにて受付
　 F A X  :0980-73-1081
　メール：ts.ecotown@city.miyakojima.lg.jp
※申込書は市役所ホームページよりダウンロー
ド、またはエコアイランド推進課にて配布

問  エコアイランド推進課　☎ 73-0950
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＊詳しくは市役所ホームページをご覧ください＊

 【コロナ特例】国民年金保険料 
の免除申請が可能になりました

窓  

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が
減少している方は、簡易な所得見込額の手続きに
より、国民年金保険料の免除申請が可能です。

問 平良年金事務所国民年金課
　　☎ 72-3650  ( プッシュボタン② -②）
　 市役所市民課年金係　
　　☎ 72-3751  ( 内線 155、156)

■申請対象
　令和２年２月分以降の
    国民年金保険料
■申請書配布
・平良年金事務所、
　宮古島市役所市民課年金窓口にて配布
・日本年金機構ホームページからダウンロード
■受付期間　随時受付
■申請方法
　平良年金事務所国民年金課または
　市役所市民課年金係宛に申請書を郵送

　この度は「緑の募金」への心温まるご協力
ありがとうございました。集まりました募金
は、身近な緑づくりに活用するほか、貴重な
水資源を確保するための森
林整備等の緑の環境を守り
育てるために活用させて
いただきます。

問  みどり推進課  ☎ 72-9784

【集まった金額】198 万 5276円

 後期高齢者の被保険者証の
 切り替えのお知らせ

後期高齢者の被保険者証は
　　　　8月 1日が切り替えです。

　新しい被保険者証は、7月中に郵送 ( 簡易
書留 )されますので、被保険者証が届いたら、
住所・氏名等を確認してください。ただし、
保険料に納め忘れがある方は、市役所窓口で
保険料納付後に交付となります。

※現在お持ちの被保険者証は、7月 31 日ま
での有効期限となっていますので、8月から
は新しい被保険者証を医療機関等に提示して
ください。

問  国民健康保険課 後期高齢者医療係
　　 ☎ 72-3751 ( 内線 210・211・281)

問 総務課行政管理係　☎ 72-3751 ( 内線 347)

※その他の地区の行政連絡員については
広報誌 6月号をご覧ください。

西 原 仲 間　 忠【平良地区】

行政連絡員を紹介します (変更 )

窓  


