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相談コーナー相談コーナー
 1 月の国民健康保険税 夜間納付窓口開設日時
・1月7日 (木 )、21日 (木 )17 時 15分～ 19時
・場所：新庁舎 1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 19日 (火 ) 13 時半～ 16時
          　　       　　　　場所：新庁舎 1階 地域振興課
・1月 20日 (水 ) 14 時～ 16時
          　　       　　　　場所：前里添多目的施設
・1月26日 (火 ) 14 時～ 16時
          　　     　  　　　場所：城辺庁舎２階会議室
・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：新庁舎 1階 児童家庭課   ☎ 73-1966
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：1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：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

納税のお知らせ納税のお知らせ
納期限納期限：：22月月11日日 (( 月月 ))

・市県民税【普通徴収】4期
 ▶納税課 収納管理係 ☎ 72-3751( 代 )

・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 介護保険料係 ☎ 73-1964
・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

-MIYAKOJIMA CITY INFORMATION-

■■航空運賃の還付請求ができる方航空運賃の還付請求ができる方
沖縄県離島住民割引運賃カードをお持ちの方沖縄県離島住民割引運賃カードをお持ちの方
①小児 (搭乗日時点で 11歳以下 )①小児 (搭乗日時点で 11歳以下 )
②障がい者手帳 (身体・精神・療育 )を②障がい者手帳 (身体・精神・療育 )を
　お持ちの方及びその付添い 1名　お持ちの方及びその付添い 1名
※先特割、特割等の運賃は還付対象外です。※先特割、特割等の運賃は還付対象外です。

■請求に必要なもの■請求に必要なもの
　①搭乗券またはご搭乗案内の原本　①搭乗券またはご搭乗案内の原本
　　　　(紛失した場合は、搭乗者名及び搭乗種別、(紛失した場合は、搭乗者名及び搭乗種別、
　　　　搭乗日明記の領収書+搭乗証明書、eチケ搭乗日明記の領収書+搭乗証明書、eチケ
　　ットお客様控え+搭乗証明書でも可 )　　ットお客様控え+搭乗証明書でも可 )
　②離島住民割引運賃カード　②離島住民割引運賃カード
　　(搭乗券購入時及び搭乗日に有効期限が　　(搭乗券購入時及び搭乗日に有効期限が
　　切れていないこと )　　切れていないこと )
　③還付金を振り込む口座の通帳　③還付金を振り込む口座の通帳
　④請求者本人の確認書類 (免許証等 )　④請求者本人の確認書類 (免許証等 )
　⑤障がい者手帳　⑤障がい者手帳
　⑥印鑑 (シャチハタ不可 )　⑥印鑑 (シャチハタ不可 )

対象路線
航空運賃及び対象者 (片道 )
離島割引運賃

小児運賃 障がい者割引運賃小児 障がい者

宮古-那覇 1,850 円 1,200 円 3,600 円 4,650 円

宮古-石垣 1,200 円 750円 2,400 円 3,100 円

【還付対象の航空運賃種別と還付金額】【還付対象の航空運賃種別と還付金額】

■対象期間■対象期間
R2 年 4月 1日～ R3 年 3月 31日までの搭乗分R2 年 4月 1日～ R3 年 3月 31日までの搭乗分
■請求期限■請求期限 R3年R3年４４月2日 (金 )16時まで
※期限日前は窓口が大変混み合いますので、※期限日前は窓口が大変混み合いますので、
　搭乗後その都度申請することをお勧めします。　搭乗後その都度申請することをお勧めします。

問  市民課 ☎ 72-3751( 代 )

小児・障がい小児・障がいのある方はのある方は
航空運賃航空運賃
の還付請求ができます！の還付請求ができます！

(宮古-那覇、宮古-石垣間)

沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業

犬・猫の去勢・避妊手術支援
事業を延長します

■■必要条件必要条件
犬：犬の登録、狂犬病予防接種済みであること犬：犬の登録、狂犬病予防接種済みであること
猫：飼い主の住民票抄本を添付すること猫：飼い主の住民票抄本を添付すること

■■動物病院動物病院
赤嶺獣医科医院　　　　☎ 72-7976赤嶺獣医科医院　　　　☎ 72-7976
麻布十番犬猫クリニック　☎ 79-8612麻布十番犬猫クリニック　☎ 79-8612
ちばな動物病院　　　　　☎ 73-8853ちばな動物病院　　　　　☎ 73-8853
宮里動物病院　　　　　　☎ 73-6130宮里動物病院　　　　　　☎ 73-6130

問  環境衛生課　☎ 75-5121

去勢 避妊
犬 5,000 円 10,000 円
猫 2,500 円 5,000 円

※手術費用から助成金額を引いた額を病院に支払う※手術費用から助成金額を引いた額を病院に支払う

■各手術の助成金額 (1頭あたり )■各手術の助成金額 (1頭あたり )

■助成延長期間■助成延長期間
33月31日 (水 ) まで※予算額に達し次第終了

　遺棄・虐待した場合
　１年以下の懲役または 100万円以下の罰金　１年以下の懲役または 100万円以下の罰金
　殺傷した場合　殺傷した場合
5 年以下の懲役または 500万円以下の罰金5年以下の懲役または 500万円以下の罰金

　遺棄・虐待した場合　遺棄・虐待した場合
犬や猫などを捨てたり虐待することは犯罪です犬や猫などを捨てたり虐待することは犯罪です

クリーンセンターへ家庭ごみの
自己搬入はできません

問  環境衛生課　☎ 75-5339

家庭ごみは、指定日に家の前に出してください。家庭ごみは、指定日に家の前に出してください。
※ただし、引っ越しなどに伴う※ただし、引っ越しなどに伴う多量 (4個以上 )  多量 (4個以上 )  
の粗大ごみの粗大ごみ、または、または重い (総重量100kg 以上 )重い (総重量100kg 以上 )
粗大ごみ粗大ごみは、環境衛生課までご連絡ください。

(平日 8:30-12:00/13:00-17:00)( 平日 8:30-12:00/13:00-17:00)

⚠家庭ごみは自己搬入できません

今年の市町村申告受付は
各庁舎で行います

今年の市町村申告の受付は各庁舎で実施します。
　詳しい日程は、本誌来月号（2月号）を
　御覧ください。
※昨年市町村申告をした方等には、
　1月下旬に申告書と日程表を送付します。
問  税務課 市民税係　☎ 72-3751( 代 )

産後ケア事業のお知らせ

■利用できる方■利用できる方
　宮古島市に住所がある産後４ヶ月未満のお母　宮古島市に住所がある産後４ヶ月未満のお母
　さんで、育児に不安や疲れを感じており、感　さんで、育児に不安や疲れを感じており、感
　染症の症状や医療行為の必要がない方等　染症の症状や医療行為の必要がない方等

■事業の内容■事業の内容
　市と契約した施設での宿泊や通所において、　市と契約した施設での宿泊や通所において、
　お母さんの休息、助産師等による授乳や育児　お母さんの休息、助産師等による授乳や育児
　に関する相談やアドバイス等を行います。　に関する相談やアドバイス等を行います。
　(利用には料金がかかります )　( 利用には料金がかかります )
●利用する場合は、事前申請が必要です。

まずはご相談から…
問  健康増進課 ☎ 73-1978 ／ 73-4572

シニアのための
お仕事紹介フェア２０２１

■対象　市内在住の 55歳以上の方■対象　市内在住の 55歳以上の方
■日時　■日時　1月29日 (金 ) 午後 2時～ 4時
　　　　（開場 : 午後 1時半）
■場所　宮古島市平良老人福祉センター
　　　　(旧宮古島市中央公民館大ホール )
　　　　共催：ハローワーク宮古
※ご来場の際はマスクの着用をお願いします。
問  宮古島市生涯現役促進協議会　☎ 79-5152

参加費無料参加費無料
お仕事紹介フェア２０２１

自分らしい働き方を探してみませんか？自分らしい働き方を探してみませんか？

発達障害啓発講演会 参加費無料参加費無料

■対象　■対象　地域住民、企業関係者、発達障害 (疑い地域住民、企業関係者、発達障害 (疑い
　　　　含む )を持つ方やそのご家族、支援者　　　　含む )を持つ方やそのご家族、支援者
■日時　■日時　1月31日 (日 ) 午後 2時～ 4時
　　　　（受付 : 午後 1時半～）
■場所　未来創造センター 多目的ホール
■申込　HP、電話または FAX(1/26まで )
※詳細はHPまたは下記までお問合せください。

～発達障害のある人が安心して暮らせる社会を目指して～

問  沖縄県宮古福祉事務所
　  ☎ 72-3771/FAX:73-2131

は、環境衛生課までご連絡ください。は、環境衛生課までご連絡ください。

今年の市町村申告受付は

※詳細はHPまたは下記までお問合せください。

市では、出産後のお母さんが市では、出産後のお母さんが
安心して子育てができるよう安心して子育てができるよう
に、心身のケアや育児サポーに、心身のケアや育児サポー
ト等を行い、ト等を行い、
産後の生活を支援する産後の生活を支援する
「産後ケア事業」「産後ケア事業」を行っています。を行っています。

見つけたら見つけたら
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