
 平成 30年度
 無料セミナー参加者募集

納税のお知らせ
納期限：4月1日 ( 月 )

・介護保険料普通徴収随 1期
 ▶高齢者支援課 介護保険料係☎ 72-3751( 内 285)
・後期高齢者医療保険料 9期
 ▶国民健康保険課 後期高齢者医療係
                       ☎ 72-3751(内線 210 ～ 212)

相談コーナー
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)
平成 30年度巡回相談 地域生活支援センターさぽーと
  ・3月16日 (土 )   9時～ 16時
  ・場所：新デイサービスセンターいけむら
 　　      平良字荷川取 266-1
無料人権相談
  ・3月19日 (火 ) 13時半～ 16時
          　　     　　　    場所：平良庁舎 2階会議室
  ・3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：3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

　宮古家畜保健衛生所からの
　お知らせ
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 宮古島市男女共同参画推進事業
 補助金について

 宮古島市空家等対策啓発セミナー
 個別相談会のお知らせ
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◆お問合わせ：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　※土日・祝日はお休みです。

A: 未成年者が保護者の同意を得ないで契約した場合は、契約した未成年者本人と保護
者から、未成年者契約の取り消しを業者に通知することができます。この相談では、
取り消しを通知したことによって、定期購入契約は取り消され、使用した初回の商品
代600円だけの支払いになりました。注文する前には、広告や宣伝文句をうのみにせず、
返品に関する特約表示を読みましょう。相談はお早めに！！

Q: スマートフォンで広告を見て、600円のダイエットサプリメントを注文した。商品が
届き、同封のコンビニ払込書で 600 円を払ったが、再び同じ商品が届き、4,500 円の
請求書が入っていた。業者に電話して問い合わせると、4回の定期購入が条件の契約で、
画面にも表示している、と言われた。定期購入とは知らなかった。どうしよう・・・？

* 消費者相談 Q&A　迷ったら相談しよう！ *

～未成年者のネット通販『一回だけのお試し購入のつもりが定期購入だった・・・』～～未成年者のネット通販『一回だけのお試し購入のつもりが定期購入だった・・・』～

国民健康保険課からのお知らせ

■3月7日 (木 ) 17 時 15分～ 19時
■場所：平良庁舎 2階 国民健康保険課

■お問合わせ：賦課徴収係　☎ 73-1973　

　3月の「夜間」納付 (相談 )
　　　　　　　　　　窓口開設について

広報 3 月号　14

 軽自動車の名義変更・廃車などのお 
 手続きは、3月中にお願いします！

講

講

【対象者】事業主・従事者・創業希望者
○地域連携6次産業化セミナー
地域の底力を応援します！
宮古島ならではの素材を活かした販売・流通戦略
第二期 平成31年3月11日～3月14日(月～木)
　　　　　　　　※締切 3月7日 (木 )17 時まで
講座時間：19 時～ 22時
場所：平良字西里 326 平良第二ビル 2階
※お申込みは、先着順 (定員 10名 ) にて受付い
たします。
FAXでのお申込みは、受講申込み用紙を送信致
しますので、お電話にてお問合せ下さい。
WEBからのお申込みは
　「http://miya-koyou.jp/」へアクセス下さい。
諸事情により日程等が変更となる場合がございま
す。ご了承下さいませ。
【お問合せ・受付場所】宮古島市地域雇用創造協
　　　　　議会 (琉銀ビル 4階 )　☎ 79-5288

厚生労働省委託事業

　家畜の所有者は、毎年、2月 1日時点の家畜
の頭羽数・飼養衛生管理の状況を、農場ごとに都
道府県知事へ報告する義務があります。
　家畜所有者の方は、定期報告書に該当項目を記
入して提出してください。
【対象家畜】牛、水牛、鹿、馬、
めん羊、山羊、豚、いのしし、
鶏、あひる、うずら、きじ、
だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
【報告事項】
①家畜の種類及び頭羽数
②畜舎等の数
③飼養衛生管理基準の遵守状況及びそのための措
　置の実施状況
その他、定期報告書の様式に従って記入してくだ
さい。
【提出先】
宮古島市畜産課・・・随時 (3～ 6月 )
宮古家畜セリ市場・・・3～ 6月のセリ開催日
宮古家畜保健衛生所・・・随時 (3～ 6月 )
【お問合せ】沖縄県宮古家畜保健衛生所　
　　　　　　　　　　　　☎ 72-3321

　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を推進するための活動を
行う団体又は個人に対し、補助金を交付します。
　補助金の交付対象になるのは、男女共同参画
に関する研修会等への参加事業で、補助金の交
付申請は事前申請となっております。
詳しくは、働く女性の家 (ゆいみなぁ）へ
お問い合わせください。 ☎ 73-5245　

　軽自動車税は毎年4月 1日時点の所有者に課税
されます。
・50cc ～ 125cc 原動機付自転車・ミニカー・小
型特殊自動車→税務課市民税係 ☎ 72-3751( 代 ) 
及び各支所
・126cc 以上のバイク→宮古運輸事務所 ( ☎ 050-
5540-2092)　・軽 4輪→軽自動車検査協会 宮古
分室 (☎ 050-3816-3127)　　

■3月10日 (日 )
・セミナー　 14 時～ 15時半
・無料個別相談会 15時半～ 17時 ( 別室 )
　( 希望者限定 10組程度：要予約 )
■場所：JTAドーム宮古島 会議室
■お申込み・お問合わせ：
NPO法人空家・空地管理センター
☎ 0120-336-366(9 時～ 17時 ) 土日祝日可

　宮古島市空家等対策計画に基づき、空家等の
発生抑制に関するセミナーを開催します。

(17歳 高校生 )

広報 

広報みやこじま　有料広告募集 !!

【お問合せ】秘書広報課 広報係 ☎ 72-3750

市内全世帯が目を通す広報誌で、
会社・事業の PRをしませんか？
詳しくは、秘書広報課まで！


