
7 2016. Augast Haebaru Town

沖縄県知事免許（5）2898 号

大盛不動産
電話（098）889-6677　FAX （098）889-6688

携帯 090-1942-8450
沖縄県南風原町字津嘉山1498番地

宅地・建物・取引
店舗・アパート・斡旋管理

広報はえばる　平成 28年 8月１日　No.459

公安委員会指定

女性の主張大会女性の主張大会
　南風原町女性会より２名の方の出場が決定していま
す。皆様の応援を宜しくお願い致します。
　なお、出場者をまだ募集しておりますので、ご応募
をお待ちしています。 

　失業者対策と人手不足解消を目的として、仕事をお
探しの町民と人手不足に悩む農家や企業がお互いに雇
用情報の提供を行う無料職業紹介所『南風原町雇用サ
ポートセンター』を開設しました。
　町民、事業者の方は登録無料となっておりますので、
ぜひご活用ください。

【お問い合わせ】　
南風原町女性会事務局
南風原町喜屋武２３６番地（中央公民館２Ｆ）
ＴＥＬ・ＦＡＸ　８８９-８５５３

【お問い合わせ】　
南風原町無料職業紹介所（雇用サポートセンター）　※産業振興課内
☎889-4430　FAX889-7657
※南風原町のホームページから雇用サポートセンターのページへアクセスできます。

日時：８月２７日（土）　１４：００～
場所：八重瀬町南部総合福祉センター

無料職業紹介所
「南風原町雇用サポートセンター」

を活用ください

南部
地区

　町内４郵便局から町教育委員会へ暑中見舞いはがき（かもめ～る）約７千枚約の寄贈があり、７月 12 日に贈呈式が行われま
した。この企画は、子供の「活字離れ」、「手紙離れ」が懸念される中、子どもたちに葉書を書く楽しさや、もらったときの嬉しさ
を実感してもらいたいと町内外49の事業者が協賛し実現しました。寄贈された葉書は、町内の児童生徒に配布し活用されました。

1 イエローハット南風原店
2 沖縄タイムス津嘉山販売店
3 沖縄タイムス
　　津嘉山公民館販売店
4 ローソン南風原津嘉山店
5 よなみね歯科クリニック
6 OKバイクロジー商会
7 ㈱金城組
8 ㈲ドリーム印刷
9 ㈲だいにちシール
10 嬉野が丘サマリア人病院
11 共立クリーニング（与那原店）
12 ㈲たけ事務

13 ㈲アカミネ
14 金宮黒糖加工所
15 ㈱拓琉金属
16 （一社）南風原町観光協会
17 ㈲環境クリーン開発
18 シキナ解体
19 ㈱アサヒプラント
20 ㈲拓商
21 ㈲高江洲ステンレスエ業
22 ㈲知念木工
23 レストラン 居酒屋 てぃーら
24 たけのこ学童クラブ
25 イエローストーン

26 ㈱うるま印刷
27 北大地南風原店
28 （資）久保田電設工業
29 津嘉山自動車学校
30 タイヤ道サービス
31 ㈱日政石油
32 アーチ学習塾
33 松風苑
34 テクノメタルエ業㈱
35 はえばる歯科医院
36 琉球新報津嘉山販売店
37 沖縄ナブコ㈱
38 松田建設

39 ㈲川満建装
40 きちんと南風原山川店
41 ㈱総合資材
42 カフェるぽ
43 ㈲国際旅行社
　　　南部観光センター
44 ㈱丸大
45 赤嶺企画設計室
46 南風原郵便局
47 津嘉山郵便局
48 宮平郵便局
49 南風原中郵便局

協賛事業者一覧(順不同)

かもめ～るを寄贈する協賛企業の皆さんと関係者ら
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児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届を忘れずに！児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届を忘れずに！
　受給資格者は毎年必要な書類を添えて「現況届」を提出しなければなりません。この届出を怠ると
手当の支給が差し止められることもありますので、ご注意ください。 なお、受給者には文書で通知します。
※児童扶養手当の現況届と一緒に、母子及び父子家庭等医療費助成の現況届も行います。

受付期間

受付場所 南風原町役場　1 階　こども課

○児童扶養手当とは
　離婚等により父または母と生計を共にできない児童を
養育する方や、父または母が一定程度の障害の状態に
ある児童を養育する方に対する手当です。

・町外の認可外保育施設に通う児童に対して保護者の経済的負担を減らすために、保育料の一部を助成しております。

南風原町に住んでおり、町外の認可外保育施設に通う児童
申請の受付は、半年ごとに行います。（年度中 2回：9月と 3月）

町指定書類をこども課窓口で受け取るか、ホームページからプリントしてください。
平成 28 年 4月～平成 28 年 9月分保育料
9月 1日（木）～9月 15 日 ( 木 ) 締め切り
（※申請期限を過ぎると受付できません。）

月額　1,500 円
※申請後、内容を審査します。

※地域型保育施設（他市町村から認可を受けている施設）・私立幼稚園については申請対象外となります。
※町内の認可外保育施設に通う児童に対して、「運営補助金」や「歯科検診補助金」などを助成しております。

○特別児童扶養手当とは
　身体や精神に一定程度の障害がある 20歳未満の
児童を養育する方に対する手当です。

・児童扶養手当
・母子及び父子家庭医療費助成

8 月 15 日（月）～8 月 26 日（金）

・特別児童扶養手当 8 月 29 日（月）～9 月 2 日（金）

～南風原町外（他市町村）の認可外保育園へ通う児童の保護者の皆さまへ～～南風原町外（他市町村）の認可外保育園へ通う児童の保護者の皆さまへ～

児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届を忘れずに！児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届を忘れずに！

認可外保育施設利用の助成手続き認可外保育施設利用の助成手続き認可外保育施設利用の助成手続き認可外保育施設利用の助成手続き町外町外

【お問い合わせ】  こども課　☎ 889-7028

【お問い合わせ】  こども課　☎ 889-7028

＜対 象 児 童＞

＜申 請 方 法＞

＜提 出 書 類＞

＜申請対象期間＞

＜申 請 期 限＞

＜ 助 成 額 ＞

特定健診を人間ドックに切り替えて
受診することが出来ます

特定健診を受診しましょう！

＊特定健診を人間ドックに切り替えて受診する場合には、健康保険（国保・社保）の
　種類や年齢などによって、個人負担額が異なります。まずは、お気軽にご相談下さい。

一般財団法人沖縄県健康づくり財団

沖縄県健康づくり財団

(旧名称：沖縄県総合保健協会）

受診する際に必要なもの
特定健診
受診券 保険証 がん検診

受診券
特定健診
受診券 保険証 がん検診

受診券 沖縄バス：（39）百名線　（41）つきしろの町線
東陽バス：（30）泡瀬東線　（37）那覇新開線　（38）志喜屋線　（91）城間線（南風原一日橋経由）
車で：那覇空港から南風原町経由与那原向け約 20分

★
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〒901－1192　南風原町字宮平212番地

お問合せ先　098-889-6792


