
お し ら せ

特定健診（残り2ヶ月です）

【問】 国保年金課 健康づくり班（ちむぐくる館）
　　☎889-7381

診を受けることで、病気の早期発見や
生活習慣病の予防に繋がります。40歳～
74歳の受診者（国保加入者に限る）にはT
ポイント300ポイントをプレゼント中で
す。この機会に是非、受診ください。詳しく
は町ホームページをご確認ください。

▶日時：3月31日（水）まで
▶場所：県内370カ所の医療機関で受診可能
▶対象：40歳～74歳の方（南風原町国民健
康保険加入者に限る）
▶料金：無料
▶申込み：受診を希望する医療機関へ直接
電話予約
▶必要書類：保険証

健

「募集」「イベント」「お知らせ」など暮らしに役立つ情報をお届けします。
南風原町役場　☎098-889-4415（代表）　〒901-1195 南風原町字兼城686

歯周病検診
【問】 国保年金課 健康づくり班（ちむぐくる館）
　　☎889-7381

定歯科医療機関でお口
のチェック（歯周病健診）が
できます。詳しくは町ホーム
ページをご確認ください。

▶日時：3月31日（水）まで

▶対象：下記表の生年月日に該当する方
・40歳（昭和55年4月1日～昭和56年3月31日）
・50歳（昭和45年4月1日～昭和46年3月31日）
・60歳（昭和35年4月1日～昭和36年3月31日）
・70歳（昭和25年4月1日～昭和26年3月31日）
▶料金：1,000円（生活保護受給者は無料）
▶定員：100名
▶申込み：ちむぐくる館にて「南風原町歯
周病検診受診券」を受け取り後、指定医療
機関へ直接電話予約
▶必要書類：身分証明書、印鑑（生活保護受
給者の方は被保護証明書も必要）

指

納税通知書封筒の
有料広告掲載募集

【問】 税務課　☎889-4413

さんの会社やお店のPR
をしませんか。令和3年度に
発送する納税通知書の封筒
に広告を掲載していただけ
る事業所を募集しています。詳しくは町
ホームページをご確認ください。

▶掲載料：1枠（縦6㎝×横8㎝）発送予定数
×希望価格（最低価格は1円～）
2枠（縦6㎝×横8㎝）発送予定件数×希望
価格（最低価格は2円～）
※町が提示する最低価格以上の見積額で
お申込みください

▶封筒の概要
❶固定資産税（発送予定数：10,500通）（発
送予定時期：令和3年4月初旬）
❷軽自動車税（発送予定数：15,000通）（発
送予定時期：令和3年4月下旬）
❸町・県民税（発送予定数：10,000通）（発
送予定時期：令和3年6月初旬）

▶掲載位置：封筒裏面

▶定員：❶～❸各2業者まで

▶申込み：2月12日（金）までに申請書に広
告原稿を添えて税務課窓口へ提出

▶掲載の決定：申込書の提出後、内容を審
査して広告掲載の可否を決定します

皆

手話・筆談での
会話をお手伝い

【問】 保健福祉課　障がい者福祉班
　　☎889-4416

こえづらさを持つ方との意思疎通に
支援が必要な場合、手話通訳者または要約
筆記者（筆談での会話）を派遣します。

▶対象：町内在住の聞こえづらさを持つ方
▶料金：無料
▶申込み：希望日の7日前までに障がい者
福祉班へ依頼書を提出

聞

鳥類や山羊を飼育
されている方へ

【問】 産業振興課　☎889-4163

州地方にて鳥インフルエンザの発生
が増加しています。防疫上の観点から、町
内で飼育されている鳥類や山羊（採卵用
や肉用）等を把握する必要がありますの
で、種類・頭数・飼育場所の報告をお願い
します。

九

がん検診
定医療機関7カ所で特定健診と同時に

受診が可能です。

▶対象：40歳～74歳の方（南風原町国民健
康保険加入者に限る）
▶料金：医療機関で異なるため直接ご確認
ください
▶申込み：受診を希望する医療機関へ直接
電話予約
▶必要書類：保険証、がん受診券（ちむぐく
る館へ電話または来所受け取り）

指

就学援助制度
（経済的にお困りの方へ）

【問】 学校教育課　☎889-6181【問】 生涯学習文化課　☎889-0568

風原町では小・中学校に
通うお子さんが安心して修
学できるよう、経済的にお困
りのご家庭に学用品費・給食
費などの費用一部を援助する制度（就学援
助制度）を設けております。以下❶～❹に
該当する方は対象となりますので、ご相談
ください。
❶生活保護受給中の方
❷令和2年4月1日以降に生活保護停止ま
　たは廃止となった方
❸市町村民税が非課税の方
❹児童扶養手当を受給中の方
❺世帯の収入が、町が忌諱する基準額未満の方
▶申込み：申請書を記入のうえ学校教育課
窓口に提出
※申請書は窓口受け取りまたは町ホーム
ページよりダウンロードしてください
※新入学生（新小1・中１）を対象の前倒し
支給を希望の方は2月26日（金）までに申
込みください。

南

がんのこと
相談しませんか

【問】 沖縄県地域統括相談支援センター
　　☎942-3407

縄県地域統括相談支援センターでは、
がん経験のある相談員が「がんに関する
不安や心配事などの不安軽減の手助けを
する」相談支援を行っております。

沖

はえるん商品券
3月6日（土）まで延長

【問】 町商工会　☎888-4477
       産業振興課　☎889-4430

風原町プレミアム付商品券「はえるん
商品券（第２弾）」の利用期限を県の緊急事
態宣言の影響を考慮し3月6日（土）まで使
用期間を延長します。

南

【問】 那覇市・南風原町環境施設組合　☎882-6701

クリーンセンターで
働きませんか

覇市・南風原町環境施設組合では、令和3
年度 会計年度任用職員を募集しています。
▶申込み：2月26日（金）までに申込書を那
覇市・南風原町環境施設組合へ郵送または
窓口に直接提出

那

・沖縄県健康づくり財団
・沖縄第一病院
・南部徳州会病院 
・与那原中央病院
・とよみ生協病院
・豊見城中央病院付属健康管理センター
・那覇市立病院健診センター

☎889-6474
☎888-1151
☎998-0309
☎945-8101
☎850-9003
☎852-2000

☎0120-784-155

・みなみ歯科医院
・よなみね歯科クリニック
・一日橋むらた歯科医院
・高橋歯科医院
・まじきな歯科クリニック
・みのる歯科
・けん歯科クリニック
・メディカルプラザ歯科

☎888-1482
☎800-7005
☎889-6480
☎889-5655
☎996-1506
☎888-5489
☎889-0011
☎888-6480

公民館まつり延期

年2月に開催しております「生涯学
習・公民館まつり」は、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止の観点から延期する
ことを決定いたしました。次回の開催は
「令和４年２月頃」を予定しております。

毎

haebaru

NEWS
イベント

【問】 沖縄県キャリアセンター　☎866-5465

職業訓練生の募集
【問】 浦添職業能力開発校　☎879-2560

縄県立浦添職業能力開発校では令和３
年度 職業訓練生を募集します。詳しくは浦
添職業能力開発校へお問い合わせください。
▶申込み：2月1日（月）～2月26日（金）まで

沖

就職支援いたします

縄県キャリアセンターは、15歳から
40代前半の方の就職を支援している沖
縄県の関係機関です。メニューは全て無
料でご相談いただけます。
▶メニュー：就職相談、応募書類の添削、面
接練習、セミナー、仕事に関する相談など

沖
確定申告の自動入力が
始まります

税庁ホームページの確
定申告書等作成コーナーで
は、画面の案内に従って金額
等を入力することで、税額な
どが自動的に計算れ、計算誤りのない申
告書の作成ができます。マイナポータル
と連携すると、控除証明書情報を一括反
映させることも可能です。今年は自宅で
確定申告を。詳しくは国税庁ホームペー
ジをご確認ください。

国

　2月1日（月）納期限は次のとおり
です。納期限内に納付して下さい。

納期限にご注意

■国民健康保険税（第8期）
■介護保険料（第7期）
■町・県民税（第4期）

▶場所：指定歯科医療機関8カ所

▶場所：指定医療機関7カ所
【問】 総 務 課  ☎889-4415
       学校教育課  ☎889-6181

南風原町で
一緒に働きませんか

風原町で一緒に働く仲
間を募集しています。詳し
くは町ホームページをご確
認ください。
▶総務課募集（38種あり）
一般事務:131,961円／月給
保育士:195,500円／月給
▶学校教育課募集（16種あり）
幼稚園教諭（担任）:195,500円／月給
預かり保育（副担任）:176,580円／月給

南

【問】 住民環境課　☎889-1797

犬を飼っている方へ

後91日以上の犬へ毎年
1回の狂犬病予防注射を受
けさせること・登録は「飼い
主の義務」です。去年はコロ
ナの影響により、狂犬病予防集合注射が
中止となったため、まだ愛犬へ予防注射
を行っていない場合は、すみやかに接種
をお願いします。

生

（音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。）
平日：9時30分～20時00分／土日祝：9時30分～17時30分

マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
お問い合わせ

キャッシュレス
決済サービスで
使えるポイントが

いますぐマイナポイントの申し込みを！

5,0005,0005,0005,000 円分

マイナンバーカードマイナンバーカード
をお持ちの方へ

25％
付与率25％
付与率

詳細はこちら
マイナポイント

役場3階 企画財政課や全国の手続きスポットにて申し込みの支援を行なっています。
支援についてのお問い合わせは☎889-3792（企画財政課 マイナポイント支援担当）

マイナンバー

上  

限 もらえます！

特定健診・がん検診の情報
は右記のQRコードからで
も確認でします。

子どもの居場所
委託実施団体の募集

【問】 こども課　☎889-7028

国に比べて深刻な沖縄
の子どもに関する状況は全
国に比べて深刻となってい
ます。この状況に対応するた
め、町の実情を踏まえた事業を実施する団
体を公募します。詳しくは町ホームページ
をご確認ください。
▶委託対象期間：契約締結の日～令和4年
3月31日（木）
❶拠点型子どもの居場所運営事業（不登校
や引きこもりなど専門的な支援を要する
子どもに対して、居場所や食事、生活支援
やキャリア形成支援などの専門的な支援、
登校や進学など自立に向けた総合的な支
援を行う。）
❷若年妊産婦の居場所運営事業（若年妊産
婦の居場所を確保、町と連携して若年妊産
婦への総合的な支援を行う。）
▶対象団体：町内を活動拠点とするもの
▶申込み：２月上旬から
▶選定方法：申込書の提出後、書類審査し
面接のうえ決定します。

全
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