
お し ら せ

特定健診
【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（歯周病検診）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

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

国民年金加入中の
妊婦さんへ

在、国民年金へ加入して
いる妊娠中の方は、産前産後
の免除制度を利用すること
で年金を納付したものとみ
なされます。
　詳しくは年金機構のホームページをご
確認ください。
▶対象：妊娠中または出産された国民年金
第1号被保険者
　※妊娠85日以上の出産、死産、流産、早
　　産を含む。
▶免除できる期間：出産日が属する月の前
月から4ヶ月間
　※双子以上なら6ヶ月間。
▶必要書類：親子（母子）健康手帳
　※出産後の手続きの場合は書類不要。
▶申込み：出産予定日の6ヶ月前から出産
後まで届出可能です。必要書類を持参の
上、国保年金課までお越し下さい。

現

・沖縄県健康づくり財団
・沖縄第一病院
・南部徳洲会病院 
・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

　3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。
■ 国民健康保険税（第9期）
■ 後期高齢者医療保険料（第8期）
■ 介護保険料（第8期）
■ 固定資産税（第4期）

　3月31日（水）納期限は次のとおりで
す。納期限内に納付して下さい。
■ 国民健康保険税（第10期）
■ 後期高齢者医療保険料（第9期）
■ 介護保険料（第9期）

納期限にご注意

▶場所：指定歯科医療機関8カ所

▶場所：指定医療機関7カ所

簡易裁判所で
民事トラブルを解決

易裁判所では、日常生活
の中でおきるトラブルにつ
いて被害や損害がわずかな
場合に、訴訟などの手続きが
行える場所です。通常訴訟手続・少額訴訟
手続・民事調停手続・支払督促手続など４
つの手続が可能です。詳しくは簡易裁判
所ホームページをご確認ください。

簡

（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。

【問】 国保年金課　☎889-1798

乳幼児健診・相談会
【問】 国保年金課　健康づくり班（ちむぐくる館）　☎889-7381

（令和2年4月13日～5月23日生
　　　　　 令和2年9月7日～10月3日生）
【日程】3月13日（土）
【受付時間】8時40分～10時30分

▶乳児一般健診

（平成31年4月6日～4月23日生）
【日程】3月11日（木）
【受付時間】13時～14時30分
（平成31年4月24日～5月23日生）
【日程】3月25日（木）
【受付時間】13時～14時30分

▶1歳6ヵ月児健診

（平成30年4月16日～5月17日生）
【日程】3月4日（木）
【受付時間】13時～14時30分

▶2歳児健診

（平成29年6月15日～7月3日生）
【日程】3月18日（木）
【受付時間】13時～14時30分

▶3歳児健診

（令和2年8月1日～8月31日生）
【日程】3月3日（水）
【受付時間】13時～14時20分

▶7ヵ月児相談

下日程で健診・相談会
を行います。対象者へは個
別通知をお送りしていま
す。以前通知を受け、以下日
程での受診をご希望の方は電話予約をお
願いします。詳しくは町ホームページをご
確認ください。

以

育英資金貸与生募集

風原町育英会では、大学や専門学校に
進学する方への貸付を行っております。詳
しくは南風原町  育英会へお問い合わせ
ください。
▶対象：
❶南風原町に住所または本籍を有する者
　の子ども
❷学校基本法に定める大学、短大、大学院
　などに在学する方
　※専門学校や国外校、留学が対象になる
　　場合もあります。
❸奨学金の貸与を受けていない方
❹貸与した育英資金の返済を確実に行え
　る方
▶貸与金額（月額）：
県外、国外の大学に在学する方／4万円
県内の大学に在学する方／3万円
▶申込み：3月1日（月）～4月20日（火）

南
【問】 南風原町  育英会　☎889-2620

頑張る学生の
進学応援奨学金

般財団法人南部振興会育英事業では、
南部市町村の優秀な学生に対して奨学金を
無利息にて貸与しております。詳しくは南
風原町育英会までお問い合わせください。
▶貸与金額（月額）：
県外／5万円　県内／4万円
▶申込み：4月16日（金）までに南風原町育
英会へ書類を提出

一
【問】 南風原町  育英会　☎889-2620

自衛官募集

衛隊沖縄地方協力本部では毎年、自衛
官候補生や自衛官の募集を行っておりま
す。詳しくは協力本部までお問い合わせ下
さい。

自
【問】 自衛隊沖縄地方協力本部　☎866-5457

【問】 総務課　☎889-4415

国家公務員採用試験

021年度国家公務員採用試験の受付が
始まります。詳しくは人事院沖縄事務所ま
でお問い合わせ下さい。

2

報誌で会社やお店のPRをしませんか。
「広報はえばる」は南風原町内 全世帯や商
業施設に配布、設置されている、町民に広
く親しまれた広告媒体です。

広

【問】 人事院沖縄事務所  調整課　☎834-8400

交通災害共済に
加入しませんか

通災害共済とは、加入者が交通事故で
負傷し治療を受けた場合、または死亡の場
合に見舞金が支給される制度です。
▶料金：1人500円
▶共済期間：令和3年4月1日（木）～令和4
年3月31日（木）
▶申込み：総務課にて随時受付
※令和3年3月までは各自治会での申込み
　もできます。

交
【問】 総務課　☎889-4415

緑の募金

の募金は、自治会や学校、イベント会
場の緑化等に活用されています。今年も緑
の募金へのご理解、ご協力を宜しくお願い
します。
▶振込先：
金融機関名　沖縄県農協
店　　　名　南風原支店
種　　　類　普通
口 座 番 号　０４９７７０１
名　　　義　南風原町緑化支部長
　　　　　　　　　　（ハエバルチョウリョクカシブチョウ）
住　　　所　南風原町字兼城６８６番地
▶期間：4月30日（金）まで
※昨年は1,578,642円の募金が集まりま
した。ありがとうございました。
※役場産業振興課でも募金を受け付けて
おります。

緑

【問】 産業振興課  農政班　☎889-4163

広報はえばる
有料広告募集

▲

掲載位置：おしらせ（本号2・3・６・7・
14・15ページが該当）のページ下段

▲

申込み：申込書に広告の原稿を添えて窓
口で申込み。

▲

掲載の決定：申込書の提出後、内容審査
のうえ広告掲載の可否を決定します。
※詳しくは総務課までお問い合わせ下さい。
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