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お近くでも気軽にどうぞ

☎855-2114
大南タクシー無線

「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番地

▶対 象 者
❶南風原町に住民登録している方
❷リフォーム対象の住宅へ居住している方
❸町税等の滞納がない方

▶対象となる住宅
申請者所有の個人住宅（建築後1年以上経過している必要あり）

▶対象となる工事
❶対象工事費が20万円以上
❷バリアフリー改修、省エネ改修、住宅の耐久性を向上させる改修
❸テレワーク推進改修工事（今回より対象です）

❹令和4年2月18日（金）までに工事、支払い、町への実績報
告が終了できるもの

※工事を行う業者は、町内に本社または営業所のある事業
所（個人事業者も含む）が対象となります。

※交付決定後に工事着工するものが対象となります。
※既に着工済、完成済の工事については対象外となります。
▶補 助 額

対象工事の20％（上限20万円）
▶申 込 み

7月28日（水）までにまちづくり振興課へ申込書を提出ください。
※応募多数となった場合には、事務局にて抽選を行います。

【問】 国保年金課　健康づくり班（ちむぐくる館）　☎889-7381
集団健診・婦人がん集団検診

注意：コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期または中止になる可能性があります。当日はマスクの着用をお願いします。

▶料　　金 無料 ※一般・特定・長寿健診 ▶申 込 み 沖縄県健康づくり財団　☎889-6492（受付8：30～16：00）
※人数に達し次第、受付終了となるため予約をお願いします。

▶必要書類 保険証、特定健診受診券、がん受診券または４０歳未満受診券、長寿受診券（７５歳以上の方）

電話予約日健診日 対象地区 健診場所 受付時間 胃がん検診
（バリウム）

8 月 24日（火）7月 26日（月）7月 27日（火）
大名・北丘ハイツ・宮平ハイツ
慶原・第一団地・第二団地 ちむぐくる館 8：30 ～ 10：00 ○

【問】 まちづくり振興課　☎889-4412
住宅リフォーム補助制度のおしらせ

南風原町では、町内の施工業者を利用して個人住宅リフォームを行う際に、費用の一部補助を実施しています。
詳しい内容は町ホームページをご確認ください。

集団健診

▶対　　象 

納 期 限 に ご 注 意
■固 定 資 産 税　第２期
■介 護 保 険 料　第１期
■国民健康保険税　第２期

▶乳幼児一般健診 （1歳未満が対象）
日程：7月10日（土）
時間：8時40分～ 10時30分、
　　 13時～ 14時50分

▶1歳6か月児健診 ❶（令和元年7月8日～8月23日生）
日程：7月1日（木）
時間：13時～ 14時30分
❷（令和元年８月２４日～１０月１０日生）
日程：7月8日（木）
時間：13時～ 14時30分
❸（令和元年１０月１１日～１１月８日生）
日程：7月29日（木）
時間：13時～ 14時30分

▶２歳児健診 中止
▶３歳児健診 （平成２９年１０月４日～１１月２１日生）

日程：7月15日（木）
時間：13時～ 14時30分

▶7か月児相談 （令和２年１２月１日～１２月３１日生）
日程：7月14日（水）
時間：13時～ 14時30分

乳幼児健診・相談会
【問】 国保年金課　健康づくり班　☎889-7381

下水道接続補助します
【問】 区画下水道課　☎889-2508

健診を受けることで、生活習慣病や病気の早期発見、生活改善に繋がります。お申込みは健康づくり財団までお電話ください。

▶料　　金 子宮頸がん（1,000円）、乳がん（無料） ▶申 込 み 国保年金課　健康づくり班　☎889-7381（受付8：30～17：00）
※人数に達し次第、受付終了となるため予約をお願いします。

▶必要書類 保険証、がん受診券または４０歳未満受診券、バスタオル

電話予約日検診日 検診場所 受付時間
8月2日（月）・9月3日（金）

10月12日（火）
7月 1日（木）～

定員に達し次第終了 ちむぐくる館 14：00 ～ 15：00
婦人がん
集団検診

女性のがん早期発見のために婦人がん検診を受けましょう。お申込みは国保年金課　健康づくり班までお電話ください。

●子宮頸がん
 （対象20歳以上）　
●乳がん（50歳以上）

以下日程で健診・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、以下の
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。

下水道整備地区内にて、浄化槽から下水道へ切り替
える方を対象に補助金を交付します。詳しくは区画下
水道課までお問い合わせください。

❶接続工事を行う建物の所有者または居
住者、土地の所有者

❷国、県または町の同様な補助または援
助を受けていない者

❸市町村税を滞納していない者
▶補助金額 単独浄化槽からの切り替え１０万円

合併浄化槽からの切り替え５万円
▶定　　員 ２０人程度
▶申 込 み 区画下水道課　窓口にて直接申込み（定

員に達し次第終了）

▶期　　間 

ごみ直接持ち込みは休止中です
【問】 住民環境課　☎889-1797

那覇・南風原クリーンセンターでは機械の故障のため、ごみ直接
持ち込みを一時休止しています。通常のごみ回収は行っていますの
で、地域の指定日にごみ出しをお願いします。

１１月３０日（火）まで
※状況により休止期間が変更になる可能性があります。

議会報告会 書面開催について
【問】 議会事務局　☎889-3097

町議会では、議会活動の状況や町政に関する情報を町民の皆さ
んに直接報告・説明する機会として、毎年議会報告会を開催してい
ます。今年も新型コロナ感染防止対策のため、ホーム
ページにて書面開催となります。書面を確認いただ
き、ご意見・ご感想をホームページまたは下記メールア
ドレスからおよせください。
http://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2021061000011/
メールアドレス：H8893097@town.haebaru.okinawa.jp

ハイさい よーさんＷｅｂにて公開中
【問】 企画財政課　財政班　☎889-0187

南風原町の予算を具体的に記載した「わかりやすい
予算説明書　♪ハイさい　よーさん♪」をホームペー
ジにて公表中です。町の税金がどのように使われてい
るのか、この機会にぜひご覧ください。
http_://www.town.haebaru.lg.jp/bunya/yosansetsumei/

▶研修期間 

かすりの担い手を募集します
【問】 琉球絣事業協同組合　☎098-889-1634

毎年、琉球絣事業協同組合では後継者育成のための研修を行っ
ています。毎年、町内そして町外からも参加者がいる人気の事業
です。卒業後は町内外で、沢山の担い手が活躍しています。詳し
くは絣事業協同組合までお問い合わせください。

令和4年2月中旬まで（予定）
※研修は土・日・祝日を除く平日のみ（10時～16時まで）
※受講生の進捗によって研修期間変更の可能性あり

▶研修内容 織りを中心とする琉球絣の総合的学習
※未経験者も可能です

▶定　　員 若干名

▶申 込 み 琉球絣事業協同組合へ電話にて問い合わせ

８月２日（月）納期限は次の
とおりです。 期限内に納
付してください。
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