
村博物館 電話 982-5112

恩納100 むらのきおく
トーミ（豚のえさ入れ）
大鍋で煮たイモやイモの葉っぱなどのえさを入れてブタに与えるための

器です。写真のように丸木の中を四角形状にくりぬいたのが多く、なかには
木の幹を輪切りにして木臼（きうす）をつくる要領で中をくりぬいたものも
あります。博物館第一展示室でご覧いただけます。

其の六十四
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村 の ひと
総人口 10,906人（− 5）

男 5,595人（−10）

女 5,311人（+ 5）

世帯数 5,024戸（−11）

2015年12月末現在　（　）内は前月比

今月の「広報おんな」
▶マイナンバー通知カードの受け取りについて･･･ P2
▶学校支援ボランティア活動報告･･･････････････････････････････ P4
▶平成２８年恩納村成人式・新年祝賀会････････････････････ P6
▶おんな健康づくりプロジェクト･････････････････････････････････ P8
▶恩納村産業まつり･･････････････････････････････････････････････････････ P12

恩納村成人式
平成２８年

2016
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問合せ：福祉健康課　健康づくり係　☎９６６－１２０７　担当　小川

問合せ：村民課　戸籍係　☎９６６－１２０５

12月 村長の主な動き 村長交際費支出内訳
今月合計　62,224円１日 庁議、沖縄の子どもの貧困に関する

市町村会議、宇加地区行政懇談会
２日 山田区行政懇談会
３日 JA年金友の会総代会・演芸の集い

仲泊区行政懇談会
４日 村サンゴ礁再生活動報告会

村軍用地地主会忘年会
６日 村子どもフェスティバル
７日 給食センター職員との懇談会
10日 １２月定例議会開会、喜瀬武原区

土地改良清算結了総会・懇談会
11日 村建設業者会忘年会
12日 親泊流清流の会（登川清子）５周年

記念祝賀会
13日 宇加地区山芋スーブ大会

14日 １２月定例議会・一般質問
15日 １２月定例議会・本会議
17日 １２月定例議会・最終本会議、議会打ち上

げ
18日 美ら島センチュリーラン実行委員会

年末年始交通安全県民運動石川地区出発式
22日 村産業まつり実行委員会

村漁業協同組合忘年会
23日 あやかり若水贈呈
24日 北部広域圏市町村事務組合理事会、北部市町村会総会

北部地域の医療提供体制について（勉強会）、懇親会
25日 万座毛周辺整備に係る基本計画説明
26日 ヤングリーグ沖縄大会、県人材育成・教育懇話会

うるま市合併１０周年記念並びに新庁舎落成記念祝賀会
28日 御用納めの式

親泊流清流の会5周年記念祝賀会	 ▶	 5,000円
恩納村建設業者会忘年会費	 ▶	 4,000円
供花	 ▶	10,800円
北部地域の医療提供体制
勉強会後の年末懇親会費	 ▶	 5,000円
龍郷町長来村に伴うお土産代	 ▶	 5,000円
宇加地区山芋スーブ大会他2件	 ▶	 8,922円
恩納村里海づくり推進協議会視察研修	 ▶	 6,480円
恩納村漁業協同組合忘年会費	 ▶	 9,000円
村郷友会グランドゴルフ交流大会寄贈品	▶	 5,022円
沖縄県の人材育成・教育懇談会参加費	 ▶	 3,000円

不在などの理由で受け取ることができなかった世帯の『通知カード』を役場にて保管しております。村民課
まで受け取りをお願いします。

※応募の際は、写真を添付した履歴書と免許証の写し（お持ちの方）を福祉健康課・健康づくり係までご持参ください。

マイナンバー『通知カード』の受け取りについて

『嘱託保健師』を募集しています！！

１．受け取れる方 本人（世帯員）または代理人
２．受け取り期限 平成２８年３月３１日（木）まで

平日は通常通り　午前８時３０分〜午後５時１５分
３．臨時窓口開設 村民課

平成２８年２月１７日（水）、１８日（木）
　　 〃 　２月２４日（水）、２５日（木）
午後５時１５分〜午後７時３０分

４．必 要 な 書 類 ・運転免許証、パスポート、顔写真入り住基カード等
・顔写真が付いた身分証明書がない場合
 健康保険証、年金手帳、通帳など氏名が確認できる書類を２点
・代理人が受け取る場合は、①委任状、②委任する人の本人確認書類（写し）

③代理人の本人確認書類が必要です。

資 格：保健師（免許取得見込み者含む）
任用期間：平成２８年４月１日〜平成２９年３月11日

※最長５年間の契約更新が可能です。
勤務時間：午前８時３０分〜午後５時まで
給 与：月給１９８，８００円

※別途、交通費の支給があります。
休 暇：土日、祝祭日（但し、事業実施日は除きます）

年末年始休暇　※年次休暇あります。
応募締切：平成２８年３月３１日（木）まで

よろしく
お願いします

保健師
募集中！！

ご応募
お待ちして
おります。
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【問合せ先】 税務課（固定資産税） ☎966-1206 ・ 福祉健康課（国保税） ☎966-1207

みなさんひとり一人の納税が恩納村を支えています。

固定資産税・国保税は
全国のコンビニおよびゆうちょ銀行で納付できます
便利な口座振替も
おすすめです！！

納めることのできるコンビニエンスストア
・ファミリーマート・ローソン・ココストア
・くらしハウス・サークルＫ・タイエー・ポプラ・サンクス・エブリワン・スリーエフ・セーブオン・コミュニティ・ストア・ハセガワストア
・ミニストップ・セイコーマート・スリーエイト・ニューヤマザキデイリーストア・ヤマザキデイリーストアー・ＭＭＫ設置店・セブン−イレブン
・ローソンストア１００・ヤマザキスペシャルパートナーショップ・生活彩家・デイリーヤマザキ・スパー（北海道）

ゆうちょ銀行以外の恩納村指定金融機関の口座振替払依頼書が納付書についてます。記入後、役場税務課・福祉健康課又は村指定金融機関に
お持ちください。

※ただし下記の場合は、コンビニエンスストアでは納めることができませんのでご注意
ください！
●納付期限が過ぎたもの　●バーコード表示がないもの又は読み取りできないもの
●金額が30万円を超えるもの　●金額を訂正したもの

※今後とも納付期限内の納付へのご協力をお願いします。

固定資産税 第4期、国保税 第8期の納期限は

2月29日（月）です。

接種期限３月３１日まで！！高齢者肺炎球菌
ワクチン予防接種
8月からスタートした高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種はお済ですか？３月
３１日までは自己負担１０００円で接種できます。期限を過ぎると全額自己負
担になりますので、忘れないよう早めに接種しましょう!!

※平成27年８月１日より前に２３価型肺炎球菌ワクチンを接種した方は対象外となります。
　対象の方には平成27年8月に予診票を送付しております。
　予診票を紛失された方は再発行いたしますので福祉健康課までご連絡ください。

※高齢者肺炎球菌ワクチン予防
接種はインフルエンザワクチン
のように毎年行うものではあり
ません。
左記の対象者は今年度限りと
なりますのでご注意ください。

福祉健康課 母子保健係☎９６６－１２０７

対 象 者 生 年 月 日
65歳となる方 昭和25年4月2日生〜昭和26年4月1日生
70歳となる方 昭和20年4月2日生〜昭和21年4月1日生
75歳となる方 昭和15年4月2日生〜昭和16年4月1日生
80歳となる方 昭和10年4月2日生〜昭和11年4月1日生
85歳となる方 昭和 5年4月2日生〜昭和 6年4月1日生
90歳となる方 大正14年4月2日生〜大正15年4月1日生
95歳となる方 大正 9年4月2日生〜大正10年4月1日生
100歳となる方 大正 4年4月2日生〜大正 5年4月1日生
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＊問合せ先＊ 教育委員会 社会教育課 ☎966-1210 担当 ： 比嘉 ・ 安永

年賀はがきを贈呈

名城秀子さん（山田区）表彰される

 【仲泊校】11月から12月にかけての3日間、「書写」のサポーターとし
て塩屋区在住の吉山佳子さんに中１クラスをサポートしていただきま
した。吉山さんは始めに書道に関連した本を紹介しながら、生徒の皆
さんに「文字で自分の気持ちを表現できる」というメッセージを伝えて
くださいました。また、社会人になると人前で自分の名前を書いたりす
る場面がある事を例に挙げ、丁寧に文字を書くことの大切さ、手書き
の良さや温かみについても話してくださいました。
　その後、生徒の皆さんは「筆ペンで年賀状を書く」ことを目標に吉
山さんの運筆指導を受け、真剣に自分の文字と向き合っていました。
３日目は、恩納村指定研究発表会の公開授業でのサポートとなり、村
内の多くの先生方に授業の様子を見ていただくことができました。

手紙文化の普及拡大を図る郵便局他１３の企業
から１２月１１日、各小中学校全児童生徒分の年賀
はがきが村教育委員会に贈られました。

協賛企業からは「スマートフォンの普及などで活
字離れが進んでいるなか、活字でしか伝えられない
ことを感じとってほしい」と話し、豊かな情操の形
成に役立てていただきたいと、児童生徒１人あたり２
〜３枚の配布となる２４５０枚の年賀はがきの贈呈が
ありました。

「平成２７年度健やか親子２１全国大会（母子保健
家族計画全国大会）」が、神奈川県民ホールで平
成２７年１０月７日から９日の３日間の日程で開催されま
した。そこで、恩納村母子保健推進員の名城秀子
さん（山田区）が「公益社団法人母子保健推進
会議会長表彰（個人の部）」を受賞されています。
約２５年間にわたり母子保健推進員として、こんにち
は赤ちゃん訪問、思春期教室などでご活躍されてき
た名城さん。今後もご活躍を期待しています。

恩納村学校支援地域本部事業
学校支援ボランティア
活動報告⑪ 「できる人が、できる時に、できることを」

協賛企業一覧 ㈲田仲建設　㈲元祖海ぶどう　恩納ライオンズクラブ　与座モータース㈲
㈾恩納酒造　長嶺自動車㈱　㈱ONNA　仲泊海産物料理店　名嘉真公民館
琉球村　恩納共同売店　パナホーム㈱　恩納郵便局　仲泊郵便局 （敬称省略　順不同）
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    これだけは知ってもらいたいお知らせです。

問合せ ： 税務課　☎９６６－１２０６

次の場合は特に注意してください。

問合せ:恩納村地域包括支援センター（役場福祉健康課内）☎９６６−１２０７　担当：比嘉

介護
予防

地域
で
楽しく

恩納区において、地域で楽しく介護予防活動を行っている「ゆんたく会」というグルー
プがありますので、ご紹介いたします。
◦毎週水曜日の午後２時から午後４時の２時間の活動で、区の施設で活動しています。
◦活動内容は会の名のとおり「ゆんたく」がメインで、みんなでお茶を飲みながら会話を楽

しんだり、ＤＶＤ鑑賞をしたりなどして楽しんでいます。
◦「ゆんたく会」では１１月から介護予防体操にも取り組んでいます。２時間の活動の中の

約３０分間を体操の時間としています。
◦ＤＶＤ教材を用いての体操で、各々が無理のない範囲で行っています。
◦最初の数回は、正しい姿勢や体操の方法などの指導を受けていましたが、約１か月後にはサポートがなくて

も自主的に行うことができるようになっています。
◦参加者からは「体操すると体がぽかぽかするねぇ」、「前より腕が上がるようになっているさぁ」など効果を

感じている声が聴かれています。
今回、「ゆんたく会」で体操を行うためにＤＶＤ教材の提供、正

しい姿勢や体操の指導、体操で使用する重りの提供などは村地
域包括支援センターがサポートを行いました。
村地域包括支援センターでは、今後もこのような自主的な活動

のサポートを行っていきます。
活動場所は区の公民館などに限らず、個人の自宅など活動しや
すい場所で構いません。活動時間は都合の良い時間を決めてい
ただきます。人数も親しい仲間との数人での活動で問題ありませ
ん。皆さんも介護予防体操をはじめてみませんか。
詳しい問い合わせは、村地域包括支援センターへご連絡ください。

軽自動車
税

軽自動車・オートバイ等の
税金（軽自動車税）は、
または使用者の方に対して一年間の税金が課されます。
（軽自動車税は、年度の途中で、廃車しても月割りはありません。）

①友人、知人などにバイク・軽自動車を譲ったが、名義変更をしていない。
②事故車や、壊れたバイク・軽自動車の廃車届をしていない。
③所有していたバイク・軽自動車が盗難にあい、警察へ盗難届を提出したが役場への届け出を提出

していない場合。

住所変更があった場合に手
続きをしなければ、引き続き
軽自動車税が課税され、納税
通知書が以前の住所に、送付
され支障をきたす場合があり
ますので、所定の場所にて手
続きをお願いします。

車　　種 申告場所
原動機付自転車

恩納村役場 税務課 ☎966-1206
小型特殊自動車（農耕作業車など125cc以下のバイク）

軽自動車（250cc以下のバイクを含む） 沖縄県軽自動車協会 ☎877-8274
小型二輪（251cc以上のバイク） 沖縄県陸運事務所 ☎050-5540-2091

毎年４月１日現在の所有者

05 416号

恩納村広報01-05･12_3.indd   5 2016/01/21   17:49



むらの話題

06416号

　　　春の門出を祝う新年祝賀会が１月５日、村コミュニティセンターで行われました。会場には
　　　村民をはじめ、関係者など約６００名の方がご来場くださいました。
　祝賀会では恩納村文化協会による幕開けや長浜村長をはじめ役場職員によるかぎやで風などが
行われ大いに盛り上がりました。

月４日恩納村コミュニティセンターにおいて、平成
２８年恩納村成人式が挙行されました。

　本年は男性６９名・女性６６名・計１３５名の新成人の該当
者の中から、男性６０名・女性４８名・計１０８名の出席があり
ました。
　式典においては、本年度も村内中学校吹奏楽部出身者
にて結成されたリコーダークラブ「アンサンブル・ナビー」
の皆さんのご好意により入場曲が演奏され、今回初めて、
村文化協会、合唱部の皆様と一緒に村歌斉唱をおこないま
した。新成人の誓いでは、仲泊中学校出身の長浜由莉佳
さんが、新成人を代表して、誓い文を村長に手渡しました。
　また、新成人で結成した成人式祝賀会実行委員の進行の
もと、恩納中学校出身の伊波得馬さんの乾杯の発声を皮切
りに第二部の祝賀会がスタートしました。
　祝賀会では、各校区毎に作成されたビデオアルバム上映
や村内企業のご協力（景品提供）によりビンゴゲームを楽
しみ、見事景品を手にした新成人はこれからの目標を発表
し、温かい拍手が送られました。

1

新

平成２８年　恩納村成人式

恩納村民新年祝賀会

成人式祝賀会実行委員

Onna Village Topics

07 416号

　　　年恒例の第３８回塩屋区新春マラソン大会（区
　　　体協主催）が、平成２８年１月１日に開催され
ました。今回の大会は、天候にも恵まれ２キロの部に
２３５名、５キロの部に６８名の延べ３０３名と区内外か
ら過去最多の参加者がありました。
　成績は、２キロの部総合で山田区出身の比嘉悠斗
君が、５キロの部総合では地元塩屋区の宮平健太郎
君が１位となりました。
　また、閉会式前には全員参加のビンゴゲームや、
豚汁を味わいながら楽しい時間を過ごしました。

　　　田中学校１年生の比嘉悠人君が１１月８日に行わ
　　　れた第１２回秋季記録会で中学男子１年１５００M
に出場し、２５年ぶりに沖縄県新記録を樹立しました。
（記録　４分２３秒８８）また平成２７年度沖縄県陸上競
技協会の優秀選手賞にも選ばれました。
　比嘉悠人君が所属する陸上クラブNature でコー
チを務めている富田聖大（谷茶区出身）さんも優秀
指導者賞を受賞し、選手、コーチのダブル受賞にな
りました。　　

　　　いやり　ゆとりは無事故へ　つづく道」をス
　　　ローガンに年末年始交通安全県民運動石川地
区出発式が１２月１８日、コミュニティセンターで開催
され、石川署管内の恩納村・金武町・宜野座村・う
るま市の交通安全推進関係者や村民約１００名が参加
しました。
　出発式では山田保育所チビッコ安全クラブのダンス
や暴走行為追放撲滅隊による飲酒運転根絶誓いの言
葉・空手の演武がありました。また、各市町村商工
会へ飲酒運転根絶と書かれたコースターが贈呈され
ました。

毎

山

「思

塩屋区新春マラソン大会

年末年始交通安全県民運動　石川地区出発式

最優秀選手賞受賞！！

ダンスを披露するチビッコ達

左から島袋校長、比嘉君の父親、富田コーチ、比嘉君、教育長



　恩納村郷友会主催の「第１９回親善グラウンド
ゴルフ大会」が１１月２９日、県民の森にて開催され
約７０名が参加し親睦を深めました。
　なお、結果は次のとおりです。
　〇団体賞　１位　名嘉真C
　　　　　　２位　山　田A
　　　　　　３位　南恩納A

※この記事に関するお問い合わせ等は、下記の連絡先までお願いします。　
福祉健康課　健康づくり係　☎９６６－１２０７

郷友会及び村民親善グラウンドゴルフ大会

おんな健康づくりプロジェクト

～データヘルスで健康特性をみてみよう～
　第７回目は、特定健診を受けている人と、受けていない人の生活習慣病（高血圧症・糖尿病・脂質異常症など）
の治療費についてみてみましょう。
　下のグラフは、特定健診を受けている人と、受けていない人の生活習慣病治療にかかる一人当たりの治療
費を比較したものです。

　特定健診を受けている人と、受けていない人の生活習慣病の治療にかかる医療費は、ひと月あたり
６，８０４円の差がありました。年間で計算すると・・・８１，６４８円！！

　特定健診を受けないことは、生活習慣病を知らないうちに悪化させ、将来、高額な医療費が必要となって
しまいます。
　恩納村国保特定健診の自己負担額は、５００円です。集団健診だけでなく、病院やクリニックなどの医療機関
でも受診できます。
　毎年特定健診を受診することで、重症化を予防することができ、経済的にも断然お得です！　結果的に、
恩納村の医療費の伸びも抑制され、医療保険制度を守ることにもつながります。
　ご自分の体の健康チェックや健診結果の経年変化を把握するためにも、毎年健診を受けることが大切です。
H２７年度の特定健診受診期限は、今月（２月）いっぱいです。
　※通院している方も、必ず特定健診を受けましょう。

今年度最後の集団健診　（※胃・肺・大腸がん検診も同時に実施します）

２月１４日（日）

受付時間：午前８:３０〜１１:００　会場：村総合保健福祉センター

15,020円

21,824円
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H25年度健診受診の有無と一人当たりの生活習慣病治療費の比較

６，８０４円の差

（円）

※恩納村国保（40～74 歳）加入者の治療費（恩納村データヘルス計画より）
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劇団かじまやーによる人形劇

2月のおはなし会

特別資料整理に伴う休館について

特別企画『本の福袋2016』

日　時：3 月 20 日（日） １4 時～
場　所：恩納村文化情報センター
参加費：無料
皆さまのご参加お待ちしております！

　恩納村文化情報センターでは年に一度、当センターが所蔵する蔵書の点検やレイアウトの変更に伴う図書の
移動作業など、開館中にできない大がかりな館内整備作業を集中的に行う為、下記の期間を休館とさせていた
だきます。
　利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけすることになりますが、当センターのサービスを円滑に提供するために
必要な期間ですので、何卒ご理解くださいますようお願い致します。

　２０１６年１月５日より、『本の福袋２０１６』を行いました。
　福袋は、表紙に書かれたテーマから好きなものを選んで
もらい、貸出を行いました。また、新年の運試しとして「福」
のカードが入っていた方には、粗品のプレゼントをしました。
６３個用意した福袋はすべて貸出され、大変好評に終えるこ
とができました。

≪毎週土曜日　13:00~(30分程度)≫
【日　程】6日、13日
【場　所】おはなしの部屋

【休館期間】　平成28年2月15日（月）～2月29日（月）
※期間中、1階観光フロアと３階展望フロアはご利用できます。(土、日は休館)

【本の返却】期間中、返却はセンター入口横の返却ポストに返却をお願いします。

當山幸宏さんが（安富祖区）戦没者遺族相談委員に！！
戦没者遺族相談員とは・・・
〇戦没者の相談に応じ必要な指導、助言を行い福祉の増進を

図るため厚生労働大臣から業務を委託されています。
〇県内に３０名配置され、各種年金及び給付金の受給、生活

上の問題等の相談に応じることとされています。

イベント 「恩納村文化情報センター」
2月休館日

【休　館　日】　1日、8日、12日
【資料整理日】　15日～29日（特別資料整理）

［問合せ］恩納村文化情報センター
〒９０４-０４１５　恩納村字仲泊１６５６番地８
☎982-5432
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くらしの情報

早めの納付を！
３月は被保険者証の更新時期です！

三星ライオンズ恩納村キャンプ

母子・父子家庭キャンプ

日　　時：平成28 年2 月22 日（月）
　　　　   午前の部：午前10 時〜12 時／午後の部：午後1 時〜3 時
場　　所：恩納村コミュニティセンター
相談内容：法律、人権、行政、心配事の各種相談です。
受付開始：平成28 年2 月15 日（月）

出願資格：勤労者等で、満20 歳（平成28 年3 月31 日現在）
以上の者とします。

出願期間：一般入試受付期間と同日程とします。
　　　　　平成28 年2 月12 日（金）　9：00 〜17：00
　　　　　　　　　 2 月15 日（月）　9：00 〜16：00
検査期日及び検査内容
　　　　　平成28年3月10日（木）　※一般入試2日目と同日です。
　　　　　〇作　文　11：15 〜12：05
　　　　　〇面　接　13：10 〜
　　　　※本校の事務室前に11：00 までに集合すること。
合格発表：平成28 年3 月16 日（水）9：00 に本校において発

表します。
　　　　　電話での問い合わせには応じられません。
その他詳しくは下記までお問合せください。

　現在、お持ちの国民健康保険被保険者証の有効期限は３月
３１日までです。
　納期限内に国民健康保険税を完納している世帯に、新しい
被保険者証を郵送しますので、早めの納付をお願いいたしま
す。
　なお、国民健康保険税の未納がある世帯は、役場の国保窓
口での被保険者証更新となります。窓口での更新対象の方に
は、後日文書にて通知いたします。
※完納している世帯で、郵送ではなく窓口での更新を希望さ
れる方は２月２９日（月）までに下記へご連絡ください。

キャンプ日程
恩納村立野球場（ボールパーク）
２月５日（金）〜３月３日（木）

おすすめの観戦スポット
【内野スタンド・多目的運動場】
屋根があるので快適！
多目的運動場（ドーム）ではバッティング練習などを見学で
きます。

開 催 日：平成２８年２月２７日（土）、２８日（日）
募集人数：５歳以上の子どものいる母子・父子家族、１７家族
参加費用：一人あたり２，０００円（保険料その他）
申込期間：平成２８年２月１６日（火）〜２月２３日（火）

受付・問合せ：総務課　行政係　　☎ 966-1200

問合せ：福祉健康課　国保係　☎ 966-1207

問合せ：沖縄県立石川青少年の家　　担当　古謝
☎ 964-3263　（直接電話で申し込んでください。）

問合せ：中部農林高等学校定時制課程・教務部
☎ 973-3578

第４回　恩納村合同相談のお知らせ

中部農林高等学校定時制課程（農業科）特別募集

平成２７年度、第４回合同相談が下記の日程により開催されます。
総務課での事前受付となります。

■見学やイベントに関するお問い合わせ
沖縄科学技術大学院大学　地域連携セクション
恩納村字谷茶 1919 － 1　TEL 098-966-2184　FAX 098-966-2887
イベントや OIST に関するいち早い情報はこちらでゲット！
→ http://www.oist.jp/

イベント情報

国民健康保険からのお知らせです。

■ショーン・ミラー写真展　「ネイチャー・セラピー」
開催日時：２０１６年１月１４日～２０１6年２月２９日　9:00~17:00
開催場所：ＯＩＳＴキャンパス
入場無料

■ＯＩＳＴキッズワークショップVol.2
ゆらゆらゆれる生き物のモビールを作ろう！
日時：２０１６年２月１１日(木・祝)
場所：ＯＩＳＴコンファランスセンター
参加無料、要予約。先着６０名に達し次第、締切りとさせていただきます。
＜募集方法＞
ＯＩＳＴ正面玄関、または恩納村役場企画課に置いてある申込用紙にご
記入後、Faxまたはメールで送付お願い致します。持込みの場合にはＯ

ＩＳＴ正面玄関にてご提出ください。応募期間は２０１６年１月１５日(金)
より開始しています。
Fax 098-966-2887
メール community-relations@oist.jp

■山田広恵　箏リサイタル
日時：２０１６年２月２７日(土)　開場１３：３０　開演１４：００
場所：ＯＩＳＴ講堂
入場無料、要予約
予約はウェブ、www.oist.jp/concert、またはお電話で。
２月８日(月)午前１０時より予約開始
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Information

～ 恩納村奨学基金へのご寄附 ～

～育英事業の趣旨を御理解くださいまして
誠に有り難うございました。～

名護税務署からのお知らせ

ご存知ですか？国民年金の任意加入制度

申告書は、国税庁ホームページで作成

恩納村社会福祉協議会への
ご寄附大変ありがとうございました

問合せ：村民課　年金係　☎ 966-1205
　　　　　　名護年金事務所　☎ 0980-52-2522

北谷町字桑江 129 番地 4
（一社）沖縄県軍用地等地主会連合会　様
　　　　　　　　100,000円（平成27年12月11日）
恩納村字仲泊 1411 番地 50
照 屋 君 子　様　200,000円（平成27年12月22日）

平成 27 年分所得税・消費税（個人）の確定申告会場は名護税務署です。

申告会場：名護税務署２階

受付時間：午前９時〜午後４時まで（土日・祝日を除く）

　　　　　申告会場の混雑状況により、早めに受付を終了することがあります。

申告期間：〇所得税及び復興特別所得税　　平成 28 年２月 16 日（火）〜平成 28 年３月 15 日（火）

　　　　　〇消費税及び地方消費税　　　　平成 28 年１月　　　　　　〜平成 28 年３月 31 日（木）

　　　　　〇贈与税　　　　　　　　　　　平成 28 年２月  １日（月）〜平成 28 年３月 15 日（火）

　老齢基礎年金（６５歳から受けられる年金）は、２０歳から６０歳になるまでの４０年間保険料を納めなければ、満額の年

金を受け取ることができません。

　国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が４０年間に満たない場合は、６０歳から６５歳になるまでの

間に国民年金に任意加入して保険料を納めることにより、満額に近づけることができます。

　なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が原則として２５年以上必要となりますが、

この要件を満たしていない場合は、７０歳になるまで任意加入することができます。（ただし、昭和４０年４月１日以前に生

まれた方に限られます。）

　また、海外に在住する日本国籍を持つ方も、国民年金に任意加入することができます。詳しくは、市（区）役所または町村

役場、年金事務所にお問い合わせください。

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただければ、画面の案内に従って金額等を入力することに

より、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。

　平成 27 年分の確定申告に当たっては、「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただき、作成した確定申告書は印刷して

所轄税務署に郵送等により提出してください。また、「e-Tax（電子申告）」を利用して提出することもできます。詳しくは、

e-Tax ホームページをご覧ください。

※税に関する情報は国税庁 HP へアクセス　http://www.nta.go.jp

「給与・公的年金」以外の所得がない方は必見

給与所得者又は公的年金所得者の方向けの申告書作成画面を新設しました。

初めての方でも操作がしやすい画面となっていますので、是非ご利用ください。

一般寄附／ルネッサンスリゾートオキナワ　様より
　ルネッサンスチャリティーゴルフコンペ参加費より　５０，０００円
一般寄附／ルネッサンスリゾートオキナワ　様より
　従業員パーティーバザー売上金より　　　　　　　１５，９５０円
香典返し／安里　周作 様より（故 安里 ヤス）　 　１００，０００円
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