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平成28年度在沖縄米軍施設・区域内大学
（基地内大学）就学者の募集

平成２８年度高校育英貸与奨学生の募集

労働安全衛生法に基づく平成２８年４月講習会のご案内

〇平成 28 年 春の全国交通安全運動　
　石川地区出発式
日　時：平成２８年４月５日（火）　１５：００
場　所：金武町中央公民館

〇春の全国交通安全運動
期　間：平成２８年４月６日（水）～１５日（金）
運動スローガン
　「しんごうが　あおでもよくみる　みぎひだり」
４月１０日（日）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。

　沖縄県国際交流・人材育成財団では、国際化時代に対応が
でき、かつ本県の振興を担う人材育成を図るため、本県にある
米軍施設・区域内大学へ就学希望者を募集します。

大 学 名：メリーランド大学他３大学で、短期大学、大学、大学院
　　　  　ブリッジプログラム（語学研修講座）
募集人数：７０人程度
募集期間：平成２８年４月１日（金）～４月２８日（木）　１７：００まで
　　　　　郵送の場合、４月２８日（木）消印有効
受 験 料：   ６，５００円（基準点を満たす各公式スコアをお持ちの方）
　　　　  １０，５００円（基準点を満たす各公式スコアをお持ちでない方）
選考試験：第一次選考試験（ＴＯＥＦＬ−ＩＴＰ）　５月１４日（土）
　　　　　第二次選考試験（面接）　　　　　６月中旬
募集要項：当財団ホームページよりダウンロード
　　　　　http://www.oihf.or.jp/

募集人員：3 名
業務内容：・学校プールの監視、利用者の安全確保及び清掃

・業務日誌の作成
・その他、教育委員会又は学校が指示する業務

応募資格：・２０歳以上の健康な方
・恩納村に住所を有する者
・普通免許保持者、自動車通勤が可能な方

      ・水泳ができ就業前に救急蘇生法の講習を受講でき
る方（教育委員会にて金武地区消防日程調整）

・税金未納がない方
勤務場所：学校プール（勤務校は希望に添えない場合があります。）
雇用予定期間：平成２８年５月２日～平成２８年１０月３１日
勤務条件：・勤務時間　午前８時１５分～午後５時００分

・休日　　  土曜日、日曜日、祝祭日（学校行事等
により変動有り）

・年休有り
・その他恩納村臨時職員取扱要綱に準ずる

賃　　金：日額６，５００円
応募方法：履歴書を恩納村教育委員会 学校教育課 施設係へ直

接提出してください。書類選考の後、採用予定者の
み電話連絡いたします。採用予定者は後日、納税証
明書等を提出していただきます。

募集内容：平成２８年４月に高等学校、専修学校高等課程など
に在学している生徒を対象とする奨学生の募集

応募資格：①沖縄県内に住所を有する者の子弟
②平成２８年４月に高等学校、専修学校高等課程な

どに在学している生徒
※①及び②の条件を満たす者

申込方法：出願書類を学校から受け取り、学校が定める提出期
日（概ね４月中旬頃）までに学校へ提出

問合せ：（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団
☎ 942-9213

問合せ：在学している学校の奨学金担当者
公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団　
奨学課　☎ 942-9213

問合せ：恩納村教育委員会　学校教育課　施設係
☎ 966-1209

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。

平成２８年度　学校プール監視員募集
（喜瀬武原校、安富祖校、恩納校）

一般寄附／石川地区社交飲食業組合　様　より
組合員店舗募金箱及び謝恩パーティー収益の一部
として　２０，０００円

くらし情報

講習会名 受講料（テキスト代込） 定員 日　時 会　場 備　考

酸素欠乏・硫化水素危険
作業主任者技能講習

￥１６，２００ 60名

学科
4/12（火）  9：00～17：00
4/13（水）10：00～16：30
実技
4/14（木）  4/15（金）
　　　      9：00～16：00

学科　北部会館３階
（名護市宇茂佐の森5-2-7）

酸素欠乏や硫化水素中毒が発生しやすい現場
の作業に労働者を就かせる場合には「酸素欠
乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」を修
了した者のうちから作業主任者を選任し、関
係労働者を直接指揮等させなければならない

安全衛生推進者養成講習 ￥１２，０９６ 40名 4/21（木）9：00～17：00
4/22（金）9：00～12：10

学科　北部会館３階
（名護市宇茂佐の森5-2-7）

10 人以上 50 人未満の労働者を使用する事業
場

※申込は先着順の受付とし、定員になり次第締め切らせていただきます。
※受講者が少ない場合は、中止又は延期になる場合があります。予めご了承ください。
※講習規定により、遅刻、早退、欠席者は失格となりますのでご注意ください。
※顔写真２枚（縦３㎝×横２. ４㎝ポラロイド、デジタルカメラ撮影不可）必要となりますのでお申し込み時に提出してください。
※お支払い頂いた受講料は、払戻しは出来ませんのでご了承ください。

ホームページからもご覧になれます。検索は『沖縄県労働基準協会』で !

問合せ：沖縄県労働基準協会 北部支部
名護市宇茂佐の森5-2-7（北部会館4階）
TEL 0980-54-4700　FAX 0980-52-7004
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Information

送付時期 4 月上旬

納付期限 4 月末日

初度検査年月 重課税率適用開始年度
～平成 14 年 ( ※ ) 平成 28 年度～
平成 15 年 ( ※ ) 平成 29 年度～

平成 15 年 10 月～平成 16 年  3 月 平成 29 年度～
平成 16 年  4 月～平成 17 年  3 月 平成 30 年度～
平成 17 年  4 月～平成 18 年  3 月 平成 31 年度～
平成 18 年  4 月～平成 19 年  3 月 平成 32 年度～
平成 19 年  4 月～平成 20 年  3 月 平成 33 年度～

・ ・
・ ・
・ ・

送付時期 5 月上旬

納付期限 5 月末日

問合せ： 税務課　徴税係　 ☎966-1206

みなさんひとり一人の納税が恩納村を支えています。

固定資産税は

※納税義務者(所有者）が変更になった時には再度口座振替のお手続きが必要となります。

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、税務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1期の納期限は

5月2日（月）です。

平成２８年度から軽自動車税納税通知書の送付時期
及び納付期限が下記のとおり変更になります。

平成 27 年度まで 平成 28 年度から

➡
　平成 28 年度から二輪車等及び軽自動車の一部の税額が変更になりますので、5 月に送付する納税通知書にてご確認く
ださい。
　また、軽自動車税重課税率が適用される車両は下記のとおりとなっております。

問合せ：税務課　住民税係　☎966-1206

※自動車検査証の初度検査年月は、平成 15 年
10 月 14 日以前に登録された車両については、

「年」までの記載までしかない為、その年の
12 月に検査を受けたものとみなすことになり
ます。
（地方税法等の一部を改正する法律改正附則第
14 条第 2 項）
例：平成 14 年→平成 14 年 12 月
　　平成 15 年→平成 15 年 12 月




