
ご芳志ありがとうございました。
恩納村社会福祉協議会への寄付者

■ルネッサンスリゾートオキナワ　様

■ＯＩＳＴ職員　様

一般寄付

４万円

２万円

■タックスアンサーの利用方法
　国税庁ホームページ「タックスアンサー」では、
よくある税の質問に対する回答を調べることができ
ます。
　国税庁ホームページからご利用
ください。
　スマートフォンからは、右のＱＲ
コードからアクセスできます。

■電話相談センターのご案内
　最寄りの税務署へ電話をおかけいただき、自動音
声案内に従って、番号「１」を選択していただくと、
「電話相談センター」につながりますので、ご利用
ください。
　なお、確定申告期におきましては、
番号「０」を選択していただくと、
「確定申告電話相談センター」につな
がりますので、こちらもご利用ください。

サラリーマンで確定申告が必要な方！
①給与の収入金額が 2,000 万円を超える方
②給与所得や退職所得以外の所得金額（収入から必
要経費を控除した後の金額）の合計額が 20 万円
を超える方
③２か所以上から給与の支払いを受けている方
　などは申告が必要です。

　確定申告書の受付は
　2/16( 火 ) ～ 3/15( 月 )

国税庁からのお知らせ

子育てサポーター養成講座 全国一斉生活保護相談会

　令和３年１月から柔道整復・あん摩マッサージ・
鍼灸のレセプト点検・審査業務を村と委託業者が共
同で実施することになりました。
　これからも適正な療養費給付を行っていきますの
で、村民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

療養費給付申請のレセプト点検・審査を強化

2021.12021.1 1415

　科学に関する楽しいプログラムを生放送及び
録画でお届けします。小学生のお子様も楽しん
でいただける内容です。
プログラム内容（一部）
　　　　　　・サイエンスショー
　　　　　　・なんでも相談室

　　　　　　・撮りおろし！キャンパスツアー
　　　　　　・科学ビデオ

生放送

録画映像

沖縄科学技術大学院大学　地域連携セクション　☎966－2084

参加はこちらから

https://www.oist.jp/ja/science-festival
●OIST では現在すべてのイベント・見学
は停止中です。イベントの中止、延期措
置の変更等についてはホームページにて
お知らせいたします。

日にち・場所
　２月７日（日）　総合保健福祉センター
受付時間　８：30～ 11：00

 ・ 受付時間は 30分おきに、人数制限をしています。
　検診項目の予約と一緒にご連絡ください。
 ・ 健診の１週間前までに予約した方には、事前に
検査キッドをお送りしています。後日提出する
必要がなくなるので、まだ予約されていない方
は、お早めに！

子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ
日　に　ち  １月 24日（日）
場　　　所　総合保健福祉センター
受 付 時 間　９：30～ 10：30
持参する物　受診券（ピンク色）

●乳がん検診について
　30～ 39歳：乳房超音波検査　
　40歳以上：マンモグラフィ検査
※乳がん検診は予約が必要です。健康保険課窓口
または電話にてお申し込みください。

日　　程　２月９日（火）、10日（水）、18日（木）、
　　　　　19日（金）、25日（木）、26日（金）
場　　所　金武町総合保健福祉センター　２階会議室
定　　員　10名　※定員に達し次第締め切ります。
受 講 料　無料
申込方法　電話又はＦＡＸ
申込締切　１月29日（金）16：00
●研修時間や内容については、ファミリーサポートセン
ターまでお問い合わせください。

健康保険課　健康づくり　☎966－1217

集団健診のお知らせ
今年度最後の集団健（検）診です！

　沖縄青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議会
では、生活保護に関する電話相談会を開催します。

　日　　時　１月24日（日）　10：00～16：00
　電話番号　0120－052－088（フリーダイヤル）

●相談料は無料、秘密は厳守します。

　～あなたの生活は大丈夫？我慢しないで～

お問い合わせ

お問い合わせ

健康保険課　国保係　☎966－1217お問い合わせ

　沖縄県では、新型コロナウイルス感染症の影響に
対する支援として、事業主の負担を軽減し、雇用の
維持を図るため、雇用調整助成金等の上乗せ助成を
行っています。詳細は「沖縄県雇用継続助成金」で
検索。
■ホームページ
　http://goodjob-station.okinawa/

沖縄県雇用継続助成金事業をご活用ください！

グッジョブ相談ステーション
☎941－2044

申請・
お問い合わせ

■フォークリフト運転技能講習
日　時　【学科】　
　　　　２月１日（月）　　９：00～18：00
　　　　【実技】　
　　　　２月２日（火）～５日（金）　８：30～17：30
会　場　【学科】北部会館３階
　　　　【実技】ネオパークオキナワ
受講料　47，150円　※テキスト代込み
定　員　20名

※申込受付は先着順とし、定員になり次第締め切り
ます。

労働安全衛生法に基づく２月講習会のご案内

（一社）沖縄県労働基準協会　北部支部
☎0980－54－4700

お問い合わせ

　放送大学は、2021年４月入学生を募集していま
す。
　10代から90代の幅広い世代、約９万人の学生が、
大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目
的で学んでいます。

出願期間
第１回募集　11月16日（木）～２月28日（日）
第２回募集　 ３月 １日（月）～３月16日（火）
※必着
●資料を無料で差し上げています。お気軽にご請求
ください。

放送大学入学生募集のお知らせ

放送大学沖縄学習センター
☎895－5952

お問い合わせ

詳しくは　国税庁　で

やんばる町村ファミリーサポートセンター
TEL 0980－43－7551　FAX 0980－43－7554

お問い合わせ 835－9101（担当：日比）お問い合わせ

暮らしの情報

➡検索
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　なお、確定申告期におきましては、
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「確定申告電話相談センター」につな
がりますので、こちらもご利用ください。

サラリーマンで確定申告が必要な方！
①給与の収入金額が 2,000 万円を超える方
②給与所得や退職所得以外の所得金額（収入から必
要経費を控除した後の金額）の合計額が 20 万円
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録画でお届けします。小学生のお子様も楽しん
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　　　　　　・撮りおろし！キャンパスツアー
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生放送

録画映像

沖縄科学技術大学院大学　地域連携セクション　☎966－2084

参加はこちらから

https://www.oist.jp/ja/science-festival
●OIST では現在すべてのイベント・見学
は停止中です。イベントの中止、延期措
置の変更等についてはホームページにて
お知らせいたします。

日にち・場所
　２月７日（日）　総合保健福祉センター
受付時間　８：30～ 11：00

 ・ 受付時間は 30分おきに、人数制限をしています。
　検診項目の予約と一緒にご連絡ください。
 ・ 健診の１週間前までに予約した方には、事前に
検査キッドをお送りしています。後日提出する
必要がなくなるので、まだ予約されていない方
は、お早めに！

子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ
日　に　ち  １月 24日（日）
場　　　所　総合保健福祉センター
受 付 時 間　９：30～ 10：30
持参する物　受診券（ピンク色）

●乳がん検診について
　30～ 39歳：乳房超音波検査　
　40歳以上：マンモグラフィ検査
※乳がん検診は予約が必要です。健康保険課窓口
または電話にてお申し込みください。

日　　程　２月９日（火）、10日（水）、18日（木）、
　　　　　19日（金）、25日（木）、26日（金）
場　　所　金武町総合保健福祉センター　２階会議室
定　　員　10名　※定員に達し次第締め切ります。
受 講 料　無料
申込方法　電話又はＦＡＸ
申込締切　１月29日（金）16：00
●研修時間や内容については、ファミリーサポートセン
ターまでお問い合わせください。

健康保険課　健康づくり　☎966－1217

集団健診のお知らせ
今年度最後の集団健（検）診です！

　沖縄青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議会
では、生活保護に関する電話相談会を開催します。

　日　　時　１月24日（日）　10：00～16：00
　電話番号　0120－052－088（フリーダイヤル）

●相談料は無料、秘密は厳守します。

　～あなたの生活は大丈夫？我慢しないで～
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対する支援として、事業主の負担を軽減し、雇用の
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行っています。詳細は「沖縄県雇用継続助成金」で
検索。
■ホームページ
　http://goodjob-station.okinawa/
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　　　　【実技】　
　　　　２月２日（火）～５日（金）　８：30～17：30
会　場　【学科】北部会館３階
　　　　【実技】ネオパークオキナワ
受講料　47，150円　※テキスト代込み
定　員　20名

※申込受付は先着順とし、定員になり次第締め切り
ます。
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ください。
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