
令和4年6月30日現在	 人口:（男）17,997人	（女）17,776人	（男女計）35,773人	 世帯数:15,522世帯

 た   の  ひで   お

寄付者：新栄設備工業株式会社(田野秀雄代表取締役社長)　　
寄付額：50万円
使い道：町長が必要と認められる事業

寄付者：有限会社大武産業（下地武代表取締役）
寄付額：50万円 
使い道：その他町長が必要と認められる事業

しも  じ たけし 

◆スキルアップ講座 ※事前申込（電話）が必要です。

※事前申込（電話）が必要です。

月・水・金にお電話で申し込みください↓

◆就職セミナー

就職セミナー 個別相談
★就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策までしっかりサポート！

※全てのセミナーは、ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。
※スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。
　お申込の際にご確認ください。

★個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定までサポートします。

9月26日（月）
14:00～15:30

　

８月８日（月）
９月９日（金）
14:00～16:00

就職セミナー情報
就活に役立つ様々な講座を開催します！

【対象】西原町民 【定員】各講座 10名まで【場所】西原町役場内 会議室

基礎から学ぶ応募書類
★「履歴書を書くのは久しぶり」「職務経歴書は何を書けばいい？」
　応募書類に対する不安を基礎からおさらいして解決しましょう。

適職のヒントの見つけ方
★好きなこと（興味）得意なこと（能力）大事にしたいこと（価値観）の中には

仕事探しのヒントがつまっています。書き出しながら整理してみましょう。

８月24日（水）
14:00～15:30

　中間申告書を提出期限までに提出することが困難
な場合には、提出期限の延長が認められます。
　当期の業績が悪化している場合、「仮決算に基づ
く中間申告」もご検討ください。

【申込先・お問い合わせ】西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）☎098-945-4540

あたたかいお心遣いに、深く感謝申し上げます。愛の贈り物

年１回の中間申告の申告・納付期限は
                              ８月３１日(水)
振替納税利用の場合の口座振替日は
                              ９月２８日(水)

令和３年分の確定消費税額が
48万円超の方が対象です

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取扱い

		

個人事業者の消費税の中間申告と
納付しおりの配布について

詳しくは国税庁
ホームページへ

まえ  だ   ひろ  き

寄付者：有限会社沖縄クリーン工業（前田裕樹代表取締役）
寄付額：20万円 
使い道：子育て・健康・福祉の充実のに関する事業

寄付者：株式会社いしかわ文明堂（石川京美代表取締役）　　
寄　贈：検温器1台

いし かわ きよ  み

※町内各小中学校へ新型コロナウイルス対策用ハンズフリー
　拡声器も寄付いただきました

■台風時のごみの収集について
　台風の接近に伴い暴風警報が発令された場合、ごみ
の収集は中止となります。暴風警報が正午前に解除さ
れた場合はその時点から収集を開始しますが、正午を
過ぎた時点で解除された場合には、ごみの収集は終日
中止となります。詳細は、西原町ホームページをご確認
ください。
問

�

	 環境安全課	環境保全係　☎945-5018

■中央公民館のあり方を考えるアンケートを実
施します！

　町では今年度、中央公民館のあり方を検討し、今後の
方向性を定める「中央公民館再整備基本計画」の策定を
目指しています。
そこで、みなさまのご意見を広くお聞かせいただくた
めのアンケート調査を実施します
【調査期間】令和4年8月1日(月)～令和4年8月19日(金)
【回答方法】
①	オンラインによる回答
（右のQRコードから西原町ホームページ
をご確認ください）
②アンケート用紙（紙）による回答
【配布・回収場所】西原町役場（正面玄関）、中央公民館、
町立図書館。
問

�

	 企画財政課　☎945-4533

■農業者年金について
　「20歳以上60歳未満で国民年金の第１号被保険者」
または「60歳以上65歳未満で国民年金の任意加入者」
で、年間60日以上農業に従事している方は、だれでも
加入できます。詳細は農業者年金基金のホームページ
をご覧ください。
問

�

	 西原町農業委員会　☎945-5281
	 ＪＡおきなわ西原支店　☎945-5225

■「まち・ひと・しごと創生総合戦略委員」の募
集について

　町では、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、人口減
少問題の克服や地方創生に向け、「町人口ビジョン」及
び「総合戦略」を策定しており、今年度見直し作業を進
めています。両計画の見直しに向けて「西原町まち・ひ
と・しごと創生総合戦略委員会」を設置します。
そこで、町民のみなさまから委員を募集しますので、ご
興味がある方は、ぜひご応募ください。
【応募期限】令和４年８月18日（木）
問

�
	 作業内容やスケジュール、応募方法などの詳細は、

企画財政課までお問い合わせください。
☎945-4533

台風時の水道対策はお済みですか？

【お問い合わせ】上下水道課　☎098�945�4934

台風対策について
　台風が接近してから対策を行うのは非常に危険です。
台風接近前に確認しましょう！
１．  高架タンクに水を溜めておきましょう 
　水タンクが空になって軽くなると、強風で吹き飛ば
されたり、水タンクの破損や接続している水道管も破
損する恐れがあります。非常に危険ですので事前に点
検をしましょう
２．  高架タンクのふたをしっかり閉めましょう
　水タンクのふたがしっかり閉まっていないと、強風
で吹き飛ばされる恐れがあり非常に危険です。
また、ふたが外れることで雨やゴミなどが水タンクに
入り衛生的にもよくありません。

断水に備えましょう！
　台風接近時には、万一の断水に備えて、各自において
飲料水を容器に確保し、また生活用水(トイレ・その他)
を浴槽等に水を溜めて確保をお願いいたします。

　県営・町営住宅、アパート、マンションなどの加圧ポ
ンプ（電気を使用して水に圧力を加え、高架タンクや蛇
口まで水を送る機械）を使用している方は、台風による
停電や漏電ブレーカーが落ちることで加圧ポンプが動か
なくなり、断水になる恐れがありますので注意しましょ
う。
　仮に、電力が復旧しても水が出ないときは、各建物管
理者（県営・町営住宅係、家主、管理人、不動産会社等）
へ連絡、確認するようお願いいたします。

台風通過後のお願いについて
　台風通過後は、清掃や洗車等で水の使用量の増加が予
想されます。そのために、水圧が弱くなったり、断水が
起きる可能性があります。
　被災後の復旧に、最も必要な水が確保できなくなるこ
とを避けるため、緊急でない水の過度なご使用（清掃・
洗車等）は２日～３日程度の間隔をおいてご使用いただ
きますようご協力お願いいたします。
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「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

 た   の  ひで   お
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寄付額：20万円 
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※町内各小中学校へ新型コロナウイルス対策用ハンズフリー
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毎月 先着 5 名様
高圧洗浄
無料
高圧洗浄
無料

日頃の感謝を込めて

をご契約された方
外壁塗装・屋根防水工事
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