
令和4年9月30日現在	 人口:（男）17,989人	（女）17,704人	（男女計）35,693人	 世帯数:15,519世帯

内　容 ふたの分別 注　意

ツナ缶やポーク缶、フルー
ツ缶やトマト缶などの缶詰
の金属製のふた

栄養ドリンク・コーヒー・
お酒などの飲料用の缶・び
んの金属製のふた
ジャムや海苔の佃煮などの
食品用のびんの金属製のふた

缶とふたはきれいに
洗って、よく乾かして
から出してください。

きれいに洗ってよく乾
かしてから出してくだ
さい。
本体はこれまでどおり
資源ごみです。

◆スキルアップ講座

※事前申込（電話）
   が必要です。

◆就職セミナー

就職セミナー 個別相談

※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。

　
11月7日（月）
12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

しなやかなこころのためのヒント
★日々生じるストレス・・心の弾力性があれば
なぁと思うことはありませんか？
ストレスを適切に受け止めて柔軟に対応でき
るヒントをお伝えします。

12月16日（金）
14:00～15:30

自己分析
　～大好きだった人から自分を知る～
★自分が小さいときに好きだった人、憧れてい
た人などを書き出しながら、自己分析してい
くセミナーです。

★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！
★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。

11月28日（月）
14:00～15:30

【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

　今回変更になるのは金属製のふたの分別です。本体の分
別については変更ありません。きれいに洗ってよく乾かし
てから出してください。
　プラスチック製のふたはもえるごみに出してください。

　沖縄県と西原町は、11月から12月までを「納税推進月
間」として、合同で滞納者に対し、財産の差押やタイヤ
ロックなどの滞納処分を集中的に行います。また、納税
の指導や催告に応じない長期の滞納者については、不動
産公売等を実施していきます。

月・水・金にお電話で
申し込みください

滞納を許しません！ ！   

令和4年度
町税滞納処分実績

                     （令和4年9月末）

預貯金差押 27件
給 与 差 押 11件
交付要求等 3件
合　　　計 41件

　

しも じたけし

寄付者：西原町産業通り会（下地武会長）　　
寄付額：20万円
使い道：町長が必要と認められる事業

寄付者：丸正印刷株式会社（与那覇正明代表取締役社長）
寄付額：100万円 
使い道：健康・福祉の充実に関する事業（子ども達への
 人材育成

よ  な   は  まさ あき

あたたかいお心遣いに、深く感謝申し上げます。愛の贈りもの

資源ごみ（缶）

もえないごみ

■11月23日(勤労感謝の日）のごみ収集はお休み
です

【もえないごみ・危険ごみ・粗大ごみ収集区域】
幸地、幸地ハイツ、棚原、徳佐田、森川、千原、上原、坂田、
幸地高層住宅、翁長、呉屋、安室、桃原、池田、小波津、小
波津団地、西原団地、坂田高層住宅
【資源ごみの収集区域】
掛保久、嘉手苅、小那覇、兼久、東崎
※11月23日の勤労感謝の日は、東部環境美化セン
ターも閉庁となりますので、ごみの直接搬入もでき
ません。
問

�

	 環境安全課　環境保全係　☎945-5018

■令和３年度 健全化判断比率等の公表について
　令和３年度決算に基づく西原町の財政状態を判断す
る四つの指標『①実質赤字比率・②連結実質赤字比
率・③実質公債費比率・④将来負担比率』及び公営企
業（水道・下水道・宅地造成事業）の経営状態を示す
指標『資金不足比率』を作成しました。
　各指標について、国が示す基準を下回っており問題
はありませんでしたが、より一層の行財政改革を行
い、引き続き健全な財政運営に努めてまいります。
　詳細は、町HPで公表しています。
問

�

	 企画財政課　財政係　☎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
（保険料納付免除者を除く）」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
細は農業者年金のHP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

■農業保険への加入はお済ですか？
　沖縄県農業共済では自然災害や病害虫による被害、
市場価格の減少、盗難・事故等の様々なリスクから農業
経営を守る保険制度があります。農業経
営を安定して継続するためにも、リスク
を考え自分に合った農業保険に加入す
るようお勧めします。
※農業保険の保険料（掛金）は制度により異なります。
詳しくは次記までお問い合わせください。
問

�

	 沖縄県農業共済組合中南部支所　☎945-3293

■農地の有効活用のため、「利用意向調査」にご
協力を!!

　遊休地化している（またはおそれのある）農地所有者
等に、今後の農地の管理方法について意向を確認する
ための文書（利用意向調査書）を発送します。
　「利用意向調査書」が届きましたら、ご確認の上、同封
の返信用封筒で回答書の提出をお願いします。（１月末
までに投函いただけたら切手は不要です）
問

�

	 西原町農業委員会事務局　☎945-5281

■住まいの簡易診断及び塩分調査のお知らせ
〈昭和56年５月３１日以前に着工された住宅にお住ま
いの方へ〉	
「簡易診断+塩分分析調査」（費用：14,300円（税込）を
先着5件）
「ブロック塀調査」（費用：3，300円（税込）を先着15件）
募集は令和5年1月31日（火）までとなっております。
募集条件等の詳細につきましては、申込み先までお問
い合わせ下さい。
【申込先】ＮＰＯ沖縄県建築設計サポートセンター　

☎879-1020　http://www.okiken.asia/

■求人！介護予防プランナー
西原町社会福祉協議会では、西原町から委託を受けて
いる「西原町地域包括支援センター」において、介護予
防プランナーを募集しています。
【資格】
・保健師　・介護支援専門員　・社会福祉士　
・経験のある看護師(介護予防支援業務に関する必要
な知識及び能力を有するもの)
・社会福祉主事(高齢者保健福祉に関する相談業務等
に３年以上従事し、介護予防支援業務に関する必要
な知識及び能力を有するもの)

【業務】
・介護予防ケアマネジメント業務
・介護サービスが必要な状態になる前の人たちを対象
に行う、介護状態になる前の予防支援に関わる業務
全般
詳細は、西原町社会福祉協議会までお問い合わせくだ
さい。
問

�

	 西原町社会福祉協議会　☎945-3651
	 ホームページ　nisya.net
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「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

内　容 ふたの分別 注　意

ツナ缶やポーク缶、フルー
ツ缶やトマト缶などの缶詰
の金属製のふた

栄養ドリンク・コーヒー・
お酒などの飲料用の缶・び
んの金属製のふた
ジャムや海苔の佃煮などの
食品用のびんの金属製のふた

缶とふたはきれいに
洗って、よく乾かして
から出してください。

きれいに洗ってよく乾
かしてから出してくだ
さい。
本体はこれまでどおり
資源ごみです。

◆スキルアップ講座

※事前申込（電話）
   が必要です。

◆就職セミナー

就職セミナー 個別相談

※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。

　
11月7日（月）
12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

しなやかなこころのためのヒント
★日々生じるストレス・・心の弾力性があれば
なぁと思うことはありませんか？
ストレスを適切に受け止めて柔軟に対応でき
るヒントをお伝えします。

12月16日（金）
14:00～15:30

自己分析
　～大好きだった人から自分を知る～
★自分が小さいときに好きだった人、憧れてい
た人などを書き出しながら、自己分析してい
くセミナーです。

★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！
★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。

11月28日（月）
14:00～15:30

【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

　今回変更になるのは金属製のふたの分別です。本体の分
別については変更ありません。きれいに洗ってよく乾かし
てから出してください。
　プラスチック製のふたはもえるごみに出してください。

　沖縄県と西原町は、11月から12月までを「納税推進月
間」として、合同で滞納者に対し、財産の差押やタイヤ
ロックなどの滞納処分を集中的に行います。また、納税
の指導や催告に応じない長期の滞納者については、不動
産公売等を実施していきます。

月・水・金にお電話で
申し込みください

滞納を許しません！ ！   

令和4年度
町税滞納処分実績

                     （令和4年9月末）

預貯金差押 27件
給 与 差 押 11件
交付要求等 3件
合　　　計 41件

　

しも じたけし

寄付者：西原町産業通り会（下地武会長）　　
寄付額：20万円
使い道：町長が必要と認められる事業

寄付者：丸正印刷株式会社（与那覇正明代表取締役社長）
寄付額：100万円 
使い道：健康・福祉の充実に関する事業（子ども達への
 人材育成

よ  な   は  まさ あき

あたたかいお心遣いに、深く感謝申し上げます。愛の贈りもの

資源ごみ（缶）

もえないごみ

司法書士法人
きゃん事務所

広報にしはら No.609 R4.11.1 16マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！


