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自然と歴史が織りなす 尚円の里 伊是名島

令和三年

謹賀新年

◆ 今月号の主な内容 ◆

伊是名 仲

・年頭のあいさつ
・年男・年女の抱負
・製糖操業開始式
・伊是名村地震・津波避難訓練

男
女
計
世帯数

130
106
236
145

田 諸

181
170
351
200

村の人口【計

見 内

236
178
414
234

花 勢理客

90
70
160
78

91
105
196
88

1,357人】令和2年12月2日現在

計 先月比
728人 -3
629人 -1
1,357人 -4
745 -2

政 義
前 田

に対する警戒心が薄れ︑対策が緩んでいま

さて︑村民の皆さん︑新型コロナウイルス

れ︑中でも東京夏季オリンピック及びパラ

せんか？

止や規 模 縮 小 しての開 催 を 余 儀 なくさ
リンピックの延期は︑開催を待ち望んでい

﹃村民の皆様には︑引き続き﹁密閉﹂
﹁密

村民の皆様︑郷友の皆様︑明けましてお
皆様方におかれましては︑コロナ禍で静

た多くの国民や関係者には残念な結果と

めでとうございます︒
かな年 始 をお迎 えのことと思いますが︑

コールを用いた手指消毒︑マスクの着用に

集﹂
﹁密接﹂の３密を回避し︑手洗いやアル

村においても︑新型コロナウイルス感染

努めて下さい︒
そして︑不要不急の外出は

なりました︒
症拡大防止策として︑村民の安全・安心

十分気を付け︑本島や離島間の往来も自

皆でコロナ禍を乗り越え︑明るく笑顔に満
ちた一年になりますよう心から願うもので
あります︒

を最優先に考え︑
﹁尚円王まつり﹂︑
﹁いぜ

粛し︑移動は必要最小限とするようお願い

ン大会﹂︑その他小規模行事の中止等で︑

を！

﹁うつらない﹂
﹁うつさない﹂行動の徹底

します︒﹄

な トライアスロン大会﹂︑
﹁尚円王マラソ

年です︒牛は歩みがのんびりでおっとりし

多くの皆様にご迷惑をお掛けしたことを

今年は十二支の二番目に当たる丑︵牛︶
て穏やかな印象と闘牛のように突進して

お詫び申し上げます︒

るよう希望します︒

目標達成に向け︑一歩一歩確実に進められ

歩みも千里﹂の諺のように今年の抱負や

害や事 件 事 故のない平 和で明るい一年と

ピックで︑日本中が感動︑歓喜に沸き︑災

す︒世界的なスポーツの祭典であるオリン

ンピック及びパラリンピックが開催されま

いよいよ本年は︑延期になった東京オリ

事態の収束を心よりお祈り申し上げます︒

とかこの難局を乗り越えて頂き︑
一日も早い

日々を過ごされていることと思いますが︑何

者の皆 様︑厳しい経 営 状 況が続き不 安な

期 化で打 撃を受けている事 業 者 及び関 係

また︑新型コロナウイルス感染拡大の長

ご承知のとおり昨年は︑新型コロナウイ

ます︒

令和 年元日

皆さん︑今年もよろしくお願い申し上げ

申し上げ︑年頭のあいさつと致します︒

とって最良の年となりますよう心から祈念

スが一日も早い収 束を迎え︑本 年が皆 様に

い申し上げます︒併せて︑新型コロナウイル

層のご支 援・ご協 力を賜りますようお願

し諸施策に取り組んで参りますので︑なお一

続き村 勢の発 展と村 民 生 活の向 上を目 指

結びに︑新たに迎えた令和三年も︑引き

なりますよう切に願うものであります︒

んで成果をあげるとも言われます︒
﹁牛の

凶暴な印象もありますが︑黙々と道を歩

88

ルス感 染 症 という 未 曾 有の国 難に直 面
し︑
それに影響された一年になりました︒
昨 年の世 相を表 現する新 語 ・ 流 行 語
大賞に
﹁３密﹂
が選ばれ︑
一年間の世相を漢
字一字で表現する今年の漢字には﹁密﹂が
決まり︑新型コロナウイルスの影響で︑国
民が
﹁密﹂
を意識した一年でもありました︒
新型コロナウイルス感染症対策として︑
新しい生活様式が求められ︑緊急事態宣
言による不要不急の外出自粛︑緊急事態
宣言解除後も大規模イベント・大会の中

三

伊是名村長

年頭のあいさつ
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年男・年女の抱負
「６年生に向けて」
来年に向けて頑張りたいこ
とは、六年生になり学校のリー
ダーになるのでしっかり勉強も
宿題も丁寧に出来るように頑
張っていきたいです。
神田 悠人さん／勢理客区
（平成21年生まれ）

「わたしの抱負」
私が頑張りたいことは部活の
バスケです。
今は、
ドリブルがあまり出来な
いのでドリブルが少しでも出来た
らいいなと思っています。
シュートも1ハンドで打てるよ
うにボールのコントロールをうま
くできるように練習を頑張りたいです。
末吉 絢音さん／内花区（平成21年生まれ）

「コロナに負けない2021年」
新年あけましておめでとう
ございます。昨年は、
コロナで
大変だったけど楽しい一年を
過ごせましたか。
私たち６年生は、伊平屋島
に行ったり今までの６年生に
ない体験をさせていただきま
した。今年は、中学生になりま
す。中学校生活では、
コロナに
負けないように体調管理を怠らず健康で楽しく思い出に
残る2021年を過ごして頑張りたいと思います。
名嘉 鈴菜さん／仲田区
（平成21年生まれ）

伊是名島へ来て今年で二
十年目を迎えます。
島で育っておらず、色々
不安もありましたが、島の
方々の優しさに支えられ、
今では、呑兵衛友達もたく
さんできました。
これからもそんな仲間達
と島の事や酒造りの事など冗談を言いながら、時には真
剣に熱く語り合えたら幸せです。
今年もハッピーがギュ〜（牛）っとつまった一年になる
よう頑張ります。
仲田 輝仁さん／伊是名区 （昭和48年生まれ）

これまでの自分・・・これからの自分・・・
私は、
島にUターンしたのが昭和60年の頃で、
父が経営
している建設会社の仕事の手伝いとして帰ってきました。
ちょうど帰ってきた時は、
この業界もバブルな時代で
した。
それから、７年後には、結婚しそして家族も増えま
した。長女が生まれた時に父が他界しその後に私が建
設会社の引き継ぎを行い現在に至っています。
私が30代の頃、還暦といえばすごく目上に見え、還
暦祝いも盛大にやっていました。
また、農漁業の仕事で頑張ってきたオーラがありま
した。
いざ、
自分がこの年になった今、
まず実感がなく気持ち
は、
まだ30代・40代のような気持ちです。
その先輩方も90
歳以上になり、世代も変わ
り世の中も変わりつつあり
ます。
還暦は、
生まれた時と
れき
同じ暦に帰ると言います。
改まる気持ちで、
これか
らまた世の為・人の為・島
の為に自分なりにできる範
囲で、頑張っていけたらと
思います。
諸見 嘉彰さん／諸見区 （昭和36年生まれ）
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令和3年1月号

心にゆとりを…
新年明けましておめでとうございます。
「歳をとるのはあっと言う間だよ」と、先輩方から
よく聞く言葉でしたが、近頃はその言葉を身に染みて
感じるようになってきました。
仕事や子育てに追われ、あっと言う間に過ぎていく
一日。周りを見渡す余裕もなかったように思います。
今年は「牛も千里馬も千里」ということわざにも習
い少し歩みを緩め、周りの些細な喜びや楽しみを見つ
けながら、足元を見つめ
直す一年にしたいと思い
ます。
昨今はコロナ禍にあり
何かと心落ち着かない
日々が続いております
が、村民の皆様におかれ
ましても健康で、喜びの
牛牛（ギュウギュウ）に
詰まった一年になります
ようお祈り申し上げま
す。
名嘉 愛子さん／仲田区（昭和60年生まれ）

まちの話題
１1月29日 今年度初の学校行事「Sports Day」
伊是名小学校グラウンドにおいて、
日曜参観の一環
として
「Sports Day」
を実施しました。
曇り空で肌寒さもありましたが、園児・児童による
徒競走やダンス・エイサー等が披露され、各種目にお
いて元気いっぱいに躍動していました。
保護者や村民の皆様に、練習の成果を充分に発揮
することが出来た1日になりました。

１２月４日 自分で作ったムーチー とっても美味しぃ〜！！
伊是名幼稚園においてムーチー作りが行われました。
例年、
おじぃちゃん・おばぁちゃんを招いて行っていましたが
コロナウイルス感染症対策のため、今回は、幼稚園のみで行い
ました。
園児達は、先生からムーチーの作り方を習いカーサの葉で
包んで紐を結び、
１個１個一生懸命作っていました。
完成したムーチーは、給食の時間に園児の健康を祈願して、
みんなで美味しくいただきました。園児達は、
「おいしくて２つ
も食べたよ。
また、
みんなで作りたいな。」
と話していました。

11月27日 車椅子の寄贈 〜大同火災〜

12月１日 各集落へ車椅子を贈呈

大同火災海上保険株式会社の山城俊夫常務取締役、
佐久川将北部支社副長が前田村長を表敬し、車椅子２
台（7回目計１２台）
を村へ寄贈されました。
同社は、今年で創業70周年を迎え、県内2町村及び２
団体へ合計9台の車椅子の寄贈を行いました。
なお、寄贈された車椅子は、必要に応じて各施設に配
置し活用されます。

社会福祉協議会において赤い羽根共同募金
車イス贈呈式が行われ、名嘉清会長より各集落
へ車椅子（各１台）
が贈呈されました。
寄贈された車椅子は、各公民館に配置し有効
活用されます。
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12月5日 民泊会員ボランティア活動

給食センターに島野菜を贈呈

JAおきなわ伊是名支店（上原長良支店長）
は、子ども達の食育に役立ててほしいとシブ
イ約100ｋｇを給食センターに贈呈しました。
給食センターでは、島のお米や野菜、モズ
ク、
アーサなど地産地消に心がけており、今回
提供いただいたシブイも給食の献立に役立
て、子ども達の健やかな成長につなげていき
たいと感謝しました。

いぜな島観光協会民
泊会員では、いつもお世
話になっている島の自然
に感謝の意を込めて、タ
ーシの浜でゴミ拾い活
動を行いました。
当日は、曇天模様でし
たが、多くの民泊会員が参加して、短時間で多くのゴミを拾
う事が出来ました。
今年度の民泊の受入が全て中止になりましたが、互いに
コミュニケーションを図ることが出来た一日となりました。
いぜな島観光協会では、民泊会員を募集しています。
詳しくは観光協会へお問合せください。
0980-45-2435
（平日9：00〜17：00）

令和２年度 〜伊是名村地震・津波避難訓練〜
12月5日10時に沖縄県全域に強い地震が発生し３分
後に大津波が襲来するという想定で、
村一斉防災避難訓
練を実施しました。訓練は、地震発生と同時刻に防災行
政無線からJアラート、大津波警報サイレンで開始。村民
の皆さんが、各字区長及び班長の指示に従い、大津波警
報発令と同時に一時避難所
（高台）
へ避難しました。
今回の避難訓練を通して、緊急時における、
自分の命
は自分で守る
「自助」、地域で守る
「共助」の防災意識の
高揚と行政機関との連携が図られました。今後とも
「災
害に強いむらづくり」
になるように頑張っていきましょう。
【参加人数】

伊是名
勢理客

59人、仲田 107人、諸見 75人、
48人、
内花 60人 合計 349人

12月１０日 製糖操業始まる!!
JAおきなわ伊是名支店（上原長良支店長）は、
伊是名製糖工場において、令和２年/令和３年期の
製糖操業開始式を行い、期間中の安全操業を祈願
しました。
さとうきび生産組合の高良精利組合長は、
「生
産農家が丹精込めて育てたさとうきびを一本も残
らず回収して、生産農家の皆様が１円でも多く収
入を得られることを期待します。」
と語りました。
さとうきび生産量は近年、増産傾向にあり、生産
農家、製糖関係者の期待が大きい中で今期操業が
スタートしました。
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令和3年1月号

目標見込み
原料生産量
21,000トン

伊是名区

諸見区

勢理客区

仲田区

内花区

地域包括支援センターだより
地域ゆんたく会

開催しました

１１月１９日（木）内花公民館にて、
地域ゆんたく会を開催しました。令和元年８月に行った地域ケア会議（地域
包括支援センターだよりNo.5参照）で行ったグループワークを実施しました。最終的に、
「 あったらいいな〜 の
ベスト１」を各グループで発表。元気な内花区の地域の宝沢山教えてもらいありがとうございました。
また、
伊是名区よりもう一度地域について区で話し合いをしたいとのことで、
１１月５日（木）に包括のスタッフ
もお声掛けさせて頂き、あったらいいな〜 をグループワーク。プロジェクトチームまで出来そうな勢いの伊是名
区でした。みなさんの負担がない程度で地域の「あったらいいな〜」が実現できると楽しい気持ちになりますね。

内花区

「あったらいいな〜」ベスト１！
！
（各グループ）

• 誰でも気軽にユンタクする場所
• 複数のベンチ、あずま屋の設置
• 公園に安全な遊具とあずま屋（子供の為）
• ２年位途絶えている１００歳体操の復活（週１の１時間程）

伊是名区

あったらいいな〜 を抜粋しました。

• 地域食堂がもっとお店らしく。子供達も参加させてほしい
• 公民館以外に空家を利用して集まる場所があったらいいな
• 子供会が手作りクッキーを配る。
（地域人材活用し教えて貰いながら）
顔も名前も覚えてもらえるように
• 部落のあちこちに休める椅子
• 花植え活動をしたい

11月 生活サポート状況

室内清掃：１件 ・苗植え：1件

生活サポーターのみなさんありがとうございました！

申 告 準 備

はお済みですか？

村・県民税申告期間は２／１６
（火）から３／１５
（月）までです。

今年も申告の時期が近づいてきました。所得税や村・県民税
を正しく計算するには、ご本人の所得を正しく申告して頂かな
ければなりません。
提出期限が間近になりますと、窓口は大変混雑しますので、
申告はお早めに準備して、スムーズに申告しましょう。

◎申告に必要なもの

該当する人のみ

対象項目
申告者全員
給与・年金所得者
事業所得（営業・農業）、不動産所得
一時所得者・雑所得者
社会保険料控除
医療費控除
生命保険料控除
地震保険料控除

源泉徴収票（原本）
領収書と収支内訳書
収入及び経費の分かる書類
国民健康保険税・国民年金控除証明や領収書
医療費明細書又は領収書

障害者控除

身体障害者手帳・療育手帳など

必要書類・持ち物

支払い保険料の証明書（旧長期損害保険料の証明書を含む）

※収入のない人は住民税の簡易申告が必要です。申告がない場合は、所得証明書や扶養証明の発行ができなくなります。また
国民健康保険税が前年に比べて高くなることがありますのでご注意下さい。
◎申告をする必要がない方
（１）所得税の確定申告をした方。 （２）前年中の所得が給与又は公的年金のみの方で支払報告書を村に提出されている方。

お問い合わせ先：伊是名村役場

総務課税務係

☎0980-45-2001
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自宅で出来る簡単な
ストレッチにチャレンジ！！
Part2

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの皆様が
外出する回数が減り、自宅で過ごすことが多くなったと思い
ます。外出を控えることで感染する危険性は軽減されます

手を腰に当てて骨盤と背骨を
丸める。

手を腰に当てて骨盤と背骨を
伸ばす。

座った状態で足を伸ばし出来
るだけ前に伸ばす。
（もも裏と
横腹が伸びてたらOK）

片足を膝の上に乗せて体
を前に倒す。

が、運動不足による免疫力低下等が懸念されます。
そこで、
伊是名中学校の三好優美先生が自宅でも簡単に免疫力を
高めるストレッチを紹介します。

腰痛改善ストレッチ
腰痛は、腰だけの原因では無く、内蔵や背骨の動き、下半
身など色々な影響を受けやすいのでストレッチをすること
で腰の負担が減ります。

三好優美先生の一言アドバイス

片足を膝の上に乗せて足の
指と手の指を組んで５回ずつ
回す。
※膝の上に足を乗せられない
場合は、足の指を動かすだけ
でもOK

足の指が使えていないと腰痛や
膝の痛みなど色々な体の不調に
繋がりやすいので足の指を適度に
動かすようにしましょう！！
が
週間後
収穫1目安！

やろう、早めの

株出管理

収穫後、速やかに株出管理を行うことで、収穫後
に管理しない畑に比べ萌芽数やその後の茎数が
多くなります。

〜株出管理４つの作業〜
①「株揃え」よく行われている馴染みのある管理

葉柄を除去し株元に日光をあてることで萌芽を促す

②「根切り・排土」とっても重要！初期の伸びが違います
根っこの更新と萌芽性を向上させる
肥料や粒剤の効果を高める

③「施肥・粒剤散布」栄養補給と薬剤予防でサポートしよう

肥料は稚茎の生長と萌芽を促し粒剤は
メイチュウ類被害から守り初期生育を維持させる

早めの株出管理で
単収UPを
目指しましょう！

④「除草(土壌処理剤散布)」初期成育は雑草に軍配。除草でキビをサポートしよう
株元の雑草を抑制し初期生育で雑草に負けさせない

株揃後の様子
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令和3年1月号

複合管理機作業状況

根切・排土した土壌に散布された肥料

「業務改善助成金」
のご案内

『業務改善助成金』は、生産性を向上させ、
「事業場内で最も低い賃金
（事業場内最低賃金）
」
の引き上げを図
る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
助成金の
概要

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資
（機械設備、コンサルティング導入や人材育
成・教育訓練）
などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
活用事例はHPをご覧ください！
！
コース区分

引上げ額

25 円コース

25 円以上

30 円コース

30 円以上

60 円コース

60 円以上

90 円コース

90 円以上

引き上げる
労働者
1人
2〜3人
4〜6人
7 人以上
1人
2〜3人
4〜6人
7 人以上
1人
2〜3人
4〜6人
7 人以上
1人
2〜3人
4〜6人
7 人以上

生産性向上の事例集 厚生労働省
※申請期間：令和3年1月29日

助成上限額
25 万円
40 万円
60 万円
80 万円
30 万円
50 万円
70 万円
100 万円
60 万円
90 万円
150 万円
230 万円
90 万円
150 万円
270 万円
450 万円

助成対象事業場

助成率
【事業場内最低賃金 850 円未満】
４／５（※ 2）生産性要件を満たし
た場合は９／１０（※ 1）

以下の２つの要件を満
たす事業場
・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の差
額が 30 円以内
・事業場規模 100 人
以下

【事業場内最低賃金 850 円未満】
４／５（※ 2）
生産性要件を満たした場合は
９／１０（※ 1）
【事業場内最低賃金 850 円以上】
３／４
生産性要件を満たした場合は
４／５
（※ 1）

（※１）ここでいう
「生産性」
とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を
超えている場合等に、加算して支給されます。
（※２）対象は、地域別最低賃金850円未満の地域のうち事業場内最低賃金が850円未満の事業場です。
（令和２年10月現在）
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、
島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の31県。

廃材等を島外で処理する場合は海上輸送費に補助金が出ます
廃材島外処理海上輸送費補助金とは？
個人の家の解体等を行って発生した、廃材等（コンクリートがら等）
を島外処理するために使
用する車両又はコンテナ等の海上輸送費に係る補助金です。
ただし補助額は年度予算の範囲
内とします。
補助金の額
海上輸送費（定期船の船舶運賃）
に２分の1を乗じて得た額（100円未満の端数は切り捨て）
交付申請に必要な書類
• 交付申請書 • 海上輸送費の領収書

• マニフェスト伝票の写し • 処理前、処理後の写真

【お問い合わせ】 伊是名村建設環境課

令和３年度

0980-45-2819

☎0980-45-2004

保育所入所案内について

伊是名村立保育所の入所説明会を以下の日程で
開催します。
対 象：令和３年４月１日から入所 ( 継続含 ) を
希望する児童の保護者
開催日：令和３年１月 21 日（木）
時 間：午後４時
場 所：伊是名村保健センター
※詳しくは伊是名村住民福祉課までお問い合わせ
下さい。
【お問い合わせ】
伊是名村住民福祉課

1 月 10 日は
「110 番の日」です。
緊急ではない
「困りごとや各種相談」
は＃9110 を
利用しましょう！

【保育所とは…】
保育所は、保護者が仕事または病気等のため、児童の保育が
できない場合、保護者に代わってその児童を保育することを
目的とした児童福祉施設です。したがって、どの家庭の児童も
無条件に入所できるものではなく、日頃「保育する人のいない
児童」が入所対象となります。
「集団保育に慣れさせるため」、
「下の子の保育に手がかかるため」などの理由では、入所の対
象とはなりません。
【入所できる家庭の条件】
① 就労 ② 妊娠・出産 ③ 疾病・傷害 ④ 介護・看護
⑤ 求職活動 ⑥ その他虐待や DV のおそれがある等。
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情 報 コ ー ナ ー
放送大学 入学生募集のお知らせ

消防設備士試験
試験日：令和３年３月 14 日（日）

放送大学は、２０２１年４月入学生を募集しています。

試験の種類：甲種（特類、第１種〜第５種）、
乙種（第１類〜第７類）

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

試験会場：琉球大学理学部

を学んでいます。

願書受付期間：令和３年１月 28 日（木）〜２月４日（木）

心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、

願書配布先：各消防本部予防課、

約300 の幅広い授業科目があり、１科目から学ぶこと

県宮古事務所総務課、

ができます。

県八重山事務所総務課、

資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大

（一財）消防試験研究センター等

学 沖 縄 学 習センター（TEL：098-895-5952）まで

※電子申請できます。ホームページをご覧ください！！
https://www.shoubo-shiken.or.jp

ご請求ください。

お問い合わせ先：（一財）消防試験研究センター沖縄県支部

出願期間は、第１回が２月２８日まで第２回が３月

〒900-0029 那覇市旭町 116-37 自治会館６階

１６日まで。

☎098-941-5201

令和３年度 沖縄県学生寮 入寮希望者募集 第２回募集
学生寮の名称、所在地及び募集人数等
名称

所在地

定員

募集人数

入寮金

寮費月額

南灯寮
（男子寮）

東京都狛江市岩戸北 4-14-18

47 人
19 人程度 20,900 円 44,000 円（大部屋以外）49,200 円（大部屋）
（朝・夕食込）
（個室）

沖英寮
（女子寮）

東京都世田谷区豪徳寺 2-27-8

20 人
3 人程度
（個室）

20,900 円

60,800（朝・夕食込）

大阪寮
（男子寮）

大阪府吹田市長野西 7-31

13 人
8 人程度
（個室）

20,900 円

24,000 円（夕食込）

入寮申込期間：令和３年１月４日
（月）
〜令和３年１月２９日
（金）午後５時１５分まで
お問い合わせ先：
（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団

住所：沖縄県宜野湾市伊佐４-２-１６

TEL：０９８-９４２-９２１２ FAX:０９８-９４２-９２２０ URL:http://www.oihf.or.jp/
facebook:https://www.facebook.com/oihf60

労働安全衛生法に基づく令和3年2月講習会のご案内
講習会名

受講料

定員

フォークリフト
¥47,150
20 名
運転技能講習 （テキスト代込）

日時

会場

備考

学科 2/1（月）9：00 〜 18：00
学科 北部会館 3 階
最大荷重 1ｔ以上の
実技 2/2（火）〜 2/5（金）4 日間 （名護市宇茂佐の森 5-2-7）
フォークリフトの運転業務
9：00 〜 17：00
実技 ネオパークオキナワ
（道路上の走行を除く）
実技 2 日目からは 8：30 〜
（名護市字名護 4607-41）

※申込みは先着順の受付とし、定員になり次第締め切らせて頂きます。
※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。予めご了承下さい。
※顔写真1枚（縦4cm×横3cm)必要となりますのでお申込み時に提出して下さい。
※受付後の申込書と受講料はお返しいたしません。講習日程の振替も行いませんので、
キャンセルや遅刻、欠席をしないようご
注意下さい。
お問い合わせ先：
（一社）沖縄県労働基準協会
TEL:0980-54-4700
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FAX:0980-52-7004

令和3年1月号

北部支部

住所：名護市宇茂佐の森5-2-7（北部会館4階）

いぜな

IZENA

令和3年
11月30日(月) 12月25日(金) 12月28日(月) 1月29日(金)

固定資産税

納期

軽自動車税

納期

村・県民税

納期

2月1日(月)

2月26日(金)

３期

3月1日(月)

お問い合わせ

3月31日(水)

固定資産税・軽自動車税・
村県民税について
総務課 45-2001

４期
４期
４期

国民健康保険税 納期

５期

後期高齢保険料 納期

1

29

1/29（金）は国民健康保険税の納期限です！

広報

８期

７期

６期

国民健康保険税・
後期高齢保険料について
住民福祉課 45-2819

６期

５期

９期

※令和元年度より地方税法に基づき延滞金の徴収を開始しています。
納期限までに完納されない場合、
納税は便利な
原則として法定納期限の翌日から完納するまでの日数に応じて計算した延滞税
（延滞金）
を納付しなければなり 口座振替もあります！
納税相談も
ません。
長い間未納のままだと高額となり、
ますます納め辛くなりますのでご注意ください。
お気軽にどうぞ！

※コロナの影響により村税等を一時納付できない場合は、
総務課税務係までご相談ください。

令和 3 年

円

-

円

非公表（ネット申込）26名

-

-

円

1,094,000 円

計

9

418,000 円

教育活動及び人材育成に関する事業

6

170,000 円

健康、
社会福祉及び子育て支援に関する事業

5

115,000 円

産業振興、
生活環境整備及び定住促進に関する事業

3

45,000 円

13

346,000 円

36

1,094,000 円

合

計

マイナンバーカード未取得者の方へ！！

我が家のニューフェイスです。
企 画・編 集・印 刷

伊是名村総務課／広報編集委員会
TEL
（0980）
45 ー 2001 FAX
（0980）
45 ー 2467
印刷：丸正印刷株式会社

儀 間 永 吉 くん（長男）
令和2年11月19日生

1

父⁚桂

月〜

2

母⁚綾乃

請

えい きち

①交付申請用QRコードをお持ちの方
（※令和3年1月から3月にかけて送付）

▪スマートフォン
【無料】 ▪証明写真機【有料】
マイナンバーカード交付申請のご案内
にあるＱＲコードを読込ます。

月の行事予定

1/1 ●
金 元日・成人式

月 官公庁御用始め
4 ●
6 ●
水 伊是名村消防団出初式
26 ●
火 文化財防火デー
29 ●
金 国民健康保険税５期納期限

31 ●
日 令和3年度 村職員採用候補者試験
2/1 ●
月 村・県民税第４期納期限
後期高齢保険料第7期納期限

26 ●
金 国民健康保険税第6期納期限

・申請書ID、氏名、
メールアドレスを入力
・写真を撮って終了！
！簡単！
！
・届いたメールの専用サイトに写真を登録

②交付申請書をお持ちの方

（※令和3年1月から3月にかけて送付）
▪郵便による郵送【無料】

・専用封筒に必要事項の記入と、必要書類を
添付し郵送します。

③交付申請書をお持ちでない方

※窓口は混雑する場
▪伊是名村 窓口で申請
・本人確認後、受付します。 合もあります。時間
にゆとりをもってご
来庁ください。

受け取り

申

よろしくね

伊禮照夫

自然環境の保全及び歴史・文化の継承に関する事業

その他目的達成のため村長が必要と認める事業

寄附金額

会長

件数

山川 光雄
比嘉 康之
山川 健二
玉城 保男

寄附事業名

伊是名村郷友会だより

-

-

新年のご挨拶

-

非公表7名

令和三年

平良 裕一

伊是名村民︑並びに郷友会員の皆様︑明けましておめでとうご

円

ざいま す︒本年 もよろしくお願い致しま す︒昨年は郷友会活動へ

-

のご理解︑及び協力をいただきまして感謝申し上げます︒

沖縄県浦添市

字伊是名会長
新勢会会長
字諸見・ 内花会長
字仲田会長

有限会社 大友設計

伊是名村郷友会

50,000 円

さて︑残念ながら楽しみにしていました﹁伊是名村郷友会新春

寄附金額

沖縄県那覇市

の集い・受 章 者 祝 賀 激 励 会﹂は︑新 型コロナウイルス感 染 拡 大 防

住所（所在地）

止の観点から中止とすることになりましたが︑令和四年は︑新型

名

コロナウ イルス感 染が終

氏

仲田 輝享

息し︑新春の集いが開催

寄附者の皆様が寄せた寄附金は、
「歴史と自然、人
が共生する伊是名村」をめざして各事業、村発展のた
めに使わせていただきます。ありがとうございまし
た。
※「−」は非公表希望

できることを 楽しみにし

〜令 和 2 年 度11月 ふるさと納 税 実 績〜

ていま す︒今後ともご支

いぜな島応援寄附金

援︑ご 協 力の程 よ ろ し

尚円王の里

くお願い申し上げます︒

No.597
2021

住民福祉課窓口で
1〜2ヵ月後、市町村より交付
通知書
（はがき）
が届きます。
交付通知書（はがき）
と本人
確認書類（※）
を持って市町
村窓口へ！

（※）
本人確認書類
▪1点確認の例
運転免許証や旅券など
▪2点確認の例
健康保険証+社員証など
本人確認後、交付します。
詳細は住民福祉課窓口へお
問い合わせください。
以前、マイナンバーカードを作
った事があるが受け取りがまだ
の方は住民福祉課までお問い
合わせください。

