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村の人口【計 1,339人】令和3年4月30日現在
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◆ 今月号の主な内容 ◆
・浜下り
・交通安全
・新型コロナワクチン集団接種
・ふるさと納税

浜下り
子どもの健やかな成長と健康を祈願して



3 令和3年6月号

5月14日　幼・小　交通安全教室5月14日　幼・小　交通安全教室

「フェリーいへやⅢ」の代船就航についてのお知らせ「フェリーいへやⅢ」の代船就航についてのお知らせ
「フェリーいぜな尚円」の中間検査（ドック入り）に伴い、下記日程において運航時刻に変更がありますので
お知らせします。

伊是名発

13‥30
運天港発

11‥00

・伊是名～運天港
５月３０日（日）～６月１１日（金）期間

伊是名発

9‥00
運天港発

15‥00

・伊是名～運天港
６月１２日（土）～６月１３日（日）期間

商工観光課  ☎0980-45-2534　仲田港ターミナル  ☎0980-45-2002　運天港連絡事務所  ☎0980-56-5084
【お問い合わせ】

広報５月号に下記のとおり誤記がありましたことをお詫び申し上げ訂正致します。
P３　村行政機構職員構成図　【主事】佐久本  新太郎（誤）→正しくは、【主任】佐久本  新太郎
P８　島の暦６月の行事　フェリードッグ6月30日～7月13日まで→正しくは、フェリードッグ5月30日～6月13日まで

お詫びと訂正

　伊是名駐在所　野地巡査長の指導の下、交通安全教室が開催されました。新型コロ
ナウイルス感染予防対策のため、今年は学年ごとに分けての開催となり、この日は幼稚
園生と小学校１年生を対象とした内容となりました。信号がある場合とない場合の横断
歩道の渡り方、公道での自転車の乗り方、また、日頃児童らの様子を見守っていて気づ
いた注意点なども呼びかけていました。
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浜下り（ハマウリ）浜下り（ハマウリ）

4月27日　コロナ対策に役立てて4月27日　コロナ対策に役立てて

4月21日  交通安全の願いをこめて4月21日  交通安全の願いをこめて

　旧3月3日にあたる4月14日（水）に伝統行事である浜
下りが行われました。以前までは各字の海人が浜下りの行事
を行っていましたが、現在は伊是名区の海人を中心に村内の
海人等有志で行われています。
　晴天に恵まれたお昼後、浜下りを初めて迎える赤ちゃんが
両親に連れられ「健康な子に育ってほしい」との願いと魔除
けの意味で額に海水をつけてもらい、持参したお餅とお魚を
交代しました。後半は、海人から水揚げされたばかりのクルビ
ラーやヒカーグヮー等の鮮魚を購入したい島民で賑わいま
した。

　創立14期を迎えた株式会社エマオ（代表取締役　安次富淳子・写真右端）よ
りこのほど「教育関係施設、高齢者施設及び各自治体等の新型コロナウイルス感
染症予防に役立ててほしい」と、マスク6,000枚と消毒液20Lの寄贈がありまし
た。前田村長は「貴社からのマスク・消毒液の寄贈は昨年に引き続き2回目とな
り、大変感謝しております。感染予防に有効活用させていただきます。」と話した。

　村商工会女性部が伊是名小学校を訪れ、手づくりの交
通安全守り68人分（幼稚園生37名・小学1年生 12名・
2年生 19名）を石川清文教頭へ手渡しました。ペットボト
ルのキャップを利用し太鼓の形をしたお守りは、中には塩
が入り側面には子どもたちが喜ぶようにと人気キャラク
ターのシールが施されました。
　また、例年、幼・小 1年生を対象としている事業ですが、
昨年はコロナウイルスの影響から実施できなかったので、
今回は2年生の分まで作成しました。通学や遊びに行く際
など、子どもたちが安全に過ごせるように祈っています。
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　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
名中学校女子バレー部が実際に行っている免疫力 UP ストレッチを紹介してい
きます。

自宅で出来る簡単な
ストレッチにチャレンジ！！

Part 6

前足の膝と足首を９０度にする。
（もう片方の足は足の甲をつける。）
上半身を低く下げながら床に肘を置く。
※背中は膝よりも低く、もも裏が伸びて
いたらOK（左右交互に行う）

前足の膝と足首を９０度にする。
膝の横に手を置き肩を床につけるイメー
ジで背中を捻る。
※手の置き方として手の指は下にして
反対の手を伸ばして踏ん張る。
背中ともも裏が伸びていたら OK（左右
交互に行う）

股関節のストレッチ

背中のストレッチ

股関節と膝を９０度にして腕を前に伸
ばす。親指を上にして床に胸をつける
ように背中を伸ばす。

うつ伏せから肩の前に腕を伸ばして
背中をそらす。

四つん這いから肩を捻って床につける。首を内側
に曲げて天井を見るイメージ。反対側の手を床に
つけるイメージで伸ばす。(5秒程度）
※無理しない程度で行ってください。

　色々なスポーツなどで活用できるスト

レッチで日常でも股関節や背骨の動きは

重要なので是非無理しない程度に活用く

ださい。

　また、ストレッチを行って私たちバ

レー部は、姿勢が良くなったり体が柔ら

かくなったり色々な効果が出ました！！

（効果には個人差があります。痛みがある場合は
実施を中止して下さい。）

バレー部からの
一言アドバイス

「避難勧告」と「避難指示」は
「避難指示」に一本化されました！

　2021年5月20日、災害対策基本法の一部を改
正する法律が施行され、市町村が発令する避難情
報が大きく変わりました。
　警戒レベル4にあたる「避難勧告」と「避難指示」
が一本化され、「避難勧告」は廃止されました。
　今後は、市町村から出される警戒レベル4にあ
たる「避難指示」の段階までに危険な場所から避
難してください。

内閣府（防災情報のページ）
http://www.bousai.go.jp/oukyu/
hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline

こちらのQRコードから
防災情報のページへ
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　令和3年8月14日（土）・15日（日）に開催を予定しておりました「第22回いぜな尚円王まつり」、令和3年11月
7日（日）に開催を予定しておりました「第34回いぜな88トライアスロン大会」は、新型コロナウイルス感染症拡
大による感染リスク防止の観点から、村民及び参加者の皆さまの安心・安全を最優先に協議をした結果、実行
委員会において開催中止を決定いたしました。
　開催を心待ちにされておりました皆様、関係者の皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解頂きますよう
よろしくお願いいたします。

　5月15日（土）、16日（日）の2日間、16歳以上の全村民を対象にコロナワクチン集団接種が行われました。北部
医師会病院を中心に県立北部病院の協力の下、医師4名、看護師薬剤師等11名と医療体制を整え、県内でもいち
早く全村民を対象とした接種になりました。接種前は緊張や不安気な様子の方もいましたが、接種後は、安心した
表情で帰路につかれていました。

伊是名村新型コロナワクチン集団接種

第22回いぜな尚円王まつり・第34回いぜな88トライアスロン大会
開催中止
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労働安全衛生法に基づく令和３年７・８月講習会のご案内

フルハーネス型
 墜落制止用器具
特別教育

アーク溶接
特別教育

会員
￥9,090

(テキスト代込)
非会員
￥12,390

(テキスト代込)

30名

講習会名 受講料 定員 日　　時 会　　場 備　　　考

労働者の墜落を制止する器具である安全帯
(墜落正用器具)の安全性の向上と適切な使用
等を図るための特別教育

30名

会員
￥15,800

(テキスト代込)
非会員
￥19,100

(テキスト代込)

7/13(火)8:50～16:40

7/27（火）9:50～16:30
7/28（水）9:00～16:30

7/29（木）9:20～15:30
7/30（金）9:30～15:30

学 科

実 技

北部会館3階
(名護市宇茂佐の森5-2-7)

ネオパークオキナワ
（名護市字名護4607-41)

学 科

実 技

北部会館3階
(名護市宇茂佐の森5-2-7)

名護商工高等学校
（名護市大北4-1-23)

学 科

実 技
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断
等の業務

小型移動式
クレーン運転
技能講習

32名

免除無し
￥28,505

(テキスト代込)
一科目免除有り
￥26,305

(テキスト代込)

7/27（火）9:50～16:30
7/28（水）9:00～16:30

7/29（木）9:20～15:30
7/30（金）9:30～15:30

学 科

実 技

北部会館3階
(名護市宇茂佐の森5-2-7)

ネオパークオキナワ
（名護市字名護4607-41)

学 科

実 技

吊り上げ荷重1t以上5t未満の小型移動式ク
レーンの運転業務(道路上の走行を除く)実技
は8/20・8/21いずれか一日です。申し込み順
に決定します。

※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し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。

(一社)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

お問い合わせ先

沖縄県警察本部からのお知らせ

【届出の対象となる場合】
・ 船舶、カヌー、サップ等を用いて海域や内水域に案内し、スノーケリングをさせている場合（スノーケリング業の届出のほか、プレ
ジャーボート提供事業を別に届け出る必要があります。）
・ 海岸等から船舶等を用いずに海域や内水域に案内し、スノーケリングをさせている場合（いわゆる「ビーチエントリー」で、案内者がス
ノーケリングをするか否かを問いません。）
・ スノーケリングに適した場所まで案内し、案内者が海域等に入らずスノーケリングをさせている場合（ネイチャーガイドの途中、海域
や内水域でスノーケリングをさせる場合などが該当します。）など
※条例におけるスノーケリングは「スノーケルを使用して遊泳すること」と定義しており、 一般にいうスノーケリングのほか、スキンダイ
ビング、フリーダイビングについても、スノーケルを使用していれば届出の対象となります。
※令和３年11月１日までの間にスノーケリング業を始める方も含まれます。

お問い合わせ：沖縄県警察本部地域部地域課　TEL：098-862-0110   FAX：098-862-0115

改正水上安全条例が施行されました事業者の皆様へ
現在スノーケリング業をしている方は、令和３年１１月１日までにスノーケリング業の届出が必要となります。
•公安委員会（警察署地域課）へ届出書類を提出してください！

交通安全対策を行いました

場　　所　　チヂン山展望台周辺
道路状況　　一方通行

問 題 点　　一方通行ですが、進行経路が不明なため、
　　　　　　逆走車両がある状況。対向車と衝突の危険があり
　　　　　　ました。

改 善 後　　駐在員ご協力の下、路面標示を行ったことで、進行
　　　　　　経路が明確となり、交通が円滑に流れるようにな
　　　　　　りました。

令和３年度　自衛官募集案内

一般曹候補生（非任期制）
受付期間：令和 3年 7月1日から同年9月6日
試験会場：名護市内及び那覇市内を予定　
受験資格：18 歳以上 33歳未満の者
１次試験：令和 3年 9月16日から19日の内1日

航空学生（海・空パイロット養成コース）
受付期間：令和 3年 7月1日から同年9月9日
試験会場：那覇市内を予定
受験資格：海上要員／18 歳以上 23歳未満の者
　　　　　航空要員／18 歳以上 21歳未満の者
（共に高卒及び高専 3年次修了または見込みの者）
１次試験：令和 3年 9月20日

自衛官候補生（任期制）
受付期間：令和 3年 7月1日から同年9月6日
試験会場：名護市内及び那覇市内を予定
受験資格：18 歳以上 33歳未満の者
１次試験：令和 3年 9月16日から19日の内1日

お問い合わせ
自衛隊沖縄地方協力本部　名護地域事務所
住所：名護市宮里 452-3　名護地方合同庁舎4F
TEL：0980-52-4064
Mail：Okinawa.pco.nago@rct.gsdf.mod.go.jp

7 令和3年6月号

Ｒ３経済センサス -活動調査　調査への回答はお済みでしょうか

　令和3年経済センサス-活動調査は、全産業分野の売上（収入）金額や費用などの経理項目を同一時点で網
羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動の状況を全国及び地域別に明らかにするとともに、事
業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報の整備を図ることを目的に実施します。
★ 5月20日から、調査員が対象の事業所を訪問し、インターネット回答利用ガイドと調査票を配付しています。
※ご回答いただいた内容は「統計法」に定められている利用目的以外（税務資料など）に使用することはあり
ません。秘密の保護に万全を期していますので、ご協力をお願い致します。
※インターネットで回答いただいた事業所は、紙の調査票の提出は不要です。
　紙の調査票には何も記入せず、他に使われないように廃棄してください。

◆ Ｒ3経済センサス-活動調査コールセンター（無料）
・調査票記入方法などに関するお問い合わせ先　【電話】0120-430-103
・インターネット回答に関するお問い合わせ先　  【電話】0120-619-730
受付時間：午前9時～午後8時　（土日・祝日もご利用できます）

≪まだ回答がお済でない事業所は、早めの調査へのご協力をお願いします。≫
※万が一調査票が届いていない場合は、役場総務課までご連絡ください!!

※調査の対象
全国すべての事業所

　パソコン・スマートフォンからの回答は6月8日(火)までです。
　それ以降は、紙の調査票での回答を早めにお願いします!!

第33回 「ツール・ド・おきなわ2021」

大会ポスター大募集

賞 金
10万円

今年で第33回を迎えるツール・ド・おきなわ大会は「熱帯の花となれ、風となれ」

をテーマに、国際ロードレース大会、市民サイクルスポーツ大会（レース部門・サ

イクリング部門）、一輪車・三輪車大会を合わせ沖縄県北部地域（やんばる）でサイ

クルスポーツの祭典として開催します。大会の魅力である迫力あるレースのイ

メージをはじめ、やんばるの美しい大自然を舞台に楽しみながら誰でも気軽に参

加できる「市民参加型サイクルスポーツ大会」である事をアピールしたい。さらに

「沖縄の独自性」や「斬新さ」といった切り口での作品を募集します。

テーマ

所定の用紙に必要事項を記入して作品と一緒に郵送もし

くは協会まで直接持参して下さい。（申込用紙はWebから

入手可。又は電話・FAX、メールにて事務局まで請求して下

さい。申込用紙の郵送希望の場合、150円切手同封の上、応

募先までご郵送下さい。）

申込方法

応募資格

県内外を問わず、中学生以上。

賞 最優秀賞１点　賞金10万円【著作権】採用作品の著作権はツール・ド・おきなわ協会に帰属します。

※上記WEBサイトから申込書ダウンロード出来ます。

【新型コロナウイルスによる大会中止及び延期時について】　翌年の2022大会ポスターデザインとして、使用します。

応募規定

発　表

応募先

お問い合わせ

●本人の作品で未発表のものに限ります。

●サイズは、「A3」の縦（タテ420mm×ヨコ297mm）に限ります。

●デザインの手法は問いませんが図柄だけとし「ツール・ド・おきなわ」というタイトルは入れないで下さい。

●自転車の図に関しては、ロードバイクをモデルとします。

●応募作品は１人１点とします。

●データの場合は、プリントアウトした作品に限り審査の対象になります。

●データで作成した作品が当選した際は、Illustrator CC（アウトライン有り・無し2種類）、Photoshop CC、

　PDF（Xla）での提供になります。

2021年7月下旬までに、入選者本人に直接連絡及び大会オフィシャルサイトで発表致します。　　 　　　　

ポスター募集期間
（締め切り当日消印有効）

5月10日（月）～6月30日（水）
※事務局窓口の直接持込は、6月30日（水）17時迄となります。

NPO法人ツール・ド・おきなわ協会

www.tour-de-okinawa.jp
沖縄県名護市宇茂佐の森五丁目2番地7　北部会館2階

TEL.0980-54-3174/FAX.0980-54-3169
Mail：info@tour-de-okinawa.jp

2020ポスター公募選定作品　　デザイン ： 行澤　洋人

第32回 ツール・ド・おきなわ2020大会

熱
帯
の
花
と
な
れ
風
と
な
れ

主催：ツール・ド・おきなわ協会/北部広域市町村圏事務組合　　主管：ツール・ド・おきなわ大会実行委員会
後援：自転車活用推進本部（予定）/内閣府（予定）/経済産業省（予定）/国土交通省（予定）/スポーツ庁（予定）/（公財）日本自転車競技連盟/（公財）日本サイクリング協会/（公財）JKA　他38団体　　特別協力：沖縄タイムス社/琉球放送株式会社/NHK沖縄放送局/北部地区医師会

やんばるRIDE サイクリング
2021.1.5火～1.31日 2021.3.6土、2021.3.7日

大会ポスター（2020年）
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企画・編集・印刷

No.602
2021

令和3年

6

月6 ～ 7月の行事予定

6/5
6
12
13
19
23
27
30

●土
●日
●土
●日
●土
●水
●日
●水

地区夏季総体／新型コロナワクチン集団接種（2回目） 
地区夏季総体／新型コロナワクチン集団接種（2回目）
村立保育所  親子ふれあい運動会【中止】 
ユッカヌヒー（海神祭）  
第２回村内一斉清掃  
沖縄慰霊の日・伊是名村戦没者追悼式  
幼・小・中  合同運動会  
村・県民税第１期納期限

7/2
6
7
8
９
１８
２４
30
31

●金
●火
●水
●木
●金
●日
●土
●金
●土

乳幼児健診  
健診結果説明会（伊是名）  
健診結果説明会（仲田）   
村教育懇談会/健診結果説明会（諸見）  
健診結果説明会（午前　勢理客/午後　内花） 
第２回ドラッグレースin伊是名   
勢理客区ウンナー【中止】  
国民健康保険税・後期高齢者保険料第１期納期限 
仲田区ウンナー   

固定資産税・軽自動車税・村県民税について　　総務課 45-2001
国民健康保険税・後期高齢者保険料について　住民福祉課 45-2819お問い合わせ

※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、
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。
※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。

6/30( 水 ) は村・県民税（第 1期）の納期限です！ 30
6月30日(水) 7月30日(金) 8月2日(月) 8月31日(火) 9月30日(木) 10月29日(金)

納期
納期
納期
納期
納期

全期
２ 期
２ 期
２ 期

１ 期

2 期

１ 期
１ 期 3 期 4 期

3 期

納税は便利な
口座振替もあります！

納税相談も
お気軽にどうぞ！

5月31日(月)

固定資産税
軽自動車税
村・県民税

国民健康保険税
後期高齢保険料

１ 期

　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。

寄附事業名 寄附金額件数

自然環境の保全及び歴史・文化の継承に関する事業
教育活動及び人材育成に関する事業
健康、社会福祉及び子育て支援に関する事業
産業振興、生活環境整備及び定住促進に関する事業
その他目的達成のため村長が必要と認める事業

円
円
円
円
円

円

11
5
5
1
9
31

令和3年4月  ふるさと納税実績

円
円
円
円
円

氏　名 住所（所在地） 寄附金額

合　　　計※「－」は非公表希望

1,480,000
150,000
290,000
10,000
190,000
2,120,000

-
八木　末子
非公表２名

非公表（ネット申込）２７名

計

-
-
-
-

100,000
60,000

-
-

2,120,000

　令和２年度、寄附金23,420,000円が寄せられ、そのうち特典及び事務費等を控除した10,777,305円を
「尚円王の里いぜな島応援基金」へ積み立てました。

「尚円王の里いぜな島応援寄附金」

寄附事業名 寄附金額 基金へ積立金額

自然環境の保全及び歴史・文化の継承に関する事業
教育活動及び人材育成に関する事業
健康、社会福祉及び子育て支援に関する事業
産業振興、生活環境整備及び定住促進に関する事業
その他目的達成のため村長が必要と認める事業

令和２年度　ふるさと納税実績

合　　　計

7,720,000
5,533,000
1,467,000
3,036,000
5,664,000
23,420,000

円
円
円
円
円
円

3,622,150
2,596,031
688,302
1,424,462
2,446,359
10,777,305

円
円
円
円
円
円

※小数で１円の誤差があり調整

P-B10269


