
プールでひんやり

IZENA
広報
IZENA
広報

®

伊是名島イメージキャラクター

伊是名村のホームページ
http://vill.izena.okinawa.jp

No.605
令和3年
2021

自然と歴史が織りなす　尚円の里　伊是名島

9
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村の人口【計 1,326人】令和3年7月31日現在
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◆ 今月号の主な内容 ◆
・コロナワクチン接種率
・勢理客区ボランティア活動
・警察活動協力功労の贈呈
・秋の全国交通安全運動



3 令和3年9月号

　『コロナ禍で自粛生活等大変な中、少しでも伊是名村の
役に立てれば』との思いから、8月13日（金）「おきなわ米販
株式会社」社長・末吉俊明様より特別養護老人ホーム「チ
ヂン園」と「社会福祉協議会」に約200kgのお米（特別栽培
米 つや姫パックごはん）の寄贈がありました。
　緊急事態宣言下の為、贈呈式等は行わず
受取のみとなりましたが、前田村長及びチ
ヂン園・伊禮弘宜理事長と共に寄贈頂い
た「おきなわ米販」様に感謝の意を表して
いました。

　本部警察署より「東江文子さん・兼元正典さん・伊是
名村消防団」に警察活動功労表彰の感謝状とトロフィー
の贈呈がありました。
　表彰された東江さんは、約18年の間「子供・女性安全
モニター」として活動しており、その功績を讃えての表
彰となりました。
　緊急事態宣言下ということで贈呈のみとなりました
が、長年にわたり島内の安心・安全にご尽力いただきあ
りがとうございます。

　7月17日（土）、島内一斉清掃終了後に勢理客区
の環境美化活動の一環で、世帯主が不明又は移住さ
れて空き家となった屋敷の草刈りなどの清掃作業
が行われました。
　勢理客区では一斉清掃とは別に不定期に清掃活
動を行っており、末吉区長の協力依頼の下、区の
OB・青年会・区民が一丸となり活動しています。
　「今後も区の環境美化の為、そして伊是名村の環
境美化啓発の為、活動を続けていきたい」と末吉区
長は語りました。

警察活動協力功労の贈呈警察活動協力功労の贈呈 勢理客区環境美化活動
（清掃ボランティア）
勢理客区環境美化活動
（清掃ボランティア）

お米の寄贈がありましたお米の寄贈がありました

前田村長と伊禮理事長

東江文子さん
清掃前の空き屋敷

清掃後の空き屋敷兼元正典（右から2番目）さんとJAオートの皆さん

新型コロナワクチン集団予防接種について新型コロナワクチン集団予防接種について

 新型コロナワクチン接種の対象者が、12歳～15歳まで拡大されたことをうけ、
第2回新型コロナワクチン接種を実施します。
＜ 日　程 ＞　１回目：令和3年9月11日（土）受付時間13時～18時
　　　　　　 ２回目：令和3年10月2日（土）受付時間13時～18時
＜ 対象者 ＞　12歳以上でまだ新型コロナワクチンを受けていない伊是名村民
＜ 場　所 ＞　産業支援センターホール
＜ワクチン＞　ファイザー社ワクチン
＜ 料　金 ＞　無料
＜注意事項＞　事前予約された方が対象です！！

事前予約された方が対象です！！事前予約された方が対象です！！

出典：平成30年度鳥取県における少子化対策  等に関するアンケート調査結果より作成

伊是名村民のワクチン接種状況（R3.8/6現在）

【16歳以上全村民対象】

【新型コロナワクチン接種】
　本村の新型コロナウイルスワクチン接種について16歳以上全住民を対象に、1回目（5月）、2回目（6月）
接種を完了しました。
　本村の2回完了ワクチン接種者は65歳以上が399人（88.1％）、一般が470人（70.9％）となり（本村住
民で島外接種者含む）、多くの住民の方が積極的にワクチン接種を行いました。

高齢者（65歳以上）

ワクチン接種対象者
R3.05.31住基データ

合　計

一　般（16歳以上64歳以下）

接種者数

1回接種者数 2回接種者数

接種率 接種者数 接種率

405人 89.4% 399人 88.1%

481人 72.5% 470人 70.9%

886人

453 人

663人

1,116人 79.4% 869人 77.9%

単位：人

　新型コロナウイルス感染症に関して、誤情報・不確定情報が、インターネッ
ト等を通じて拡散しがちですが、厚生労働省・沖縄県・伊是名村等、公的機
関からの正しい情報をご確認ください。
　また、感染者や治療にあたっている医療関係者、そのご家族等に対する不
当な差別や偏見・誹謗中傷・いじめ等は決して許されるものではありません。
　誤情報等に惑わされることなく、冷静な行動をお願いいたします。

～根拠のない噂に惑わされないようにしましょう～

電動三輪車又は電動四輪車購入費助成について
　伊是名村では、広報誌（令和3年7月号）において電動三輪車等の購入助成について掲載してい
ますが、今年度は助成予定額に到達次第で受付を終了いたします。令和4年度も事業を実施する予
定ですので、本助成を活用し電動三輪車等を購入されたい方は役場住民福祉課までご相談下さい。
●助成金交付対象者
　(1) 満 65歳以上で運転免許を有しない方及び運転免許証を返納した方
　(2) 身体障がい者手帳を所有する方で下肢機能障がい等で歩行が困難な方
　(3) 電動三輪車又は電動四輪車の購入が初めての方。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合せ：住民福祉課　☎0980-45-2819

2



3 令和3年9月号

　『コロナ禍で自粛生活等大変な中、少しでも伊是名村の
役に立てれば』との思いから、8月13日（金）「おきなわ米販
株式会社」社長・末吉俊明様より特別養護老人ホーム「チ
ヂン園」と「社会福祉協議会」に約200kgのお米（特別栽培
米 つや姫パックごはん）の寄贈がありました。
　緊急事態宣言下の為、贈呈式等は行わず
受取のみとなりましたが、前田村長及びチ
ヂン園・伊禮弘宜理事長と共に寄贈頂い
た「おきなわ米販」様に感謝の意を表して
いました。

　本部警察署より「東江文子さん・兼元正典さん・伊是
名村消防団」に警察活動功労表彰の感謝状とトロフィー
の贈呈がありました。
　表彰された東江さんは、約18年の間「子供・女性安全
モニター」として活動しており、その功績を讃えての表
彰となりました。
　緊急事態宣言下ということで贈呈のみとなりました
が、長年にわたり島内の安心・安全にご尽力いただきあ
りがとうございます。

　7月17日（土）、島内一斉清掃終了後に勢理客区
の環境美化活動の一環で、世帯主が不明又は移住さ
れて空き家となった屋敷の草刈りなどの清掃作業
が行われました。
　勢理客区では一斉清掃とは別に不定期に清掃活
動を行っており、末吉区長の協力依頼の下、区の
OB・青年会・区民が一丸となり活動しています。
　「今後も区の環境美化の為、そして伊是名村の環
境美化啓発の為、活動を続けていきたい」と末吉区
長は語りました。

警察活動協力功労の贈呈警察活動協力功労の贈呈 勢理客区環境美化活動
（清掃ボランティア）
勢理客区環境美化活動
（清掃ボランティア）

お米の寄贈がありましたお米の寄贈がありました

前田村長と伊禮理事長

東江文子さん
清掃前の空き屋敷

清掃後の空き屋敷兼元正典（右から2番目）さんとJAオートの皆さん



5 令和3年9月号

名護署管内で働く皆様労働災害が急増しています！皆様の職場は安全でしょうか

令和3年6月末時点において、労働災害が前年同期比28％増加しています。
業種別では保健衛生業や商業、年齢別では20歳代、40歳代、60歳代での増加が目立っています。
働く人に安全で安心な店舗・施設となるように今一度、安全衛生対策を見直しましょう！
各種リーフレット等は沖縄労働局のホームページでご確認ください。
● STOP！転倒災害プロジェクト https://anzeninfo.mhlw.go.jp/
● こころ耳  https://kokoro.mhlw.go.jp/
● エイジフレンドリーガイドライン （概要についてはエイジフレンドリーガイドラインで検索）
● 名護労働基準監督署  0980-52-2691

観光事業者等応援プロジェクト支援金

月次支援金を受給された事業者への沖縄県独自の支援です。
■ 給付額　本支援金は、下記の金額を上限に1回のみの給付となります。

   ※2019年もしくは2020年4～8月のいずれかの月間売上が

■ 申請期間　2021年7月30日（金）～10月31日（日）

秋の全国交通安全運動の実施

　令和3年9月21日（火）～9月30日（木）のまでの10日間、『秋の全国交通
安全運動』を実施します。
　交通安全運動に取り組み、交通事故のない、安全で安心な伊是名村を築
きましょう！
【運動のスローガン】
     夕暮れ時　あなたを守る　反射材

【運動重点】
　● 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
　● 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上
　● 自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
　● 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶

【地域の重点（沖縄県独自の重点）】
　二輪車の交通事故防止（無謀な運転の防止・マナーアップの推進）

個人事業者 上限10万円
法人事業者 上限20万円 又は30万円

300万円以下の法人事業者 上限20万円
300万円を超える法人事業者 上限30万円 

観光関連事業者等応援プロジェクト支援金事務局
問い合わせ番号：050-3825-9018
対応時間：9：00～17：00（土日祝日対応）
https://oki-kankoshien-pr.com/
月次支援金
問い合わせ先：フリーダイヤル　　0120-211-240
IP電話専用回線：03-6629-0479
受付時間：8：30～19：00（土日・祝日含む全日）
https://ichijishienkin.go.jp/
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令和 3 年度  高校育英貸与奨学生および高等学校貸与奨学生の追加募集について

【 募 集 内 容 】   高等学校等、または専修学校高等課程に在学している生徒を対象とする奨学生の追加募集
【 応 募 資 格 】   ①沖縄県内に住所を有する者の子弟
　　　　　　　　②高等学校等、または専修学校高等課程に在学している生徒
　　　　　　 　 ※①及び②の条件を満たす者
【 申 込 方 法 】   出願書類を学校から受け取り、学校が定める提出期日（概ね9月中旬～下旬頃）までに学校へ提出
【お問い合わせ】  在学している学校の奨学金担当者

令和 4 年度  高校育英貸与奨学生予約採用 （中学校 3 年生対象） の募集について

【 募 集 内 容 】   令和4年4月に高等学校、専修学校高等課程などに進学を予定している中学校3年生を対象とする
　　　　　　　　奨学生の予約募集
【 応 募 資 格 】   ①沖縄県内に住所を有する者の子弟
　　　　　　　　②中学校3年生で令和4年4月に高等学校、専修学校高等課程などに進学を予定している生徒
　　　　　　 　 ※①及び②の条件を満たす者
【 申 込 方 法 】   出願書類を中学校から受け取り、学校が定める提出期日（概ね9月下旬頃）までに中学校へ提出
【お問い合わせ】     在学している学校の奨学金担当者
【公益財団法人沖縄県国際交流 ・ 人材育成財団】  ※お問い合わせは必ず在学学校を通じてお願いします

令和 3 年度  在日米軍従業員の事前募集の内容について

1. 応募資格　沖縄県在住の満18歳以上の方
2. 応募方法　インターネット又は窓口いずれかの1回の応募で有効
　・インターネット　エルモのホームページ（「LMO」で検索、又はQRコードを開き、
     　　　　　　　　【求人情報】の【在日米軍従業員事前募集（沖縄の基地）】をご覧ください。
　・応募窓口　指定の応募用紙に必要事項を記入の上、お申込みください。
3. 応募受付時間　
　・インターネット　年中24時間受付
　・窓口　午前9時～午後5時30分受付（ただし、土曜・日曜、祝日及び12月29日～翌年1月3日を除く）
4.Twitter 開設　令和3年4月より、求人情報等の募集関連情報を定期的に発信いたします。
　ぜひ、フォローをお願いします。アカウント名「在日米軍従業員求人情報（エルモ）」
5. 窓口応募受付場所及び問合せ先
　独立行政法人　駐留軍等労働者労務管理機構（エルモ）
　沖縄県中頭群嘉手納町字屋良1058番地1　沖縄支部管理課　TEL:098-921-5532

Twitter

HP

（スマートフォン）

自動車の点検 ・ 整備の確実な実施について

　自動車の使用者は、自動車の不具合による交通事故や公害の防止を図る観点から、自動車の適切な保守管理及び点
検・整備（日常点検・定期点検等）を実施することが義務となっています。
　内閣府沖縄総合事務局では、自動車の使用者に自動車の点検・整備を確実に実施して頂くため、本年は9月と10月の
2ヶ月間を自動車点検整備推進強化月間と定め、関係機関及び関係団体の協力のもと「自動車点検整備推進運動」を実
施します。
　「人と車と環境の調和がとれた車社会」を形成するためには、自動車の使用者一人一人が自己の責任において、日頃か
ら自動車の保守管理を確実に実施することが大切です。
　自動車使用者の皆様のご理解とご協力をお願い致します。
【お問い合わせ】
内閣府沖縄総合事務局運輸部車両安全課
TEL：098-866-1837　FAX：098-860-2369

PC

http://www.tenken-seibi.com

スマホ

http://www.tenken-seibi.com/m/
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11月1日(月) 11月30日(火)

3 期
3 期

5 期

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、各担当課までご相談ください。

9月30日（木）後期高齢者保険料（第3期）の納期限です！

9月30日(木) 10月29日(金)

納期
納期
納期
納期
納期 3 期 4 期

水道料金および集排使用料の口座振替日は、毎月15日（土日祝日の場合は翌営業日）になっています。

12月27日(月) 12月30日(木)

4 期
6 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！

固定資産税
軽自動車税
村・県民税

国民健康保険税
後期高齢者保険料

「納期内納付」税は「納期内納付」で
　納期限内に自ら納めることを「納期限内納付」といい、納付できない場合には「延滞金」が課せられます。これは、納期限内納税
者との均等を図るためのペナルティであるため、完全徴収いたします。ですので、延滞金のみが未納でも滞納処分の対象となります。

滞納処分に至るまで
①滞納の発生　    納期限までに納付がない場合は、本税に延滞金が加算され、次のような滞納処分を行います。
②督促・催告　     督促状・催告書を送付し、自主納付を促します。
③財産調査　　    なおも納付がない場合は、金融機関・勤務先・取引先等に、滞納者の財産調査を行います。
④差押え　　　    預貯金・給与・不動産・軽自動車等、換価価値のあるあらゆるものを差押えします。
⑤換価・充当　     差押さえた財産を換価（現金化）し、滞納税へ充当します。
　　　　　　　   ※滞納処分は、滞納金がなくなるまで何度でも行います。

うっかり納め忘れに備えて、簡単・便利な口座振替をお勧めいたします。
【口座振替のメリット】  ○自動的に引落しされるため、納め忘れがない！
　　　　　　　　　  ○一度手続きすると、自動的に毎年継続される！
【手続き方法】  預金通帳、通帳印鑑をご持参のうえ、ＪＡ伊是名支店・伊是名郵便局・役場窓口で手続きしてください。 

相続登記を放
置してませんか？ 簡易水道および農業集落排水よりお知らせ

　本村では、簡易水道料金および集排使用
料金の納付方法について、納付書払いから口
座振替への移行を推奨しております。納付書
にて支払いをされているお客様におかれまし
ては、可能な限り、口座振替へ変更されますよ
うご協力の程お願い申し上げます。

口座振替は毎月15日 ※土日祝日の場合
翌営業日振替

※登記名義人が亡くなり、相続人は亡くなったことを知り、かつその不動産の所有
権を取得したことを知った日から３年以内に相続登記を行わなければなりません。
【相続登記の申請方法】
　ステップ1…登記事項証明（登記簿謄本）を法務局で取得し所有者情報を確認
　ステップ2…戸籍・戸籍の附票・住民票等を集めて相続人を確定させる。
　ステップ3…相続登記申請書を作成
　ステップ4…相続登記申請（郵送でも可能）
【必要書類の取得方法について】
○ 登記簿（法務局）　　　　○ 戸籍・戸籍の附票等（各市町村）
○ 印鑑証明書（各市町村）　○ 遺産分割協議書（相続人全員）
【書類作成について】
○ 家系図（相関図）…戸籍を元に作成。
○ 遺産分割協議書（相続人全員）…相続人及び土地の表示

※登記申請は複雑な為、専門家である司法書士への依頼をおすすめします。

お住まいの住居の転出・転入・転居等があり
人数が変動した場合
異動届のご記入をお願いします。

お問い合わせ：☎0980-45-2004
・簡易水道料金については【建設環境課】
・集排使用料金については【農林水産課】

7 令和3年9月号

9 月 9日は救急の日、
9 月 5日～ 11日は救急医療週間

　「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急業務に対する国民
の正しい理解と認識を深め、また、救急医療関係者の意識の
高揚を図ることを目的に昭和57年に定められ、以来、毎年9月
9日を「救急の日」とし、この日を含む1週間（日曜日から土曜日
まで）を「救急医療週間」としています。
　救急医療について理解を深めることで、“救えるいのち”があ
ります。この機会を通じて、いざというときのために応急手当を
身につけてはいかがでしょうか。
　日本医師会　～心肺蘇生法の手順～はコチラ　　

https://www.med.or.jp/mobile/99/

全国一斉
子どものための養育費相談会

消防設備士試験の
実施のお知らせ

2021年9月25日(土) 10：00～16：00
相談無料　　　　秘密厳守

●同居親、別居親どちらからでも相談できます。
●離婚を検討されている方・養育費の取り決め
をされていない方もぜひご相談ください。
●必要な際はお近くの司法書士を紹介します。
●司法書士法に定める業務範囲内での対応と
なります。
　ひとりで抱え込まずにご相談ください。あき
らめないで。
　私たち司法書士は、子どものための様々な問
題に、全力で取り組んでいます。

　0120-567-301
　全国統一フリーダイヤル(無料)で開催。全国ど
こからでも相談可能。当日のみの専用番号です。

主催：全国青年司法書士協議会
共催：沖縄県司法書士青年の会 

 ・ 願書受付期間
　令和3年9月24日（金）～10月1日（金）
 ・ 試験日
　令和3年10月31日（日）

試験についての詳しい情報は
ホームページをご覧ください。
※電子申請できます。

https://www.shoubo-shiken.or.jp/
・ お問い合わせ
　（一財）消防試験研究センター沖縄県支部
　☎ 098-941-5201
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ご結婚おめでとう

月9 ～10 月の行事予定

9/2
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5

8

10

11

14

17

20

22

23

●木
●土
●日
●水
●金
●土
●火
●金
●月
●水
●木

わくわく親子デー  

村内一斉清掃   

東京2020パラリンピック閉会式 

定期予防接種  

伊是名村敬老会【中止】

第2回新型コロナワクチン集団接種（1回目）

トーカチ（旧8月8日）  

イルチャヨー、ティルクグチ（旧8月11日）/八月豊年祭【中止】

敬老の日 

定期予防接種

秋分の日

10/2

7

11

12

15

18

19

23

28

30

●土
●木
●月
●火
●金
●月
●火
●土
●木
●土

第2回新型コロナワクチン集団接種（2回目）

小学校/6年生修学旅行（～8日）

中学校/子ども議会

カジマヤー

乳幼児健診

中学校/2年生職場体験学習（～22日）

中学校/3年生修学旅行（～22日） 

村内一斉清掃

離乳食実習

中学校/第46回地区駅伝競走大会 

　広報８月号掲載の「尚円王の里いぜな島応援寄附金」で件数と合計金額に誤りがありま
した。つきましては、右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。

お詫びと訂正
・件数　（誤）22件 → （正）23件
・金額　（誤）1,850,000円 →（正） 1,860,000円

令和 3 年度 沖縄県離島町村職員採用共同試験
（与那国町 ・ 北大東村 ・ 伊平屋村 ・ 伊是名村 ・ 粟国村） について

　令和３年度伊是名村職員採用試験は、県内離島町村(与那国町・北大東村・伊平屋村・伊是名村・粟国村）及び町村
会と共同で実施いたします。
　募集期間は、令和３年８月２日（月）～１０月４日（月）となっています。
　詳しい申込方法等については直接、伊是名村役場窓口にお越しになるか村ホームページ及び沖縄県町村会ホーム
ページに掲載されていますので下記URLからログインして確認してください。
伊是名村役場ホームページ  https://vill.izena.okinawa.jp
沖縄県町村会ホームぺージ  https://www.okichouson.gr.jp
　また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、募集要領等はダウンロードで
入手する方法により行うこともできますのでご案内いたします。
https://www.okichouson.gr.jp/news/1876

伊佐川 正人・志緒理（旧姓：宮城）
令和 3年 8月12日 

入籍おめでとうございます。末永くお幸せに♡♡♡

　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。

「尚円王の里いぜな島応援寄附金」

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

11
3
9
6
9

38

～令和3年度7月  ふるさと納税実績～

円

円

円

氏　名 住所（所在地） 寄附金額

合　　　計※「－」は非公表希望

360,000
60,000
160,000
90,000
260,000

930,000

非公表1名

非公表（ネット申込）37名

計

-

-

-

-

930,000

円
円
円
円
円

円
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