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いぜな島に行こう！ 
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「「伊是名島ってどんな島？どこにあるの？」 
 少しでも興味をもったそこのあなた！ 
 子供からお年寄りまで、みんなが和気あいあいと生
活するここ伊是名島に、一度遊びに来てみませんか？ 
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観光 
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銘苅家住宅（国指定重要文化財） 尚円王御庭公園 

ふれあい民俗館 

 銘苅家住宅は尚円の叔父の家で、琉球王朝
時代に代々伊是名の地頭職（村長に相当）を務 
めました。 
 現在の建物は明治39年に再建されたもので
すが沖縄戦の戦火を免れた上に保存状態もよ
く、1977年に国の重要文化財に指定されました。 

 尚円王生誕580年を記念して整備されたもの
で、美しい緑の芝生や満々と水をたたえた池が
彩る歴史公園です。公園内には、版画家・名嘉睦
稔さん制作による金丸（尚円）像が建っています。 
 若き日の尚円がふるさとを旅立つ際の強い決
意がダイナミックに表現されており、見る人の心
を打つ作品となっています。 

 数多くの貴重な遺跡が発見されたことから
「遺跡の島」とまで呼ばれるようになった伊是
名島。先人達が生きた証を、後世に正しく伝える
ために、ふれあい民俗館が開館しました。 
 王家ゆかりの銘苅家収蔵品として国王や王
族から賜った贈り物を始め、公事清明祭に用い
る漆器具類などが琉球王朝の栄華を今に伝え
ています。 

伊是名玉陵（国指定重要文化財） 
 伊是名城跡の中腹に位置する、琉球王
国第二尚氏王統に関わる陵墓です。尚円
王が伊是名島の出身であることから、息
子の尚真王の代に首里の玉陵造営後に
建立されたといわれています。お墓の中
には、尚円王の両親、姉及びその子孫、さ
らに尚円の祖先の遺骨が納められてい
ます。 



6 

尚円王通水節公園 

 尚円王への尊敬と憧れ、親愛の年を込め尚円
王生誕600年祭を記念し、若き北の松金（尚円）
象を尚円王通水節公園内に建立しました。 
 若き日の松金（尚円）が、険しい山道を急ぎな
がらも愛する人への思いにかられて来た方向を
振り返る姿を、村出身の版画家、名嘉睦稔さんの
造形によって再現されました。公園内には説明版
があり、日本語、英語で説明してくれます。 
 

みほそ所 

 「尚円王御庭公園」に隣接するこの場所は、
尚円王生誕の地で、へその緒が屋敷内の大石
の下に埋められていると言い伝えられている
ことから「みほそ所」と呼ばれています。 
 クバとフクギに囲まれており、神々しい雰囲
気が漂う島の聖地となっています。 

海ギタラ・陸ギタラ 

 伊是名島の南東に位置しており、島の絶景ポ
イントとして人気を博しています。 
 ギタラとは、「切り立つ岩」という意味で、もと
もとは海人たちがそう呼んでいたといわれてい
ます。海の中と陸にそれぞれ大きく切り立った岩
山がそびえ立つ海ギタラ・陸ギタラは、いつ頃ど
のようにして形成されたのか詳細はわかってい
ません。 
 その神秘的な姿から、伊是名島では神聖な場
所とされてきました。ギタラ展望台から、二つの
ギタラを観ることができます。 

サムレー道 

 伊是名集落にある銘苅家と伊是名城跡 
（グスクあと）を結ぶ約2kmに渡る旧道です。 
 かつては首里王府が関与した「公事清明
祭」の大名行列の儀礼道として用いられたら
しく、重要な歴史遺産で、村指定文化財とさ
れています。 
 「サムレー」とは、沖縄の方言で「武士」を
意味しています。 



イベント 
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公事清明祭 ユッカヌヒー（海神祭） 

いぜな尚円王まつり 

 毎年4月上旬に、伊是名玉御殿にて行われ 
る清明。先祖の供養を目的とした清明の中で 
も、伊是名では公事清明が島で最初に行われ、 
一般の清明はその日以降に行われるという、 
由緒正しき行事です。尚円王のご親族が祀ら 
れていて、年に一度、村関係者や尚家の関係 
者が参列し、厳かに執り行われます。 

毎年恒例の行事で、早朝から漁業組合の 
各支部がそれぞれの拝所で酒をお供えし 
て、海の恵みに感謝し、より一層の大漁と 
航海安全を祈願します。開催場所である伊 
是名ビーチではハーリー競漕が行われます。 

 平成11年から始まった、尚円王への敬愛を込めて行われる催し物満載の祭り。 
 昼の部は、各字及び島内外からの参加者で行うハーリー大会やスポーツ交流、 
ヒーローショーや体験プログラムなどのイベントが行われています。 
 夜の部は、音楽ライブやレーザーショー、花火大会等盛り上がり間違いなしの 
イベントとなっています。是非、一度遊びに来て下さい！！！ 
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伊是名美ら島ﾏﾏﾁｬﾘ耐久レース 

 1チーム10名以内で編成し、島内にある場
外離着陸場を激走するチームで競うスポー 
ツ＆交流コンテンツです。 
 5時間の耐久レースなので、翌日の筋肉痛
はもちろんありますが、家族や友達、職場の
仲間と一緒に参加してみませんか？ 
 楽しいですよ～。 

イルチャヨー 

 航海安全を祈願した祭祀で、現在では
沖縄県内でも伊是名村とお隣の伊平屋村
でしか残っていない貴重な祭り。 
 同日には、琉球最古の古謡と言われる、
豊年祈願の「ﾃｨﾙｸﾞｸﾁ」も行われます。 

ウンナー 

 伊是名島にある5集落のうち4集落で開催される豊年祭です。 
毎年祭りの1週間前から綱引き用の綱づくりから始まり、当日には1
本の大綱へ編みこんでいきます。 
 祭りは、拝所や祝い事のあった家を練り歩くところから始まり、 
代表者の青年が広さ1～2畳の板の上で互いに落としあう「スナイ」、
誰もが参加出来る綱引きで最高潮に盛り上がり、最後は相撲大会
で締めくくります。 
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八月豊年祭 伊是名モータースポーツ大会 

いぜな88トライアスロン 尚円王マラソン大会 

 八月豊年祭は、旧暦の8月11日から 
各集落で毎年開催されます。祭りでは 
青年会を中心に、伝統のエイサー、棒 
術、組踊り（島に伝わる組踊り）など 
が行われます。 

 伊是名村では、ジムカーナやドリフト
大会、ドラッグレースなど、各種モーター
スポーツイベントが開催されています。 
 競技車両への同乗走行や、その他
モータースポーツ体験が出来ます！ 

 島の一大イベントで、選手及び関係者を併せ
800人以上が訪れます。 
 スイム2km バイク66km ラン20kmの合計88kmの
距離を選手達がゴールを目指して走り抜けます！ 
 沖縄では、米寿（88歳のお祝い）というお祝いが
あります。大会名、総距離の「88」という数字は、
「この大会が末永く持続発展するように」という願
いが込められています！ 

 小学生以上の健康な男女なら誰
でも参加出来ます！ 
 沿道では、子供からお年寄り 
まで大勢の応援に支えられなが 
ら選手達はゴール目指して走り 
抜けます！ 



暮らし 
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１．医療・救急 

○診療所／2ヶ所 

 伊是名村には診療所及び歯科診療 
所があり、村民の健康・福祉の向上 
に努めています。 
  

 また、村内での対応が難しい患者さんへ、迅速・
適切な治療を施すため、MESHやドクターヘリ、自
衛隊と医療機関そして伊是名消防団が連携し、村
民の生命を守っています！ 
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３．学校 

○小学校／1校 ○中学校／1校 

２．福祉 

○介護施設／1ヶ所 ○社会福祉協議会 

 高齢者が生きがいを持って健康で 
安心した生活を送るためには、社会 
全体で支えていく必要があります。 
 そのため、ホームヘルプサービス 
の充実や介護予防サービスの拡充に 
積極的に取り組んでいます。（詳しくは23p参照） 

 小・中学生ともに、伊是名の子どもたちは、
明るく、素直で人なつっこい性格です。島
の将来を担う子どもたちが、より良い環境
で学習できるよう教育環境・教育サポート
の充実に、とても力を入れています。（詳し
くは21p参照） 
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５．生活 

○スーパー／1ヶ所 ○売店・商店／8ヶ所 
○郵便局／1ヶ所   
○ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ／1ヶ所 
○その他  

○保育所／1園 ○幼稚園／1園 

４．子育て 

 保育所・幼稚園では、元気で天真爛漫な子どもたちが毎日楽しく 
過ごしています。伊是名村は、子育てにかかる保護者の負担を軽減 
するため、子育てｻﾎﾟｰﾄが充実しています。（詳しくは21p参照） 
 自然豊かな伊是名島で、のびのびと子育てしませんか？（＾v＾） 

 食材や生活必需品等は、ｽｰﾊﾟｰや売店・商店で購入できます。 
物価に関しては、本島とのハンデを少しでも解消するため、本島 
から伊是名まで輸送される食品等の輸送経費・作業経費の支援 
を実施しています。 
 その他、郵便局やｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ、飲食店等があります！ 
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６．防災・防犯 

７．情報関係 

 ｓ  島には駐在所が1箇所あり、住民の安心 
安全を守っています。 
 伊是名村では、地震や津波等の災害が 
発生した際の防災対応力の強化のため、 
様々な機会に多様な手段により、避難勧 
告等判断・伝達マニュアル等を活用し、 
学校や地域の実情に合わせた避難訓練 
を実施しています。 
  

 伊是名村では、超高速ブロードバンド整備促進事業の実施により、 
住民の皆様の情報通信環境を整備し、更なる利便性の向上を図るため、
光ブロードバンドサービスの提供を開始しました。 
 本事業の実施により、 
 ○沖縄本島都市部との情報格差の是正 
 ○企業誘致、テレワーク等の促進 
 等が見込まれ、今後はあらゆる分野（観光、教育、医療、福祉、防災）
においてICT利活用による利便性の向上が期待できます。 
  
  

  

 また、実施後は実際の運用を踏まえ避難等がスムーズに行われたか 
など検討し、適宜見直しを行っています。 
 平成24年度には、村の防災行政無線もデジタル化し、全国瞬時警報 
システム（Jアラート）に対応できるようになっています。 

 



なぜ伊是名へ? 
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い  ぜ  な 

 先輩移住者へインタビュー 
          しました！ 

No.1 
氏名  清 水 洋 介 
出身  神 奈 川 県 
年齢  30 歳 
職業  事務員 
移住年 平成30年4月 
備考  写真はNGです！ すみません。 
    

 
①伊是名へ移住したきっかけ 

 TV番組で伊是名が特集されていたのがきっかけです。番組を観て 
「自然豊かでいいなぁ」と思っていました。その後SNSで伊是名の方と 
知り合い、実際自分の目で確かめに行こうと思い、一週間の滞在予定 
で伊是名に来ました。 

②島に来てみての感想 

 島に来てすぐに、どういった仕事があるか聞きたかったので、役場と 
知り合い（SNSで友達になった方）を訪ねました。その後、知り合いから 
伊是名漁協を紹介され、「話を聞いてみよう！」と思い、漁協へ伺ったら 
それがまさかの面接で、私はその日に採用となりました。笑 
 それから、「自分は、本当にこの島でやっていけるのか」という思い 
を抱きながら、集落内を散策し、「この島で頑張ろう」という思いが 
強くなり、移住を決めました！ 

③これからやってみたいこと 

 漁協で事務員として働きながら、ゆくゆくは島で採れた食材で特産 
品の開発や、海で拾った貝で貝殻細工をやりたいです！ 
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No.2 
氏名  山 科 情 四 郎 
          智 香 子 
出身  兵庫県 
年齢  夫 73歳 
    妻 60歳 
職業  飲食業 
移住年 平成29年1月 
備考  ここに来て若返りました。 
    島が大好きです！ 
     ①伊是名へ移住したきっかけ 

②島に来てみての感想 

③島がもっとよくなるにはどうすればいい？ 

 私は元々島の出身です。主人が兵庫出身で、向こうで飲食業を 
営んでいました。主人はぜん息持ちで、発作が起こりやすく、兵庫
に住んでいた時は症状がとても酷かったんです。 
 私が島の出身ということもあり、年に3～4回兵庫から伊是名へ
家族で遊びに来ていました。年に何回か通う内に、主人が「伊是名
は自然豊かだし、空気がいい。」と、すっかり気に入って、夫婦で話し
合った末、兵庫を離れ伊是名への移住を決めました。 

 あれだけぜん息が酷かった主人が、ここに来てピタリと止まった 
んです。これには夫婦揃ってビックリしましたね～。 
 島に来ての感想は、良い点も悪い点もありますよ。良い点は、や 
はり「空気がいい」・「海がキレイ」・「潮干狩りやタコ取りが楽しい」・ 
「民泊をしているので、学生に島を紹介するのが楽しい」とかかな。 
 悪い点は、「家賃が高い」・「噂がすぐ広まる」これは感じたね！ 
 家賃30,000円は一見安く見えるかもしれないけど、実際生活し 
てみたら高いと思ったよ。 

 コミュニティバス・タクシーはあったほうがいいと思うね！観光客 
からもよく言われますよ。あとは、イベントでもっと観光客を誘致 
して下さい！ 



NO.3 
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氏名  福 島 花 枝 
出身  沖縄県（本島出身） 
年齢  31歳 
職業  販売員 
移住年 平成26年10～11月 
    （移住して3年半） 

①伊是名へ移住したきっかけ 

 私は沖縄本島の出身です。伊是名に来る前は、東京で仕事をして 
いました。ある時、東京で全国の島々が集まるイベントがあり、そこへ 
参加した際、伊是名のとある求人情報を見て、業務内容が「おもしろ 
そうだなぁ」と思い、東京から沖縄へ戻り、伊是名へ移住しました。 

②島に来てみての感想 

 沖縄出身でありながら、伊是名島がどこにあるのかさえ分かりま
せんでした。今、島に住んで3年半ぐらいになりますが、村内5集落 
それぞれに特色があるのは、「魅力的だなぁ」と感じています。 
 

③休日は何をしていますか？ 

休日は、散歩したり、飲み会が多いです。 

④島がもっとよくなるにはどうすればいい？ 

 結婚祝い金が欲しいです。制度が出来れば、結婚する人も増え
ていくと思います。私も頑張ります！笑 
 ⑤これからやってみたいこと 
 いつか、島でお店を開きたいと思っています。あとは、ビーチ
で屋外映画鑑賞会をしてみたいです！ 
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No.4 
氏名  Y・S 
出身  愛知県 
年齢  29歳 
職業  受付・事務 
移住年 平成27年10月 
   （移住して2年半） 

①伊是名へ移住したきっかけ 

 私は元々、本土で仕事をしていました。実は、祖父母が伊是名島
の出身で、小さい頃遊びに来たこともありました。ある時、たまた
まﾈｯﾄを見てたら、伊是名島でボランティアｽﾀｯﾌの求人情報を見つ
け、5日間島に来て活動したことがありました。大人になってからは
島に来たことがなかったのですが、この時に親戚に「こっちに住め
ば？」と声をかけてもらい、その時は、本土で仕事をしていました
が、向こうの仕事を整理して、伊是名島へ移住しました。 
 

②島に来てみての感想 

 「することはあまりないかなぁ」という印象です。 

③休日は何をしていますか？ 

 島にいるときは仕事しています。何もないときは、本島に遊びに 
行ったりしてます！ 

④島がもっとよくなるにはどうすればいい？ 

 もう少し根付くものがあればいいなぁと思います。 

⑤これからやってみたいこと 

 祖父母の実家がまだ残っているので、自分たちでリノベした
いです！ 
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No.5 
氏名  深 持 翔 太 
出身  岩手県 
年齢  28歳 
職業  農業（研修生） 
移住年 平成30年4月 
    （昨年2月.10月にも 
     短期移住経験あり） 
         ①伊是名へ移住したきっかけ 

 移住しようと思ったきっかけは、農家や宿泊施設の繁忙期にお手伝い
をするボラバイトというサイトで、伊是名の求人情報を見つけたことが
きっかけです。自分は、沖縄の他の地域でも働いていたことがあります
が、短期のボラバイトで伊是名に来た時に、島の雰囲気に魅了され、 
伊是名へ移住することに決めました。 

②島に来てみての感想 

 一緒に農業をしているメンバーにインドネシアやベトナムから来た
方もいて、日常生活で異文化交流が出来るので、とっても楽しいです。 
 あとは、「方言がわからない」、「噂がすぐ広まる」は感じます。 
  ③休日は何をしていますか？ 
 よく釣りをしています。前職は那覇で仕事をしていたので、たまに 
前の会社へ遊びに行ったりしています。 

④島がもっとよくなるにはどうすればいい？ 
 ボラバイトのように、若い人が短期で働きに来たときのために、
「シェアハウスがあればいいなぁ」と思ったことはあります。 
 あとは、以前テレビで伊是名の特集が放送されていましたが、 
その中であった「黄金のピラミッド」を観光客にも見て頂けるよう 
ツアーが組めたらおもしろいと思います。 

⑤これからやってみたいこと 

 ・ 土地を借りて一からサトウキビをやってみたい。 
 ・ タマンやガーラなど、南国の大きい魚を釣ってみたい。 
 ・ 伊是名の伝統行事ウンナーのメインイベント「スナイ」に出たい！ 
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No.6 

①伊是名へ移住したきっかけ 

氏名  比 嘉 陽 子 
出身  大阪 
年齢  44歳 
職業  H・Yマリン（渡船業） 
    通信員 
移住年 平成19年 
備考  民泊もやってます！ 
 

②島に来てみての感想 

③移住したい人に伝えたいこと 

④これからやってみたいこと 

 伊是名島オールロケの映画で、美術監督を務めることが決まった事 
がきっかけです。最初は名前も知らなかった伊是名島でしたが、初めて 
来た時からすっかりその魅力に魅了されていました。 

 島の暮らしは、来た当初から楽しかったです。特に島の人たちの人柄 
が素晴らしい。 

 周りをよく見ながら、島の良さを生かし、地域の魅力を底上げ 
できるような活動をしたいと思っています。素晴らしい伊是名の 
自然や文化が残っているのは、昔から島の人たちから脈々と築き 
上げ、守ってきたからだと思うので、自分もその延長線上で活動 
したいです！ 

 今自分がいる分野でしっかりスキルを身につけて、多少の蓄えも持っ 
てきたほうがいいと思います。幸せな移住になるかどうかは、自分がそ 
の土地の一部になりたいかどうかだと思います。来る前に描いた理想と 
マッチしないことも多々ありますので、軌道修正を厭わない人のほうが、 
長続きするかもしれません。 
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No.7 
氏名  T・K 
出身  東 京 都 
年齢  41歳 
職業  農協（工場作業員） 
移住年 平成29年3月 
備考  妻と子1人います。  

①伊是名へ移住したきっかけ 
 私達家族は沖縄が好きで、今まで何度も旅行で来たことはありました。
「いつか沖縄に住めたらいいねぇ」なんて話していたら、たまたまネットで
伊是名の古民家入居者募集の情報を見つけて、入居申込をしたら住める
ことになって、現在に至ってます。まさか、こんなにも早く沖縄へ移住でき
るとは思いもしませんでした。 

②島に来てみての感想 

③休日は何をしていますか？ 

④島がもっとよくなるにはどうすればいい？ 

⑤これからやってみたいこと 

 「やっぱり文化が違いすぎるなぁ」と思いました。あと、沖縄って全体的 
 にのんびりしたイメージ（ウチナータイムの影響で）を持ってましたが、  
 本島と比べると、こっちは「以外にそうでもないなぁ」と感じました。 

 家での時間が増えるので、洗濯してます！ 
 あとは、東京にいた頃は私も妻も共働きで時間が合わず、家族一緒に
食事することができなかったのですが、こっちにきてからは毎日家族と
話したり、一緒に食事できる時間が作れるので毎日楽しいです。 

 

 「タクシーがあると便利だなぁ」と思います。あとは、観光客が 
 今よりもっと島に来るような取り組みをしてほしいです。 

 畑作業をやってみたいです！ 



伊是名村 住民サービス一覧 
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○子育て支援

区分 概要 担当課名 問合せ先

子どもの医療費助成
18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者
の医療費を助成。（詳細は担当課まで）

住民福祉課
（保健センター）

0980-45-2137

保育料の減免

第2子にかかる保育料は1/2（半額）
第3子目以降の保育料は0円
（但し、世帯の課税額合計によって多子計算のカウント方
法が異なりますので、詳しくは担当課まで。）

住民福祉課 0980-45-2819

妊婦健診時の渡航費助成

妊婦の経済的負担軽減を図るため、妊婦健診時にかか
る渡航費・滞在費助成。
①船賃：環境協力税を除く船賃全額。（人的負担分）
②車賃：1回につき一律3,000円（往復分）
③宿泊費：1回につき5,000円以内の実費。36週以降の滞
在時は一日4,000円。（詳しくは担当課まで）

住民福祉課
（保健センター）

0980-45-2137

母子保健事業 離乳食実習　3回/年（無料）
住民福祉課

（保健センター）
0980-45-2137

母子保健事業
わくわく親子ふれあいデー事業　1回/月（無料）
在宅親子同士が交流を持ち、子育てへの不安･孤独
感の解消等の軽減を図る。

住民福祉課
（保健センター）

0980-45-2137

母子保健事業 乳幼児検診（無料）
住民福祉課

（保健センター）
0980-45-2137

母子保健事業 定期予防接種（無料）
住民福祉課

（保健センター）
0980-45-2137

子ども医療費助成 母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成 住民福祉課 0980-45-2819

幼稚園預かり保育支援事業
共働き家庭等が安心して働ける環境整備のために、
教育課程時間外預かり保育を実施。（5,000円/月）

教育振興課 0980-45-2318

児童生徒島外諸教育活動支援事業
児童生徒の島外スポーツ活動及び文化活動への
積極的な参加を促すため、派遣費を支援する。

教育振興課 0980-45-2318

教育費の助成
・村内小中学生の各種検定受検料の半額補助。
・村内小中学生を対象とした村営塾の授業料無料。

教育振興課 0980-45-2318

就学援助制度
経済的理由によって就学困難と認められる小・中学校
に在学する児童生徒の保護者に対して、学校給食費
・修学旅行費・学用品費等の援助を行う。

教育振興課 0980-45-2318

離島高校生支援事業
高等学校、特別支援高校に在学する村出身の生徒の
帰省に要する交通費や居住費の一部について、生徒
の保護者に対して補助金を交付する。

教育振興課 0980-45-2318

育英基金奨学金
経済的理由により就学が困難な者で、進学保障を必要と
認められ、且つ受給者資格及び各種条件を満たした者
は、育英基金奨学金を受給することができる。

教育振興課 0980-45-2318

出産祝い金の支給
村民の出産について祝金を交付することにより、出生児
の誕生を祝福するとともに、健やかな成長を願うもので、
もって人口増加を図る。（但し、交付要件あり）

企画政策課 0980-45-2001

児童手当
中学校卒業までの児童を扶養している方に支給。
①3歳未満15,000円、②3歳以上小学校修学前10,000円
③第3子以降15,000円、④中学生一律10,000円

住民福祉課 0980-45-2819

児童扶養手当

ひとり親家庭、父または母と生計を共にできない児童が
育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児
童福祉の増進を図る。（※所得により一部支給）
①児童1名の場合42,500円、②児童2人目の加算額10,040円、
③児童3人目以降の加算額6,020円

住民福祉課 0980-45-2819

子どもの居場所運営事業

子どもの安全を確保できる居場所づくりとして、児童の下
校時から保護者の業務終了時刻までの間、支援員監視
の下で子どもたちを預かり、生活支援・学習支援等を行
う。（14:00～18:00）

住民福祉課 0980-45-2819

令和元年12月25日現在


Sheet1

		○子育て支援 コソダ シエン				令和元年12月25日現在 レイワ ガン ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		区分 クブン		概要 ガイヨウ		担当課名 タントウ カメイ		問合せ先 トイアワ サキ

		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者の医療費を助成。（詳細は担当課まで） サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ アイダ モノ イリョウヒ ジョセイ ショウサイ タントウカ		住民福祉課
（保健センター） ジュウミン フクシカ ホケン		0980-45-2137

		保育料の減免 ホイクリョウ ゲンメン		第2子にかかる保育料は1/2（半額）
第3子目以降の保育料は0円
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		妊婦健診時の渡航費助成 ニンプ ケンシン ジ トコウヒ ジョセイ		妊婦の経済的負担軽減を図るため、妊婦健診時にかかる渡航費・滞在費助成。
①船賃：環境協力税を除く船賃全額。（人的負担分）
②車賃：1回につき一律3,000円（往復分）
③宿泊費：1回につき5,000円以内の実費。36週以降の滞在時は一日4,000円。（詳しくは担当課まで） ニンプ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ ニンプ ケンシンジ トコウヒ タイザイヒ ジョセイ フナチン カンキョウ キョウリョク ゼイ ノゾ フナチン ゼンガク ジンテキ フタン ブン シャ チン カイ イチリツ エン オウフク ブン シュクハクヒ カイ エン イナイ ジッピ シュウ イコウ タイザイジ 1 ニチ エン クワ タントウカ		住民福祉課
（保健センター） ジュウミン フクシカ ホケン		0980-45-2137

		母子保健事業 ボシ ホケン ジギョウ		離乳食実習　3回/年（無料） リニュウショク ジッシュウ カイ ネン ムリョウ		住民福祉課
（保健センター） ジュウミン フクシカ ホケン		0980-45-2137

		母子保健事業 ボシ ホケン ジギョウ		わくわく親子ふれあいデー事業　1回/月（無料）
在宅親子同士が交流を持ち、子育てへの不安･孤独
感の解消等の軽減を図る。 オヤコ ジギョウ カイ ツキ ムリョウ ザイタク オヤコ ドウシ コウリュウ モ コソダ フアン コドク カン カイショウ トウ ケイゲン ハカ		住民福祉課
（保健センター） ジュウミン フクシカ ホケン		0980-45-2137

		母子保健事業 ボシ ホケン ジギョウ		乳幼児検診（無料） ニュウヨウジ ケンシン ムリョウ		住民福祉課
（保健センター） ジュウミン フクシカ ホケン		0980-45-2137

		母子保健事業 ボシ ホケン ジギョウ		定期予防接種（無料） テイキ ヨボウ セッシュ ムリョウ		住民福祉課
（保健センター） ジュウミン フクシカ ホケン		0980-45-2137

		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成 ボシ オヨ フシ カテイ トウ タイ イリョウヒ イチブ ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		幼稚園預かり保育支援事業 ヨウチエン アズ ホイク シエン ジギョウ		共働き家庭等が安心して働ける環境整備のために、
教育課程時間外預かり保育を実施。（5,000円/月） トモバタラ カテイ トウ アンシン ハタラ カンキョウ セイビ キョウイク カテイ ジカンガイ アズ ホイク ジッシ エン ツキ		教育振興課 キョウイク シンコウカ		0980-45-2318

		児童生徒島外諸教育活動支援事業 ジドウ セイト トウガイ ショ キョウイク カツドウ シエン ジギョウ		児童生徒の島外スポーツ活動及び文化活動への
積極的な参加を促すため、派遣費を支援する。 ジドウ セイト トウガイ カツドウ オヨ ブンカ カツドウ セッキョクテキ サンカ ウナガ ハケンヒ シエン		教育振興課 キョウイク シンコウカ		0980-45-2318

		教育費の助成 キョウイクヒ ジョセイ		・村内小中学生の各種検定受検料の半額補助。
・村内小中学生を対象とした村営塾の授業料無料。 ソンナイ ショウチュウガクセイ カクシュ ケンテイ ジュケン リョウ ハンガク ホジョ ソンナイ ショウ チュウガクセイ タイショウ ソンエイ ジュク ジュギョウリョウ ムリョウ		教育振興課 キョウイク シンコウカ		0980-45-2318

		就学援助制度 シュウガク エンジョ セイド		経済的理由によって就学困難と認められる小・中学校
に在学する児童生徒の保護者に対して、学校給食費
・修学旅行費・学用品費等の援助を行う。 ケイザイテキ リユウ シュウガク コンナン ミト ショウ チュウガッコウ ザイガク ジドウ セイト ホゴシャ タイ ガッコウ キュウショクヒ シュウガク リョコウヒ ガクヨウ ヒン ヒ トウ エンジョ オコナ		教育振興課 キョウイク シンコウカ		0980-45-2318

		離島高校生支援事業 リトウ コウコウセイ シエン ジギョウ		高等学校、特別支援高校に在学する村出身の生徒の
帰省に要する交通費や居住費の一部について、生徒
の保護者に対して補助金を交付する。 コウトウ ガッコウ トクベツ シエン コウコウ ザイガク ソン シュッシン セイト キセイ ヨウ コウツウヒ キョジュウヒ イチブ セイト ホゴシャ タイ ホジョキン コウフ		教育振興課 キョウイク シンコウカ		0980-45-2318

		育英基金奨学金 イクエイ キキン ショウガクキン		経済的理由により就学が困難な者で、進学保障を必要と認められ、且つ受給者資格及び各種条件を満たした者は、育英基金奨学金を受給することができる。 ケイザイテキ リユウ シュウガク コンナン モノ シンガク ホショウ ヒツヨウ ミト カ ジュキュウシャ シカク オヨ カクシュ ジョウケン ミ モノ イクエイ キキン ショウガクキン ジュキュウ		教育振興課 キョウイク シンコウカ		0980-45-2318

		出産祝い金の支給 シュッサン イワ キン シキュウ		村民の出産について祝金を交付することにより、出生児の誕生を祝福するとともに、健やかな成長を願うもので、もって人口増加を図る。（但し、交付要件あり） ソンミン シュッサン イワイキン コウフ シュッセイジ タンジョウ シュクフク スコ セイチョウ ネガ ジンコウ ゾウカ ハカ タダ コウフ ヨウケン		企画政策課 キカク セイサクカ		0980-45-2001

		児童手当 ジドウ テアテ		中学校卒業までの児童を扶養している方に支給。
①3歳未満15,000円、②3歳以上小学校修学前10,000円
③第3子以降15,000円、④中学生一律10,000円 チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ フヨウ カタ シキュウ サイ ミマン エン サイ イジョウ ショウガッコウ シュウガクマエ エン ダイ コ イコウ エン チュウガクセイ イチリツ エン		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		児童扶養手当 ジドウ フヨウ テアテ		ひとり親家庭、父または母と生計を共にできない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図る。（※所得により一部支給）
①児童1名の場合42,500円、②児童2人目の加算額10,040円、
③児童3人目以降の加算額6,020円 オヤ カテイ チチ ハハ セイケイ トモ ジドウ イクセイ カテイ セイカツ アンテイ ジリツ ソクシン キヨ ジドウ フクシ ゾウシン ハカ ショトク イチブ シキュウ ジドウ メイ バアイ エン ジドウ ニンメ カサンガク エン ジドウ ニンメ イコウ カサンガク エン		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		子どもの居場所運営事業 コ イバショ ウンエイ ジギョウ		子どもの安全を確保できる居場所づくりとして、児童の下校時から保護者の業務終了時刻までの間、支援員監視の下で子どもたちを預かり、生活支援・学習支援等を行う。（14:00～18:00） コ アンゼン カクホ イバショ ジドウ ゲコウジ ホゴシャ ギョウム シュウリョウ ジコク アイダ シエンイン カンシ モト コ アズ セイカツ シエン ガクシュウ シエン トウ オコナ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819
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○仕事の支援

区分 概要 担当課名 問合せ先

農業次世代人材投資事業
経営の不安定な就農書記段階の青年就農者に対して、資金を交付
することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。

農林水産課 0980-45-2004

求人情報の提供・求人紹介 ハローワーク名護から送信される求人情報の提供。 商工観光課 0980-45-2534

令和元年12月25日現在

○住まいの支援

区分 概要 担当課名 問合せ先

住宅改修に対する助成等

■沖縄らしい風景づくり推進事業（赤瓦助成）
景観重点地区において、赤瓦助成を実施。
上限600万、工事費の90％を助成。
※現在は制度見直しのため、助成制度は一時休止。

企画政策課 0980-45-2001

その他

■沖縄らしい風景づくり推進事業（石垣助成）
伊是名らしい風景のひとつであるサンゴ石垣を後世に残していく
ため、現在でも石垣が残る地区（伊是名区、勢理客区）に住居を
構える住民へ、サンゴ石垣の設置費を助成。
上限75万円、経費の80％を助成。
※現在は制度見直しのため、助成制度は一時休止。

企画政策課 0980-45-2001

令和元年12月25日現在

○その他

区分 概要 担当課名 問合せ先

その他

■離島住民交通コスト負担軽減事業
住民割引…旅客運賃・自動車航送料（一部を除く）のコスト負担軽減
○旅客運賃（島発往復限定）
　　大人往復3,130円→1,010円
　　子供往復1,570円→520円

■自動車航送コスト負担軽減事業
住民割引…旅客運賃・自動車航送料（一部を除く）のコスト負担軽減
○自動車航送料（島発往復限定）
　　3～4ｍ未満8,430円→6,310円
　　4～5ｍ未満10,430円→8,310円

　　※運賃とは別に、環境協力税100円が別途加算されます。
　　※沖縄県離島住民割引運賃カードの交付を受けた者に限る。

商工観光課 0980-45-2534

結婚祝い金の支給
村民の結婚について祝金を交付することにより、新しい人生のスター
トの応援を祝福し、もって人口増加を図る。（但し、交付要件あり）

企画政策課 0980-45-2001

令和元年12月25日現在


Sheet1

		○仕事の支援 シゴト シエン				令和元年12月25日現在 レイワ ガンネン ガツ ニチ ゲンザイ

		区分 クブン		概要 ガイヨウ		担当課名 タントウ カメイ		問合せ先 トイアワ サキ

		農業次世代人材投資事業 ノウギョウ ジセダイ ジンザイ トウシ ジギョウ		経営の不安定な就農書記段階の青年就農者に対して、資金を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。 ケイエイ フアンテイ シュウノウ ショキ ダンカイ セイネン シュウノウシャ タイ シキン コウフ セイネン シュウノウ イヨク カンキ シュウノウ ゴ テイチャク ハカ		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0980-45-2004

		求人情報の提供・求人紹介 キュウジン ジョウホウ テイキョウ キュウジン ショウカイ		ハローワーク名護から送信される求人情報の提供。 ナゴ ソウシン キュウジン ジョウホウ テイキョウ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0980-45-2534






Sheet1

		○住まいの支援 ス シエン				令和元年12月25日現在 レイワ ガンネン ガツ ニチ ゲンザイ

		区分 クブン		概要 ガイヨウ		担当課名 タントウ カメイ		問合せ先 トイアワ サキ

		住宅改修に対する助成等 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイ トウ		■沖縄らしい風景づくり推進事業（赤瓦助成）
景観重点地区において、赤瓦助成を実施。
上限600万、工事費の90％を助成。
※現在は制度見直しのため、助成制度は一時休止。 オキナワ フウケイ スイシン ジギョウ アカ カワラ ジョセイ ケイカン ジュウテン チク アカ カワラ ジョセイ ジッシ ジョウゲン マン コウジヒ ジョセイ ゲンザイ セイド ミナオ ジョセイ セイド イチジ キュウシ		企画政策課 キカク セイサクカ		0980-45-2001

		その他 タ		■沖縄らしい風景づくり推進事業（石垣助成）
伊是名らしい風景のひとつであるサンゴ石垣を後世に残していくため、現在でも石垣が残る地区（伊是名区、勢理客区）に住居を構える住民へ、サンゴ石垣の設置費を助成。
上限75万円、経費の80％を助成。
※現在は制度見直しのため、助成制度は一時休止。 オキナワ フウケイ スイシン ジギョウ イシガキ ジョセイ イゼナ フウケイ イシガキ コウセイ ノコ ゲンザイ イシガキ ノコ チク イゼナ ク ジッチャク ク ジュウキョ カマ ジュウミン イシガキ		企画政策課 キカク セイサクカ		0980-45-2001






Sheet1

		○その他 タ				令和元年12月25日現在 レイワ ガン ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		区分 クブン		概要 ガイヨウ		担当課名 タントウ カメイ		問合せ先 トイアワ サキ

		その他 タ		■離島住民交通コスト負担軽減事業
住民割引…旅客運賃・自動車航送料（一部を除く）のコスト負担軽減
○旅客運賃（島発往復限定）
　　大人往復3,130円→1,010円
　　子供往復1,570円→520円

■自動車航送コスト負担軽減事業
住民割引…旅客運賃・自動車航送料（一部を除く）のコスト負担軽減
○自動車航送料（島発往復限定）
　　3～4ｍ未満8,430円→6,310円
　　4～5ｍ未満10,430円→8,310円

　　※運賃とは別に、環境協力税100円が別途加算されます。
　　※沖縄県離島住民割引運賃カードの交付を受けた者に限る。 ジュウミン ワリビキ リョカク ウンチン ジドウシャ コウソウリョウ イチブ ノゾ フタン ケイゲン リョカク ウンチン シマ ハツ オウフク ゲンテイ オトナ オウフク エン エン コドモ オウフク エン エン ジドウシャ コウソウ フタン ケイゲン ジギョウ ジュウミン ワリビキ リョカク ウンチン ジドウシャ コウソウリョウ イチブ ノゾ フタン ケイゲン ジドウシャ コウソウリョウ シマ ハツ オウフク ゲンテイ ミマン エン エン ミマン エン エン ウンチン ベツ カンキョウ キョウリョク ゼイ エン ベット カサン オキナワケン リトウ ジュウミン ワリビキ ウンチン コウフ ウ モノ カギ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0980-45-2534

		結婚祝い金の支給 ケッコン イワ キン シキュウ		村民の結婚について祝金を交付することにより、新しい人生のスタートの応援を祝福し、もって人口増加を図る。（但し、交付要件あり） ソンミン ケッコン イワイキン コウフ アタラ ジンセイ オウエン シュクフク ジンコウ ゾウカ ハカ タダ コウフ ヨウケン		企画政策課 キカク セイサクカ		0980-45-2001
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○医療・介護・福祉

区分 概要 担当課名 問合せ先

介護予防
■願寿サロン公民館事業
各字週1回公民館にて実施される介護予防教室と集いの場。理学療法士に
よる運動指導やスポーツレクリエーション、手工芸や脳トレ等を実施。（無料）

住民福祉課 0980-45-2819

介護予防

■短期集中訪問指導事業
地域包括支援センターのアセスメントにより、要介護状態等となる可能性が
高いと判断された者に対し、保健師や理学療法士、看護師等の専門職を派
遣し指導を行う。（1回500円）

住民福祉課 0980-45-2819

介護予防
■通所型入浴事業
地域包括支援センターのアセスメントにより、在宅での入浴が困難と認めら
れた者に対し通所型入浴サービスを行う。（1回200円）

住民福祉課 0980-45-2819

生活支援
■生活サポート事業
在宅高齢者の日常生活をサポートする為、家事等の生活援助を行う協力員
の派遣。（利用料金1時間/500円）

住民福祉課 0980-45-2819

生活支援

■外出支援事業
心身の障害及び疾病等の理由により、一般の交通機関を利用して自力で外
出が困難な方を対象に、居宅と村内医療機関や公共機関等の移送支援（無
料）

住民福祉課 0980-45-2819

生活支援

■食の自立支援事業
単身高齢者や高齢者世帯、また心身の障害や疾病等の理由により自力で
食事作りが困難な方を対象に、配食サービスを行う。
（課税世帯600円、非課税世帯350円）

住民福祉課 0980-45-2819

重度心身障がい者
医療費助成

身体障がい者手帳1級,2級及び療育手帳A1,A2を対象に保険内医療費
の自己負担分を助成。（高額療養費分は除く）

住民福祉課 0980-45-2819

身体障がい者
自動車航送運賃助成

身体障がい者手帳1級,2級又は3級で下肢又は体幹の機能障害に該当する
者又は寝たきり老人を対象に、自動車航送運賃の一部を助成。（半額まで）

住民福祉課 0980-45-2819

人工透析
医療受給者助成

人工透析医療を村内から通院する方を対象に、船賃及び交通費を助成。
日帰りが出来ない場合は、宿泊料も助成する。（5,000円が限度）

住民福祉課 0980-45-2819

予防接種
肺炎球菌予防接種　定期接種対象者　65歳～（無料）
年度年齢65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳で一度も接種し
たことない者（※令和5年度まで）

住民福祉課 0980-45-2819

その他 長寿祝い金の支給。　100歳 3万円、カジマヤー1万円、トーカチ5千円 住民福祉課 0980-45-2819

渡航費助成

■特定患者支援事業
1.特定不妊治療を受ける夫婦
2.がん患者
3.子宮頸がん予防ワクチン接種後に多様な症状を呈している患者
4.小児慢性特定疾病児童等
5.指定難病患者
6.特定疾病患者
7. 1～6までの付添人1名
にかかる渡航費用等の助成。

環境協力税を除く船賃全額、1回につき車賃3,000円、宿泊料5,000円
以内の実費（詳しくは担当課まで）

住民福祉課
（保健センター）

0980-45-2137

令和元年12月25日現在


Sheet1

		○医療・介護・福祉 イリョウ カイゴ フクシ				令和元年12月25日現在 レイワ ガンネン ガツ ニチ ゲンザイ

		区分 クブン		概要 ガイヨウ		担当課名 タントウ カメイ		問合せ先 トイアワ サキ

		介護予防 カイゴ ヨボウ		■願寿サロン公民館事業　
各字週1回公民館にて実施される介護予防教室と集いの場。理学療法士による運動指導やスポーツレクリエーション、手工芸や脳トレ等を実施。（無料） ガン ジュ コウミンカン ジギョウ カク アザ シュウ カイ コウミンカン ジッシ カイゴ ヨボウ キョウ シツ ツド バ リガク リョウホウシ ウンドウ シドウ シュコウゲイ ノウ トウ ジッシ ムリョウ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		介護予防 カイゴ ヨボウ		■短期集中訪問指導事業　
地域包括支援センターのアセスメントにより、要介護状態等となる可能性が高いと判断された者に対し、保健師や理学療法士、看護師等の専門職を派遣し指導を行う。（1回500円） タンキ シュウチュウ ホウモン シドウ ジギョウ チイキ ホウカツ シエン ヨウカイゴ ジョウタイ トウ カノウセイ タカ ハンダン モノ タイ ホケンシ リガク リョウホウシ カンゴシナド センモン ショク ハケン シドウ オコナ カイ エン		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		介護予防 カイゴ ヨボウ		■通所型入浴事業　
地域包括支援センターのアセスメントにより、在宅での入浴が困難と認められた者に対し通所型入浴サービスを行う。（1回200円） ツウショガタ ニュウヨク ジギョウ チイキ ホウカツ シエン ザイタク ニュウヨク コンナン ミト モノ タイ ツウショガタ ニュウヨク オコナ カイ エン		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		生活支援 セイカツ シエン		■生活サポート事業
在宅高齢者の日常生活をサポートする為、家事等の生活援助を行う協力員の派遣。（利用料金1時間/500円） セイカツ ジギョウ ザイタク コウレイシャ ニチジョウ セイカツ タメ カジトウ セイカツ エンジョ オコナ キョウリョクイン ハケン リヨウ リョウキン ジカン エン		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		生活支援 セイカツ シエン		■外出支援事業
心身の障害及び疾病等の理由により、一般の交通機関を利用して自力で外出が困難な方を対象に、居宅と村内医療機関や公共機関等の移送支援（無料） ガイシュツ シエン ジギョウ シンシン ショウガイ オヨ シッペイ トウ リユウ イッパン コウツウ キカン リヨウ ジリキ ガイシュツ コンナン カタ タイショウ キョタク ソンナイ イリョウ キカン コウキョウ キカン トウ イソウ シエン ムリョウ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		生活支援 セイカツ シエン		■食の自立支援事業
単身高齢者や高齢者世帯、また心身の障害や疾病等の理由により自力で食事作りが困難な方を対象に、配食サービスを行う。
（課税世帯600円、非課税世帯350円） ショク ジリツ シエン ジギョウ タンシン コウレイシャ コウレイシャ セタイ シンシン ショウガイ シッペイ トウ リユウ ジ チカラ ショクジ ヅク コンナン カタ タイショウ ハイショク オコナ カゼイ セタイ エン ヒカゼイ セタイ エン		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		重度心身障がい者
医療費助成 ジュウド シンシン ショウ シャ イリョウヒ ジョセイ		身体障がい者手帳1級,2級及び療育手帳A1,A2を対象に保険内医療費
の自己負担分を助成。（高額療養費分は除く） シンタイ ショウ シャ テチョウ キュウ キュウ オヨ リョウイク テチョウ タイショウ ホケン ナイ イリョウヒ ジ オノレ フタンブン ジョセイ コウガク リョウヨウヒ ブン ノゾ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		身体障がい者
自動車航送運賃助成 シンタイ ショウ シャ ジドウシャ コウソウ ウンチン ジョセイ		身体障がい者手帳1級,2級又は3級で下肢又は体幹の機能障害に該当する者又は寝たきり老人を対象に、自動車航送運賃の一部を助成。（半額まで） シンタイ ショウ シャ テチョウ キュウ キュウ マタ キュウ カシ マタ タイカン キノウ ショウガイ ガイトウ モノ マタ ネ ロウジン タイショウ ジドウシャ コウソウ ウンチン イチブ ジョセイ ハンガク		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		人工透析
医療受給者助成 ジンコウ トウセキ イリョウ ジュキュウシャ ジョセイ		人工透析医療を村内から通院する方を対象に、船賃及び交通費を助成。
日帰りが出来ない場合は、宿泊料も助成する。（5,000円が限度） ジンコウ トウセキ イリョウ ソンナイ ツウイン カタ タイショウ フナチン オヨ コウツウヒ ジョセイ ヒガエ デキ バアイ シュクハクリョウ ジョセイ エン ゲンド		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		予防接種 ヨボウ セッシュ		肺炎球菌予防接種　定期接種対象者　65歳～（無料）
年度年齢65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳で一度も接種したことない者（※令和5年度まで） ハイエン キュウキン ヨボウ セッシュ テイキ セッシュ タイショウシャ サイ ムリョウ ネンド ネンレイ サイ サイ サイ サイ サイ サイ サイ サイ イチド セッシュ モノ レイワ ネンド		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		その他 タ		長寿祝い金の支給。　100歳 3万円、カジマヤー1万円、トーカチ5千円 チョウジュ イワ キン シキュウ サイ マンエン マンエン センエン		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0980-45-2819

		渡航費助成 トコウヒ ジョセイ		■特定患者支援事業
1.特定不妊治療を受ける夫婦
2.がん患者
3.子宮頸がん予防ワクチン接種後に多様な症状を呈している患者
4.小児慢性特定疾病児童等
5.指定難病患者
6.特定疾病患者
7. 1～6までの付添人1名
にかかる渡航費用等の助成。

環境協力税を除く船賃全額、1回につき車賃3,000円、宿泊料5,000円
以内の実費（詳しくは担当課まで） トクテイ カンジャ シエン ジギョウ		住民福祉課
（保健センター） ジュウミン フクシカ ホケン		0980-45-2137
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 伊是名村は、農 ・ 漁業が主な産業であり、繁忙期には人手が必要に 
なります。現在、特に人手を募集するような情報はありませんが、年明 
け頃から、忙しくなるため、募集情報が入り次第、適時「Be.おきなわ島 
ぐらし」へ掲載していきますので、その際は是非ご確認下さい。 
 
 また、令和元年12月２５日時点で把握している雇用情報を下記に掲載 
しております。今後は、村内各社 ・ 各団体へ、人員募集情報の有無を確 
認し、新たな情報が入り次第、村のHPやBe.おきなわへ掲載していく予 
定です。 
 

職種 雇用形態 採用人数 給与・時給

1 介護職 正職員 若干名 HPをご確認下さい

2 介護職 臨時職員 若干名 時給870円

3 伊是名漁協 臨時職員 若干名 直接お問い合わせ下さい

4 農業協同組合
臨時職員
但し正職員登用制度有

若干名 年齢や経験により決定
JAおきなわ伊是名支店

0980-45-2222

令和元年12月25日現在

問合せ先

伊是名漁業協同組合
0980-45-2008

特別養護老人ﾁﾁﾞﾝ園
0980-45-2273

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｻﾝｸﾊﾞｰﾅ
0980-45-2890


Sheet1

												令和元年12月25日現在 レイワ ガンネン ガツ ニチ ゲンザイ

				職種 ショクシュ		雇用形態 コヨウ ケイタイ		採用人数 サイヨウ ニンズウ		給与・時給 キュウヨ ジキュウ		問合せ先 トイアワ サキ

		1		介護職 カイゴショク		正職員 セイショクイン		若干名 ジャッカンメイ		HPをご確認下さい カクニン クダ		特別養護老人ﾁﾁﾞﾝ園
0980-45-2273 トクベツ ヨウゴ ロウジン エン

		2		介護職 カイゴショク		臨時職員 リンジ ショクイン		若干名 ジャッカンメイ		時給870円 ジキュウ エン		ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｻﾝｸﾊﾞｰﾅ
0980-45-2890

		3		伊是名漁協 イゼナ ギョキョウ		臨時職員 リンジ ショクイン		若干名 ジャッカンメイ		直接お問い合わせ下さい チョクセツ ト ア クダ		伊是名漁業協同組合
0980-45-2008 イゼナ ギョギョウ キョウドウ クミアイ

		4		農業協同組合 ノウギョウ キョウドウ クミアイ		臨時職員
但し正職員登用制度有 リンジ ショクイン タダ セイショクイン トウヨウ セイド ア		若干名 ジャッカン メイ		年齢や経験により決定 ネンレイ ケイケン ケッテイ		JAおきなわ伊是名支店
0980-45-2222 イゼナ シテン
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２．古民家 

３．空き家 

１．住宅 

 伊是名村の住宅情報については、村営住宅の他に民間アパートが 
数カ所あります。民間アパートについては、全て入居済みで空きはあり 
ませんが、転出情報などがありましたら、適時、伊是名村のHPやBe. お 
きなわを利用し、入居者募集の情報を掲載していきますので、移住希望 
者の皆様は、情報がupされるまで今しばらくお待ち下さい。 

  

 伊是名村は、空き家が数多く残って 
おり、これらの地域資源を後世へ残し
ていき、かつ定住促進住宅として提供
出来ないかという考えから、古民家の 
修復・復元事業を実施しました。この 
事業により、3棟の古民家を整備する
ことが出来ました。 

 平成30年10月1日～11月30日までの間、古民家等定住促進住宅へ 
の入居者を募集しました。たくさんの応募者の中から、2組のご家族の 
入居が決定しました。 

 昨今、移住関係の問合せが多いにもかかわらず、移住希
望者へ住宅の情報提供ができない状態が続いておりました。 
 そこで、平成29年度6～7月に村内全集落の空き家の軒数
を調査し、データを台帳に整理しました。平成30年度は、そ
のデータを基に空き家の所有者へ、物件について今後の意
向確認を調査する予定です。この調査によっては、賃貸 
の可否や土地・建物の売却等の情報が得られるかも知れま
せんので、移住希望者の皆様、今しばらくお待ち下さい！ 
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運航表
港名 仲田（伊是名） 仲田（伊是名）
時刻 発 着 発 着
1便 9:00 9:55 10:30 11:25
2便 13:30 14:25 15:30 16:25

運天

旅客運賃表（消費税込）
片　路 1,840円
往　復 3500円
片　路 920円
往　復 1,750円
片　路 1,660円
往　復 3,320円
片　路 1,290円
往　復 2,580円
片　路 830円
往　復 1,660円
片　路 920円
往　復 1,840円
片　路 460円
往　復 920円

大　人
（中学生以上）

小人身障者

大人身障者

小人団体
（15人以上）

学生団体
（15人以上）

一般団体
（15人以上）

小　人
（小学生）

自動車航送運賃（運転手・消費税込）

車輌の長さ 片　路 往　復
3ｍ未満 5,380円 10,230円
3ｍ～4ｍ 6,850円 13,020円
4ｍ～5ｍ 8,480円 16,120円
5ｍ～6ｍ 11,020円 20,940円
6ｍ～7ｍ 13,880円 26,380円
7ｍ～8ｍ 16,620円 31,580円
8ｍ～9ｍ 18,510円 35,170円
9ｍ～10ｍ 20,520円 38,990円
10ｍ～11ｍ 22,250円 42,280円
11ｍ～12ｍ 23,990円 45,590円
1ｍ増す毎に 3,580円 6,810円

沖縄本島（運天港）から伊是名島（仲田港）までの交通 

フェリーいぜな尚円 仲田（伊是名）⇔ 運天 55分 

運天港までの交通
車をご利用の場合
●那覇空港から今帰仁村運天港までタクシー・車で約2時間。
●沖縄自動車道/那覇→名護（許田I.C)、運天港まで約1時間30分
●名護市内から運天港までタクシーで約30分
路線バスをご利用の場合
●那覇空港→名護バスターミナル　[路線No.120]　（所要時間：2時間20分～2時間50分）
●那覇空港→那覇バスターミナル　[路線No.25、99]　（所要時間：10分～15分）
●那覇空港→旭橋（那覇バスターミナル）　〔ゆいレール〕　（所要時間：10分）
●那覇バスターミナル→名護バスターミナル　[路線No.20、120]　（所要時間：2時間～2時間30分）
高速バスをご利用の場合
●那覇空港→名護バスターミナル　[路線No.111]　（所要時間：1時間45分）

＊往復券の復路利用は14日間有効です。 
＊運賃とは別に環境協力税（1人100円）が 
 別途加算されます 

特殊手荷物（消費税込み）
自転車 710円
原　付 1,400円

自動二輪 2,250円

＊出航10分前までに乗船して下さい。 ＊自動車航送は通年予約制となります。 
＊車を航送される方は30分前までに所定の場所で待機していて下さい。 

伊是名島観光についてのお問い合わせ
伊是名村役場　商工観光課 TEL （0980）45-2534
伊是名村商工会 TEL （0980）45-2475
いぜな島観光協会 TEL （0980）45-2435

船舶についてのお問い合わせ

仲田港ターミナル TEL （0980）45-2002
運天港伊是名村船舶事務所 TEL （0980）56-5084
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		運航表 ウンコウ ヒョウ

		港名 コウ メイ		仲田（伊是名） ナカダ イゼナ		運天 ウンテン				仲田（伊是名） ナカダ イゼナ

		時刻 ジコク		発 ハツ		着 チャク		発 ハツ		着 チャク

		1便 ビン		9:00		9:55		10:30		11:25

		2便 ビン		13:30		14:25		15:30		16:25






Sheet1

		旅客運賃表（消費税込） リョカク ウンチンヒョウ ショウヒゼイ コ

		大　人
（中学生以上） ダイ ニン チュウガクセイ イジョウ		片　路 カタ ロ		1,840円 エン

				往　復 オウ マタ		3500円 エン

		小　人
（小学生） ショウ ニン ショウガクセイ		片　路 カタ ロ		920円 エン

				往　復 オウ マタ		1,750円 エン

		一般団体
（15人以上） イッパン ダンタイ ニンイジョウ		片　路 カタ ロ		1,660円 エン

				往　復 オウ マタ		3,320円 エン

		学生団体
（15人以上） ガクセイ ダンタイ ニンイジョウ		片　路 カタ ロ		1,290円 エン

				往　復 オウ マタ		2,580円 エン

		小人団体
（15人以上） ショウニン ダンタイ ニンイジョウ		片　路 カタ ロ		830円 エン

				往　復 オウ マタ		1,660円 エン

		大人身障者 オトナ シンショウシャ		片　路 カタ ロ		920円 エン

				往　復 オウ マタ		1,840円 エン

		小人身障者 ショウニン シンショウシャ		片　路 カタ ロ		460円 エン

				往　復 オウ マタ		920円 エン
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		自動車航送運賃（運転手・消費税込） ジドウシャ コウソウ ウンチン ウンテンシュ ショウヒゼイ コ

		車輌の長さ シャリョウ ナガ		片　路 カタ ミチ		往　復 オウ マタ

		3ｍ未満 ミマン		5,380円 エン		10,230円 エン

		3ｍ～4ｍ		6,850円 エン		13,020円 エン

		4ｍ～5ｍ		8,480円 エン		16,120円 エン

		5ｍ～6ｍ		11,020円 エン		20,940円 エン

		6ｍ～7ｍ		13,880円 エン		26,380円 エン

		7ｍ～8ｍ		16,620円 エン		31,580円 エン

		8ｍ～9ｍ		18,510円 エン		35,170円 エン

		9ｍ～10ｍ		20,520円 エン		38,990円 エン

		10ｍ～11ｍ		22,250円 エン		42,280円 エン

		11ｍ～12ｍ		23,990円 エン		45,590円 エン

		1ｍ増す毎に マ ゴト		3,580円 エン		6,810円 エン






Sheet1

		運天港までの交通 ウンテンコウ コウツウ

		車をご利用の場合 クルマ リヨウ バアイ

		●那覇空港から今帰仁村運天港までタクシー・車で約2時間。 ナハ クウコウ ナキジンソン ウンテンコウ クルマ ヤク ジカン

		●沖縄自動車道/那覇→名護（許田I.C)、運天港まで約1時間30分 オキナワ ジドウシャドウ ナハ ナゴ キョダ ウンテンコウ ヤク ジカン フン

		●名護市内から運天港までタクシーで約30分 ナゴ シナイ ウンテンコウ ヤク フン

		路線バスをご利用の場合 ロセン リヨウ バアイ

		●那覇空港→名護バスターミナル　[路線No.120]　（所要時間：2時間20分～2時間50分） ナハ クウコウ ナゴ ロセン ショヨウ ジカン ジカン フン ジカン フン

		●那覇空港→那覇バスターミナル　[路線No.25、99]　（所要時間：10分～15分） ナハ

		●那覇空港→旭橋（那覇バスターミナル）　〔ゆいレール〕　（所要時間：10分） アサヒバシ ナハ

		●那覇バスターミナル→名護バスターミナル　[路線No.20、120]　（所要時間：2時間～2時間30分） ナハ ナゴ ロセン ショヨウ ジカン ジカン ジカン フン

		高速バスをご利用の場合 コウソク リヨウ バアイ

		●那覇空港→名護バスターミナル　[路線No.111]　（所要時間：1時間45分） ナハ クウコウ ナゴ ロセン ショヨウ ジカン ジカン フン






Sheet1

		特殊手荷物（消費税込み） トクシュ テニモツ ショウヒゼイ コ

		自転車 ジテンシャ		710円 エン

		原　付 ハラ ツキ		1,400円 エン

		自動二輪 ジドウ ニリン		2,250円 エン






Sheet1

		伊是名島観光についてのお問い合わせ イゼナ シマ カンコウ ト ア

		伊是名村役場　商工観光課 イゼナソン ヤクバ ショウコウ カンコウカ						TEL		（0980）45-2534

		伊是名村商工会 イゼナソン ショウコウカイ						TEL		（0980）45-2475

		いぜな島観光協会 シマ カンコウ キョウカイ						TEL		（0980）45-2435






Sheet1

		船舶についてのお問い合わせ センパク ト ア

		仲田港ターミナル ナカダ コウ						TEL		（0980）45-2002

		運天港伊是名村船舶事務所 ウンテンコウ イゼナ ソン センパク ジムショ						TEL		（0980）56-5084
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