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村の人口【計 1,322人】令和3年8月31日現在
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◆ 今月号の主な内容 ◆
・「常盤」がプラチナ賞受賞
・「敬老の日」お祝いの品を配付
・社会福祉協議会AED講習
・行政相談週間



3 令和3年10月号

　新校舎建設を控えた伊是名小学校で9月1日（水）、現校舎の風景を記録として残すための撮影会が行われました。
　撮影会は現校舎で学んだ卒業生の島瑞紀さんが主導となり、青年会や一般ボランティア、小学校・幼稚園の協力の下、
ドローンを使った空撮など現校舎の外観から内観まで色々な視点で撮影されました。島さんは「現校舎を映像として残
し、島内外の卒業生がいつでも学び舎での思い出を振り返れるアルバム動画として楽しんで貰えたら」と撮影会への思
いを語りました。
　編集された動画は、短編と
新校舎建設後までの長編、校
舎内映像の3部作を製作し個
人情報を保護した形で発信す
るほか、関係機関などに記録
映像として寄贈したいとの事
です。

　伊是名中学校で8月14日（土）、第29期卒
業生の『29の会』が還暦祝いの記念植樹（アレ
カヤシ）を行いました。
　『29 の会』会長の伊禮浩さんは「今年は 29
期生の還暦祝いの年、母校に記念になるものを
残したいと『29の会』で話し合った結果、中学
校に記念植樹をすることにしました。」と経緯
を語りました。
　中学校校長・宮城研治先生は「リゾート気分
が味わえて生徒職員一同喜んでいます。これか
ら大事に育てていきたいです。」と『29の会』へ
感謝を伝えていました。

　介護予防事業「保険者機能強化推進交付金事業」を活用し、
高齢者等の介護予防･健康づくり事業を実施することにより、
地域における介護･支援状態の予防、悪化の防止等に資するこ
とを目的に、ノルディック･ウォーキング
ポールが各字へ寄贈されました。是非ご活
用いただき、『健康長寿』を目指しましょう。

【小学校】校舎の撮影会がありました【小学校】校舎の撮影会がありました

中学校29期卒業生『29の会』記念植樹中学校29期卒業生『29の会』記念植樹

「ノルディック･ウォーキングポール」
各字へ寄贈

「ノルディック･ウォーキングポール」
各字へ寄贈

（左から）宮城研治校長・諸見嘉彰・伊禮浩・伊礼泰司・
諸見川淳子・比嘉健二・山内辰男・宮城安志・伊禮政美・喜納利明
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　9月10日（金）に開催される予定であった「令和3
年度伊是名村敬老会」は、新型コロナウイルスの影響
で中止となりました。村では多年にわたり活躍された
高齢者に対し、村の特産品の詰め合わせに「コロナに
負けるな」と村長より琉歌のメッセージを添えてお祝
いの品をお届けしました。夫婦で米寿を迎えた宮城守
さんとミヨさんは「お祝い品をたくさん頂いてお礼申
し上げます。」と笑顔で喜んでいました。

　フランスで2017年から毎年開催されている日本酒コンクール「Kura Master（クラマスター）」
の2021年に新設された部門「本格焼酎・泡盛コンクール2021」で伊是名酒造所の「三年貯蔵古
酒　常盤（ときわ）30度」がプラチナ賞を受賞しました。
　コロナ禍の為、9月20日（月）に現地フランスで行われた授賞式の参加は見送られましたが、世
界に「伊是名産の泡盛」を伝える良い機会となったのではないでしょうか。おめでとうございます。
お問い合わせ
合資会社　伊是名酒造所：0980-45-2089
ホームページ　http://www.izenasyuzousyo.com/

　諸見区で保管されていた葬具「龕（がん）」の教育委員会への寄
贈を受けて7月27日、職員と諸見区長とで「龕屋（がんや）」での
確認作業を行いました。
　今回の寄贈は諸見区で管理されていた「龕屋」の取り壊しが決
まり、「龕屋」に納められている「龕」の保全を目的としたもので、
寄贈を受けた教育委員会学芸員の大城さんは「村の文化に係わる
重要な遺産として大切に保管し、地域学習などに活用したい」と
話しました。

伊是名酒造所の「常盤（ときわ）」がプラチナ賞を受賞！伊是名酒造所の「常盤（ときわ）」がプラチナ賞を受賞！

「敬老の日」お祝いの品を配付「敬老の日」お祝いの品を配付

教育委員会に「龕」の寄贈がありました教育委員会に「龕」の寄贈がありました

龕屋と龕の確認作業の様子

米寿を迎えた宮城ミヨさん・守さん 米寿を迎えた銘苅森茂さん

　伊是名村で「龕」は1984年（昭和59年）に村火葬場が
できるまでの間、各区毎（内諸見・内花区は共同）に管理
使用していた葬具で、遺体をお墓まで運ぶ現代でいう霊
柩車の役割を担っていました。
　「龕屋」は組立式の「龕」を納める場所として使用してい
ました。

「龕」と「龕屋」について

村内の100歳以上の方は1名、カジマヤーは2名、
米寿を迎えた方は12名でした。
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困ったら一人で悩まず行政相談 ！ 行政相談週間 （１０月１８～２４日）

新型コロナウイルス感染症で宿泊 ・ 自宅療養等されている方へ

　令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行さ
れました。宿泊・自宅療養等をしている方で、次の一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
（1）感染症法又は検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方
（2）検疫法による措置（隔離・停留の措置）により宿泊施設内に収容されている方
　また、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置期間が投票をする選挙の期日の公示又
は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。

　投票用紙等の請求については、伊是名村選挙管理委員会 0980-45-2001 までお問い合わせください。

【犬や猫の飼い主のみなさんへ】    犬、 猫避妊 ・ 去勢手術のおすすめ

　公益社団法人沖縄県獣医師会では、飼育される見込みのない子犬や子猫を増やさないために、動物愛護思想の普及
啓発事業の一環として、飼い犬と飼い猫の避妊・去勢のための手術費用の一部を助成する事業を実施しています。
助成金の金額
　犬のオス：5,000円・犬のメス：5,000円
　猫のオス：3,000円・猫のメス：5,000円

応募方法
　最寄りの協力動物病院で用紙を受け取り、協力動物病院又は沖縄県獣医師会へ提出ください。
　※応募用紙に条件が記載されています、ご確認の上お申し込み下さい。
応募期間
　第1期：受付中～令和3年10月31日（日）
　※抽選の結果は、抽選後10日前後に当選通知でお知らせします。
お問い合わせ
　公益社団法人沖縄県獣医師会：098-853-8001

　「行政相談制度」は、役所の仕事に関する苦情や要望等をお受けしてその解決を促進するとともに皆さんの声を
行政に役立てるものです。総務省では、このことを広く国民の皆様に利用していただくため、毎年１０月に行政相談週
間を定め、行政相談所等を開設しています。
役所の仕事・手続き・サービス等について困っていることありませんか？
こんな時は、行政相談をご利用下さい！！
相談は、次のような方法で受け付けています。
　伊是名村では、高良精利さんが総務大臣から行政相談委員に委嘱され
ています。ボランティアで、住民の皆さんの苦情や相談を受け付け、相談
者への助言や関係機関に対する改善の申入れなどを行います。

・説明に納得できない
・どこに相談したらいいのかわからない
・申請したが進まない
・公共施設が壊れていて危険
・窓口には行きづらい

行政苦情
110番

全国共通番号 0570 - 0 9 0110
お   こまりならまる      まる  くじょー ひゃくとおばん

この電話は、お近くの総務省行政相談センター「きくみみ」につながります。

行政相談の受付

インターネット
による

行政相談の受付 ������������������������������������
�����������������

行政相談受付

沖縄行政評価事務所
TEL:（098）867-1100　FAX:（098）866-0158

秘密厳守!!　相談無料!!　
お気軽にご相談ください！

※一頭につき左記の金額を差し引いて、差額分を飼い主さんが負担
することになります。なお、手術料金は動物病院により異なります。

尚、コロナ禍の為村内で行政相談所を設置する際は改めて告知致します。
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　8月24日（火）、社会福祉協議会の職員研修の一環として『救急対
応を含むAED講習会』が行われました。
　協力依頼を受けた野地駐在指導の下、救急時の心構えや人形を
使った実技講習、AEDの使用方法などを教わり、緊急時の対応や心肺
蘇生の方法を学んでいました。講習の中で野地駐在は「AEDを含めた
救命措置を行うことで、要救助者の生存率が飛躍的に上がる、ためらわ
ずに救命措置を実施することが大切」と職員一同に伝えていました。

社会福祉協議会での講習の様子。
職員一同真剣に講習を受けていました。

野地駐在は講習の中で「伊是名村では、119番よ
り先に身内や知人に連絡される方が多い、119
番通報を行うことで受入病院や救急隊の手配等
即座に連絡が行われる、1 分 1 秒を争う場なの
で何より先に 119 番通報を心掛けてほしい」と
強く訴えていました。
緊急時、まずは【119番通報】を心掛けましょう。

伊是名村民の皆様へ伊是名村民の皆様へ

　今般、ショックボタンを有さない「オートショックAED」の製造販売が開始されることを踏まえ、使用上の注
意点についてお知らせします。

オートショックAED使用方法
　患者の胸部に電極パッドを貼付すると心電図が自動解析され、除細動の要否が判断される。
　除細動が必要と判断された場合には、患者から離れるよう音声ガイドが流れ、カウントダウン（例：スリー、
ツー、ワン）又はブザーの後に、除細動ショックが実施される。

使用上の注意点
　オートショックAEDは、ショックボタンが存在しないため、救助者等が除細動ショック
の際に患者から離れることが遅れた場合、救助者が放電エネルギーにより感電するおそ
れがあります。 
　今後、事業所の皆様が、オートショックAEDを導入する際は、オートショックAEDに
表示されているオートショックAEDロゴマークを救助者等が視認しやすくなるよう配慮す
るようお願い致します。

「オートショックAED」について「オートショックAED」について

社会福祉協議会で救急対応を含むAED講習が行われました社会福祉協議会で救急対応を含むAED講習が行われました

AEDAED
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父ちゃんが亡くなって
農地引き継いだけど、
俺はまだ農業やらんよ。
どんなするかなぁ…。

農作業がきつくなってき
たさー。
貸してもいいけどねぇ…。
地代の不払いや、農地が
返ってくるか心配で貸せ
られないさー。

こんなときは…

沖縄県農業振興公社（農地中間管理機構）に
おまかせください！

皆様の大切な農地をしっかり
お預かりいたします
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が行います。
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で頑張る農業者に貸付けます！（人・農地プラン等を参
考に最適な貸付相手を選びます。）
● 契約期間満了時には、農地が必ず皆様のもとへ返って
きます！

【お問い合わせ】  沖縄県農業振興公社：098-882-6801　伊是名村農業委員会：0980-45-2004

借受け 貸付け

貸借料 賃借料

農地の出し手農地の出し手 沖縄県農業振興公社
（農地中間管理機構）
沖縄県農業振興公社
（農地中間管理機構）

農地の受け手農地の受け手

農地中間管理事業による貸借の仕組み
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農業委員会と調整した上で、農地の借受者として選定する仕組みです。そのため、借受けを希望する方は応募が必要
です。なお、応募のあった方については、後日、公社のホームページ上で公表することになります。募集は随時受付して
おります。
　応募方法や詳しい内容のお問い合わせは、伊是名村農業委員会までご連絡ください。

農家 ・農地所有者の皆様へ農家 ・農地所有者の皆様へ

農家の皆様へ農家の皆様へ

大切な農地を貸してください！

自然災害・病気などによる収入減少に備えて収入保険・農業保険をおすすめします！
農業共済…自然災害リスクをカバーしたい方
米、サトウキビ、家畜、農業用ハウスなどが自然災害によって受ける損失を補償します。
【加入できる方】 全ての農業者
収入保険…様 な々リスクをカバーしたい方
原則全ての農作物を対象に、自然災害や価格低下だけでなく、農業者の経営努力で
は避けられない収入減少を広く補償します。
【加入できる方】 青色申告を行っている農業者（1年以上申告実績のある者）
【保証の内容】収入が9割を下回った場合に、下回った額の9割（支払率）を上限とし
て補てんされます。
※農業保険は国の公的保険制度で、保険料（掛金）の国庫補助があります。

詳しくは、お近くの沖縄県農業共済組合までお問い合わせ下さい。
沖縄県農業共済組合北部支所（名護市宇茂佐の森5-2-7）：0980-52-4082

農業共済組合

自然災害・病気休業などの
リスクへの備える！

農業共済組合

7 令和3年10月号

県外学生寮の入寮生募集について

　公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団は、沖縄県の振興発展を担う人材の育成を目的として、県内に住所を
有する者の子弟で、県外大学（専門学校等を含む）に在学又は入学を予定している者、あるいは、希望する者について、下
記学生寮への入寮希望者を募集します。
募集期間　令和3年10月15日～令和3年11月15日
学生寮名称・募集人数
　【東京都】　・南灯寮（男子寮／狛江市）14人（程度）　・沖英寮（女子寮／世田谷区）2人（程度）
　【大阪府】　・大阪寮（男子寮／吹田市） 5人（程度）
　入寮生の採用基準や寮費などの詳しい情報はホームページをご覧ください。
　http://www.oihf.or.jp/
お問い合わせ　（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団：098-942-9212

沖縄県住宅供給公社からのお知らせ

フォークリフト運転技能講習の
お知らせ

　賃貸借契約、土地・建物の売買、請負工事の契約関連トラブルなど、住まいに関する問題でお困りの事はありま
せんか？常駐の相談員による住まいに関する一般的な相談・情報提供も無料で行っていますので、お気軽にご相談く
ださい。
お問い合わせ
住まいの総合相談窓口（沖縄県住宅供給公社内）: 098-917-2433
（相談時間：平日と第 3土日の9：00～17：00※12：00～13：00は除く）

料　金　￥47,150（テキスト代込）
定　員　20名
学　科　10/18（月）8:50～17:40
実　技　19（火）～22（金）4日間9:00～17:00
　　　　 ※実技2日目からは8:30～
学　科　北部会館3階
　　　　（名護市宇茂佐の森5-2-7）
実　技　ネオパークオキナワ
お問い合わせ
（一社）沖縄県労働基準協会　北部支部
TEL.0980-54-4700　FAX.0980-52-7004

瞬間冷凍機と凍結乾燥機を
導入しました

　地域経済の活性化を目指して、地元産品（野菜・
果物・畜産物・水産物）を新鮮な状態で保持し、島
内外へPRするため、伊是名漁業協同組合とJAお
きなわ伊是名支店に瞬間冷凍機と凍結乾燥機を
設置しました。
　村民及び事業者の方
で、活用を検討している
方は、JA伊是名支店経
済課及び伊是名漁業
協同組合へお問い合わ
せお願いします。
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月10 ～11月の行事予定
10/2
7
11
12

15
19

21
23
28
30

●土
●木
●月
●火

●金
●火

●木
●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【予定】
中学校 /子ども議会
カジマヤー
小学校 /授業参観（～14日）
乳幼児健診
中学校 /2年生職場体験学習（～21日）
中学校 /3年生修学旅行【延期】
小学校 /5年生宿泊学習（～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【予定】

11/4
5
13
19
21
25

●木
●金
●土
●金
●日
●木

小学校 /授業参観日【予定】
令和 3年度 伊是名村地震・津波避難訓練
保育所 /おゆうぎ会
親子ふれあい事業
第 3回ドラッグレース in 伊是名島 2021
小学校 /親子美化作業
 

ご結婚おめでとう

東江  結委・真奈美 （旧姓：名嘉）
令和 3年 9月1日 

入籍おめでとうございます。末永くお幸せに♡♡♡

※「－」は非公表希望

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。

11 月 1 日（月）は村・県民税、国民健康保険税、後期高齢保険料の納期限です！

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！

11月30日(火)

5 期

納期
納期
納期
納期
納期

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

令和4年
1月31日(月)

4 期
5 期
7 期

3 期
3 期
4 期

11月1日(月)

　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」
～令和3年度8月  ふるさと納税実績～

円

円

円

円

氏　名 住所（所在地） 寄附金額
浦上　透

非公表1名

非公表（ネット申込）47名

計

熊本県熊本市

-

-

10,000

-

-

1,100,000

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

15
6
5
4
19

49合　　　計

400,000
150,000
140,000
50,000
360,000

1,100,000

円
円
円
円
円

円


