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3 令和4年2月号

年末年始の交通安全県民運動を実施しました！年末年始の交通安全県民運動を実施しました！

令和４年　消防団出初め式令和４年　消防団出初め式

　令和3年12月21日（火）～令和4年1月4日（火）までの15
日間、『年末年始の交通安全県民運動』を実施しました。
　今回の運動重点は、
【１】飲酒運転の根絶及び危険運転の防止。
【２】歩行者の安全な通行の確保。
【３】交差点（付近）の交通事故防止。
【４】二輪車の交通事故防止（マナーアップ）。
　特に通学路を中心とした、子供が日常的に集団で移動す
る経路における見守り活動を重点的に行いました。
　運動期間中は大きな交通事故等もありませんでしたが、
今後も安心・安全なしまづくりを目指していくためにも、交
通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけてい
きましょう！

一年の航海の安全を祈願して一年の航海の安全を祈願して
　1月1日元日、「フェリーいぜな尚円」船首にて、一年の
航海の安全を祈願する、船興しが行われました。
　末吉船長と船員一同、前田村長、奥間副村長、商工観
光課長・総務課長で式を行い、挨拶の中で前田村長は、
「前年のコロナ禍において、船員の感染者を出さず、運
航の際の徹底した感染症対策でクラスター等の被害も
なく航海できたことについて、感謝いたします。引き続
き今年も、安心安全な航海をお願いします。」と、船員
一同に伝えました。

　1月6日（木）、村産業支援センターにおいて、「令和4年　消防団出
初め式」が挙行され、今年一年の無火災無災害を祈念した。
　来賓が見守る中、前田村長と伊禮消防団長による特別点検が行われ
ると、団員は凛々しい表情で点検に臨んだ。
　村長訓示では、昼夜を問わず献身的に活動する消防団員への労をね
ぎらいつつ、今後も村民が安心して暮らせる伊是名村の実現に向け、
地域消防力・防災力の向上に期待を寄せ、団員を激励した。
　その後の一斉放水では、団員が機敏な操法を披露し、赤黄緑の3色
に彩られた放水が行われると、来賓や保育園児から歓声が沸き起こっ
た。
　出初め式終了後、団員は村内各所に設置されている消防水利施設
（防火水槽、消火栓）の点検、外灯・カーブミラー付近の雑木の剪定作
業を行った。

サンタクロースとトナカイがやってきたサンタクロースとトナカイがやってきた

やんばる英語村（ミニ留学体験）・冬季受験合宿に参加しましたやんばる英語村（ミニ留学体験）・冬季受験合宿に参加しました

2

　12月24日（金）、上門工業株式会社からサンタク
ロースとトナカイが伊是名幼稚園を訪問し、袋いっぱ
いに用意されたクリスマスプレゼントを園児たちに
手渡しました。
　園児たちは嬉しそうにプレゼントを受け取り、
「結婚しているの？」「彼女はいる？」「好きな魚
は？」などの質問をサンタさんとトナカイさんにぶ
つけていました。
　プレゼントのお礼に園児たちは歌と踊りを披露
し、サンタさん、トナカイさんも一緒に歌って踊りま
した。
　最後にサンタさんは、「子ども達の笑顔が見られて
嬉しい、メリークリスマス。」と伝え、手を振る園児た
ちに見送られながら、徒歩で去っていきました。

　「尚円チャレンジ塾」及び「まちがに塾」では、小学
6年生～中学2年生を対象に12月26日～29日までの日
程で、国頭村のやんばる学びの森にて、やんばる英語村
（ミニ留学体験）を行いました。期間中は、カヤック体
験・トレッキング体験等を通した英語プログラムを実施
し、外国人講師との触れ合いの中で英語学習に対する
意欲が芽生え、「英検を受験する」や、「自分の話した
英語が通じた」といった声が児童生徒から聞かれ、み
んなで楽しみながら学習することができました。
　また、中学3年生も同日程で、恩納村のしまんちゅク
ラブにて、他校を含めた冬季受験合宿を行い、参加し
た生徒はこれまで以上に真剣なまなざしで、板書を
ノートに書き写すなど積極的に授業に取り組んでいま
した。
　一緒に参加した他校の生徒と交流することで、自分
の学習レベルを知り、高校受験に対する意識を高めて
いました。
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伊是名中学校69期生「一足早い成人式」

　1月1日元日、伊是名村産業支援センターにて、伊是名中学校69期生（平成13～14年生まれ）16名
の「一足早い成人式」が行われました。
　今年の新成人は、男性11名（内1名は都合により不参加）・女性6名の計17名で、男性は揃いの袴、
女性は艶やかな振袖で参加となりました。
　父母や前田村長など来賓が見守る中、式典は滞りなく行われ、保護者代表あいさつで東江力志さ
んは、『夢に向かい希望を持って歩むこと・失敗を恐れずチャレンジすること』を新成人に伝え、激励し
ました。
　謝辞で新成人男性代表の東江優さんは、「伊是名村出身ということに誇りをもち、社会に貢献して
いきたい。失敗しても反省し、後悔のない人生を生きたい。」と力強く話し、女性代表の上間未空さん
は、「コロナ禍ということで、思うような生活が出来なかったが、同級生と久しぶりに会え、ここ数年で一
番うれしい出来事になった。家族や地域の皆さんに感謝し、将来は伊是名島の役に立つ活動をした
い。」と笑顔で話した。

【男性】
東江  優・東江開道・前川真成音・濱里優希・
前田蔵ノ介・名嘉潤椰・新城宏昴・髙良空・
島袋龍騎・上原尚輝・上原潤一郎
【女性】
島  真琳・上間未空・伊禮千紘・城間早紀・
上地星空・永野七衣

新成人
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仲村渠智幸君が『110番の日・広報標語』で最優秀賞受賞仲村渠智幸君が『110番の日・広報標語』で最優秀賞受賞

沖縄県市町村教育委員会連合会表彰沖縄県市町村教育委員会連合会表彰

前川国清さん沖縄県漁業士に認定前川国清さん沖縄県漁業士に認定 「フェリーいぜな尚円」
運航時刻変更のお知らせ
「フェリーいぜな尚円」
運航時刻変更のお知らせ

　1月6日（木）、伊是名中学校舎内にて110番の
日・広報標語最優秀賞（「守りたいあなたの笑顔
110番」）表彰伝達式が行われました。
　県警察本部・地域部長の嘉手苅忠男警視が伊
是名中学校を訪問し、最優秀賞に選ばれた仲村
渠智幸君へ表彰状（他、本部署から記念楯・県通
信指令課から図書券）を贈呈しました。
　今回の広報標語は、110番について正しい理解
と周知を図る目的で、県内中学校を対象に募
集、101校が応募し、総数6,409件の中から選ば
れた。
　表彰を受けた仲村渠君は、「まさか最優秀賞に
選ばれるとは思っていなかったので、とても嬉し
い。家族に、特に兄に自慢したい。」と笑顔で話
した。
　今後、仲村渠君の広報標語は、ポスターやのぼ
り等で県内各所に掲示され周知・広報活動で活
用されます。

　長年に渡り伊是名村の教育行政に携わり、教育委員を現在の3期目を含め、11年以上務めたこれ
までの功労が認められ、沖縄県市町村教育委員会連合会から、西正幸さんへ表彰状が贈られた。
　西さんは、平成22年4月1日に教育委員に就任、教育委員長、教育長職務代理を歴任。今日に至る
村教育行政の振興にご尽力頂いた。
　表彰を受け西さんは、「これまで教育委員として活動を続けられたのは村民の皆様のご理解とご
協力のお陰だと、感謝申し上げます。今後も村教育行政の振興発展に努めて参ります。」と、感謝と
抱負を述べた。

　1月7日（金）、沖縄県漁業士認定証書の伝達交付式が、公室におい
て執り行われました。
　認定交付を受けた前川国清さんは、もずく養殖の水揚げにおいて常
に上位に位置しており、また、伊是名漁業伊是名漁業協同組合の理事
（3年）を歴任、もずく生産部会長と、もずく種苗施設管理担い手チー
ムのリーダーを兼任するなど、積極的に漁業活動に参加し、漁業振興
に大きく貢献されています。
　前川さんは、「この度は、沖縄県漁業士に認定され、とても光栄に思
います。今後とも伊是名村の漁業振興に貢献できるよう頑張っていき
たい。」と話した。

　2月22日（火）から予定している「フェリー
いへやⅢ」のドック入りに伴う、「フェリーいぜ
な尚円」の運航時刻変更についてお知らせ致
します。

（左から）嘉手苅忠夫警視・仲村渠智幸君・宮城研治校長・野地政良巡査長

伊是名発

9‥00
運天港発

15‥30

２月２２日（火）～３月９日（水）迄

上記期間内3月5日・6日のみ
3月5日　伊是名発   9：00
             運天港発 10：30
3月6日　運天港発 11：00
             伊是名発 13：30

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】

漁業士とは・・・地域漁業を担う中核的漁業者として、地域漁業者に対する
漁業技術の向上や漁業生産を支え、貢献する者として沖縄県知事が認定す
る優れた漁業者に交付される。
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さとうきび生産者の皆様へ
ツル草管理を行いましょう！

自筆証書遺言書保管制度のご案内

●さとうきび畑のツル草による害
　養水分や日光が奪われて収量が低下・害虫や野ソ
の住み家になる・機械収穫で、巻付き等による刈り残
しトラッシュの増加・欠株の発生で単収低下
●対策
（植付前）非選択性除草剤を散布。
（植付後）開花前に中耕や抜取りを行う。

【お問い合わせ】
　沖縄県営農支援課：098-866-2280
　沖縄県糖業農産課：098-866-2275
【外来生物法についてのお問い合わせ】
　沖縄県環境部自然保護課：098-866-2243

【国土交通省より】 こどもみらい住宅支援事業

農業者年金がさらに便利になります！

令和4年3月頃から申請受付開始予定
一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、一定の要件を満たすリフォームを行う場合、所定の補助金額を交付します。

● 新       築／子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とし、最大100万円の補助金を交付。
● リフォーム／全ての世帯を対象とし、最大30万円の補助金を交付。
                 （子育て世帯・若者夫婦世帯の場合等に上限引上げの特例あり。）

※概要について詳しくは下記HPよりご確認ください。
国土交通省HP「こどもみらい住宅支援事業について」

（HP）https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000195.html

詳しくは「農業者年金基金」で検索
https://www.nounen.go.jp

農業者年金の内容や相談については、最寄りの農業委員会
かJAまたは農業者年金基金にお問い合わせください。

種　類 手続き場所 必要な物

原付・小型バイク 伊是名村役場 印鑑・ナンバープレート

軽自動車 JAオート及び軽自動車協会 ナンバープレート・車検証

普通乗用車 JAオート及び陸運事務所 ナンバープレート・車検証・印鑑証明書・実印

対象区 日程 場所

諸見区

2月24日（木）

午前9時30分～午前10時30分

各字公民館
※行政区のみの受付になります。

内花区 午後1時30分～午後2時

勢理客区 午後2時30分～午後3時

仲田区
2月25日（金）

午前9時30分～午前10時30分

伊是名区 午後1時30分～午後2時30分

上記日程で
都合のつかない方

2月1日（火）～
3月15日（火） 午前9時～午後5時 役場総務課窓口

● ポイント1（令和4年1月から）

【若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられます】
（35歳未満の方は、月額1万円から加入できます）

● ポイント2（令和4年4月から）

【農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がります】
（年金の受給開始時期を、ご自身で選択できます）

農業者老齢年金：65歳以上75歳未満
特例付加年金：65歳以上（年齢上限なし）

● ポイント3（令和4年5月から）

【農業者年金の加入可能年齢が引き上げられます】
（60歳以上65歳未満の方も加入できます）

【お問い合わせ】
独立行政法人 農業者年金基金専門相談員：03-3502-3199

　企画調整室：03-3502-3942

そなえて
。

　
のためのワ

ンコイ
ン！

そなえて
。

　
のためのワ

ンコイ
ン！

各町村役場・沖縄県市町村総合事務組合

共済期間：令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日まで

2月1日
　　受け付け!

か
ら

モミジバヒルガオ

　法務局で、令和2年7月10日から自筆の遺言書を保管す
る制度が開始されました。法務局で遺言書を保管するこ
とにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されな
い・・・といった問題が避けられます。
　詳しくは、法務省のホームページ（「法務省  遺言書保
管制度」で検索）をご覧いただくか法務局の担当課にお
問い合わせください。
【法務省ホームページ】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html　 
【お問い合せ】
那覇地方法務局名護支局：0980-52-2729
※法務局では、遺言書の内容についてのご相談はお受けで
きません。遺言書の作成内容について不安のある方は、弁
護士、司法書士等の資格者への相談をお勧めします。

6

自動車抹消に関するお知らせ

　村民の皆様へ、原付バイク・軽自動車及び普通乗用車の抹消手続きは3月31日（木）までとなっております。
抹消せずに4月1日を過ぎると課税されますのでご注意ください。

令和４年度 （令和 3年分） 住民税の申告について

令和4年1月1日現在、伊是名村に住所のある方は、収入の申告が必要です。下記の日程にて受付いたします。

※法人車両の抹消手続きは登記簿謄本(1通)が必要となります。
※自動車の抹消についてはJAオートにて手続きが出来ますが、郵送日数等の関係上今年度は3月22日(火)が
受付最終日となっていますのでお知らせ致します。

種　類 手続き場所 必要な物

原付・小型バイク 伊是名村役場 印鑑・ナンバープレート

軽自動車 JAオート及び軽自動車協会 ナンバープレート・車検証

普通乗用車 JAオート及び陸運事務所 ナンバープレート・車検証・印鑑証明書・実印

◆抹消手続きの方法◆

【お問い合わせ】伊是名村 総務課・税務係 ☎0980-45-2001、JAオート ☎0980-45-2071

対象区 日程 場所

諸見区

2月24日（木）

午前9時30分～午前10時30分

各字公民館
※行政区のみの受付になります。

内花区 午後1時30分～午後2時

勢理客区 午後2時30分～午後3時

仲田区
2月25日（金）

午前9時30分～午前10時30分

伊是名区 午後1時30分～午後2時30分

上記日程で
都合のつかない方

2月1日（火）～
3月15日（火） 午前9時～午後5時 役場総務課窓口

申告に必要なもの
▪令和3年中の収入明細書⇒源泉徴収票、給与支払証明書など
▪必要経費の領収書⇒帳簿および領収書など
▪各種控除の証明書⇒各種保険料・生命保険料・医療費・寄附金などの
                                     領収書、障害者手帳など
▪マイナンバーカード及び本人確認書類
※収入・経費の内訳は、事前に計算してお越しください。
ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
 • 確定申告をされる方
 • 給与所得のみで、勤務先から市町村に給与支払報告書を提出されている方
 • 収入が公的年金のみの方

■ 確定申告について■

住民税申告と併せて確定申告の仮収受を行
います。ご自身で作成が難しい方は、税理士へ
の委託や青色申告会に作成指導を受けるなど
ご検討ください。期限後の申告は、税務署での
受付になります。

感染リスク軽減のためパソコンやスマートフォンでの申告のお願い
NTA
.ch国税庁動画チャンネル

申告書の作成手順は国税庁の動画サイトを
ご参照ください

確定申告に関する疑問は
AIチャットボットの
ふたば にご相談ください税務職員 ふたば

国税庁 で検索

パソコンやスマートフォンで、申告書を作成することができます。
詳しい情報は国税庁ホームページの確定申告特集で。

所得税及び復興特別所得税の
確定申告・納期限は3月15日（火）



7 令和４年2月号

さとうきび生産者の皆様へ
ツル草管理を行いましょう！

自筆証書遺言書保管制度のご案内

●さとうきび畑のツル草による害
　養水分や日光が奪われて収量が低下・害虫や野ソ
の住み家になる・機械収穫で、巻付き等による刈り残
しトラッシュの増加・欠株の発生で単収低下
●対策
（植付前）非選択性除草剤を散布。
（植付後）開花前に中耕や抜取りを行う。

【お問い合わせ】
　沖縄県営農支援課：098-866-2280
　沖縄県糖業農産課：098-866-2275
【外来生物法についてのお問い合わせ】
　沖縄県環境部自然保護課：098-866-2243

【国土交通省より】 こどもみらい住宅支援事業

農業者年金がさらに便利になります！

令和4年3月頃から申請受付開始予定
一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、一定の要件を満たすリフォームを行う場合、所定の補助金額を交付します。

● 新       築／子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とし、最大100万円の補助金を交付。
● リフォーム／全ての世帯を対象とし、最大30万円の補助金を交付。
                 （子育て世帯・若者夫婦世帯の場合等に上限引上げの特例あり。）

※概要について詳しくは下記HPよりご確認ください。
国土交通省HP「こどもみらい住宅支援事業について」

（HP）https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000195.html

詳しくは「農業者年金基金」で検索
https://www.nounen.go.jp

農業者年金の内容や相談については、最寄りの農業委員会
かJAまたは農業者年金基金にお問い合わせください。

種　類 手続き場所 必要な物

原付・小型バイク 伊是名村役場 印鑑・ナンバープレート

軽自動車 JAオート及び軽自動車協会 ナンバープレート・車検証

普通乗用車 JAオート及び陸運事務所 ナンバープレート・車検証・印鑑証明書・実印

対象区 日程 場所

諸見区

2月24日（木）

午前9時30分～午前10時30分

各字公民館
※行政区のみの受付になります。

内花区 午後1時30分～午後2時

勢理客区 午後2時30分～午後3時

仲田区
2月25日（金）

午前9時30分～午前10時30分

伊是名区 午後1時30分～午後2時30分

上記日程で
都合のつかない方

2月1日（火）～
3月15日（火） 午前9時～午後5時 役場総務課窓口

● ポイント1（令和4年1月から）

【若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられます】
（35歳未満の方は、月額1万円から加入できます）

● ポイント2（令和4年4月から）

【農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がります】
（年金の受給開始時期を、ご自身で選択できます）

農業者老齢年金：65歳以上75歳未満
特例付加年金：65歳以上（年齢上限なし）

● ポイント3（令和4年5月から）

【農業者年金の加入可能年齢が引き上げられます】
（60歳以上65歳未満の方も加入できます）

【お問い合わせ】
独立行政法人 農業者年金基金専門相談員：03-3502-3199

　企画調整室：03-3502-3942

そなえて
。

　
のためのワ

ンコイ
ン！

そなえて
。

　
のためのワ

ンコイ
ン！

各町村役場・沖縄県市町村総合事務組合

共済期間：令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日まで

2月1日
　　受け付け!

か
ら

モミジバヒルガオ

　法務局で、令和2年7月10日から自筆の遺言書を保管す
る制度が開始されました。法務局で遺言書を保管するこ
とにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されな
い・・・といった問題が避けられます。
　詳しくは、法務省のホームページ（「法務省  遺言書保
管制度」で検索）をご覧いただくか法務局の担当課にお
問い合わせください。
【法務省ホームページ】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html　 
【お問い合せ】
那覇地方法務局名護支局：0980-52-2729
※法務局では、遺言書の内容についてのご相談はお受けで
きません。遺言書の作成内容について不安のある方は、弁
護士、司法書士等の資格者への相談をお勧めします。
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※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。

2月28日（月）は固定資産税・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！

納期
納期
納期
納期
納期

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

2月28日(月)

4 期

8 期 9 期
６ 期

3月31日(木)

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。

・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

毎月各字公民館において、村税等の徴収を行っておりますが、令和４年１月より各字公民館及び訪問徴収も
行います。（訪問徴収は対象者のみ）

　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12月  ふるさと納税実績～

円

円

円

円

円

円

円

氏　名 住所（所在地） 寄附金額
塚田　雅信

伊禮　正哲

神田　哲良

池田　弘

非公開１3名

非公表（ネット申込）７5名

計

-

兵庫県尼崎市

-

沖縄県宜野湾市

-

-

108,000

-

-

50,000

-

-

7,775,000

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

29
18
12
10
23

92合　　　計

4,376,000
866,000
854,000
394,000
1,285,000

7,775,000

円
円
円
円
円

円
※「－」は非公表希望

ご結婚おめでとう
伊佐川 正舟・彩茄 （旧姓：仲榮眞）

令和 4 年1月14日 
入籍おめでとうございます。末永くお幸せに♡♡♡
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●木
●金
●火
●金

●火
●金
●土
●水

中学校/新1年生入学説明会

乳幼児健診

小学校/新入学児童保護者説明会

高齢者対象/
新型コロナワクチン追加接種・3回目（～12日）

健康運動教室

トートク

新型コロナワクチン追加接種・3回目（～6日）

中学校/県立高校入学者選抜学力検査（～10日）

月2 ～ 3月の行事予定
12

15
17

18

●土
●火
●木

●金

中学校/第73回卒業式

幼稚園/卒園式
小学校/卒業式
中学校/県立高校合格発表

保育所/卒園式
小・中学校/修了式・離任式


