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   当時の船は、仲田港と本部の
「渡久地港」間を就航していました。

第二伊是名丸の乗船券第二伊是名丸の乗船券

1972年5月20日撮影

1972年5月20日撮影1972年5月20日撮影

　1972年5月18日撮影

1977年9月29日撮影具志川島近海具志川島近海

当時も側道の田畑では稲作が行われていました。
また、屋那覇島沖に当時屋那覇島の砂を採取していた船も数隻確認することができます。

東道（あがりんどう）東道（あがりんどう）

西道（いりんどう）からチヂンを望む景色。左の赤瓦が「まちなか
だー」、右が「ナーグー」

字伊是名集落とチヂン山字伊是名集落とチヂン山

旧仲田港チケット売場建物の左側にありました。

伊是名村観光案内図伊是名村観光案内図

　今回は、本土復帰から３日後の昭和47年５月
18日～５月20日に伊是名島を訪れていた兵庫
県の写真家「武本俊夫」氏が撮影した、貴重な
当時の島の写真の一部をご紹介します。

沖縄本土復帰５０年特集沖縄本土復帰５０年特集
村民の皆様へお知らせ村民の皆様へお知らせ

第5次伊是名村総合計画の概要をご紹介いたします。第5次伊是名村総合計画の概要をご紹介いたします。
　令和4年5月号より掲載している第5次伊是名村総合計画の概要について、第3回となる今回は「福祉」の分
野をご紹介いたします。

　高齢者へ配慮した公共施設のバリアフリー化を
進めるほか、高齢者が住み慣れた地域で安心して
生活できるよう、必要とする福祉サービスの提供
と医療制度の安定化に努めます。

• 施策分野：福祉
• 基本目標：いきいきと暮らし、ともに支え合うしまづくり（子どもからお年寄りまで皆がいきいきと生活できている）

　体の不自由な方へ配慮した公共施設のバリアフ
リー化の拡充に努めつつ、自立を支援し、安全かつ
快適に生活ができ、社会活動に参加しやすい環境
の形成に向けた取り組みに努めます。

　本村への移住・定住を促進するための環境整備
や支援に取り組みつつ、児童・母子福祉の充実、
子育て環境の充実を図る取り組みを推進します。

　住み慣れた地域での暮らしを続けられるよう、
医療・福祉の充実・連携を進め、村民への安全・安
心な医療機会の提供や、迅速な搬送・救命率向上
を図るため、保健医療体制づくりを推進します。
　また、生涯学習と連携した村民の健康づくりに
努めます。

※ 第4回は「防災・防犯」の分野をご紹介いたします。

施策 ❶：高齢者福祉の充実

施策 ❸：出産・子育て支援の充実

　社会保障制度について、医療費に関する村民の
理解を促進し、国民健康保険事業の健全な運営
に努めます。
　また、国民年金に係る相談体制の充実を図り、
年金制度への理解促進に努め、加入率向上に向
けて取り組みます。

施策 ❺：保険・年金の充実

施策 ❷：体の不自由な方々の福祉の充実

施策 ❹：保健・医療の充実

お問い合わせ：伊是名村役場　企画政策課　電話：0980-45-2001

保健センターよりご協力のお願い保健センターよりご協力のお願い

　毎日10人以上の新規妊婦陽性者が確認さ
れ、毎日のように陽性者の出産があります。
　新型コロナウイルス感染対応に追われ、産
科、新生児集中治療室の病床がピンチです。
　妊婦さんやそのご家族は、疑わしい症状
（軽い咳、のどの違和感も含めて）があれば
早めに検査を受け下さい。ご家族に発熱や上
気道症状がある場合、検査を受ける前、結果
を確認する前から接触を避けるようにして下
さい。
　妊婦さんだけでなく、そのご家族や全ての
ひとが感染予防に努める必要があります。

　安全なお産の環境を守るため、
ご協力をお願いします。

妊婦さんへの
新型コロナウイルス感染の
流行が過去最大級
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新型コロナワクチン追加接種（4回目）
集団接種のお知らせ

新型コロナワクチン追加接種（4回目）
集団接種のお知らせ

日　程　令和4年7月23日（土）
時　間　13：00～16：30（最終受付16：00）
対象者　3回目接種から5ヶ月以上経過した（令和3年
12月～令和４年２月23日までに３回目接種完了）下記
の方
※ 60歳以上
※ 18歳以上で基礎疾患を有する方
　また、3回目追加接種を受けていない方で接種希望
される方も受付可能です。
場　所　伊是名村産業支援センター
料　金　無料
持ち物　保険証、お薬手帳、健康手帳等
※ 必ずお持ち下さい

お問い合わせ先：伊是名村保健センター　
(0980)45-2137

完全予約制！
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住まいに関してお困りごとは
ありませんか？

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）
TEL　098-917-2433

賃貸借契約、土地・建物の売買など、
常駐の相談員による住まいに関する
一般的な相談・情報提供を無料で
行っています。
お気軽にご相談ください。

試　   験　  日　　令和４年８月１４日（日）

試  験  の  種  類　　甲種、乙種（第１種～第６種）、丙種

願書受付期間　　令和４年７月５日（火）～７月14日（木）

※ 電子申請できます。HPをご確認下さい。
http://www.shoubo-shiken.or.jp/

問い合わせ    
（一財）消防試験研究センター沖縄県支部
  TEL　098-941-5201

７月～８月は下記の講習を行っています。
・ アーク溶接特別教育
・ ガス溶接技能講習
・ 小型移動式クレーン運転技能講習
詳細・問い合わせ

（一社）沖縄県労働基準協会　北部支部
  TEL　0980-54-4700

自衛官候補生
資　　格　18歳以上33歳未満の者

受付期間　　令和４年７月１日（金）～９月５日（月）

試  験  日　　令和４年９月１５日（木）～１８日（日）

航空学生
資　　格　　18歳以上23歳未満の者（海）

　　　　　　18歳以上21歳未満の者（空）

受付期間　　令和４年７月１日（金）～９月８日（木）

試  験  日　　令和４年９月19日（月）

問い合わせ　自衛隊沖縄地方協力本部　098-866-5457

自衛官募集

危険物取扱者試験

7月・8月講習のご案内
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青い羽根募金にご協力ください

７月１日～８月31日まで、青い羽根募金の強調月間です。
船舶海難、磯釣り・海水浴等での海浜事故が発生した際の人命救助や、その訓練、機材の
購入等に活用されています。村民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

◎募金の振込先
　金融機関：郵便局
　口座番号：０１７８０－５－４６０４８
　口座名義：公益社団法人琉球水難救済会

～国民健康保険料（税）は納期限内に納めましょう～
　国民健康保険は、病気やけがをしたときに、安心して医療機関にかかることができるように、加入者の収入に応じ
て保険料を出し合い、医療費の補助などにあてる社会保障制度です。皆さんが納める保険料と、国や県からの補助金
などによって医療費の支払いや給付事業を行っています。必ず納期限内に納めましょう！！納期限を過ぎると督促が行
われ、通常の保険税だけでなく、延滞金などが徴収される場合もあります。保険料の納付が困難な場合は、そのまま
にせずお早めにご相談下さい。

保険料の納期限について

・伊是名村では、１年間（４月～翌年３月まで）の保険料を７月から翌年２月まで６期に分けて（又は一括で）納めて
いただきます。
・納税通知書や納付書は世帯主（又は擬制世帯主）宛に７月中旬頃に届くように送付しております。

※ 月の末日が金融機関などの休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限です。
※ 途中加入や途中喪失があった場合は、納期の回数が変わります。
問い合わせ　住民福祉課 (0980)45-2819

期　別 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

納期限 8月1日 8月31日 10月31日 12 月30日 1月31日 2 月27日

◎募金先・お問い合わせ
　公益社団法人琉球水難救済会
　電話：０９８－８６８－５９４０

受けよう！
健康診断！！
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