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　北中城村老人クラブ連合会の平成30年の
総会が中央公民館で開かれました。村内各
字の老人クラブより60歳以上の243人の参
加があり、会場は熱気に包まれました。
　村老連の会長を５期10年間務めた比屋根
邦忠さんの任期が終了し、新しく第27代目
の会長には安谷屋出身の安里幸男さんが選
任されました。
　会後半のアトラクションプログラムで
は、この日のために練習を重ねてきた各自
治体のサークルが演技を披露。古典音楽、
琉舞、社交ダンス、島のブルースなど個性
的で盛りだくさんの舞台となり、楽しいひ
と時となりました。村老連では、近年老人
クラブの入会者が減少しているため、60歳
以上の新会員を募集しています。

「広報 きたなかぐすく」Facebook はじめました !
広報誌に掲載しきれなかった写真や村内のイベント情報などをお届け
しています。ロゴ付の記事は関連情報をFacebookで公開しています。

広報 北中城 検 索 QR コードを読み取るか「広報 北中城」で検索 !

まだまだ若さぃびーんどぉ！
村老連総会開催

5 
31

5 24
28 はじめて食べるよマンビカー

中北消防署員、ウエイトリフティング
日本新記録

5 
27

　和仁屋自治会で運営する高齢者支援活動
「お茶飲みサロン」が20年を迎えました。
歴代の自治会長や関係者約200人が出席。こ
れまでの活動を振り返り、和仁屋公民館改築
10周年と併せた祝賀会が開かれました。
　「和仁屋お茶飲みサロン」は、高齢者が住
み慣れた地域での居場所づくり目指し、98
年にスタート。毎週火曜日午前中に公民館に
集い、健康体操やグランドゴルフなどを楽し
み、手作りランチをみんなでいただきます。
食事は、同区の女性ボランティアを中心に１
～４班に分かれて毎週用意。野菜中心の身体
に優しい家庭料理が振る舞われ、毎週顔を合
わせての集いは、同区の絆を強めています。
　自治会長の比嘉勲さんは「少子化、高齢化が
進む中、住み慣れた地域で安心して住み続け
られるように助けあえる地域づくりをしてい
きたい」と20周年の節目の言葉にしました。
　「お茶のみサロン」は、村社会福祉協議会
からモデル地域指定を受けています。

　中城北中城消防本部の消防署員として、火災現場
での消火活動や、急病・交通事故などの災害現場で
救急救命士あるいは救助隊員として業務にまい進す
る比嘉善浩さんは、昨年の６月にベラルーシで行わ
れたパワーリフティング世界大会一般男子の部74
㎏級（世界的にも競技人口が多いクラス）において、
３種目の内スクワットの種目で、みごと世界記録で
優勝し、総合４位の成績を収めました。
　今年４月にも福岡県で開催された国内大会におい
て、スクワット・デッドリフトの２種目で自己ベス
トを更新し、自己の持つ日本記録を更新して優勝す
るなどして、６月にカナダで開催される『２０１８
年世界クラシックパワーリフティング選手権大会』
へ向け、トレーニングに励んでいるところです。

　北中城村内2つの小学 1 年生が学校給食調理場を
見学しました。
　島袋小70人、北中城小104人の1年生が見学に来
ました。
　検収室で揚げる前のマンビカーを見た子供たち
は興奮した様子で「すごい大きい！」「クラスで一
番背が高い子よりも大きい！」と大きな声で話し
ていました。マンビカーの大きさは約1.2ｍで重
さは約8キロ。これからが旬の魚です。2階のテラ
スからは、給食を作ってる様子やマンビカーを揚
げているところを見学しました。この日の給食に
幼稚園、中学校の各クラス一尾ずつ提供されまし
た。マンビカーを初めて食べる子が多い1年生は今
日の給食を楽しみにしていました。

お茶飲みサロン　祝・20周年　6 
3

■Facebook ページ　「しおさい市場」で検索
■Twitter　　  アカウント名 shiosaimart
■Instagram 　アカウント名  shiosaimart

北中城村でとれた野菜を食べよう！
　北中城村地域おこし協力隊の太田洋平です。
今回は私の主な活動場所である「しおさい市場」の
“今” をお伝えします！
　ゴーヤー、ヘチマなどの夏野菜の収穫が最盛期を
迎えます。今年度は村内の生産者の皆様にゴーヤー、
ヘチマの生産を強化して頂いているので、例年より
多くの野菜がしおさい市場に並ぶ予定です !!

 ・しおさい市場の出張販売を北中城村役場で月 2 回行っています。
　毎月第二、第四金曜日の15時から村役場第二庁舎入口前にて北中城村産の野菜とアーサ関連商品の出張販売

しています。どんな野菜が並ぶかは当日のお楽しみです。お買い得な商品は開始と
同時に売切れてしまうこともありますので早めのお越しをおすすめします。

 ・しおさい市場の最新情報は各 SNS でチェックお願いします。
　Facebook、Twitter、Instagram で最新情報を随時更新中
  です !! ぜひご覧ください。
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喜舎場青年会　
東北にエイサー届けたい！　

5 
24

　喜舎場青年会は、東日本大震災の被
災地福島県と宮城県を８月上旬に訪
れ、エイサーを披露します。2016年
に村内の青年会「北中城村エイサープ
ロジェクト」が東北の祭りに参加した
ことが縁で、出演依頼がありました。
喜舎場青年会としての東北派遣は初め
て。約 30 人の参加を予定しています。
喜舎場青年会長の比嘉孝裕さんは、喜
舎場美容室で働きながら、青年会をま
とめています。
　喜舎場エイサーは、嘉手納町の千原
エイサーをルーツに、躍動感あるダイ
ナミックな演舞が特徴。青年たちは、
仕事終了後に日程を調整し練習に励ん
でいます。
　東北への派遣費の目標額は３００万
円（６月下旬現在、半額の15０万円達
成）。比嘉さんは「喜舎場エイサーを東
北に届けたい」と協力を呼びかけてい
ます。
　寄付金の問い合わせは、
090-6858-8560（比嘉孝裕さん）。
村内では、縁どころ吉嶺、北中城村ト
ラベルマートきたポに派遣募金箱が設
置されています。

　NPO 法人全国ラジオ体操連盟・沖縄地方ラジオ
体操連盟が主催するラジオ体操普及推進を目的と
した春季講習会が 27 日、中央公民館で行われまし
た。この講習は、正しい体操を学べる他、ラジオ
体操指導員の資格を取得することができ、今後は
指導士 1 級、2 級の資格取得を目指すことも可能。
資格取得後は自身で普及推進活動が出来るように
なります。この日講師を務めた多胡 肇さんは「今
年で 90 周年を迎えるラジオ体操は日本独自の文化
になりつつある。正しい運動を今後も継承してい
きたい」と話しました。

ラジオ体操春期講習会5 
27

　北中城村と交流のある熊本県大津町よりこいのぼり
が届きました。
　このこいのぼりは、熊本地震で被災した仮設住宅に
いるみなさんが作成したもので、村役場福祉課に５月
いっぱい掲示されました。
　熊本県大津町と北中城村は、有志で結成された

「Yorisoi 隊」を中心に、熊本地震後から支援を開始。
今年は４月に大津町の福祉祭りに参加し、支援が続い
ています。これまでにソーキそばの炊き出しや北中城
中学校の生徒たちによる折り鶴交流などを行ってきま
した。福祉課では大津町より届いたこいのぼりを大切
に保管し、来年またお披露目するそうです。

熊本県よりこいのぼり届きました5  
2

左から喜舎場青年会長・比嘉孝裕さん、同じく喜舎場青年会の比嘉大優さん

ゆしんみ
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　健康長寿の村を目指す取組みとして、北中城村地域
づくり協議体（通称：まーる会）では、「地域における見守
り支え合い活動のモデル地区」を募集していましたが、
この度『和仁屋区』がモデル地区に決定しました〜！
　今後は、和仁屋区に合った見守り支え合いの仕組み
づくりに取組んでいきます。和仁屋区にお住まいの方
は、積極的に活動にご参加頂き、健康長寿の地域づくり
について、一緒に考えていきましょう。
　モデル地区以外でも、その地域に合った見守り支え
合い活動を仲間と一緒に考えてみたい方は、ぜひお問
合せ下さい。

　村内には多くの健康づくり・介護予防のための自主体操サークルがあります。
今回は、平成30年4月から屋宜原公民館で始まった「結の会」をご紹介します。

屋宜原にお住いの方！
一緒に健康長寿を目指しましょう！
気になる方はぜひ一度足をお運びください♪活動日時：毎週水曜日　午後2時〜3時頃

活動場所：屋宜原公民館
内　　容：・腕と足の筋トレ
　　 　　・認知症予防のマット運動

福祉課　高齢者福祉係だより福祉課　高齢者福祉係だより

地域づくりを通して元気になろう！地域づくりを通して元気になろう！健康
応援６得

自主体操サークルで健康長寿をめざそう！自主体操サークルで健康長寿をめざそう！健康
応援６得

全員でシニア健康推進リーダー養成講習会を修了しました

地域における見守り支え合い活動
和仁屋地域　モデル地区決定！

お問合せ：地域包括支援センター　☎９３５－５９２２

和仁屋区民のみなさん！
一人暮らしや閉じこもり、認知症
の高齢者など、日頃、地域で暮ら
しているからこそ“気になること”
について、地域の皆さんで話し
合ってみませんか！？ 

モデル指定期間：平成30年6月～（1年間）

【結の会】（屋宜原）
ゆい

　村では平成30年度より、言語の習得・教育等における健全な発達を支援するため、身体障害者手帳の交付
対象とならない軽度・中等度難聴の児童に対して、補聴器の購入費用および修理費用の一部を助成します。

 （対象となる児童）次の要件すべてに該当する18歳未満の児童
＊北中城村に住所を有すること
＊両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳
　の交付対象とならないこと
＊補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待でき
　ると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉
　科の指定医師から判断されていること
＊申請月の属する年度（申請が4月から6月までの間にあっ
　ては、前年度）分の市区町村民税所得割の額が46万円以上
　の方が世帯の中にいないこと
＊労働者災害補償保険法やその他の法令の規定に基づく補
　聴器購入の助成を受けていないこと

（申請方法）役場窓口で指定の意見書様式を受け取り、病院
受診後に窓口へ申請（修理は意見書不要）
 （申請時に必要なもの）意見書、補聴器取り扱い業者からの
見積書、保護者の認印（朱肉を使うもの）、世帯全員の市区町
村民税所得割の額が確認できる書類(公簿等によって確認
できない場合)
　※事前申請のため、購入・修理の前に申請をお願いします。
　※意見書様式は村のホームページからダウンロードでき
　　ます。

お問合せ・申請先
村役場　福祉課社会福祉係　☎935-2233（内線254）

～軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等を助成します～
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平成 30 年８月から 被保険者証が切り替わります
( 有効期限が平成 31 年７月 31 日となります )

お問合せ／コザ年金事務所：☎933-2267（代表）　住民生活課住民年金係：☎935-2233（内線234）

新しい被保険者証は、７月下旬までに、村役場から
郵送又は窓口等で交付します。
８月からは、医療機関の窓口に新しい被保険者証を
提示してください。
被保険者証が届いたら、住所・氏名・一部負担金の
割合を確認してください。

平成30年度国民年金保険料免除等申請の受付が７月から始まります。
本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの場合に、本人が
申請することによって保険料の全額または一部の納付が免除・猶予される制度です。

○保険料の免除等を受けるためには、毎年申請が必要です。
　※前年度分で全額免除または納付猶予の承認を受けた継続を希望している対象者は除きます。
○申請が遅れ未納のままにしておくと、万一のときに障害基礎年金・遺族基礎年金を受けら
　れなくなる場合がありますので、お早めに申請してください。
○本人・配偶者・世帯主の所得により審査されますので、所得の申告が必要です。１月１日時
　点に住民登録のある市町村で所得の申告を済ませてください。

※免除の承認期間は毎年7月～翌年6月の1年間です。過去2年1ヵ月分まで遡って免除申請が
　できますので、これまでに未納期間がある方はあわせてご相談ください。

① 印鑑（認印）　② 年金手帳　③ 免許証などの身分証明書　④マイナンバー確認書類

・ 失業等により保険料免除申請をされる場合は、上記の他に離職票等が必要になることがあります。
・ 学生納付特例申請の場合は、学生証等が必要です。
・ 代理の方は委任状が必要です。

被保険者証の色
（ピ ン ク）の 変
更はありません

平成30年度
国民年金保険料の免除等申請受付スタート！

≪免除申請に必要なもの≫

≪免除・学生納付特例・納付猶予・未納の違いについて≫

≪平成30年度の月額保険料≫
定額保険料

免除種類

免除額

支払保険料

全額免除

１６，３４０円

０円

４分の３免除

１２，２５０円

４，０９０円

半額免除

８，１７０円

８，１７０円

４分の１免除

４，０８０円

１２，２６０円

１６，３４０円

受け取る老齢基礎年金額
への反映（※1）
（全額納めた場合と比較）

後から保険料を
納めることは・・・

老齢・障害・遺族基礎年金
の受給資格期間

受給資格期間に算入されます
（一部免除は、減額された保険料を納めないと「未納」と同じ扱いになります）

10年以内であれば納めることができます
（一定期間を経過している場合、当時の保険料に加算がつきます）

１／２
が反映

５／８
が反映

３／４
が反映

７／８
が反映

反映
されません

反映
されません

資格期間に
含まれません

過去5年間の
後納制度が
あります

(平成30年9月30日まで)

※1：平成21年4月以後の期間である場合

全額免除 ４分の３免除 ４分の１免除 未納
学生特例・
納付猶予半額免除

・減額認定証とは？
　後期高齢者医療の被保険者で住民税非課税世帯の方が療養（入院・外来・調剤）を受ける場合に、減額認定証を被保険者証に
添えて医療機関の窓口で提示すると、一部負担金限度額の適用及び入院時の食事代等が減額される証です。
　減額認定証の交付は、広域連合にて認定された該当者については８月の定期更新時に被保険者証と同封します。初めて申請
する時は、原則申請手続きが必要です。村役場健康保険課で被保険者証、印鑑をご持参のうえ、申請してください。減額認定証は
申請した月の初日から適用となります。代理人が申請に来る場合には被保険者証、被保険者本人の印鑑、代理人の方の身分証明
書と印鑑をご持参ください。

・住民税非課税世帯とは？
　区分低Ⅰ：同一世帯の世帯員全員が住民税非課税であって、かつ、世帯全員が年金収入80万円以下（その他の各種所得が必要
経費・控除を差し引いたときに０円）の方（減額認定証に「区分Ⅰ」と表記されます）
　区分低Ⅱ：同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の方（減額認定証に「区分Ⅱ」と表記されます）

 ＊長期入院該当候補者の方
　平成29年８月から平成30年７月の減額認定証（区分Ⅱ）に該当する期間のうち、入院日数が90日を超える方は、申請すると
さらに食事代が減額されます。申請を希望の方は、医療機関が発行した直近３ヵ月分の入院日数が確認できるもの（領収書な
ど）を持参して村役場健康保険課窓口にてお手続きください。

　高額療養費制度の見直しに伴い、平成30年８月より、現行の現役並み区分が現役並み区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに細分化されます。現役
並み区分Ⅰ・Ⅱ（課税所得145 万円以上690 万円未満（年収約370万円～ 1,160 万円））に該当することとなる被保険者にとっ
ては、当該区分の限度額において現物給付を受けるには、限度額適用認定証の交付を受けることが必要となります。

・限度額適用認定証とは？
　後期高齢者医療の被保険者で区分（現役並み）Ⅰ・Ⅱの方が療養（入院・外来・調剤）を受ける場合に、限度額適用認定証を被
保険者証に添えて医療機関の窓口で提示することにより、一部負担金限度額が減額される証です。
　なお、初めて申請する時などは、原則申請手続きが必要になりますので、村役場健康保険課で被保険者証、印鑑をご持参のう
え、申請してください。限度額適用認定証は申請した月の初日から適用となります。なお、代理人が申請に来る場合には被保険
者証、被保険者本人の印鑑、代理人の方の身分証明書と印鑑をご持参ください。

・現役並み所得者の所得区分について
　区分（現役並み）Ⅰ：同一世帯の被保険者に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方がいる場合。（限度額適用認定
証に「現役Ⅰ」と表記されます）
　区分（現役並み）Ⅱ：同一世帯の被保険者に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方がいる場合。（限度額適用認定
証に「現役Ⅱ」と表記されます）

お問合わせ
村役場　健康保健課　☎935-2233（内線265）

後 期 高 齢 者 医 療 制 度後 期 高 齢 者 医 療 制 度 被 保 険 者 の 皆 様 へ被 保 険 者 の 皆 様 へ

限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）について限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）について

現役並み区分（3割負担）の方の限度額適用認定証について現役並み区分（3割負担）の方の限度額適用認定証について
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平成 30 年８月から 被保険者証が切り替わります
( 有効期限が平成 31 年７月 31 日となります )

お問合せ／コザ年金事務所：☎933-2267（代表）　住民生活課住民年金係：☎935-2233（内線234）

新しい被保険者証は、７月下旬までに、村役場から
郵送又は窓口等で交付します。
８月からは、医療機関の窓口に新しい被保険者証を
提示してください。
被保険者証が届いたら、住所・氏名・一部負担金の
割合を確認してください。

平成30年度国民年金保険料免除等申請の受付が７月から始まります。
本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの場合に、本人が
申請することによって保険料の全額または一部の納付が免除・猶予される制度です。

○保険料の免除等を受けるためには、毎年申請が必要です。
　※前年度分で全額免除または納付猶予の承認を受けた継続を希望している対象者は除きます。
○申請が遅れ未納のままにしておくと、万一のときに障害基礎年金・遺族基礎年金を受けら
　れなくなる場合がありますので、お早めに申請してください。
○本人・配偶者・世帯主の所得により審査されますので、所得の申告が必要です。１月１日時
　点に住民登録のある市町村で所得の申告を済ませてください。

※免除の承認期間は毎年7月～翌年6月の1年間です。過去2年1ヵ月分まで遡って免除申請が
　できますので、これまでに未納期間がある方はあわせてご相談ください。

① 印鑑（認印）　② 年金手帳　③ 免許証などの身分証明書　④マイナンバー確認書類

・ 失業等により保険料免除申請をされる場合は、上記の他に離職票等が必要になることがあります。
・ 学生納付特例申請の場合は、学生証等が必要です。
・ 代理の方は委任状が必要です。

被保険者証の色
（ピ ン ク）の 変
更はありません

平成30年度
国民年金保険料の免除等申請受付スタート！

≪免除申請に必要なもの≫

≪免除・学生納付特例・納付猶予・未納の違いについて≫

≪平成30年度の月額保険料≫
定額保険料

免除種類

免除額

支払保険料

全額免除

１６，３４０円

０円

４分の３免除

１２，２５０円

４，０９０円

半額免除

８，１７０円

８，１７０円

４分の１免除

４，０８０円

１２，２６０円

１６，３４０円

受け取る老齢基礎年金額
への反映（※1）
（全額納めた場合と比較）

後から保険料を
納めることは・・・

老齢・障害・遺族基礎年金
の受給資格期間

受給資格期間に算入されます
（一部免除は、減額された保険料を納めないと「未納」と同じ扱いになります）

10年以内であれば納めることができます
（一定期間を経過している場合、当時の保険料に加算がつきます）

１／２
が反映

５／８
が反映

３／４
が反映

７／８
が反映

反映
されません

反映
されません

資格期間に
含まれません

過去5年間の
後納制度が
あります

(平成30年9月30日まで)

※1：平成21年4月以後の期間である場合

全額免除 ４分の３免除 ４分の１免除 未納
学生特例・
納付猶予半額免除

・減額認定証とは？
　後期高齢者医療の被保険者で住民税非課税世帯の方が療養（入院・外来・調剤）を受ける場合に、減額認定証を被保険者証に
添えて医療機関の窓口で提示すると、一部負担金限度額の適用及び入院時の食事代等が減額される証です。
　減額認定証の交付は、広域連合にて認定された該当者については８月の定期更新時に被保険者証と同封します。初めて申請
する時は、原則申請手続きが必要です。村役場健康保険課で被保険者証、印鑑をご持参のうえ、申請してください。減額認定証は
申請した月の初日から適用となります。代理人が申請に来る場合には被保険者証、被保険者本人の印鑑、代理人の方の身分証明
書と印鑑をご持参ください。

・住民税非課税世帯とは？
　区分低Ⅰ：同一世帯の世帯員全員が住民税非課税であって、かつ、世帯全員が年金収入80万円以下（その他の各種所得が必要
経費・控除を差し引いたときに０円）の方（減額認定証に「区分Ⅰ」と表記されます）
　区分低Ⅱ：同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の方（減額認定証に「区分Ⅱ」と表記されます）

 ＊長期入院該当候補者の方
　平成29年８月から平成30年７月の減額認定証（区分Ⅱ）に該当する期間のうち、入院日数が90日を超える方は、申請すると
さらに食事代が減額されます。申請を希望の方は、医療機関が発行した直近３ヵ月分の入院日数が確認できるもの（領収書な
ど）を持参して村役場健康保険課窓口にてお手続きください。

　高額療養費制度の見直しに伴い、平成30年８月より、現行の現役並み区分が現役並み区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに細分化されます。現役
並み区分Ⅰ・Ⅱ（課税所得145 万円以上690 万円未満（年収約370万円～ 1,160 万円））に該当することとなる被保険者にとっ
ては、当該区分の限度額において現物給付を受けるには、限度額適用認定証の交付を受けることが必要となります。

・限度額適用認定証とは？
　後期高齢者医療の被保険者で区分（現役並み）Ⅰ・Ⅱの方が療養（入院・外来・調剤）を受ける場合に、限度額適用認定証を被
保険者証に添えて医療機関の窓口で提示することにより、一部負担金限度額が減額される証です。
　なお、初めて申請する時などは、原則申請手続きが必要になりますので、村役場健康保険課で被保険者証、印鑑をご持参のう
え、申請してください。限度額適用認定証は申請した月の初日から適用となります。なお、代理人が申請に来る場合には被保険
者証、被保険者本人の印鑑、代理人の方の身分証明書と印鑑をご持参ください。

・現役並み所得者の所得区分について
　区分（現役並み）Ⅰ：同一世帯の被保険者に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方がいる場合。（限度額適用認定
証に「現役Ⅰ」と表記されます）
　区分（現役並み）Ⅱ：同一世帯の被保険者に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方がいる場合。（限度額適用認定
証に「現役Ⅱ」と表記されます）

お問合わせ
村役場　健康保健課　☎935-2233（内線265）

後 期 高 齢 者 医 療 制 度後 期 高 齢 者 医 療 制 度 被 保 険 者 の 皆 様 へ被 保 険 者 の 皆 様 へ

限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）について限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）について

現役並み区分（3割負担）の方の限度額適用認定証について現役並み区分（3割負担）の方の限度額適用認定証について
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　　 イベント
■第22回「しまくとぅば語やびら大会」
日  ７月21日（土）午後2時
場  大城公民館
内  村内に在住する児童・生徒・一般村民
が出場。今大会で村長賞、教育長賞の受
賞者は、８月12日に開催される中部地区
大会に村代表として派遣。
問  北中城村文化協会

935－3773

■体験学習「夏休みだ！橋について学ぼう！」
日  ８月８日（水）午後１時〜午後２時30
場  村社会福祉協議会
内  地元小学生向けに、橋に関するクイズ、
かるた大会、模型アーチ橋づくりを体験
学習する。
¥  無料　問  NPOグリーンアース

098－942－3553　担当：前田

■第13回（平成30年度第1回）
沖縄県新規就農相談会
農業を始めたいあなたを応援します。
〜農業について聞きたいあれやこれや〜
日  8月5日（日）午後０時〜午後３時30
場  沖縄市民会館ホール（沖縄市八重島1
丁目1番1号）
内  農業法人等による農業体験や研修、就
職の相談。農業関係機関が一堂に会し、
農業を始めるために必要な情報提供やア
ドバイスを行います。
問  沖縄県新規就農相談センター

098－882－6801（県農業振興公社）
     098－889－6027（県農業会議）

　　 募集
■県立具志川職業能力開発校　平成30年
度後期職業訓練生（10月開講）募集

（訓練科名）総合実務科（知的障がい者対象）
（募集人数）10人
（訓練期間）平成30年10月１日（月）〜平
成31年３月８日（金）

（募集期間）平成30年８月１日（水）〜平成
30年8月29日（水）（土日祝日除く）

（授業料）無料（テキスト代、検定代は自己負担）
問  具志川職業能力開発校

098－973－6680
（訓練科名）アロマテラピスト養成科（委託訓練）
（募集人数）14人
（訓練期間）平成30年10月１日（月）〜
平成31年1月31日（木）

（募集期間）平成30年8月1日（水）〜
平成30年8月29日（水）（土日祝日除く）

（授業料）無料（テキスト代、検定代は自己負担）
問  具志川職業能力開発校

098－973－6680

■青い羽募金
内  毎年、海の日を中心に７月１日〜８月
31日までは「青い羽根募金」の強調期間と
なっています。この募金は船舶の遭難、
海洋レジャー事故の人命救助及びその訓
練、機材の購入等に活用されます。

（振込先）沖縄銀行高橋支店　普通預金　
1526329（社）琉球水難救助会
問  琉球水難救助会 098－868－5940

　　 求人
北中城村雇用サポートセンターでは、求人・
求職の無料登録・紹介求職者への『職業訓
練』の相談もおこなっています。職業訓練
に関しては、常に募集内容が異なります。
※業種によっては、労働時間・休日などの
調整も可能な求人あり。※履歴書・職務
経歴書の記入・面接対策などもおこなって
います。※当センターにて求職登録後、職
業相談等をおこなうと『失業認定申告書』
へ求職活動実績証明も可能です。

※企業紹介の際、面接など不安がある方
へ、企業担当者確認の元、面接同行・同
席もおこなっています。お気軽にお申し出
ください。※求職者希望の求人開拓など
もおこなっておりますので、年齢・性別・
その他問わずお気軽にご相談ください。
※進学（高等学校など）を希望しないお子さま
の職業相談等もお気軽にご相談ください。
問  村役場 北中城村雇用サポートセンター

935－2233（内線120）
※開所時間は午前８時30 〜午後３時30
まで

■県主催 「会える、見つかる、良くわかる」
就職説明・面接会『適職発見フェア ～沖
縄本島全域・離島のお仕事～ 』
日  8月31日（金）午後１時15分〜午後5時

（受付／午後0時45分より随時）
場  沖縄コンベンションセンター 会議棟
対  すべての求職者（一般求職者・平成31
年3月卒予定学生）
内  参加企業すべて、特別な資格や経験が
なくても応募できる正社員求人企業。応募
前の職場見学も可能。希望者全員にプロ
カメラマンによる履歴書用写真撮影サービ
スあり。専属キャリア・カウンセラーによ
る活用説明会や個別相談コーナーもあり。
問  適職発見プロジェクト事務局　運営企
業㈱求人おきなわ 098－860－8900

　　 ご芳志
◆北中城村老人クラブ連合会への寄付
　▼大城律也様　熱田12番地　３万円
　故母　大城千代様の香典返しとして
◆北中城村社会福祉協議会への寄付
　▼大城律也様　熱田12番地　３万円
　故母　大城千代様の香典返しとして
　▼安里チヨ子様　熱田69番地　３万円
　故夫　安里繁様の香典返しとして
　▼北中三育キリスト協会様　
　荻道275－1番地　3万7,280円
　社会福祉事業のための寄付
　▼合資会社屋宜原自動車様
　瑞慶覧679－2番地　2万1,157円
　社会福祉事業のための寄付

日 日時 場 会場 内 内容 対 対象 定 定員
申 申し込み 締め切り〆 料金￥ 問い合わせ問

FAXF電話 メール

７月は固定資産税第2期の納期となっております。

※納税は口座振替が便利です。手続き方法につきましては村役場までお問い合わせください。

固定資産税
第1期

5月1日 7月31日 12月25日
8月31日 10月31日 平成31年1月31日

平成31年2月28日

5月31日
7月2日

第2期 第3期 第4期

村県民税
軽自動車税

【お問い合わせ】　村役場税務課　徴税係　☎935－2233

終了

終了

終了

納め忘れに注意！
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土地の境界トラブル無料相談会
　土地の境界トラブルを話し合いで解決したい
方、訴訟（裁判）によらずに紛争の解決を図り
たい方、ぜひご相談下さい。
日　時：７月31日（火）午前10時～午後４時
場　所：北中城村役場　第２庁舎３階　大会議室 
　　　　※秘密厳守、予約不要先着順

【お問合せ】沖縄県土地家屋調査士会 宜野湾支部
 ☎894-7495

平成30年度  中城北中城消防組合職員採用候補者選定試験
■試験区分・受験資格

■試験日・会場・内容・告示 配布 受付等

職種

消
防
職
（
若
干
名
）

全
区
分
共
通

試
験
会
場

　中
城
北
中
城
消
防
本
部

一
次
試
験

二
次
試
験

救
急
救
命
士

試験区分

上級

中級

初級

受　　験　　資　　格

試験日時 試験内容 告示・配布・受付期間

①学校教育法による４年制大学卒業者又は同等の学力を有す
る者（平成31年３月31日までに卒業見込みの者を含む）

②平成５年４月２日以後に出生した者
①学校教育法による短期大学卒業者（平成31年３月31日ま

でに卒業見込みの者を含む）
②平成５年４月２日以後に出生した者
①学校教育法による高等学校卒業者（平成31年３月31日ま

でに卒業見込みの者を含む）
②平成５年４月２日以後に出生した者
①救急救命士の資格を有する者
◆試験区分・受験資格については、上記試験区分の上級、

又は中級に該当するものを受験

①平成30年４月１日現在、中城村又は北中城村に住民登録がされ、
若しくは学業等の事由により一時的に住所を他に移転している者
にあっては、平成30年４月１日現在において本籍を有する者

②普通自動車第一種運転免許取得者又は平成32年４月１日までに
免許取得が可能な者

③視力が両眼で0.8以上、一眼がそれぞれ0.5以上（矯正視力含
む）の者

(告示・申込書配布）
平成30年７月９日～
８月10日（平日）

午前９時～午後５時

中城北中城消防本部
若しくは、

ホームページより
ダウンロード

        
（一次試験受付期間）
平成30年８月１日～

１０日（平日）
午前９時～午後５時

中城北中城消防本部

一般教養試験
消防適性検査

体力試験

口述試験

平成30年９月16日(日） 
午前10時00分開始

開場
午前９時15分～９時45分
(説明／午前9時45分～10時)

平成30年９月16日(日）
午後２時00分開始

受付
午後１時30分～１時45分

平成30年10月28日(日） 
午前９時00分開始

受付
午前８時30分～８時45分

【お問合せ】 中城北中城消防本部 総務課　☎098-935-4748
  ホームページ  https://www.nakakita-fd-okinawa.jp/

平成30年住宅・土地統計調査員を募集します。
～空いた時間を有効活用しませんか～
○募集期間 
　平成30年6月25日（月曜日）から平成30年7月3日

（火曜日）まで
○住宅・土地統計調査員とは
   平成30年住宅・土地統計調査に従事する調査員は、
沖縄県知事から短期間に任命される非常勤の地方公
務員で、調査員の任命期間は、8月下旬から10月下
旬まで（予定）となります。
○住宅・土地統計調査とは
　住宅・土地統計調査は、「統計法」に基づいた基
幹統計調査で、昭和23年から5年ごとに行われ、今
回は15回目の調査にあたります。この調査は、全国
約370万世帯の方々を対象とした大規模な調査で、
調査の結果は、国や地方公共団体における「住生活
基本計画」の成果指標の設定、耐震や防災を中心と
した都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに
幅広く利用されます。
○主な仕事内容
　調査員事務打ち合わせ会への出席
　調査地域の確認と「調査のお知らせ」の配布
　調査対象名簿の作成と市への提出
　調査対象世帯へ調査書類の配布と回収
　調査書類の検査と整理
　調査書類を市へ提出
○応募資格
　満20歳以上の人で、次のいずれにも該当する人
　・責任を持って調査事務を遂行できる人
　・知り得た秘密を守ることができる人
　・税務や警察、選挙に直接関係のない人
　・暴力団員または暴力団員と密接関係者でない人
○報酬
　統計調査の報酬額については、1調査につき2万円
～ 7万円程度です。
　調査の種類や事務量に応じ支給される金額は変わ
り、調査終了後に支払われます。
○応募方法
　希望される方は、北中城村役場 企画振興課 統計
担当までご連絡ください。
○連絡先　
　北中城村役場　企画振興課 統計担当
　☎098-935-2233
　MAIL：kikaku@vill.kitanakagusuku.lg.jp
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字渡口前田原のガマ～「タンコウガマ跡か」～
　沖縄にはガマと呼ばれる洞

どうくつ
窟や戦時中に掘

られた防空壕などが各地に分布しています。村
内でも山林などの未開発地域で見られますが、
今回は字渡口にあるガマを紹介します。

　このガマは字渡口の小字前
メ ー ダ

田原
バル

の山中に所在
します。ニービ（細

さいりゅう
粒砂

さ が ん
岩）を掘り込んだ横穴で、入口の高さが約1.8

ｍ、幅が約1.35ｍ、奥行は落盤の恐れがあるため計測していませんが、
20ｍ前後はありそうです。ガマの壁面には鶴

つるはし
嘴や鑿

のみ
で掘った跡、坑

こうぼく
木

の跡が残っています。
　『北中城村史』民俗編の付録「民俗（地
名・旧跡）地図」には、このガマがある付
近に「タンコウガマ跡」と記されていることから、このガマが「タンコウガマ跡」だと思われます。
　日本政府が刊行している『官

かんぽう
報』という資料によると、大正時代に中城村内で石炭や燐

りん
鉱
こうせき

石の有無
を確認するための試

し く つ
掘願いが数度にわたって提出されています。このことから渡口の「タンコウガマ

跡」は、大正時代に石炭などの資源を探すために掘られた跡だと考えられます。したがって、ガマの名
称の「タンコウ」は「炭

たんこう
坑」のことだと思われます。

　しかし、現在では「タンコウガマ跡」について、正確な位置や名称の由来など、ほとんどわかっていま
せん。この記事をご覧になった方で、渡口の「タンコウガマ跡」に関する情報をお持ちでしたら、ぜひ
文化振興係までご連絡ください。

お問合せ／村教育委員会 生涯学習課 文化振興係
☎935-3773

ガマの内部ガマの入口

壁面に残る鑿（左）や鶴嘴（右）
で掘った跡と坑木の跡（中央）

※このガマは私有地内に所在するため
　見学はできません。

北中城村議会議員選挙
立候補予定者向け

事務説明会についてのお知らせ

　平成 30 年９月 27 日任期満了日に伴う北中
城村議会議員選挙（９月９日執行予定）におけ
る、立候補予定者向け説明会を下記の日程で
開催する予定ですのでお知らせいたします。

開催日時：８月２日（木）午後２時から
開催場所：北中城村役場　第２庁舎３階 
               大会議室

なお会場の都合により、参加人数は候補予定
者を含み２人までとさせていただきます。
ご了承下さい。

【お問合せ】　選挙管理委員会
☎935-2233

平成30年度北中城村南米三カ国青年派遣研修生募集要項
研修内容：９月中旬より来沖する海外移住者子弟研修生（ペルー、ブラジル、アルゼンチンより）

の沖縄での研修をサポートし、２月上旬～３月上旬には現地において村出身者の海
外移住者へホームステイし文化・習慣等の研修及び村人会との交流会を行う。

派 遣 国：ペルー・アルゼンチン（2カ国コース）、ペルー・ブラジル（2カ国コース）
派遣期間：平成31年２月上旬～３月上旬
旅　　費：往復旅費及び滞在費（ホームステイ費用）については支給する
応募資格：⑴ 平成30年４月１日現在、年齢が20歳以上の者
 ⑵ 平成30年４月１日現在、北中城村に住所を有する者
 ⑶ 心身ともに健康な者
 ⑷ 研修前又は研修後において、村の主催する海外交流事業へ積極的に参加できる者
 ⑸ 北中城村海外移住者子弟研修生受入結の会の事務局員として結の会へ積極的に 
                  協力できる者
 ⑹ 北中城村が主催する南米三カ国青年派遣事業に参加したことのない者
派遣人数：２人
提出書類：①研修申込書、②研修志望理由書（800字程度）、③住民票（抄本）
受付期間：６月19日～８月20日まで　
受付場所：村役場　総務課　
選考方法：書類選考・面接　　　　　　 
面 接 日：８月28日（火）（書類選考後、文書にて個別の面接時間を通知します）
備　　考：⑴派遣期間中の海外旅行保険へ各自加入し、その他、ビザ申請の際に必要な書類
                （パスポート、残高証明書等）を提出すること
  ⑵派遣終了後、研修報告書を提出すること
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北中城村教育委員会 生涯学習課　☎９３５－３７７３

北中城村婦人会賛助会員(募集）
　村婦人会は現在　喜舎場・仲順・熱田・和仁屋の4支部で
構成されています。
　婦人会として組織のない地域の皆さんも、村婦人会で一
緒に楽しく活動してみませんか？　村婦人会賛助会員メ
ンバーを大・大・大募集しています。
　村内の女性のみなさんと関わるグッドなチャンス！
　今年度は村の議会について楽しく学ぼうと計画中！
宿泊研修、県の芸能祭にも出演予定です。
お問合せ： ☎935-3773  
　　　　   北中城村婦人会（村教育委員会内）

「世界の絶滅危機動物大研究」
藤原　幸一/著

なぜ野生動物たちは絶滅
の危機に追いやられている
のか、主な原因を説明する
とともに、世界中の絶滅危
機動物を写真で紹介。日本
の絶滅危機動物リストなど
のデータも収録。環境破壊
等の問題に思いを馳せる
きっかけとなる一冊。

あやかりの杜か
ら

「おしり？」
藤原　幸一/著

おサルさんは真っ赤
なおしり。シマウマさ
んはしましまおしり。
クマさんはまんまる
おしり…。動物たち
のおしりは、それぞれ
形も模 様 も違いま
す。野生動物たちの
不思議に、おしりか
ら迫る写真絵本。

「あやかりの杜」
指定管理者
募集について

　図書館を核とした社会教育
関連複合施 設「あやかりの
杜」の指定管理者を下記によ
り募集します。

１  施設の名称及び所在地
　「北中城村あやかりの杜」

北中城村字喜舎場１２１４
番地

２  指定期間
   平成３１年４月１日～
　　　　平成36年３月３１日
   （５年間予定）

３  応募資格及び対象
　 村内に本社及び事務所を

有するもので、適正または
効果的に事業運営が可能
な法人またはその他の団体
（団体で構成されるグルー
プ等）

４ 募集要項の配布期間、配布
場所及び受付期間

   ・配布期間
 平成30年７月２日（月）

～７月１３日（金）
北中城村教育委員会 
生涯学習課
（村立中央公民館内）

   ・受付期間
 平成30年８月６日（月）

～８月１０日（金）
 午後５時必着（直接持参）

お問合せ
 北中城村教育委員会 
 生涯学習課

  TEL.098-935-3773
  FAX.098-935-5144

「森の顔さがし」
藤原　幸一/著

森をよーくのぞいてみ
ると、変な顔や笑い顔
がいっぱい! この顔、
だれかに似てる? 葉っ
ぱ、木の幹、昆虫…。
人の顔のように見え
る、森の中の植物や生
き物などを写真で紹
介します。

幸齢者学級（第2回目）
時 間：7月18日（水）午後2時〜4時
場 所：村立中央公民館ホール
内 容：脳トレで いきいき人生講座！
講 師：(株)日本脳力開発研究所 　島袋松秀
★65歳以上の方ならどなたでも参加できます !
　一緒に楽しい時間を過ごしましょう !
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相談名

税に関する相談

人権相談

法律相談

行政相談

教育相談

障害に関する相談

高齢者なんでも相談
もの忘れ相談

心配ごと相談

育児に関する相談

ふれあい子育てサロン

　　　　　　 内容

相続・贈与・土地譲渡等の税金の相談

人権問題、いじめ、サラ金、もめごと

法律的な相談であればどんな内容でも可

行政に対しての苦情や要望などの相談

児童生徒及び保護者への教育上の問題・
悩み・困り事相談・助言

知的・身体・精神に障害をお持ちの方、
および家族等への支援（相談支援事業と
あわせて実施）

高齢者の健康、介護、権利など全般

もの忘れ・認知症の介護にお困りなことなど

月～金：一般相談
火・木：障害者相談

（ピアサポート）
金：消費生活相談

（サラ金、クレジット、悪質商法など）

育児に関する相談全般

★第 1 金曜日：和仁屋公民館

★第 2 金曜日：総合社会福祉センター

★第 3 金曜日：島袋公民館

★第 4 金曜日：安谷屋公民館

村役場 総務課

村教育委員会
教育総務課

村役場 福祉課

地域包括支援センター
☎935-5922

村社会福祉協議会

子育て支援センター

7 月 4 日（水） 午後 1 時～午後 4 時
予約制です 予約先：村役場総務課 ℡935-2233（内 313）

7 月 5 日（木） 午後 1 時～午後 4 時
予約制です 予約先：村役場総務課 ℡935-2233（内 313）

8 月 3 日（金） 午前 10 時～午後 4 時

7 月 11 日（水）
渡口公民館

月曜日～金曜日
（要予約）

午後 2 時～午後 4 時

午前 8 時半～午後 3 時半

月曜日～金曜日
専門相談員への相談は毎週

水曜日～金曜日 午前 10 時～午後 3 時

午前 8 時半～午後 5 時15分

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日 午前 8 時半～午後5 時15 分

午前 8 時半～午後5時15分

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

★第 1 火曜日：総合社会福祉センター 
★第 2 火曜日：喜舎場公民館 
★第 3 火曜日：島袋児童館 
★第 4 火曜日：大城公民館（いずれも午前 10 時～正午まで）

午前 8 時半～午後 5 時

午前 10 時～午後 4 時

　　　　　　　　相　　談　　員  

　　　　　　税理士：喜納秀樹

那覇地方法務局（沖縄支局）/☎937-3278  

           　　としお

　　　　　池宮城紀夫　弁護士  

比嘉洋子　行政相談員  
行政苦情 110 番　/　☎867-1100  
行政相談員への相談は　/　☎935-2233  

月～金 比嘉美奈子（教育相談員） /　☎935-3773  

専門相談員  
専門相談員への相談は　/　☎935-2233  

保健師・社会福祉士・ケアマネージャー  

保健師・看護師、または認知症専門医（要事前相談） 

月：富永みさ子  
火：瑞慶覧京子  
水：大城幸子 　/　☎935-4755（FAX兼用） 
木：仲田美和子  
金：消費生活相談員  

子育て指導員（保育士） / ☎982-0505  

7月8日（日）

7月11日（水）

7月17日（火）

7月1日（日）

7月8日（日）

体協（テニス）

体協（軟式野球）

（受付）午前8時30分～午前11時

（受付）午後１時～午後2時

（受付）午前8時30分～午前11時

集団健診

歯科健診

集団健診

中央公民館

安谷屋公民館

安谷屋公民館

妊婦さん、子育て中のお母さん、お子さんと一緒に交流
しましょう！絵本の読み聞かせやリズムあそび等をします。
子育てに関するご相談は 社会福祉協議会　/ ☎935-4520

8月1日（水）
8月2日（木）
8月4日（土）
8月6日（月）
8月9日（木）

8月10日（金）

8月15日（水）

税に関する相談
法律相談
乳児一般健診（中央公民館）
離乳食実習（中央公民館）
集団健診（島袋公民館）
集団健診（島袋公民館）
婦人科健診（島袋公民館）
1歳6か月健診（中央公民館）

8 月の事業予定7 月の事業予定
と　　き 事 業 / 種目


