










　北中城村、北中城村観光協会製作映画「きたな
かスケッチ」の完成試写会があやかりの杜の多目
的ホールで行われました。関係者ら約70人が地
元映画を初鑑賞しました。監督・脚本は TVドラ
マ「オキナワノコワイハナシ」、映画「沖縄を変えた
男」などを手がけた岸本司さん。主演は仲宗根梨乃
さん。
　伝 統 芸 能「熱田南島（フェーヌシマ）」の 継 承 を
テーマに、若者たちが地元の良さを見直し、人間
関係を通して成長していくストーリー。
　ロケ地には、熱田公民館や漁港、村内の居酒屋
など馴染みがある場所が度々登場。映画「きたな
かスケッチ」は今後、村内公民館などで無料上映
会を予定しています。ポータルサイト「きたポ」で
も公開予定です。

「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 !

村映画「きたなかスケッチ」上映
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6 
21 村民体育館とスポーツクラブ工事着々

　イオンモール沖縄ライカム隣の「健康ス
ポーツ交流施設地区」に現在建設中の北中
城村民体育館とスポーツクラブルネサン
ス・ライカム24の建築現場を視察しました。
　村民体育館は、バスケットコート２面の
広さを有し、空調設備を完備。また、収納
折りたたみステージがあることが特徴で
す。２階ギャラリースペースは、135 メー
トルのランニング周遊コースとしても利用
できます。
　体育館とスポーツクラブは室内から車椅
子で自由に行き来でき、スポーツクラブで
は、24 時間自由にセルフトレーニングが
可能です。また１階には 25 メートルプー
ルとお風呂が設置されます。子ども向けの
ジュニアスイミングクラスもあります。
　同施設は、急ピッチで工事を進めており、
今秋 11 月完成予定です。

6 
28 第７回村老連グラウンドゴルフ交流大会北中城中70周年期成会　

村教育委員会へ寄付
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　６月28日（木）に熱田しおさい公苑で村老連主催
（会長、安里幸男）による第７回グラウンドゴルフ
交流大会が 34 チーム、約 190 名の参加で開催さ
れました。大会結果は次のとおりです。
　　　　  91歳　與儀 　徹（島袋）
特別賞　  91歳　比嘉 富子（島袋）
　　　　  90歳　金城 千代（石平）

※ホールインワン３７名

男　性　
優　勝　大城　 清（熱田）
準優勝　玉城 義寛（熱田）
３　位　平良 盛永（熱田）

女　性　
優　勝　上里 安　子（屋宜原）
準優勝　比嘉 ヨシ子（大城）
３　位　安里 サエ子（島袋）

　  

　沖縄県人権擁護協議会、北中城村人権委員会に
よる人権教室が、北中城中学校 1 年生を対象に行
われました。
　この日、子どもたちは「いじめ」がテーマの
DVDを鑑賞。学校でいじめを目撃してしまった主
人公が、悩みながらも勇気を出していじめを止め
るよう、いじめている友人に思いを伝えるという
内容。子ども達は、DVDを見てどう思ったか、自
分ならどうするかという事をグループごとに別れ
て話し、「はじめは見てみぬふりをしてしまうかも
しれない。」「一歩踏み出すことで何か変わるのな
ら勇気を出して踏み出したい。」などと意見を発表
しました。

人権教室 いじめをなくすために、今7  
6　子育て支援センターきた

なかぐすくにて、地域の子
育て仲間の交流を兼ねた

「水遊び」を開催しました。
０歳～ 3 歳の親子12組が
参加し、水しぶきに歓声を
あげながら楽しいひと時を一緒に過ごしました。『家
庭保育でもお友達と一緒に過ごす体験が出来て嬉し
い。』『初めての水遊びで心配していたが、楽しそうに
遊んでいたので自宅でも遊んでみたい。』等と感想を
頂きました。
　子育て支援センターきたなかぐすくは、０歳～小学
校就学前のお子さまとそのご家族が自由に遊べる施設
です。子育て相談員（保育士）による育児相談や、季節
に合わせた楽しい行事を開催しています。お気軽にご
利用下さい。 ☆北中城村役場ＨＰにて毎月のお便りを掲載しています。

子育て支援センター　楽しい水遊び！6 
21 

スポーツクラブトレーニング室から望む風景 スイミングプール（※イメージ）

写真右から、北中城村民体育館、スポーツクラブルネサンス・ライカム24

　北中城中学校創立70周年期成会の役員が村役場
を訪れ、瑞慶覧朝勇会長より、村長へ報告し残余
金約385万円を寄付しました。
　同会は、昨年４月に記念事業期成会を設立。約
１年間記念事業に取り組み、自治会や村民、企業
から寄付金協力を募り、約890万円集めました。
　その資金で学校車（10人乗りのワゴン車）、ICT
機器を購入し、各教室に液晶テレビが18台設置さ
れました。残預金も中学校の備品購入など、子ど
もたちに還元されます。
　瑞慶覧会長は「これからの活動目標を達成でき
たのも皆様の協力のおかげです。教育立村の意識
の高さに感謝します」と話しました。
　中学校創立70周年記念誌「城（ぐすく）」は、記念
誌編集委員会で作成され、５月31日に1000部が完
成しました。村内公民館、あやかりの杜図書館で
も閲覧できます。
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北中城中学校職場体験＆島袋小学校
ジョブシャドウイング実施レポート

6 

　6月26～28日にかけて、北中城中学校2年生173人が村内外の62
事業所で職場体験を行いました。
　体験先では、家電や小売り販売店での商品整理、ホテル業での接客
やベッドメイキング、建設会社での看板デザインなど、実際に仕事の
経験をして仕事とはどんなものかを肌で感じる事で、働くことや将来
の進路を考えるきっかけになったと感じています。
　そして7月3日には島袋小学校で、働く大人を観察する「ジョブシャ
ドウイング」を村内外の40事業所に協力いただき実施しました。
　当日、スタートの前には出発式を行い、村長をはじめ、多くの方に激
励を受け、保護者サポートの送迎で事業所に向かいました。はじめは
緊張している様子の児童たちでしたが、時間が経つにつれて、事業所
の方とも打ち解け、たくさん質問をしている様子でした。事前学習で
学んだ名刺交換もばっちりできていました。子ども達にとって、とて
も価値のある体験になったと思います。
　お世話になった事業所のみなさま、関係者のみなさま、ありがとう
ございました。

この夏を楽しく挑戦しよう！「きたなかキッズ JOBクラブ」参加者大募集！
みんなで育てよう！北中城の未来の人財！
HP：http://gj-kitanakagusuku.com/E-MAIL：kitanaka@goodjoboki.com

【問い合わせ】北中城村グッジョブ地域連携協議会 ☎：080（8379）1053 ※平日9時～18時

屋宜原
新自治会長  新里智一さん

県営北中城団地
新自治会長  中村千秋さん

これまで自治会長を務めてこられた大城園子さん（県営北中
城団地）、伊集守吉さん（屋宜原）ありがとうございました。

屋宜原・県営北中城団地の自治会長が代わりました

協議会ホームページ

　６月１日より告知している「ひまわ
り畑のオーナー募集」に多くの申し込
みがあり、７月19日現在、16団体の応
募がありました。

26～

詳細は北中城村役場 HP のお知らせ
募集情報「ひまわり畑オーナー募集」

申し込み締め切りは８月 31 日まで。

ひまわり畑オーナー募集

北中城村安谷屋1346-1 1F  ☎982-0181

小規模多機能ホーム 若松きたなかぐすく 

●北中城
　村役場

ファミリークリニック
きたなかぐすく

←渡口交差点

高
速
道
路

↑
至
那
覇

名
護
↓

小規模多機能ホーム
若松きたなかぐすく

アガペ会施設紹介

年中無休で営業しています。
お気軽にご相談下さい。

「通い」「泊り」「訪問」３つの機能
を柔軟に組み合わせ、本人の力を
活かしながら住み慣れた地域で
生活が送れるように家族・地域と
力を合わせ共に支えて行きます

相談・見学は
随時受け入れて
います。
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　国民健康保険加入者のみなさまへ

☆70歳未満の自己負担限度額（月額）
所得要件

所得　901万円超 （ア）

（イ）

（ウ）

252,600円+
　　医療費が842,000円を超えた場合、その超えた分の1％

252,600円 
　　　　　　+ （医療費－842,000円） ×1％ 
　　　　　　　　　　【140,100円】 
167,400円 
　　　　　　+ （医療費－558,000） ×1％ 
　　　　　　　　　　【93,000円】 
  80,100円 
　　　　　　+ （医療費－267,000円） ×1％ 
　　　　　　　　　　【44,400円】 

18,000円
（年間上限：144,000円）

57,600円
【44,000円】

24,600円
15,000円8,000円

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円
24,600円

167,400円+
　　医療費が558,000円を超えた場合、その超えた分の1％

  80,100円+
　　医療費が267,000円を超えた場合、その超えた分の1％
57,600円
35,400円

（エ）
（オ）

所得210万円以下
住民税非課税世帯

所得　600万円超
　　   901万円以下

所得　210万円超
　　   600万円以下

課税所得
690万円以上

課税所得
380万円以上

課税所得
145万円以上

課税所得
145万円未満

区分

所得区分

低所得者　Ⅱ
低所得者　Ⅰ

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯）

3 回目まで 4 回目以降

　現在お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は平成30年7月31日となっ
ています。8月以降も入院または外来で高額の医療費がかかる方は8月1日～8月31日の期間に健
康保険課窓口で手続きをお願いします。

　医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されますが、「限度
額適用認定証（住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」）」を医療機関の窓口に
提示することにより、一医療機関の窓口での支払いが限度額までになります。認定証が必要な方はあら
かじめ健康保険課へ証の交付を申請してください。
　※国保税を滞納していると交付されない場合があります。
　※所得の申告がないと上位所得者とみなされます。
　※申請月からの適用となります。
　※70歳以上75歳未満の方は所得状況によって交付されない場合があります。

　①国民健康保険証（対象者）
　②世帯主の印鑑（認印可。スタンプ式印鑑は不可）
　③来庁者の身分証明書（運転免許証等顔写真付のもの）
　④対象者と世帯主のマイナンバー（個人番号）が確認できるもの
　⑤国民健康保険税の領収書（直近 1週間以内に国民健康保険税を納付された場合）
　⑥非課税世帯で入院が長期の方（90日以上）は領収書等

　※別世帯の方が来る場合は世帯主からの委任状が必要です。

～限度額適用認定証とは～

手続きに必要なもの

「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」
の切り替えについて

☆70歳以上75歳未満の自己負担限度額（月額・平成30年8月から）

住
民
税
課
税
世
帯

現
役
並
み
所
得
者

一
般

※【　】内は過去 12か月以内に限度額を超えた支給が４回以上あった場合、４回目以降の限度額
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　村では、平成20年度から村政への村民参
画を積極的に進めるため「北中城村村民提
案制度」を実施しております。村民の自主的
なまちづくり活動でモデル的、活動的な提
案をしていただく「活動支援事業提案」はこ
れまでに多くの団体にご活用いただいてお
ります。
　平成30年度村民提案「活動支援事業提
案」について、平成30年6月18日開催の審
査委員会答申に基づき、次の5団体への交
付金が決定しました。

村民提案「活動支援事業提案」
平成30年度

団体名

荻道壮年会

北中城YORISOI隊

喜舎場壮年会

喜舎場青年会

北中城川柳三水会

ちょうの郷づくり 2回目

3回目

3回目

1回目

3回目

20万円

10万円

10万円

30万円

10万円

東北と北中城村の絆を
熊本へ

第5回毛遊びコンサート

喜舎場青年会東北エイ
サープロジェクト
北中城村川柳の里づくり
事業

事業名 継続回数 交付額

平成31年度全国高等学校総合体育大会
北中城村実行委員会を設立

　平成31年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）は南部九州ブロック4県（宮崎、熊本、鹿児島、沖縄）全
域で開催されることになっており、本村では自転車競技【トラック種目】が行われます。
　大会に向け、本村では5月24日村役場で北中城村実行委員会の設立総会および第1回総会を開催しました。
　実行委員会会長に、新垣邦男村長が就任。総会には、県高等学校体育連盟
自転車競技専門部をはじめ関係団体の代表者が出席し、大会概要、役員の選
任、事業計画などの議事の説明が行われました。
　本大会の愛称は「感動は無限大 南部九州総体 2019」、スローガンは「響か
せろ 我らの魂 南の空へ」にそれぞれ決定。また、シンボルマークも決定し、大会
開催への気運が高まっています。

　このマークは、８つのパーツに分かれていて、九州を表現して
います。そして、４色で塗り分け南九州を表現しました。ゴール
テープを切る選手のたくましさや力強さを表現しました。

（自転車競技開会式期日） 平成31年７月29日（月）／名護市民会館
（自転車トラック競技期日）平成31年７月30日～８月１日（木）／沖縄県総合運動公園自転車競技場
（自転車競技閉会式期日） 平成31年８月２日（金）／名護市労働福祉センター
　※【総合開会式会場】鹿児島県

交付金交付団体が
決定しました！

スローガン
「響かせろ 我らの魂 南の空へ」
　高校生の熱いプレーと魂を響かせてほしいから。

愛称
「感動は無限大 南部九州総体2019」
　どの競技でも１人１人の選手が一生懸命に優勝や自己ベストを目指し、頑張れば無条件に感動は生まれると
思ったため。

本村における自転車競技（トラック競技）の概要（案）は次のとおりとなっています。

シンボルマーク
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　村内を走る路線バスは、地域住民にとってなくてはならない交通手段です。一方で、マイ
カーへの依存度が高く、路線バス利用者の減少による路線存続の危機に直面しています。
　バスのいろいろな“やさしい”を知り、積極的にバスを利用しましょう。

　自動車に比べ、路線バス等の公共交通を利用し
た場合は、消費カロリーが約２倍も高くなります。
メタボ脱却は、バス利用から考えてみませんか？

　マイカーからバスに転換することで、二酸化炭
素の排出量を約60%削減することができます。公
共交通は、環境にやさしい移動手段です。

　平成28年の交通事故による負傷者は、全国で
約62万人でした。免許保有者は約8,200万人い
ることから、運転者の約132人に1人は事故によ
るケガをしている計算になります。一方、バスの事
故件数は、全事故の0.4%と少なく、安全性の高い
乗り物と言えます。

　村内を運行する路線バス
は、全部で19路線あります。
　それぞれの目的に合わせて
利用することができます。

　マイカーだと駐車料金やガソリン代など、様々
な経費がかかります。路線バスでは、お得な割引
制度等の活用で気軽に利用できます。

日・祝日は、大人（中学生以上）1名につき、子ども
（小学生以下）3名までの運賃が無料！
　高速バス・リムジンバスには適用されません

運転免許返納者に発行される「運転免許経歴証明
書」を提示すると、運賃が半額！

一般社団法人 沖縄県バス協会HPをご覧ください。
http://www.bus-okinawa.or.jp/discount.php

いろいろ “やさしい”路線バス
バスを知り、もっと利用してみませんか

いろいろ “やさしい”路線バス
バスを知り、もっと利用してみませんか

健康に“やさしい”

お財布に“やさしい”

環境に“やさしい”

路線バスの ４ つの“やさしい”

村内を運行する路線バス

命に“やさしい”

日祝ファミリー割引

運転免許返納者割引

1

2 4

３

300

200

100

0

133

99

53

22

自家用
乗用車

航空

バス

鉄道

バ　ス
マイクロ
バ　　ス
普通乗用車

軽乗用車

大型貨物車

中型貨物車

普通貨物車

2,917

656

358,372

157,643

9,514

15,548

44,721

0.4％

0.1％

49.4％

21．7％

1.3％

2.1％

6.2％

58,084

58

14,532

25,301

480

23,633

8.0％

0.0％

2.0％

3.5％

0.1％

3.3％

軽貨物車

ミニカー

自動二輪車
原動機付
自転車
特殊車

自転車等

公共交通 自動車 0　 25　 50　 75　 100　125 　150  　175　200
gｰco₂/人キロ出典：厚生労働省　第6次改定日本人の栄養所要量 引用：「運輸・交通と環境2017年版」

　　 公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団

移動に伴う消費カロリー（kcal）

旅客輸送機関別の二酸化炭素排出原単位
約2倍！！

約60%減！！

件　数 構成率 件　数 構成率

資料：交通事故統計年報（交通事故総合分析センター）、運転免許統計（警察庁）
平成24年度第2回車両安全対策検討会資料（国土交通省）

車種別事故発生件数

詳しくは

沖
縄
自
動
車
道

北中城
小学校

北中城
中学校 329

330 227

146

81

85

22

沖縄バス 52番・61番

東陽バス 30番

21番・23番・24番・90番・110番・152番
223番
27番・77番・80番・92番・227番・777番
31番・331番
25番

琉球バス

沖縄バス
東陽バス
那覇バス

村内を運行するバス
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北中城村社会福祉協議会では、地域福祉活動推進、充実強化を図るため職員の採用試験を実施します。
採用年月日は平成30年10月１日付けです。

問い合わせ　北中城村社会福祉協議会　☎０９８－９３５－４５２０

〔職種・受験資格〕

社会福祉協議会
事業全般

採用人員　１名

（1）昭和53年４月２日以降に出生した者
（2）高等学校卒業以上の学歴を有する者
（3）社会福祉主事等の資格を有する者
    （社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士）

（4）普通自動車免許取得者（AT限定の免許取得者可）
（5）次のいずれにも該当しない者

　 ①成年被後見人又は被保佐人
　 ②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を
       受けることがなくなるまでの者

職種・人員 受　　　　　験　　　　　資　　　　　格

【職種・試験区分・受験資格】

上級(A)

中級(B)

初級(C)

幼稚園教諭・保育士職（D）

調理員兼運転手（E）

技術職【建築】（F） 
社会人枠

①昭和63年４月２日以降に出生した者
②学校教育法による４年制大学若しくはこれと同等の学校を卒業した者
  （平成31年３月31日卒業見込みの者を含む）
①平成２年４月２日以降に出生した者
②学校教育法による短期大学若しくはこれと同等の学校を卒業した者
  （平成31年３月31日卒業見込みの者を含む）
①平成４年４月２日以降に出生した者
②最終学歴が学校教育法による高等学校を卒業した者
 （平成31年３月31日卒業見込みの者を含む）
①昭和58年４月２日以降に出生した者
②幼稚園教諭２種免許及び保育士資格の両方を有する者 （平成31年３月末日までに取得見込者を含む）
①昭和63年4月2日以降に出生した者
②調理師免許を有する者
③普通自動車運転免許（８ｔ）及び準中型運転免許（7.5ｔ）を有する者（AT限定車を除く）
※試験申込み時に上記運転免許を有していなくても受験可能ですが、採用後、速やかに免許取得するものとする
①昭和53年４月２日以降に出生した者
②建築士（１級・２級）の資格を有する者

職種・試験区分 受　　　　　験　　　　　資　　　　　格

申込書配布期間
応　募　期　間

提　出　書　類

受　付　場　所

平成30年７月 ５日（木）～８月10日(金）
平成30年７月25日（水）～８月10日(金）
午前９時から午後５時まで（ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く）
北中城村社会福祉協議会ホームページでも様式はダウンロードできます

①試験申込書（社協所定の様式に３ヶ月以内に撮影した写真を貼付）
②自筆履歴書（社協所定の様式に３ヶ月以内に撮影した写真を貼付）
③最終学校の卒業証書の写し
④資格証明書（社会福祉主事等）

〔試験期日・会場･内容〕

第１次試験 平成30年８月19日（日） 午前９時～正午（受付：午前８時15分) 北中城村総合社会福祉センター 作文試験・資質検査、定着検査

第２次試験 （第１次試験合格者のみ）
平成30年８月26日（日） 午前９時～正午（受付：午前８時30分) 北中城村総合社会福祉センター 個別面接、集団討議

試　験　期　日 内　容試　験　会　場

〔申込書配布・応募期間・提出書類・受付場所〕

北中城村役場　総務課
（北中城村ホームページでも
 ダウンロードできます）

北中城村役場　総務課
※郵送による受付はしない

期　　間 場　　　所 提　出　書　類
【申込書等の配布･受付･提出書類】

北中城村字仲順451番地　北中城村総合社会福祉センター内（北中城村社会福祉協議会）　※郵送による受付はしません。

一般
事
務
職

③平成30年４月１日以前よ
り本村に住民登録がされ、
引き続き住所を有する者、
若しくは学業の事由により
一時的に住所を他に移転し
ている者、又は平成30年４
月１日以前より本村に本籍
を有する者

  （A・B・C共通）

試験期日・内容・会場

平成30年９月16日（日）
午前９時30分開始

（受付：午前９時～）

※技術職【建築】(F)については、一次試験はありません。書類選考となります。
①平成30年10月21日（日）
②平成30年11月４日（日）

（試験時間などの詳細については、一次試験合格者
に対して通知します)

平成30年7月25日（水）～

平成30年８月１日（水）～ 22日（水）
午前９時～午後５時

（土・日、祝祭日を除く）

北中城村役場

北中城村役場

①一般教養試験（大学卒程度）
②専門試験（行政）

①作文、適性検査（平成30年10月21日）
②面接試験　　 （平成30年11月4日）
※一次試験合格者に対して行う

①試験申込書
②自筆履歴書
③最終学校の卒業証書の写し若しくは卒業（見込）証明書
④住民票抄本（発行日が３カ月以内のもの）
※「本籍地表示あり」のもの
⑤受験資格を証する免許等の証明書の写し（試験区分D、E、Fのみ）
⑥実務経歴書（試験区分Fのみ）

村所定の様式に３カ月以内に撮影した写真を
貼付してください

一般教養試験（短大卒程度）
一般教養試験（高校卒程度）
一般教養試験（初級（C）と同程度）
一般教養試験（初級（C）と同程度）

中　級（B）
初　級（C）

上　級（A）

幼・保（D）
調理員（E）

全試験区分

試　験　期　日 会　場試　験　区　分　・　試　験　内　容

一次
試
験

二
次
試
験

配

　
布

受

　
付

一般
事
務
職

｝



北中城村社会福祉協議会では、地域福祉活動推進、充実強化を図るため職員の採用試験を実施します。
採用年月日は平成30年10月１日付けです。

問い合わせ　北中城村社会福祉協議会　☎０９８－９３５－４５２０

〔職種・受験資格〕

社会福祉協議会
事業全般

採用人員　１名

（1）昭和53年４月２日以降に出生した者
（2）高等学校卒業以上の学歴を有する者
（3）社会福祉主事等の資格を有する者
    （社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士）

（4）普通自動車免許取得者（AT限定の免許取得者可）
（5）次のいずれにも該当しない者

　 ①成年被後見人又は被保佐人
　 ②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を
       受けることがなくなるまでの者

職種・人員 受　　　　　験　　　　　資　　　　　格

【職種・試験区分・受験資格】

上級(A)

中級(B)

初級(C)

幼稚園教諭・保育士職（D）

調理員兼運転手（E）

技術職【建築】（F） 
社会人枠

①昭和63年４月２日以降に出生した者
②学校教育法による４年制大学若しくはこれと同等の学校を卒業した者
  （平成31年３月31日卒業見込みの者を含む）
①平成２年４月２日以降に出生した者
②学校教育法による短期大学若しくはこれと同等の学校を卒業した者
  （平成31年３月31日卒業見込みの者を含む）
①平成４年４月２日以降に出生した者
②最終学歴が学校教育法による高等学校を卒業した者
 （平成31年３月31日卒業見込みの者を含む）
①昭和58年４月２日以降に出生した者
②幼稚園教諭２種免許及び保育士資格の両方を有する者 （平成31年３月末日までに取得見込者を含む）
①昭和63年4月2日以降に出生した者
②調理師免許を有する者
③普通自動車運転免許（８ｔ）及び準中型運転免許（7.5ｔ）を有する者（AT限定車を除く）
※試験申込み時に上記運転免許を有していなくても受験可能ですが、採用後、速やかに免許取得するものとする
①昭和53年４月２日以降に出生した者
②建築士（１級・２級）の資格を有する者

職種・試験区分 受　　　　　験　　　　　資　　　　　格

申込書配布期間
応　募　期　間

提　出　書　類

受　付　場　所

平成30年７月 ５日（木）～８月10日(金）
平成30年７月25日（水）～８月10日(金）
午前９時から午後５時まで（ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く）
北中城村社会福祉協議会ホームページでも様式はダウンロードできます

①試験申込書（社協所定の様式に３ヶ月以内に撮影した写真を貼付）
②自筆履歴書（社協所定の様式に３ヶ月以内に撮影した写真を貼付）
③最終学校の卒業証書の写し
④資格証明書（社会福祉主事等）

〔試験期日・会場･内容〕

第１次試験 平成30年８月19日（日） 午前９時～正午（受付：午前８時15分) 北中城村総合社会福祉センター 作文試験・資質検査、定着検査

第２次試験 （第１次試験合格者のみ）
平成30年８月26日（日） 午前９時～正午（受付：午前８時30分) 北中城村総合社会福祉センター 個別面接、集団討議

試　験　期　日 内　容試　験　会　場

〔申込書配布・応募期間・提出書類・受付場所〕

北中城村役場　総務課
（北中城村ホームページでも
 ダウンロードできます）

北中城村役場　総務課
※郵送による受付はしない

期　　間 場　　　所 提　出　書　類
【申込書等の配布･受付･提出書類】

北中城村字仲順451番地　北中城村総合社会福祉センター内（北中城村社会福祉協議会）　※郵送による受付はしません。

一般
事
務
職

③平成30年４月１日以前よ
り本村に住民登録がされ、
引き続き住所を有する者、
若しくは学業の事由により
一時的に住所を他に移転し
ている者、又は平成30年４
月１日以前より本村に本籍
を有する者

  （A・B・C共通）

試験期日・内容・会場

平成30年９月16日（日）
午前９時30分開始

（受付：午前９時～）

※技術職【建築】(F)については、一次試験はありません。書類選考となります。
①平成30年10月21日（日）
②平成30年11月４日（日）

（試験時間などの詳細については、一次試験合格者
に対して通知します)

平成30年7月25日（水）～

平成30年８月１日（水）～ 22日（水）
午前９時～午後５時

（土・日、祝祭日を除く）

北中城村役場

北中城村役場

①一般教養試験（大学卒程度）
②専門試験（行政）

①作文、適性検査（平成30年10月21日）
②面接試験　　 （平成30年11月4日）
※一次試験合格者に対して行う

①試験申込書
②自筆履歴書
③最終学校の卒業証書の写し若しくは卒業（見込）証明書
④住民票抄本（発行日が３カ月以内のもの）
※「本籍地表示あり」のもの
⑤受験資格を証する免許等の証明書の写し（試験区分D、E、Fのみ）
⑥実務経歴書（試験区分Fのみ）

村所定の様式に３カ月以内に撮影した写真を
貼付してください

一般教養試験（短大卒程度）
一般教養試験（高校卒程度）
一般教養試験（初級（C）と同程度）
一般教養試験（初級（C）と同程度）

中　級（B）
初　級（C）

上　級（A）

幼・保（D）
調理員（E）

全試験区分

試　験　期　日 会　場試　験　区　分　・　試　験　内　容

一次
試
験

二
次
試
験

配

　
布

受

　
付

一般
事
務
職

｝
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　　 イベント
■北中城中学校吹奏楽部
第８回定期演奏会
日  ９月15日（土）午後1時30分開演
場  沖縄市民会館　大ホール　 ¥  無料
問  北中城中学校吹奏楽部父母会

■さい帯血による再生医学習会
～へその緒が未来を変える～
日  8月18日（土）午後２時～３時
場  北中城村総合社会福祉センター研修室
内  赤ちゃんと母親をつなぐへその緒（さ
い帯）や胎盤の「幹細胞」を生かした再生医
療について。日本や海外の現状と課題を
知る学習会。
¥  無料　問  おきなわ環境塾

098－935－1363

　　 求人
■北中城村雇用サポートセンター情報
求人・求職の無料登録・紹介から、必要
に応じて求職者への「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。※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。
～ワンポイントアドバイス～
　再就職の時に一番重要なのは、『職務経歴書』が
大きく影響します。職務経歴書は、簡単に言うと、『今
まで関わってきた仕事内容を相手に伝える文書』に
なります。って事は？担当者が興味を示すか？示さ
ないか？になります。当センターでは、求職者個々
に合わせた職務経歴書の書き方を指導いたします
ので、いつでもご相談下さい。※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。※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。
ご質問等は、下記へお問い合わせください。
※イオンモール沖縄ライカムで働きたい方、
ご相談下さい。
問  村役場　北中城村雇用サポートセンター

935－2233（内線120）
※開所時間午前8時30分～午後3時30分まで

　　 募集
■第４回　「仲順流り」大会　出場者募集
日  10月7日（日）
内  「仲順流り」は、各地のエイサーにも取
り入れられ、歌い継がれています。発祥
の地、仲順であなたの三線、歌声を披露
しませんか？

※募集などの詳しい内容は実行委員会ま
で問い合わせください
問  仲順流り大会実行委員会

098－935－5556（仲順公民館）

■沖縄県立美咲特別支援学校
平成31年度　幼稚部（3・4・5歳児）募集
内  本校幼稚部では、平成31年度の幼児
募集に向けて、入学者選抜募集説明会、
入学者選抜を行います。

（対象児）平成31年３月31日で、満年齢
が３歳、４歳、５歳に達する知的発達に
遅れのある幼児
場  県立美咲特別支援学校　幼稚部
※志願希望者は、9月28日(金)までに教
育相談を受けることが条件
早めにお問い合わせください。

（入学者選抜募集説明会実施日）
９月５日（水）  午後３時30 ～４時30

（出願期間）
11月15日（木）  午前９時～午後５時
11月16日（金）  午前９時～午後４時　

（入学者選考日）
11月29日（木）、11月30日（金）のいずれ
か１日
問  県立美咲特別支援学校　幼稚部

098－938－1037　担当：兼城

　　 お知らせ
■国で認められていない遺伝子組換えパ
パイヤ「台農５号」の除去にご協力を！
沖縄県において、未承認の遺伝子組換え
パパイヤ（平成23年に未承認の遺伝子組
換え体であると確認されたパパイヤが種
子として販売されていたときの名称「台農
５号」）が庭先などで生育している可能性
があります。現在、農水産省において遺
伝子組換えパパイヤか否かを確認する検
査を無償で実施しています。
未承認遺伝子組換えパパイヤは、国内に
おける栽培や流通ができません。今後、
庭先などで未承認の遺伝子組換えパパイ
ヤと疑われる株がありましたら、以下の
連絡先まで情報提供をお願いします。

問  農林水産課　農林水産係
098－935－2233（内線113）

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

（訂正）
広報きたなかぐすくの掲載内容に一部誤りがあり
ました。お詫びして訂正致します。
６月号→P.8　みんなの広場

（誤）比嘉英盛元村長  → （正） 比嘉秀盛元村長

７月号→P.14　information
「体験学習夏休みだ！橋について学ぼう！」
（誤）場所  社会福祉協議会 → （正） 中央公民館　

８月は村県民税第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！

未承認の遺伝子組換えと思われるパパイヤ　　
○品種不明で、葉柄が赤い。

問題のないパパイヤ
○葉柄が緑色
○葉柄が赤くても「甘泉」や「豊作」等の品種がわ
かるもの。
※「ＥＸＰ15」や「甘泉」、「プレミアム」、「豊作」
も赤（紫）色の葉柄を有していますが、これまで
に遺伝子組換えパパイヤが見つかったことはあ
りません。
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新小学１年生の健康診断
平成31年４月に小学校へ入学するお子さんの

健康診断を下記の日程で行います。
保護者同伴のうえ、健診を受けて下さい。

日　　時　　平成30年９月13日（木）午後２時～
　※受付時間は、午後１時45～午後2時30となります。

場　　所　　北中城村立中央公民館
対 象 児　　平成24年４月２日生～平成25年４月１日生
持参するもの
　①通知書「就学予定者に対する就学時の健康診断の実施について」
　②「新入学児童の健康調査票」
　③親子健康手帳（母子手帳）
※①②については、、平成30年８月中旬発送予定です。ご不明な点がございまし
たら下記までご連絡下さい。

《問い合わせ》
　北中城村教育委員会　教育総務課　　☎098－935－3773

沖縄県ひとり親家庭高校生等通学サポート実証事業のご案内
バス通学定期券が半額になります。10月１日割引販売スタート！
対象者 
　児童扶養手当又は母子及び父子家庭等医療費助成受給世帯の高校生
　（※生活保護法による通学費受給者は対象外です）
割引内容
   バス通学定期券の半額（県が発行する割引カードをバス会社販売窓口に提示
すると、割引料金で購入できます）
ご利用条件
　事業効果検証のためのアンケート（２回）のご提出
必要書類
　①申請書
　②児童扶養手当または母子及び父子家庭等医療費助成受給者証（コピー）
　③学生証（コピー）または在学証明書
　④事前アンケート
※申請書類は沖縄県青少年・子ども家庭課ホームページより
　ダウンロード可能
※認定までに１ヶ月半程度かかります。
※さかのぼって割引を受けることはできません。
　申請はお早めに！
申請先・お問合せ
　（公社）沖縄県母子寡婦福祉連合会　☎ 098－887－4099
沖縄県担当
　沖縄県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課　☎098－866－2174

  まずはお気軽
にお問合せくだ
   さい！

住宅・土地統計調査が実施されます
～ご協力のお願い～

　総務省統計局（沖縄県・北中城村）では、10
月１日現在で住宅・土地統計調査を実施します。
　この調査は、住生活に関する重要な調査で、
全国約370万世帯の方々を対象とした大規模な
調査です。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などに
幅広く利用されています。
　調査期間中、無作為に抽出された世帯に対し
て、統計調査員が調査書類を配布いたします。
　調査への回答は、インターネットでの回答又
は紙の調査票での回答をお願いします。
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企画展「北中城のいま・むかし」を開催します！！
　今年は、私達の生活に関わる昔の道具や村の祭祀といったこれまでの展示の他
に、最近の調査成果を紹介します。例えば、村内の遺跡発掘調査の動向や、『島袋
のろ殿

ドゥンチ
内資料』の調査で明らかになった各ノロ殿内の家屋の様子などについて取り

上げます。
　夏休みを迎えた小中学生の皆さん！！宿題に役立つ情報があるかもしれません。展示を通じて、北中
城村の魅力ある歴史や文化に触れてみてはいかがでしょうか？多くの皆さま方のご来場を心よりお待
ちしております♪
日　時：平成30年8月1日（水）～8月31日（金）
場　所：村立中央公民館　１階ロビー（入場無料）
　　　  ※中央公民館の開館時間中（午前9時～午後10時）はいつでも観覧できます。

お問合せ／北中城村教育委員会 生涯学習課 文化振興係　☎935-3773

いいとこみっけ！きたなかぐすく Vol.1

　　北中城郵便局が「認
※ 1

知症サポーター」の仲間入り！
　６/７（木）に北中城郵便局職員を対象に「認知症サポーター養成
講座」を開催し、6人の受講者が新たに「認知症サポーター」となりま
した。講師の辺野喜さん（村在住）の分かりやすい説明により、受講
者は認知症について正しい理解を深め、適切な応対方法を学ぶこと
ができました。後日、局長の桑江さんから「サポーターとなったこと
で、職員一同自信を持って、窓口対応することができます。」とありが
たいお言葉を頂きました。
　これから年齢を重ねても、安心して利用できる場所が増えると嬉し
いですね。

※１ 認知症サポーターとは・・・
　　認知症サポーターは「なにか」特別なことをする人ではありません。認知症の
　　人やその家族の「応援者」です。認知症について正しく理解し、偏見を持た
　　ず、認知症の人や家族に対して温かい目で見守ることがスタートです。 認知症サポーターの証

講師を務めて頂いた辺野喜さん（前列右端）と
受講された皆様でパシャリ♪
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第16回 夏休み海外短期留学に　
  行ってきます！！

　7月13日～8月2日までの3週間の日程で派遣さ
れる海外短期留学派遣生の皆さんが出発に先立
ち新垣邦男村長を表敬訪問しました。
　今回、村内の中学生５名（男性２名、女性３
名）、高校生3名（男性２名、女性１名）の計８名
がアメリカワシントン州にあるワシントン州立大
学に派遣されます。
　留学生は「アメリカの文化やネイティブの英語を
肌で感じたい」「海外での経験を学校のみんなに
も紹介できるように頑張りたい」「将来の夢のた
めのきっかけになるようにしたい」とそれぞれ留
学への抱負を語りました。新垣村長は、「国際化
社会で求められているのは、英語のスキルだけで
なく幅広い教養や心の豊かさを育むことも重要と
なります。アメリカには何か心にひっかかるもの
が必ずあるので、それを帰国してから自分なりに
考えて、将来にど
う活かすか明確に
してほしい」と激
励しました。

「遊べる!飾れる!折り紙で
作るおはなし指人形」
（世界の童話編）

いしばし なおこ/著
赤ずきん・三匹のこぶた・七匹の小ヤ
ギ・白雪姫など世界の童話キャラク
ターのおはなし指人形の折り方を紹
介。おはなし会やおやすみ前にサッと指
にはめて楽しくご利用いただけます。

「龍の耳を君に」
丸山 正樹/著

殺人犯を目撃したのは緘黙（かん
もく）症の少年だった。話せない
少年の証言は認められるのか。言
語とは、家族とは何かを手話通訳
士を通して描く連作ミステリ。「デ
フ・ヴォイス」の続編。

「緑の庭で寝ころんで」
宮下奈都/著

大自然のなかでのびやかに成長す
る3人の子どもたちの姿を、あたた
かく瑞々しい筆致で紡ぎだす「神
さまたちの遊ぶ庭」に続く子育て
エッセイ。読後に優しい気持ちにな
れる1冊。

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

北中城村教育委員会 生涯学習課　☎９３５－３７７３
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相談名  内　容と 　 き / と こ ろ / 担 当  相談員

税に関する
相談

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

行政に対しての苦情や
要望などの相談

法律的な相談であれば
どんな内容でも可

         としお

池宮城紀夫　弁護士 

税理士：喜納秀樹

那覇地方法務局（沖縄支局）
☎937-3278

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：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 

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）

月～金 比嘉美奈子（教育相談員）
                            /　☎935-3773  

保健師・社会福祉士・ケアマネージャー  

子育て指導員（保育士） / ☎982-0505育児に関する相談全般

保健師・看護師、または
認知症専門医（要事前相談） 

専門相談員
専門相談員へのは / ☎935-2233  

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

ふれあい
子育てサロン

村役場総務課

村教育委員会
教育総務ー

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

8月1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）

予約先：村役場総務課 
           ℡935-2233（内313）

8月2日（木）　午後1時～午後4時 
予約制です 

8月3日（金）　午後1時～午後4時 

育児に関する
相談 月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

８月２日（木）
島袋公民館

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

午前 8 時半～午後 5 時15分
もの忘れ・認知症の介護に
お困りなことなど

高齢者の健康、介護、権利など全般

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）

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

午前 8 時半～午後 5 時15分

★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）

★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

午前 8 時半～午後 5 時

午前 10 時～午後 4 時

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

9月4日（火）
9月5日（水）

税 に 関 す る 相 談
法 律 相 談

9 月の事業予定
と　き 事業等


