




3 2019. 1月号 広報 







「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 !

　今年もさわやかタウンウォーク（ウォーキン
グ協会主催）が開催され、イオンモール周辺の
ハートロードを外周する３キロショートコース
と、イオンモールを起点に村内を歩く６キロロ
ングコースに分かれました。
　村内外から93人が参加し、中には90代女性
が颯爽と歩く姿もありました。参加者は秋風を
受けながらウォーキングを楽しみました。

さわやかタウンウォーク11  
17

11
26

自転車ロードレースで見事優勝！11
25

南米研修生修了式

　約３ヶ月の研修を終えた南米研修生の比嘉マリア
ルシナさん（アルゼンチン）、飯野大城ミカさん（ペ
ルー）、大城アマンダさん（ブラジル）3 名は、11 月
26 日中央公民館で行われた修了式でこれまでを振
り返り、それぞれの思いを発表しました。流暢な日
本語で書かれたレポートを読み上げ、この日のため
に練習した三線や琉舞を披露し観客を沸かせました。
最後はお世話になった家族へ涙を浮かべながら感謝
の意を述べ、式は終了。研修生の皆さん、3ヶ月間
お疲れ様でした。

1111
28 フラワーポット贈呈式

　子ども達が安全で安心して過ごせる犯罪のない
まちづくりを目指す「ちゅらさん運動」の一環とし
て、北中城中学校父母教師会から花の苗約650本が
贈られ、北中城中学校で贈呈式が行われました。
　この事業は、通学路などに花を植えて水やりを行
いながら子ども達が地域の人との交流・防犯意識の
向上を目指して平成25年から行われています。
　マリーゴールド、サルビア、ナデシコなどの花の
苗木と、スコップやプランターなどの資材類が贈ら
れ、年内には生徒や保護者らによって校舎周辺や通
学路に植えられる予定。

2018年度第１期旅もじゃ賞
（第8回観光映像大賞 中間賞）
「きたなかスケッチ」受賞

12 
13

　米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編
映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&
アジアは、全国各地の観光プロモーション映像から
優秀な作品を表彰する観光映像大賞という部門を手
掛けています。同時にご当地映像を紹介するプロ
ジェクト「旅もじゃ」を展開。年に３回「第１期旅
もじゃ賞」として2018年の応募50点の中から10
作品を選出しており、本村の地域発信型映画「きた
なかスケッチ」が見事受賞しました。
　きたなかスケッチは伝統芸能の継承に悩む若者た
ちを描いた作品。今回の旅もじゃ賞受賞10作品か
ら、観光映像大賞のファイナリスト作品が選ばれま
す。また12月20日～1月16日の期間、午後1時か
ら沖縄市のシアタードーナツで無料上映されます。

（お問合せ／☎070-5401-1072）

11  

「ココロ からだ おなか を満たす！」
健康マエストロ養成講座開催

11
23

　健康でいるための大切な3つの要素である「栄
養・運動・休養」について、美味しく楽しく学べる
健康マエストロ養成講座を11月23日にコスタビス
タ沖縄ホテル＆スパで開催しました。
　参加者は、美味しいランチを楽しみつつ、食事だ
けでなく室内で簡単にできる有酸素運動や質の良い
睡眠など、自身の健康を振り返りながらすぐにでも
実践できる内容を学び、「主食・主菜・副菜、バラ
ンスの良さが大事だと思った。」「思っていた以上
に楽しく勉強になりました。友人や兄弟にぜひ参加
するよう勧めたいです。」と話していました。
　今年度は2月3日(日)が受講のラストチャンス。
お申込みはお早めに！

　合同会社ライジング S の上原文浩代表は、北中城村へ 30 万
円寄附しました。村長室にて、寄附金贈呈式が行われ「会社で
利益が出たら地域に少しでも還元したい。今回も村の事業に役
立ててもらえれば」と村長へ伝えました。
　上原代表から北中城村への寄附は今年で２回目。村内の産業
振興や教育文化に関することなどに活用されます。

1111
30（合）ライジングS社　30万寄附

屋宜原少女ソフトOB　歳末募金12
4

　北中城村共同募金委員会へ屋宜原少女ソフトボール
チームOB会の饒辺永太郎監督から、歳末たすけあい募
金を頂きました。
   『屋宜原少女ソフトボールチームOB会』の皆さんは、
約30年間の長期間に渡り、毎年歳末たすけあい募金へ
の取り組みを行っております。
　この義援金は、村社会福祉協議会から民生委員を通
じて村内の生活に困っている方や体の不自由な方、ひ
とり暮らしや寝たきりのお年寄の方に年末激励金とし
てお届けいたします。

　沖縄県民体育大会、自転車ロードレースの部で北中
城小学校3年、和仁屋在住の喜納大翔君（写真手前）が
小学生の部で見事優勝に輝きました。
　大翔君は幼稚園の頃から水泳や自転車が好きで、週
末になるとお父さんと一緒に自転車の練習をしてい
ます。8月に行われた「沖縄県キッズトライアスロン
大会」で優勝し、9月には「全国キッズトライアスロン
大会」にも出場しました。
　将来は、プロの競輪選手になって日本一になるのが
夢だそうです。北中城村からオリンピック選手が出る
のも夢ではないかも！みんなで応援したいですね。

だい   と
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　私は、長崎平和学習に行って衝撃をうけたことがあります。そ
れは、2日目にフィールドワークで行った、一の鳥居と二の鳥居
です。この２つの鳥居には、秘密が隠されていました。この２つ
の鳥居のうち、二の鳥居だけが爆風で半分がとばされました。
この２つの鳥居を、もう一方の柱があったところから見てみる
と、一番上の石が少し横にずれているのが分かりました。これを
見たとき、爆風で半分も鳥居が壊れたり、石がずれたりして、原
爆の威力はなんて強いんだろうと思いました。また、原爆の熱
線で、鳥居にかかれていた文字が、石がとけて消えていたり、階
段が熱線で赤くなっているのをみて、こんなものが人の皮膚に
あたったと思うと、とても恐ろしいと思いました。この平和学習
を通して、私ができることはいろいろな所で自分の考えを発表
して、今の世代の皆に、核兵器の恐ろしさを知ってもらい、核兵
器をなくすという方法です。このようなことを、世界中の人がや
れば心の温かさがうまれて、核兵器をつくり人を傷つけるよう
なこともしなくなると思います。世界中から核兵器がなくなれ
ば、多くの人が笑える世界になると思います。

　戦争、それは人間が人間ではなくなってしまう、残酷で悲惨な
ものです。ただ、大切な人を失い、人の心を傷つけ、大切なこと
を見失ってしまう、二度と起こってはならないものだと、私は思
います。では、そんな戦争を二度と起こさないためには、一体ど
うすればいいのでしょうか。私達は8月7日から3泊4日にわた
り、長崎平和学習の旅に出ました。この平和学習を通して学ん
だことは、“戦争は一切関係のない人でさえ、命だけではなく、
幸せも奪ってしまう”ということです。なぜ、何もしていない人ま
で巻き込んで戦争は起こってしまうのでしょうか。そう私はこの
平和学習を境に、考えるようになりました。沖縄戦の被害と長
崎の被爆による被害は違いますが、どちらもたくさんの人が深
い悲しみに苦しみ、強い絶望感に襲われた出来事だったと思い
ます。そんな辛く苦しい出来事は、決して二度と起こってはなり
ません。また、忘れてはいけません。そして、何より私はどんなに
戦争に協力してほしいと言われても、戦争を許さないことをこ
こに誓います。　“戦争を許してはいけない”

　私は、8月7日から長崎に平和学習に行きました。私は、長崎
に行く前は、原爆がどのような影響を与えるものなのかよく分
かりませんでしたが、この平和学習を通して、沖縄の地上戦と
の違いや、核のおそろしさを知る事が出来ました。また、平和祈
念式典では長崎市長による平和宣言の「自分のまちの戦争体
験を聴くことは大切な事で、体験を共有できなくても、平和への
思いは共有できます。」という言葉に、強く共感しました。私達
は、実際には被爆や戦争の経験はありません。でも、平和がずっ
と続いてほしいという願いは同じだと思ったからです。私は、こ
の平和学習を通して、沖縄戦と原爆の違いを知りました。前者
が住民を巻き込んだ地上戦なのに対して、後者は一瞬にして無
差別に人が殺されるものでした。また、被爆者の方の話を聞い
て原爆の恐ろしさと共に、被爆者には戦後の生活でも苦労があ
ることを聞きました。その苦労に関しては、沖縄とも共通すると

思います。なので、戦争は二度と起
きても起こしてもならないものだ
と感じました。これから、私はこの
平和学習で学んだことを身近な人
から話し、この思いを共有していき
たいと思います。

　私は、北中城村の代表として長崎に3泊4日の平和学習に行
きました。平和学習では、原爆資料館を見学したり、原爆のこと
についてたくさん学びました。さらに、青少年ピースフォーラム
では、被爆者である小峰さんの話を聞きました。小峰さんは爆
心地から0.5kmの距離で被爆し、体に火傷のあとが残ってしま
い、そのせいで学校に行くといじめられ、つらい思いをしたそう
です。3回も手術を行って火傷のあとは取り除くことができたそ
うですが、心の傷はなかなかいえることはなかったのではと感
じました。そのことから私は、戦中だけでなく、戦後に生き残っ
たことについても大変な苦労があり、これらについても知る事
が大事なのだと思いました。最後に研修を振り返ってみると、は
じめは不安しかなく、同じ沖縄県から参加した参加者とあまり
話せませんでしたが、研修が進んでいく中で他県の参加者も含
めて親しくなれたので、自信が
つきさらに信頼関係もできまし
た。そのことから私は戦争はお
互いの国が親しくして、信頼関
係を結めば戦争など起こらな
いのではと思いました。

核兵器のおそろしさ 戦争を許さない

平和学習を通して学んだこと 長崎平和学習で学んだこと

松本 夏実 宜保 心好

宮城 愛花 與那原 開

　８月７日から１０日までの４日間、北中城中学校の２年生４人
が、長崎平和学習の旅へ参加しました。
　原子爆弾の被爆地でその痕跡を見聞きし、また平和祈念
式典や青少年ピースフォーラムへ参加することにより、多く
の事を学んだ参加者の感想文を紹介します。（一部抜粋）

長崎平和学習の旅
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確かな技術と地域貢献

・スプリンクラー工事業

https://www.okieidev.co.jp/
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　　 お知らせ

■110番の正しい利用に協力を！
警察では、毎年１
月10日 を「110番
の 日 」と 定 め て、
110番の正しい利
用方法について、
県民の皆様にお知
らせしています。
　110番は、事件
事故が発生した際に、警察へ連絡し
ていただくための緊急の電話です。
県民の皆様の110番通報に迅速かつ
的確に対応するため、急を要しない
要望や相談などについては、警察相
談専用電話（＃9110）まで連絡する
ようお願い致します。

　　 求人

■「うるま市就職フェア」うるま市
ではたらこプロジェクト！ 就職・
見学説明会
日  1月30日（水）午後１時30 ～午後４時
内  未経験・無資格から応募可能な正
社員・正社員登用制度有の求人が中
心。応募の前に職場見学の申し込み
が可能（見学後の応募の判断は自由
です）。就職イベント初参加の方も
安心。事前の「活用セミナー」にて丁
寧にアドバイス。
場  うるま市役所（大講堂）¥  無料
対  すべての求職者／予約不要
問  うるま市ではたらこ事務局　運営
企業：（株）求人おきなわ
☎098−862−3200
詳細はHP「うるま市ではたらこ」で
検索

■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。（職業訓練は、
常に募集内容が異なります）
◎業種によって、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
◎農作業を希望者へ、農業求人（ＪＡ
おきなわ）一覧あり。
◎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。
◎進学（高等学校など）を希望しない
お子さまの職業相談等あり。在学中
でも、早期相談により、今後の就職
等を含めた進路決定が可能です（中学
卒業後の場合、法律上、就労開始は、
卒業後最初の４月１日以降）。
◎現在、村ホームページ内で、雇用
サポートセンター登録、新着求人情
報更新が出来ないため、新着求人に
関しては、直接お問い合わせください。
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分～午後３
時30分まで。

　　 ご芳志

◆村老人クラブ連合へ
▼大屋正弘様（仲順59番地）１万円
母　大屋キヨ様のカジマヤー記念祝
として
▼比嘉和枝様（荻道29番地）

（金額の掲載を希望しない）米寿記念
祝として

▼仲宗根春子様（島袋119−1番地）　
３万円　カジマヤー記念祝として
▼松本隆様（荻道53番地）（金額の掲
載を希望しない）米寿記念祝として
▼安里永 様（荻道11番地）2万円
米寿記念祝として
▼安里光子様（荻道44番地） ２万円
米寿記念祝として
▼仲村和子様（瑞慶覧422−6番地）
３万円　米寿記念祝として
▼中村澄子様（大城390番地）3万円
米寿記念祝として

◆育英会へ
▼仲村和子様（瑞慶覧422−6）
３万円　米寿記念祝として
▼中村澄子様（大城390）3万円
米寿祝記念として

◆社会福祉協議会へ
▼中村澄子様（大城390） ３万円
米寿祝記念として
▼仲宗根春子様（島袋119番地1）
3万円　カジマヤー祝記念として
▼安里永 様（荻道11番地） ２万円
米寿祝記念として
▼松本隆様（荻道53番地）金額記載な
し　米寿祝記念として
▼比嘉和枝様（荻道29番地） ３万円
米寿祝記念として
▼安里光子様（荻道44番地） ２万円
米寿祝記念として
▼安里昌一様（喜舎場115番地）
3万円　故妻　安里秀子様の香典返
しとして 
▼仲村和子様（瑞慶覧422−6）
3万円　米寿記念祝として

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 講師講電話 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。
12月号→P.11　information 「ご芳志」

（誤）大城静子様　屋宜原595　3万円　　
カジマヤー祝記念として

（正）大城静子様　屋宜原595　3万円　　
米寿記念として

1月は村県民税第４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
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

8月31日 終了
終了

終了終了

終了

終了

納め忘れに注意！

2019. 1月号 広報 
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762円

沖縄県最低賃金

特定（産業別）最低賃金
〈糖類製造業〉※3〈新聞業〉 〈自動車（新車）小売業〉※1 〈各種商品小売業〉※2

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。　使用者も、労働者も、チェックしなくちゃ、最低賃金
最低賃金に関するお問い合わせは、沖縄労働局 賃金室〈☎（098)868-3421〉又は最寄りの労働基準監督署へ。

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/

最低賃金に関する特設サイト
https://pc.saiteichingin.info/

最低賃金制度 検索

平成30年11月25日（日）から 平成30年10月3日（水）から平成30年11月23日（金）から平成30年11月15日（木）から 平成30年11月18日（日）から

那覇労働基準監督署

☎（098）868-8033

沖縄労働基準監督署

☎（098）982-1263

名護労働基準監督署

☎（0980）52-2691

宮古労働基準監督署

☎（0980）72-2303

八重山労働基準監督署

☎（0980）82-2344

※1、２、３については、10月3日以降、それぞれの特定（産業別）最低賃金の効力発生日の前日までの間、　上記沖縄県最低賃金（762円）が適用されます。

賃金と業務の改善を応援する業務改善助成金 働き方改革を支援します。まずはご相談を！

●沖縄県働き方改革推進支援センター 

パソコンでも最低賃金がチェックできます！

時間額

ご存知ですか？

平成30年10月3日から

最
低
賃
金
、

確
認
し
た
？

わ
し
た
島
ぬ

最
低
賃
金
？

TEL:0120-420-780
●雇用環境・均等室

TEL:098-868-4403

〈清涼飲料、酒類製造業〉・〈畜産食料品製造業〉

　上記の最低賃金は、平成30年

度は改正がありませんでした。

　このため、平成30年10月3

日からは、沖縄県最低賃金が適

用されます。

「第27回2019おきなわマラソン」　交通規制ご協力のお願い

レース中は、ドライバーや沿道の住民・輸送関係の皆さまに大変ご迷惑をおかけします。
警察官や大会役員の指示・案内標識等に従って交通規制へのご協力をお願いいたします。

開催日： 2019年2月17日 （日）　　　　時　間：午前9時～午後3時15分
　

平成30年度分の下水道排水設備
接続工事についてのお知らせ

　平成30年度に下水道接続促進事業補助金申請を行い、現在接続工事中の
皆様におかれましては、工事の完了検査を１月末日までに済ませていただ
くようにお願い致します。
　平成30年度分の補助金申請受付は、平成30年12月28日（金）をもって終
了致します。新年度（平成31年度）の補助金交付等詳細につ
きましては、新年度に入ってからお知らせする予定としてお
ります。（4月下旬ごろ）
　今後とも下水道事業へのご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

平成31年　村民新年会・村功労者表彰式のご案内

平成31年 村民新年会・村功労者表彰式

新年の門出と北中城村の更なる飛躍を期して、
下記のとおり「村民新年会・村功労者表彰式」を開催致します。
多くの村民の皆さまのご来場をお待ちしております。

とき： 2019年１月７日（月） 時間： 午後６時３０分～
場所：村立中央公民館　　　   会費：１,０００円
村功労者名：外間　清子　（前大城自治会長）

伊佐　信榮　（渡口自治会長） 



地域で子育てのお手伝いをしませんか？

2019年2月5日（火）・6日（水）・12日（火）・13日（水）・14日（木）の5日間
午前10：00～午後4：00 （昼食休み有） ※2月5日のみ午前9：00開始
全日程受けられなくてもOK！次回補講で補える事が出来ます！

身近にある整骨院や接骨院ですが、健康保険が使える場合と使えない場合があるのをご存知でしたか？
施術所の看板に「健康保険取扱」と表示されていても、健康保険が適用されないケースもあります。

柔道整復師

はり・灸・あん摩・マッサージ
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症など。 
筋肉がまひして自由に動かせない（筋まひ）、間接拘縮等の症状の改善が
目的の施術。

※上記の理由により、医師が必要と認めて医師の同意書や診断書がある場合に保険適用となります。
　また、疲労回復や慰安目的、病院や診療所などで同じ疾患を治療中の場合は保険適用ができません。

健康保険が使える場合 健康保険が使えない場合

村役場 健康保険課 国民健康保険係
☎935-2233（内線263）

・捻挫、打撲、挫傷（肉離れなど）
例）転んで足首を捻ったり、スポーツ中に捻挫をしたりなど
・骨折、脱臼（応急処置の場合や医師の同意がある場合）

・日常生活から来る単なる肩こりや筋肉疲労など
・内臓疾患や脳疾患後遺症から来る痛み
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中の負傷

　北中城村では、「医療費適正化」の一環として、整骨院・接骨院などの施術所で受診された施術内容・施術経過・負傷原
因などを、受診者のみなさまへ照会させていただいております（保険適用分のみ）。この照会は、施術所からの請求内容
が適正であるかを確認するためであり、点検機関（ガリバーインターナショナル株式会社　所在地：沖縄県那覇市）に業
務委託しております。点検機関から照会文書が送られてきましたら、回答をご記入いただき期限までに「保険管理セン
ター」宛にご返送くださいますようお願いいたします。

お問合わせ
※内容照会は、受診した数ヵ月後に届きますので、確認のためにも領収書などの保管をお願いいたします。
※平成17年度4月施行の個人情報保護法に基づき、回答された内容は、委託先との間で「施術所に確認す
る際の資料としてのみ使用する」旨の契約を交わして取り扱われます。

はり・灸

あん摩・マッサージ

柔道整復師、はり・灸・あん摩・マッサージの施術について柔道整復師、はり・灸・あん摩・マッサージの施術について

施術内容照会ご協力のお願い

　ファミリーサポートセンターは『子育ての援助をしてほしい
方』と『援助を行いたい方』が会員となって行う地域の相互援
助活動で、有償ボランティアです。
　主な活動として、お子さんの学校や塾への送迎、お宅での一
時預かりなどがありますが、援助活動を行うには子どもに関す
る研修を受けて頂く必要があります。
　子育てに頑張っているお母さん、お父さんのお手伝いをして
みませんか？子どもが大好きで心身ともに健康な方なら資格は
問いません。皆様からのお申し込みをお待ちしております。

　姉妹町村である岩手県葛巻町にある葛巻高等学校
では山村留学生を募集しています。
　平成30年度は全国から3名の受入がありました。学
生寮を完備しており、様々な体験活動や、無料の町営学
習塾などもあり、高い進学・就職率の実績があります。

子育てサポーター養成研修会
受講者大募集！！

岩手県 葛巻高等学校 
山村留学生募集

国民健康保険の適正な
運営のために、ご理解・
ご協力のほどよろしく
お願いいたします！

日 時

嘉手納町役場（2階中会議室）場 所

保育の心、子どもの世話と遊び、子どもの栄養と食生活、
病気の対応など

内 容

30名定 員無料受 講 料 あり（予約制）託 児 室

定員に達し次第締切申込期間

資料配布
村役場総務課 ☎935－2233（内線315）

北谷・嘉手納・北中城
ファミリーサポートセンター（ファミサポネットゆくる）
☎989-9763

お問合わせ
お申込み先

第19回 
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　年末・年始におけるごみ収集及びし尿くみ取りは下記の通りとなっていますので、
お知らせ致します。村民の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
※収集区域がわからない方は、住民生活課（環境対策係）までお早めにお電話ください。

　所得税法や地方税法では障害者手帳(身体、精神)や療育手帳
の交付を受けている方以外の方でも、「これに準ずる者」とし
て、市町村長の認定を受けた場合には、「障害者控除」として
所定の金額を所得から控除することができます。
　介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、申請
により村が定める認定基準に該当する方には「障害者控除対象
者認定書」を発行します。「障害者控除対象者認定書」を確定申
告の際に添付して控除を受けることができます。条件によっ
て認定されない場合もありますのでご了承ください。

※要介護認定を受けている …（要支援1〜2、要介護1〜5）
※控除を受けるためには、『障害者控除対象者認定書』を添付

して確定申告をする必要があります。

　おむつ代の医療費控除の対象にするには、医師が発行する
「おむつ使用証明書」と支出したおむつ代の領収書が必要です。
　上記の書類を確定申告の際に添付して控除を受けることが
できます。ただし、要介護認定を受けている方で、次の1.と2.の
両方に当てはまる場合は、「おむつ使用証明書」に代えて、福
祉課に申請後発行される「主治医意見書内容確認書」と支出し
たおむつ代の領収書で、税額の控除を受けることができます。
※なお、所得額や領収書の合計金額により受けられない場合

もあります。
１. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
２. 介護保険の要介護認定の際に用いる主治医意見書により、 

寝たきりで尿失禁の状態であることが確認できること。
※おむつ代金が戻ってくるものではありませんのでご了承く

ださい。

平成31年1月4日（金）から通常どおり業務を行います。
  問い合わせ    北中城村役場　住民生活課（環境対策係）　 TEL 935−2233（内線：238・239）

 問い合わせ   福祉課高齢者福祉係　 TEL 935−2233（内線：260）

収 集 区 域
最 終 収 集 日

燃やすごみ 燃やさないごみ
有害・危険ごみ 資源ごみ

島袋・比嘉 12月31日（月） 12月25日（火） 12月28日（金）
熱田・和仁屋・瑞慶覧 12月31日（月） 12月26日（水） 12月25日（火）
仲順・渡口・屋宜原・美崎 12月28日（金） 12月26日（水） 12月27日（木）
喜舎場 12月28日（金） 12月27日（木） 12月26日（水）
荻道・大城 12月28日（金） 12月29日（土） 12月17日（月）
石平 12月29日（土） 12月27日（木） 12月17日（月）
安谷屋 12月29日（土） 12月28日（金） 12月17日（月）
県営団地 12月29日（土） 12月28日（金） 12月25日（火）

ライカム
アワセカントリーハイツ
アワセハイツ
アワセレイクビュー

12月29日（土） 12月27日（木） 12月26日（水）

パークサイド　　　　　　　　　　　
ベルエアー　　　　　　　　　　　　
大西テラスハイツ　　　　　　　　　

12月31日（月） 12月26日（水） 12月25日（火）

粗 大 ゴ ミ 受付：12月26日（水）まで　　収集：12月27日（木）
し尿くみ取り 12月28日（金）まで　　北中衛生　TEL 935 ー 2169

年末年始のゴミ収集及びし尿くみ取りについて

障害者特別控除および、おむつ代医療費控除について
障害者控除 おむつ代医療費控除

◎対象者と代理人の認印を必ずご持参ください。認定書の発行までに数日かかる場合もあります。
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文化振
興

だよ
り文化振
興

だよ
り

郵便局のはじまり ～歴史風
ふ う

致
ち

資産調査より～

あけましておめでとうございます。平成最後の年賀状、たくさん届いたでしょうか？

今回は、郵便に関わることをご紹介します。

　北中城村の郵便局開設には、喜舎場出身の安
あ

里
さと

永
えい

太
た

郎
ろう

氏（屋号：新
ミー

仲
ナカ

宗
ジュ

根
ニ

）の尽
じんりょく

力があったことをご存じでしょうか？
昭和初期、北中城村区域の郵便は中城村伊

い
舎
しゃ

堂
どう

に所在する中城郵便局が取り扱っていました。それを不便だと感じた安
里氏は、郵便局設置の運動を始めました。各字

あざ
の責任者である全議員の賛

さんどう
同を得るために、議員の家を一軒一軒まわって

嘆
たんがんしょ

願書に署名をしてもらい、さらに2万円の保証金を工面して、※1逓
ていしん

信省
しょう

へと提出しました。それが実り、1934（昭和9）
年に郵便局の前身である「喜舎場郵便取扱所」が開設され、安里氏が所長となりました。さらに1937（昭和12）年には、
「喜舎場郵便局」に昇格し、1941（昭和16）年には「北中城郵便局」と改称しました。初代局長も安里氏が務めました。
郵便業務は手紙・小包・為替・生命保険・電報・電話などを取り扱っており、配達は徒歩で行われ、電報だけ自転車を使っ
て昼夜を問わず配達していました。しかし、戦争のため1945（昭和20）年3月には業務停止となり、安里氏も大

おお
田
た

為
い

正
せい

氏
（仲順の大順堂医院の医師）や西原の郵便局長の翁

お
長
なが

正
せい

吉
きち

氏らと
一緒に行動し、糸満で捕虜となりました。
　戦争終了後、1945（昭和20）年9月4日に※2沖縄諮

し
詢

じゅん
会
かい

が各地
の市長に郵便引受け配達事務取扱いを委嘱し、戦後の郵便業務が
再開されました。北中城郵便局も、翌年の1946（昭和21）年4月24
日には再建することができ、安里氏は1950（昭和25）年まで局長
を務めていました。
　文化振興係では歴史風致資産調査の一環として、戦前の集落の
様子などについて聞き取り調査を行っております。今回の北中城郵
便局についても何か情報がありましたら、ぜひお知らせください。
これからもご協力よろしくお願いします。

　
　参考文献：『北中城村史 第2巻 民俗編』
　　　　　 『北中城村史 第4巻 戦争・証言編一』
　　　　    『喜舎場誌』

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

▲北中城郵便局職員　1947（昭和22）年 
（『北中城村史　民俗編』P259より転載）

“POST OFFICE
北中城郵便局”
の文字が見える

安里 永太郎 氏

  電話番号 050－5578－2623
（最新配信情報が自動音声で流れます。通話料が発生します）

北中城村地域安全・防災メール  ～村情報配信システム開始！～
　北中城村では、新たな情報伝達手段として、村役場
からの情報を携帯電話やパソコンへメールへ配信する
システムを開始しました。
　「北中城村地域安全・防災メール」に登録し、防災情
報やイベント、子育て支援情報などいち早く受け取り
ましょう。

お問い合わせ  村役場総務課総務係　☎935－2233

北中城村テレフォンサービス用

 

登
録
手
順

　

 

①コチラのメールアドレスに空メールを送りましょう。
bousai.kitanakagusuku-vil@raiden2.ktaiwork.jp

家屋を取り壊した場合はすみやかに届出を
　家屋を取り壊したが、届出をしていない、
あるいは滅失登記をしていない場合は、取り
壊されていても把握できないことがあり、次
年度も課税されることがあります。　
　家屋を取り壊したときは、家屋滅失届出を
役場税務課まで提出して下さい。

※解体証明書等が必要に
なる場合があります。

北中城村テレフォンサービス用問い合わせ先　税務課　資産税係内線（222・223）

1885（明治18）年に発足した中央官庁。
郵便や通信を管轄した。
戦後の沖縄最初の中央政治機構。
委員長は志喜屋孝信氏。

※1 逓　信　省…

※2 沖縄諮詢会…
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比嘉 則子さん

新  民生委員・児童委員

■高校生ビジネススクール～きたなかティーンズJOBクラブ～受講生大募集！
　北中城村在住の高校生や北中城村の産業に興味のある高校生を対象に、リーダーシップやグローバルな視点を取り入れたまち
づくりについて考える『高校生ビジネススクール～きたなかティーンズJOBクラブ～』を今年も開催します。
　県内最大級イオンモール沖縄ライカムを舞台に、普段見ることのできない商業施設のバックヤードや、イオンモールを中心とし
た北中城のまちづくりがわかる見学ツアーを行います。県内だけでなく、国内外からも多くの方が訪れる魅力を大公開します！ま
た、沖縄に寄港する大型クルーズ船についても学べます。2020年度開始の「新大学入試」キャリアパスポート対策にも最適です！
未来の地域を一緒に考えていこう！！

日　時：2019年1月26日（土）10:30 ～15:30
場　所：イオンモール沖縄ライカム

※参加については、会場収容可能な人数の関係上、事前の申し込みが必要となります。
　WEB（https://www.secure-cloud.jp/sf/1544082544niMtAoTC）からの
　申し込み、または、右記の連絡先へお申込みください。

「その調理、９割の栄養
       捨ててます！」

東京慈恵会医科大学付属病院栄養部 監修
あなたの調理はもったいない！？栄養素を失
わない加熱の法則、食材を劣化させない保
存テク、得する食材選びなど体が変わる食べ
方のコツを紹介！

「日本人の９割がやっている
残念な習慣」

ホームライフ取材班　編
目薬のあと、目をパチパチする。缶詰を
買ってすぐ食べる…その習慣、損する!危な
い!効果なし!? ダメな理由と正しいやり方
を解説し、一歩進んだ裏ワザ的な方法も
紹介！

「まちを読み解く－景観・
歴史・地域づくり－」

西村幸夫・野澤康　 編
国内29カ所の特色ある地域を選び、その歴
史、地形、生活などから、いかにしてそのまち
を読み解くかを具体的に解説。県内からは、北
中城村大城地区のまちづくりが紹介されてい
ます！

ホームページ：http://gj-kitanakagusuku.com/　　 E-MAIL：kitanaka@goodjoboki.com
お問合せ／北中城村グッジョブ地域連携協議会　☎：080(8379)1053　※平日 午前9時～午後6時

みんなで育てよう！北中城の未来の人財！

こちらの
QRからも

申し込みOK!
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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） 

専門相談員への相談は/ ☎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

1月9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）

1月10日（木）　午後 1時～午後 4時 
 予約制です 

1月11日（金）　午前10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

1月 9日（水）
安谷屋公民館

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）

児童生徒およ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

17 2019. 1月号 広報 



2019. 1月号 広報 18





19 2019. 1月号 広報 




