
村の人口（5月末現在、カッコ内は先月比） 男 8,503（-2） 女 9,158（＋3） 計 17,661（＋1） 世帯数 7,398（＋7）

「広報 きたなかぐすく」Facebook はじめました !
ふたたび

2020

7
NO.631

国保料免除申請
美咲養護特別支援募集

12
８ 狂犬病注射延期

  
10

〈今月号の内容〉

中北消防職員採用試験 ９

５月 30 日は　ごさまるくんの

誕生日でした！

中城村

ゆるキャラも

ディスタンス

プレゼント



日本在住すべての方へ 特別定額給付金 １人10万円
2020年4月27日時点
で住民基本台帳に記
録されている人

北中城村役場
総務課  935-2233

（内線314）
8月24日給付

家賃支払が苦しい 住居確保給付金
原則3ヶ月家賃相当
額を支給

休業で収入が減少
した方

沖縄県就職･生活支援
パーソナルサポート
センター
0120-60-3999

学校等休業助成金･支援
金相談コールセンター
0120-60-3999

8月24日

9月30日

給付

緊急でお金が必要

子育てで仕事が
できない

緊急小口資金

貸付上限10万円（特
別な場合は20万円）。
措置期間1年以内、償
還期間10年以内

主に休業された方
北中城村社協
935-4520 9月貸付

総合支援資金

小学校休業等対応

貸付上限15万円。月
20万円。措置期間1年
以内、償還期間10年
以内

小学校休校で休業し
た労働者1日あたり
4,100円を助成

主に失業された方

2月27日～6月30日
の間仕事ができな
かった。

9月貸付

給付

種 類

個
人･

世
帯
向
け

内 容 対 象 締め切り連 絡 先

沖縄県社協
098-887-2000

個人向け支援
水道基本料金全額免除 （上下水道課）

生活困窮者に対するフードバンク実施支援 （福祉課）

５～６月の水道基本料金全額免除
対象：北中城村と給水契約を結んでいる水道使用者（家事用、営業用）

生活に困窮されている世帯へ緊急的に食料品等を配布。
対象：生活困窮者（村社協フードバンク事業）

新型コロナウイルスに関する

地元商品の販売強化イベント
開催 （農林水産課）

テレワークによる多様な働き方を支援 （企画振興課）

新型コロナに負けない！北中城村の観光活性化に対する取り組みを支援 （企画振興課）
村の資源を活用した着地型観光コンテンツの開発・発信に取り組む事業を支援します。
対象：村内団体

事業者向け支援
北中城村中小企業への支援給付金 （企画振興課）

新型コロナウイルスに関する

低所得のひとり親世帯への臨時給付金 （福祉課）
児童扶養手当受給世帯に対し、１世帯５万円、第２子以降１人当たり３万円、
さらに離職や収入減少世帯５万円給付

子育て世帯への臨時特別給付金 （福祉課）
児童手当の受給者に対し、児童１人あたり1万円給付

北中城村独自

北中城村独自

北中城村独自

北中城村独自

北中城村独自

北中城村独自

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策への支援 （企画振興課）

村役場 935-2233村役場 935-2233

第２波、第３波に備えるため、テレワークの働き方を支援しま
す。テレワーク検討者へのコワーキングスペース試用期間中
の利用料を支援します。

対象：村内事業所に勤務する者、村内事業所に勤務する村民

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に必要な消耗品や備
品の購入に要する費用を補助します。　対象施設：村内飲食店

販売が落ち込んでいる地元商品の販売強化イベントを
開催します。
対象：村内農水産関連事業所団体等

詳しくはP11参照

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している
村内中小企業への迅速な経営支援を行うため、２０万円を給
付します。
対象：北中城村または、村商工会でセーフ
ティーネット保証等の認定を受けた村内に事
業所を有する中小企業者

締め切り

8/31
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保育所、学校、保護者向け支援
生徒１人１台タブレット端末の整備 （教育総務課）

認可外保育所への利用料支援事業 （福祉課）

新型コロナウイルスに関する

北中城村役場
企画振興課
982-9216（内線415）

取引のあるまたは最寄
りの金融機関

2020年
9月1日

感染症拡大の影響で
売上減少

セーフティー
ネット保証４号
（突発災害）

100％保証（前年比
20％～売上減）

80％保証（前年比5％
～売上減）

１ヶ月の売上が前年
同期+2ヶ月比20％
以上減少

１ヶ月の売上が前年
同期+2ヶ月比5％
以上減少

融資

セーフティー
ネット保証5号
（業況悪化）

融資

売上高が急減する中
小企業･小規模事業者
において債務100％
保証

１ヶ月の売上が前年
同期+2ヶ月比15％
以上減少

危機関連保証の
認定融資

実質無利子・無担保・
保証料ゼロ・据置最
大5年の融資

セーフティーネット
保証４号・５号、危機
関連保証の認定を
受けた中小企業者

新型コロナウイル
ス感染症対応資金

融資

北中城村独自

資金繰りのための糧が
ほしい

持続化給付金
中小企業：最大200万円
個人事業：最大100万円
を給付

中小法人･フリーラン
ス含む個人事業者

持続化給付金事業
コールセンター
0120-115-570

2021年
1月15日

給付

従業員に休業して
もらう

雇用調整助成金

休業等助成1人1日
8,330円。助成率は企
業規模･雇用状況で
変動

雇用維持のため労
働者に休業手当な
どを支払う事業者

沖縄労働局沖縄女性
センター

2020年
8月31日

2020年
9月30日

2020年
9月1日

助成

こどもの世話で仕事
できない

農林漁業の仕事を継
続するため

小学校休業等
対応助成金

小学校等の休校で労
働者に有給休暇を取
得させた場合、8,330
円を上限に、賃金相
当額を助成

対象となる事業者

学校等休業助成金･支
援金相談コールセン
ター
0120-60-3999

沖縄金融公庫農林漁
業融資班
098-941-1840

助成

農林漁業
セーフティー
ネット基金

農林漁業者を対象と
した貸付（無利子･無
担保）限度額：1,200
万円、年間経営等の
12分の12

･農業（畜産業を含
む）、林業及び漁業
を営む方
･農林畜水産物の加
工・流通・販売の事
業を営む方

貸付

種類

事
業
者
向
け

内容 対象 締め切り連絡先

村内の公立小中学校の児童生徒がタブレットを活用して学習できる環境を整備します。
対象：村立小中学校（小５～６、中１）　今後すべての児童生徒対象予定。

幼小中学校への感染拡大防止用品の支援 （教育総務課）
村内の公立幼小中学校に対し、感染拡大防止に必要な消耗品、備品等を支援します。
対象：村立幼小中学校

登園自粛期間中（4/9～５/20）に登園を自粛した園児の利用料を補助します。
対象：村内認可外保育施設、村外の認可外保育施設を利用する保護者

北中城村独自
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北中城村民生委員・児童委員協議会が、コロナウイルス警戒
状況下における村内児童向けに手作り弁当（おにぎり･ゆで卵）
セットを200用意しました。

コロナ禍での手作り弁当配布は民生委員では初めての試み。
会長の安里信美さんは「食べ物は子どもたちの心を開いてくれ
る。民生委員が児童館と関わることで、困っている子どもを発見
できればと思っています」。

社協のフードバンクや
児童館で備蓄されている
米や調味料を活用し、卵は
EM研究機構から寄贈さ
れたものを活用しました。

手作り弁当は、仲順児
童館と島袋児童館に各
100食が配布されました。

「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 !

マスク寄贈
村内外の企業や団体の皆様より、北中城村内で必要なところに届けてほしいと

マスクの寄贈がありました。村内の医療機関や保育施設、福祉施設等で大切に使
用させていただきます。

「コロナで困っている人に役立てて」 
北中城にあしながおじさん

村社会福祉協議会に、村在住の匿名の男
性より52万円の寄付がありました。

社協では「福祉金庫貸付事業」、教育委員
会では「村育英会」奨学金の財源とするこ
とが検討されています。

第 30 回県民の警察官表彰4  
17

沖縄県市長会・沖縄県町村会主催
の「県民の警察官表彰」が行われ、沖
縄警察署警務課の東江修警部補が
県民の安全と平穏の確保への貢献
が認められ受賞しました。

この表彰は、日夜、地域の安全確
保と社会正義の確立のため活躍し
ている警察職員の功績を県民に広
く紹介し、明るく活力ある地域づく
りの一助として行われるものです。

5  
28 村内児童へ手作りおにぎり配布

6 
3

安心野菜の移動販売
第１回「あたいぐわぁ～マルシェ」

北中城村産の有機栽培野菜を移動販売するプロジェクト
「あたいぐわぁ～マルシェ」（主催：美ら花紅茶･上地直美代
表）の第１回販売が役場前でスタートしました。

午後４時すぎより畑直送のニンジンやオクラ、キュウリの
ほか、安谷屋の紅茶屋「美ら花紅茶」さんのフルーツティー、
瑞慶覧のパン屋「ときはや」さんの焼きたてパンが販売され
ました。

これまで、村内小規模農家で作った規格外野菜など出荷で
きないものは廃棄されていました。この活動を通してこれら
のフードロス解消、生産者と消費者の顔の見えるコミュニ
ティへの広がりを目的としています。

今後の情報等はFaceBook「安心野菜の移動販売　あたい
ぐわぁ～マルシェ」で検索。

中城村の村キャラクター・護佐丸（ごさまる）くんが５月
30日誕生日を迎え、北中城村の「北のぺーちん」がお祝いと
して「ひまわりの種」を用意し、中城村の糸蒲公園へ駆けつけ
ました。

世間ではゴミの日ということで、護佐丸くんは、中城村南
上原の糸蒲公園の草刈り作業中。中城村観光協会職員の島袋
雄一局長、比嘉薫さん、地域おこし協力隊の前田美奈子さん
らが村産島ニンジンケーキを用意し、お祝いしました。

中城観光協会Facebookでは、護佐丸や中城城跡の歴史、
局長の３時のおやつなど中城情報が満載です。

４
９

北中城村生活研究会
手作りみそ寄贈

村内の子ども達の給食に役立ててもらおうと、北中城村生
活研究会（仲村タツ子会長）が、手作りみそ22キロを北中城
村給食センターに寄贈しました。

同研究会では毎年約100キロのみそ作りを行っており、給
食センターへは毎年届けています。北中城村給食センター調
理員の真栄城守彦さんは「甘みがあっておいしく、子ども達
に評判が良い。毎年ありがたいです」。

同研究会の仲村会長は「時間をかけて手作りしています。
みなさんにおいしく食べてもらいたい。コロナに負けずに免
疫力をUPしてほしい」。みそは、学校が再開されるまで給食
センターで保存されます。

ご寄贈ありがとうございます！

太田建設（株） 様 　（株）丸松建設 様 （株）日興建設コンサルタント 様 （有）セーフティ沖縄 様

Happy Birthday 530
中城村ごさまるくん誕生日おめでとう

5
29

5  
29

「ライカム地区」
まちづくり功労者国土交通大臣表彰

北中城村アワセ土地区画整理組合が国土交通省の「まちづ
くり月間まちづくり功労者」として国土交通大臣表彰を受け
ました。魅力あるまちづくりの推進と、功績を残した個人や
団体に贈られます。全国から29団体が表彰され、沖縄県では
北中城のみ。 詳しくは「国交省HP　　」

【功績概要】土地利用計画で定める医
療福祉施設、複合型商業施設、防災
拠点をかねる健康･スポーツ施設を
誘致するなど官民一体による防災機
能を兼備したまちづくりに貢献。

《匿名男性より社協に寄せたコメント》
コロナウイルスの影響で、非正規

雇用の方や母子家庭の方々が困っ
ているのが気になっています。困っ
ている方を勇気づけ、地域が見捨て
てないことを伝えてほしい。
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北中城村民生委員・児童委員協議会が、コロナウイルス警戒
状況下における村内児童向けに手作り弁当（おにぎり･ゆで卵）
セットを200用意しました。

コロナ禍での手作り弁当配布は民生委員では初めての試み。
会長の安里信美さんは「食べ物は子どもたちの心を開いてくれ
る。民生委員が児童館と関わることで、困っている子どもを発見
できればと思っています」。

社協のフードバンクや
児童館で備蓄されている
米や調味料を活用し、卵は
EM研究機構から寄贈さ
れたものを活用しました。

手作り弁当は、仲順児
童館と島袋児童館に各
100食が配布されました。

「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 !

マスク寄贈
村内外の企業や団体の皆様より、北中城村内で必要なところに届けてほしいと

マスクの寄贈がありました。村内の医療機関や保育施設、福祉施設等で大切に使
用させていただきます。

「コロナで困っている人に役立てて」 
北中城にあしながおじさん

村社会福祉協議会に、村在住の匿名の男
性より52万円の寄付がありました。

社協では「福祉金庫貸付事業」、教育委員
会では「村育英会」奨学金の財源とするこ
とが検討されています。

第 30 回県民の警察官表彰4  
17

沖縄県市長会・沖縄県町村会主催
の「県民の警察官表彰」が行われ、沖
縄警察署警務課の東江修警部補が
県民の安全と平穏の確保への貢献
が認められ受賞しました。

この表彰は、日夜、地域の安全確
保と社会正義の確立のため活躍し
ている警察職員の功績を県民に広
く紹介し、明るく活力ある地域づく
りの一助として行われるものです。

5  
28 村内児童へ手作りおにぎり配布

6 
3

安心野菜の移動販売
第１回「あたいぐわぁ～マルシェ」

北中城村産の有機栽培野菜を移動販売するプロジェクト
「あたいぐわぁ～マルシェ」（主催：美ら花紅茶･上地直美代
表）の第１回販売が役場前でスタートしました。

午後４時すぎより畑直送のニンジンやオクラ、キュウリの
ほか、安谷屋の紅茶屋「美ら花紅茶」さんのフルーツティー、
瑞慶覧のパン屋「ときはや」さんの焼きたてパンが販売され
ました。

これまで、村内小規模農家で作った規格外野菜など出荷で
きないものは廃棄されていました。この活動を通してこれら
のフードロス解消、生産者と消費者の顔の見えるコミュニ
ティへの広がりを目的としています。

今後の情報等はFaceBook「安心野菜の移動販売　あたい
ぐわぁ～マルシェ」で検索。

中城村の村キャラクター・護佐丸（ごさまる）くんが５月
30日誕生日を迎え、北中城村の「北のぺーちん」がお祝いと
して「ひまわりの種」を用意し、中城村の糸蒲公園へ駆けつけ
ました。

世間ではゴミの日ということで、護佐丸くんは、中城村南
上原の糸蒲公園の草刈り作業中。中城村観光協会職員の島袋
雄一局長、比嘉薫さん、地域おこし協力隊の前田美奈子さん
らが村産島ニンジンケーキを用意し、お祝いしました。

中城観光協会Facebookでは、護佐丸や中城城跡の歴史、
局長の３時のおやつなど中城情報が満載です。

４
９

北中城村生活研究会
手作りみそ寄贈

村内の子ども達の給食に役立ててもらおうと、北中城村生
活研究会（仲村タツ子会長）が、手作りみそ22キロを北中城
村給食センターに寄贈しました。

同研究会では毎年約100キロのみそ作りを行っており、給
食センターへは毎年届けています。北中城村給食センター調
理員の真栄城守彦さんは「甘みがあっておいしく、子ども達
に評判が良い。毎年ありがたいです」。

同研究会の仲村会長は「時間をかけて手作りしています。
みなさんにおいしく食べてもらいたい。コロナに負けずに免
疫力をUPしてほしい」。みそは、学校が再開されるまで給食
センターで保存されます。

ご寄贈ありがとうございます！

太田建設（株） 様 　（株）丸松建設 様 （株）日興建設コンサルタント 様 （有）セーフティ沖縄 様

Happy Birthday 530
中城村ごさまるくん誕生日おめでとう

5
29

5  
29

「ライカム地区」
まちづくり功労者国土交通大臣表彰

北中城村アワセ土地区画整理組合が国土交通省の「まちづ
くり月間まちづくり功労者」として国土交通大臣表彰を受け
ました。魅力あるまちづくりの推進と、功績を残した個人や
団体に贈られます。全国から29団体が表彰され、沖縄県では
北中城のみ。 詳しくは「国交省HP　　」

【功績概要】土地利用計画で定める医
療福祉施設、複合型商業施設、防災
拠点をかねる健康･スポーツ施設を
誘致するなど官民一体による防災機
能を兼備したまちづくりに貢献。

《匿名男性より社協に寄せたコメント》
コロナウイルスの影響で、非正規

雇用の方や母子家庭の方々が困っ
ているのが気になっています。困っ
ている方を勇気づけ、地域が見捨て
てないことを伝えてほしい。
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  お知らせ
■青い羽根募金について

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、船舶の遭難や海洋レ
ジャー事故の際の人命救助、及びその
訓練、機材の購入等に活用されます。村
民の皆様のご協力よろしくお願いいた
します。
【募金の振込先】
沖縄銀行  高橋支店  普通 1526329
琉球銀行  壺屋支店  普通　4139
海邦銀行  泊支店  普通 0-508-276
ゆうちょ銀行  01780-5-46048
名義：公益社団法人琉球水難救助会

　琉球水難救済会　☎868-5940

  募集
■令和２年度沖縄県介護保険
　広域連合職員採用候補者試験
　令和２年９月20日（日）（第一次試験）
　令和２年８月３日（月）～８月21日（金）
　◎試験区分／一般行政職（初級・中

級・上級）
　◎採用予定人数／若干名
　☎911-7500
※詳しくは県介護保険広域
連合HPをご覧ください。
■危険物取扱者試験
　令和２年８月16日（日）
　北部農林高校、那覇工業
高校、琉球大学工学部
　甲種・乙種（第１～６類）、
丙種※HPから申請できます。
　令和２年７月９日（木）～16日（木）
　（一財）消防試験研究センター沖縄県支部
☎941-5201
■令和２年度若年者ジョブトレーニン

グ訓練生募集
座 学 研 修（15日

間）・OJT職 場 訓 練
（3か 月）。OJT後 は
長期的な継続雇用
を目指します。

【募集期間】令和２年７月～　
10月29日

県内在住の40歳未満の求職者
※詳しい内容や問い合わせは下記まで。

若年者ジョブトレーニング事務局
☎866-3611

 ご芳志　ご芳志ありがとうございます

■村役場へ
▼(株)シビルエンジニアリング様（那覇

市首里儀保町4丁目93番地）10万円
　一般寄附金として

■村社会福祉協議会へ
▼(資)屋宜原自動車整備工場様 (瑞慶

覧679-2)　１万175円
　社会福祉事業の寄付として

■村育英会へ
▼あしながおじさんもどき様  26万円
　一般寄付として

場

問

電話 メール

日時日 場所場
定員定 申し込み申
料金￥ 問い合わせ問

FAXF

締め切り〆
内容内 対象対

対

Information

【問い合わせ】 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/

　中城北中城消防組合職員
採用候補者選定試験

令和２年度北中城村体育協会事業
および社会体育事業の

開 催 中止について

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏
まえ、参加者及び関係者の安全等に考慮し、
下記の体育事業について、開催中止を決定
しましたのでお知らせします。

①北中城村体育協会事業
（各種競技、村陸上競技大会）

②第33回小学生球技大会・
第41回中学生球技大会

③第22回教育長杯
ミニバスケットボール大会

④第25回ふれあい
グラウンドゴルフ大会

⑤海邦国体記念北中城村長杯OFA 
　第32回沖縄県選抜少年サッカー大会

７月は固定資産税第２期の納期となっております。
第 2 期 第 3 期 第 4 期第 1 期

令和３年
３月１日12月25日7月31日４月30日固定資産税

令和３年
２月１日11月2日8月31日村県民税

軽自動車税
終了

６月１日

終了

終了
6月30日

　※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。

【問い合わせ】 村役場  税務課  徴税係　☎935-2233（内線227）

日

日

問

問

問

〆

〆

内

内

内

〔対象児〕　令和３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
〔入学者選抜募集説明会実施日〕　令和２年９月３日（木）　午後４：00～５：00
　　　　　　　　　　　　　　　※新型コロナウイルス等の状況によっては、日時等を変更する場合もあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、沖縄県立美咲特別支援学校ホームページをご確認ください。

〔場　所〕　沖縄県立美咲特別支援学校　幼稚部
　　　　　※志願希望者は、9月30日(水)までに教育相談を受けることが条件となります。
　　　　　　早めにお問い合わせください。

〔出願期間〕　令和２年11月12日・13日午前９時～午後5時（13日は午後４時まで）
〔入学者選考日〕　令和２年11月26日（木）、11月27日（金）のいずれか１日

【問い合わせ】 沖縄県立美咲特別支援学校  幼稚部　☎938-1037

沖 縄 県 立 美 咲 特 別 支 援 学 校
令 和３年 度  幼 稚 部（ ３・４・５歳 児 ）募 集

職種 試験区分 受験資格

消
防
職（
若
干
名
）

全
区
分
共
通

①

②

③

④

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
（令和３年３月卒業見込みの者を含む。）

平成２年４月２日以後に出生した者

令和２年６月20日現在、中城村又は北中城村に住民登録がされ、居住している者
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、
令和２年６月20日現在、中城村又は北中城村に本籍を有する者

普通自動車運転免許取得者。
ただし、採用後自己負担により大型自動車第一種免許を取得することを条件とする。

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

学校教育法による短期大学卒業者（令和３年３月卒業見込みの者を含む。）

学校教育法による高等学校卒業者（令和３年３月卒業見込みの者を含む。）

上級　　 Ａ

初級　　 Ｃ

中級　　 Ｂ

試験区分・受験資格

試験会場 試験内容 試 験 日 程 告示・配布・受付期間

一
次
試
験

沖縄県消防学校
中城村北上原
910番地

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

面接試験
二
次
試
験

令和２年６月22日
告示

《一次試験受付期間》
令和２年７月29日～８月14日
午前９時～午後５時（平日）
中城北中城消防本部

《申込書配布》
令和２年６月22日～８月14日
午前９時～午後５時（平日）
中城北中城消防本部  又は
ホームページよりダウンロード

令和２年９月20日(日） 
受付  午前９時15分～９時45分

　　　(説明：９時45分～10時00分)
開始  午前10時00分

受付  午後１時30分～１時45分
開始  午後２時00分

令和２年11月29日(日）
受付  午前８時30分～８時45分
開始  午前９時00分

試験会場・内容・日時・告示 配布 受付等

令和２年度令和２年度

【問い合わせ】 
村教育委員会　生涯学習課　935-3773

看護小規模多機能ホーム若松きたなかぐすく

北中城村安谷屋 1346-1 1F  098-982-0181  

「通い」「泊り」「訪問」３つの機能を柔軟に組み
合わせ、医療が必要な方でも、当事業所の看護
スタッフで対応し、必要に応じて当事業所か
ら訪問看護サービスも実施、在宅での療養生
活支援を行っていきます。

ファミリークリニック
きたなかぐすく

年中無休で営業しています。
お気軽にご相談下さい。

←渡口交差点

↑
至
那
覇

名
護
↓

北中城村役場

高
速
道
路

看護小規模多機能ホーム
若松きたなかぐすく
利用相談・見学 随時受付中
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  お知らせ
■青い羽根募金について

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、船舶の遭難や海洋レ
ジャー事故の際の人命救助、及びその
訓練、機材の購入等に活用されます。村
民の皆様のご協力よろしくお願いいた
します。
【募金の振込先】
沖縄銀行  高橋支店  普通 1526329
琉球銀行  壺屋支店  普通　4139
海邦銀行  泊支店  普通 0-508-276
ゆうちょ銀行  01780-5-46048
名義：公益社団法人琉球水難救助会

　琉球水難救済会　☎868-5940

  募集
■令和２年度沖縄県介護保険
　広域連合職員採用候補者試験
　令和２年９月20日（日）（第一次試験）
　令和２年８月３日（月）～８月21日（金）
　◎試験区分／一般行政職（初級・中

級・上級）
　◎採用予定人数／若干名
　☎911-7500
※詳しくは県介護保険広域
連合HPをご覧ください。
■危険物取扱者試験
　令和２年８月16日（日）
　北部農林高校、那覇工業
高校、琉球大学工学部
　甲種・乙種（第１～６類）、
丙種※HPから申請できます。
　令和２年７月９日（木）～16日（木）
　（一財）消防試験研究センター沖縄県支部
☎941-5201
■令和２年度若年者ジョブトレーニン

グ訓練生募集
座 学 研 修（15日

間）・OJT職 場 訓 練
（3か 月）。OJT後 は
長期的な継続雇用
を目指します。

【募集期間】令和２年７月～　
10月29日

県内在住の40歳未満の求職者
※詳しい内容や問い合わせは下記まで。

若年者ジョブトレーニング事務局
☎866-3611

 ご芳志　ご芳志ありがとうございます

■村役場へ
▼(株)シビルエンジニアリング様（那覇

市首里儀保町4丁目93番地）10万円
　一般寄附金として

■村社会福祉協議会へ
▼(資)屋宜原自動車整備工場様 (瑞慶

覧679-2)　１万175円
　社会福祉事業の寄付として

■村育英会へ
▼あしながおじさんもどき様  26万円
　一般寄付として

場

問

電話 メール

日時日 場所場
定員定 申し込み申
料金￥ 問い合わせ問

FAXF

締め切り〆
内容内 対象対

対

Information

【問い合わせ】 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/

　中城北中城消防組合職員
採用候補者選定試験

令和２年度北中城村体育協会事業
および社会体育事業の

開 催 中止について

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏
まえ、参加者及び関係者の安全等に考慮し、
下記の体育事業について、開催中止を決定
しましたのでお知らせします。

①北中城村体育協会事業
（各種競技、村陸上競技大会）

②第33回小学生球技大会・
第41回中学生球技大会

③第22回教育長杯
ミニバスケットボール大会

④第25回ふれあい
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⑤海邦国体記念北中城村長杯OFA 
　第32回沖縄県選抜少年サッカー大会
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第 2 期 第 3 期 第 4 期第 1 期

令和３年
３月１日12月25日7月31日４月30日固定資産税
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看護小規模多機能ホーム若松きたなかぐすく

北中城村安谷屋 1346-1 1F  098-982-0181  

「通い」「泊り」「訪問」３つの機能を柔軟に組み
合わせ、医療が必要な方でも、当事業所の看護
スタッフで対応し、必要に応じて当事業所か
ら訪問看護サービスも実施、在宅での療養生
活支援を行っていきます。

ファミリークリニック
きたなかぐすく

年中無休で営業しています。
お気軽にご相談下さい。

←渡口交差点

↑
至
那
覇

名
護
↓

北中城村役場

高
速
道
路

看護小規模多機能ホーム
若松きたなかぐすく
利用相談・見学 随時受付中
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令和2年度 狂犬病予防集合注射 延期のお知らせ

資源ごみ等の出し方について お願い

荒天時・台風等のごみ出しにご注意下さい

　家庭から出る資源ごみ（古紙類・古布類・缶類・ビン類・ペットボトル類）について雨天時
は古紙類・古布類の収集は行いませんのでご協力お願いいたします。
また、各ごみ出しについてもマナーを守っていただくよう併せてよろしくお願いいたします。

生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、
犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受ける
ことが義務付けられています。

北中城村では、毎年6月に公民館等で狂犬病
予防集合注射を実施していますが、令和2年度
については新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため延期となりました。延期後の日程等につき
ましては確定次第改めて広報やホームページで
お知らせいたします。

また、狂犬病予防注射は右記の指定動物病院
（北中城村契約分）において随時受けることがで

きます。料金や診察時間等は各動物
病 院 へ お 問
合せ下さい。

　浄化槽の機能に支障をきたし処理が不十分になったり、悪臭の原因にならない
ためにも浄化槽清掃業者へ清掃依頼を行いましょう。
　北中城村において浄化槽清掃業の許可業者は次の2社となっております。

水道基本料金の全額免除
北中城村では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済的負担を軽減するために
上水道の基本料金を２か月間免除します。（免除の手続きは不要です。）

【今回は、上水道の基本料金のみ全額免除するもので、下水道使用料については対象外です。】

※基本水量までの使用水量については、基本料金内の使用となり上水道基本料金は全額免除となります。
　なお、基本水量を超過して使用された超過水量分については従来どおりの算定により、ご請求することになります。

● 対　  象　  者 ： 北中城村と給水契約を結んでいる水道使用者。
● 対 象 用 途 ： 家事用、 営業用（官公庁用と臨時用は除く）。
● 免除対象期間 ： 令和2年5月検針分（5月分）、 令和2年6月検針分（6月分）
● 免　  除　  額 ： 家事用 1,089円（税込）、 営業用 1,870円（税込）

北中浄化槽清掃社 ☎ 098-989-0757☎ 098-935-2169北中衛生

アネシスペットクリニック

美里動物病院

Ｔａｍａ動物病院

フレンズ動物病院

ながみねどうぶつクリニック

アニマル診療所はね

動物病院22時北谷医療センター

ペットメディカルセンターエイル

中部動物医療センター

ライカムペットクリニック

牧港ペットクリニック

宜野湾市野嵩1-50-5

うるま市江洲457-1  ２階

沖縄市古謝1135-5

北谷町北前1-11-12

うるま市前原308-4

北中城村字仲順26-13  2階

北谷町伊平459-4

沖縄市比屋根2-2-1

沖縄市松本5-19-2

イオンモール沖縄ライカム  1階

浦添市牧港2-49-1

098-896-1711
098-988-7878
098-937-3737
098-926-2033
098-976-0001
098-935-5132
098-930-1935
098-930-2222
098-938-5480
098-923-1222
098-879-1125

台風発生!!

質問1質問1 質問2質問2
８時３０分
暴風警報は発令
されていますか？

１０時
暴風警報は
発令中ですか？

ごみ収集は行いません
（次に進んでください）

１２時から
ごみ収集を
行います

次回の
収集日に出して
ください

通常通りごみ収集を行います
※但し、８時３０分以降に
暴風警報が発令された場合、
ごみ収集は行いません

はい

いいえ

はい

いいえ

に

台風時のごみ収集について
　下の確認表をご確認し、ごみを出して下さい。

飛来物の処理責任について
　強風などによる飛来物については、基本的に飛来した先の土地管理者が処理責任を持つことになります。
ただし、元の所有者が特定できる場合は、処理等に関して当事者同士で話し合い、対応をお願いします。

ごみや所有物が飛ばされないよう対策を！
　排出されたごみや庭の植木鉢などの飛散が原因で事故が起きた場合、排出者責任が問われる場合があり
ます。近隣の方などに迷惑をかけないためにも、荒天時（強風等）にはごみ出しはお控えいただくとともに、外
にあるものが飛散しないような対策（家の中に保管する、ロープで縛る等）をお願いします。

荒天時（台風等）の
ごみ出しに関して
次の点に

ご注意下さい。

浄化槽は、年1回以上の清掃実施が義務付けられています。

（令和2年4月より）

浄 化 槽 清 掃 に つ い て

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

・ごみ収集日の午前8時30分までに「門口」に出すこと。
　※団地・アパート等にお住まいの方は決められた場所に出して下さい。
・ごみは収集日以外には出さないこと
・ちゃんと分別して出すこと
・不法投棄は絶対にしないこと。

【台風時のごみ出し確認表】

1,300

1,500
ご利用頂けるクーポンとなります。

コラソン治療院
  901-2311
  
  
  EM

 090-6178-8224

LINE
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令和２年5月分の救急
出動件数、災害発生件数
は下記のとおりです。

※管轄外については、合計
（累計）に含む。

出動件数ではなく、発生件
数の報告である。
※上記の報告件数は、北中
城村のみ。

北中城村
出動件数の報告

（　　）管轄外
1件
含む（　　  　）1月1日～

5月31日

689

0
0
0
4
1
0
8
1
0
32
4
0
0
50

331

0
0
0
4
1
0
20
1
0
74
10
1
0

111

0
0
0
0
0
0
12
0
0
42
6
1

61

357

出動
地域

種別

北
中
城
村 

中
城
村 

合
計 

火災

自然災害

水難

交通

労災

運動競技

一般負傷

加害

自損行為

急病

転院

その他
高速道路
（IC）
月計
累計

0
1
4

月計
種別 月計
火災
救助

風水害

医学にとどまらず、食、原
発、政治、哲学など多岐にわた
り本質を突いた発言で多くの
支持を得ている著者が、「食
毒」をなくすための基礎知識
や自身が普段食べている具体
的なメニューを紹介する。未
公開原稿が読めるURL付き。

保護猫2匹の里親になり、
保護猫活動にもボランティア
として参加。Twitterで愛猫へ
の愛を叫ぶツンデレな“裏ア
カウント”も話題になった芸
人・サンシャイン池崎が、池崎
家のドタバタ幸せ猫生活を綴
る。写真も多数収録。

お母さんに怒られたQく
ん。お母さんが怒るのは「怒り
んぼう」だからだと思っていた
のですが、お母さんの立場に
なって考えてみると…

NHK Eテレ「Q～こどもの
ための哲学」を書籍化。

『医者が教えるあなたを
  殺す食事生かす食事』

内海聡/著
フォレスト出版

『空前絶後の保護猫ライフ！ 
池崎の家編』

サンシャイン池崎/著
0000出版

『なんでお母さんは
いつもおこるの？』

古沢良太/著
0000社

中央公民館各種講座の開講延期について

　平成20年の開館以来、施設使用料を据え置きにて対応してまいりま
したが、昨今の情勢を鑑み、改正することとなりました。 
　新料金は令和2年7月1日から適用となります。

　例年６月より開催している各種講座について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、開始を見合わせております。 
　環境が整いましたら再度広報でお知らせいたしますので、もうしばらくおまちください。

多目的ホール

会議室

研修室

和室

工芸室

ボランティア室

展示コーナー

宿泊

宿泊なし

メインコート

テントサイト

コインシャワー室

スコーレ

ドミトリー

野　　外

9:00～12:00 12:00～17:00
午　前施　設　名 定員 午　後

17:00～22:00
冷房使用料
1時間あたり 備　考

9:00～17:00  定員50名制限

照明費  1,000円／日

別途、 冷房・ガス料金

村内 ： 日帰り200円／1泊  500円（1区画）
村外 ： 日帰り500円／1泊1,000円（1区画）

村内 ：   500円
村外 ： 1,000円

村内 ： 1,000円
村外 ： 1,500円

村内 ： 2,100円
村外 ： 3,200円

村内 ： 3,200円
村外 ： 6,400円

村内 ： 4,300円
村外 ： 8,600円

村内 ： 1,100円
村外 ： 1,700円

村内 ： 1,700円
村外 ： 2,400円

村内 ： 2,200円／日
村外 ： 4,400円／日

100円／5分間

村内 ： 16,000円／泊
村外 ： 23,000円／泊

村内 ： 2,300円
村外 ： 3,600円

村内 ： 1,100円
村外 ： 2,200円

村内 ： 1,700円
村外 ： 3,400円

村内 ： 2,300円
村外 ： 4,600円
村内 ： 1,500円
村外 ： 2,000円

120

16

16

35

30

12

ー

8

ー

40

5

ー

1,000円

500円

ー

使用料込み

500円

新しい被保険者証は、７月下旬までに、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。

後期高齢者医療の被保険者で住民税非課税世帯の方が入院・外来・調剤を受ける場合に、減額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、一部負担金限度額の適用及び入院時の食事代等が減額される証です。
　※広域連合にて認定された該当者は、８月の定期更新時に被保険者証と同封します。
　※初めて申請する方は、村役場健康保険課での申請手続きが必要になります。

　令和元年８月から令和２年７月の減額証（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、申請することで食事代が減額されます。
　医療機関が発行した直近３ヶ月分の入院日数が確認できる領収書など
を持参してお手続きください。

令和2年8月から

被保険者証が
       切り替わります

後期高齢者医療制度　被保険者の皆様へ

限度額適用・標準負担額減額認定証（減額証）について

令和2年度 国民年金保険料免除等申請 7月から受付が始まります!!

問い合わせ
村役場健康保険課　国民健康保険係　☎935-2233（内線265） 被保険者証の色（ピンク）の変更はありません

有効期限が 令和3年７月31日 となります

申請に必要なもの

長期入院該当候補者の方 減額証が交付できない方

①被保険者証　②身分証明書　③印鑑（本人および代理人）

●離職等の場合は、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。

○免除が承認されると、老齢年金の受給資格期間（10年）に含まれます。
○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。

免除申請に必要なもの
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

問い合わせ　村役場健康保険課　国民健康保険係　☎ 935-2233（内線 265）

問い合わせ コザ年金事務所：098-933-2267（代表） 住民生活課住民年金係　☎ 098-935-2233（内線234）

　世帯構成員に令和２年度の所得が不明の方
（未申告者、市町村で申告の情報がない方）は、
所得の定期判定ができません。交付を希望され
る場合、世帯全員の申告が必要となります。

区分低Ⅰ(区分Ⅰ)
区分低Ⅱ(区分Ⅱ)
区分(現役並み)Ⅰ(現役Ⅰ)
区分(現役並み)Ⅱ(現役Ⅱ)

同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で世帯全員が年金収入80万円以下の方
同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の方
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
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

定額保険料
16,540円

全額免除
0円

納付猶予
0円

4分の3免除
4,140円

半額免除
8,270円

4分の1免除
12,410円≪令和２年度の月額保険料≫

北中城村教育委員会 生涯学習課　☎９３５－３７７３北中城村教育委員会 生涯学習課　☎９３５－３７７３

沖縄県後期
高齢者医療
広域連合印

沖縄県後期
高齢者医療
広域連合印

北中城村字喜舎場○○○ー○ 北中城村字喜舎場○○○ー○

■救急出動件数

■災害発生件数
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令和２年5月分の救急
出動件数、災害発生件数
は下記のとおりです。

※管轄外については、合計
（累計）に含む。

出動件数ではなく、発生件
数の報告である。
※上記の報告件数は、北中
城村のみ。

北中城村
出動件数の報告

（　　）管轄外
1件
含む（　　  　）1月1日～

5月31日

689

0
0
0
4
1
0
8
1
0
32
4
0
0
50

331

0
0
0
4
1
0
20
1
0
74
10
1
0

111

0
0
0
0
0
0
12
0
0
42
6
1

61

357

出動
地域

種別

北
中
城
村 

中
城
村 

合
計 

火災

自然災害

水難

交通

労災

運動競技

一般負傷

加害

自損行為

急病

転院

その他
高速道路
（IC）
月計
累計

0
1
4

月計
種別 月計
火災
救助

風水害

医学にとどまらず、食、原
発、政治、哲学など多岐にわた
り本質を突いた発言で多くの
支持を得ている著者が、「食
毒」をなくすための基礎知識
や自身が普段食べている具体
的なメニューを紹介する。未
公開原稿が読めるURL付き。

保護猫2匹の里親になり、
保護猫活動にもボランティア
として参加。Twitterで愛猫へ
の愛を叫ぶツンデレな“裏ア
カウント”も話題になった芸
人・サンシャイン池崎が、池崎
家のドタバタ幸せ猫生活を綴
る。写真も多数収録。

お母さんに怒られたQく
ん。お母さんが怒るのは「怒り
んぼう」だからだと思っていた
のですが、お母さんの立場に
なって考えてみると…

NHK Eテレ「Q～こどもの
ための哲学」を書籍化。

『医者が教えるあなたを
  殺す食事生かす食事』

内海聡/著
フォレスト出版

『空前絶後の保護猫ライフ！ 
池崎の家編』

サンシャイン池崎/著
0000出版

『なんでお母さんは
いつもおこるの？』

古沢良太/著
0000社

中央公民館各種講座の開講延期について

　平成20年の開館以来、施設使用料を据え置きにて対応してまいりま
したが、昨今の情勢を鑑み、改正することとなりました。 
　新料金は令和2年7月1日から適用となります。

　例年６月より開催している各種講座について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、開始を見合わせております。 
　環境が整いましたら再度広報でお知らせいたしますので、もうしばらくおまちください。

多目的ホール

会議室

研修室

和室

工芸室

ボランティア室

展示コーナー

宿泊

宿泊なし

メインコート

テントサイト

コインシャワー室

スコーレ

ドミトリー

野　　外

9:00～12:00 12:00～17:00
午　前施　設　名 定員 午　後

17:00～22:00
冷房使用料
1時間あたり 備　考

9:00～17:00  定員50名制限

照明費  1,000円／日

別途、 冷房・ガス料金

村内 ： 日帰り200円／1泊  500円（1区画）
村外 ： 日帰り500円／1泊1,000円（1区画）

村内 ：   500円
村外 ： 1,000円

村内 ： 1,000円
村外 ： 1,500円

村内 ： 2,100円
村外 ： 3,200円

村内 ： 3,200円
村外 ： 6,400円

村内 ： 4,300円
村外 ： 8,600円

村内 ： 1,100円
村外 ： 1,700円

村内 ： 1,700円
村外 ： 2,400円

村内 ： 2,200円／日
村外 ： 4,400円／日

100円／5分間

村内 ： 16,000円／泊
村外 ： 23,000円／泊

村内 ： 2,300円
村外 ： 3,600円

村内 ： 1,100円
村外 ： 2,200円

村内 ： 1,700円
村外 ： 3,400円

村内 ： 2,300円
村外 ： 4,600円
村内 ： 1,500円
村外 ： 2,000円

120

16

16

35

30

12

ー

8

ー

40

5

ー

1,000円

500円

ー

使用料込み

500円

新しい被保険者証は、７月下旬までに、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。

後期高齢者医療の被保険者で住民税非課税世帯の方が入院・外来・調剤を受ける場合に、減額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、一部負担金限度額の適用及び入院時の食事代等が減額される証です。
　※広域連合にて認定された該当者は、８月の定期更新時に被保険者証と同封します。
　※初めて申請する方は、村役場健康保険課での申請手続きが必要になります。

　令和元年８月から令和２年７月の減額証（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、申請することで食事代が減額されます。
　医療機関が発行した直近３ヶ月分の入院日数が確認できる領収書など
を持参してお手続きください。

令和2年8月から

被保険者証が
       切り替わります

後期高齢者医療制度　被保険者の皆様へ

限度額適用・標準負担額減額認定証（減額証）について

令和2年度 国民年金保険料免除等申請 7月から受付が始まります!!

問い合わせ
村役場健康保険課　国民健康保険係　☎935-2233（内線265） 被保険者証の色（ピンク）の変更はありません

有効期限が 令和3年７月31日 となります

申請に必要なもの

長期入院該当候補者の方 減額証が交付できない方

①被保険者証　②身分証明書　③印鑑（本人および代理人）

●離職等の場合は、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。

○免除が承認されると、老齢年金の受給資格期間（10年）に含まれます。
○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。

免除申請に必要なもの
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

問い合わせ　村役場健康保険課　国民健康保険係　☎ 935-2233（内線 265）

問い合わせ コザ年金事務所：098-933-2267（代表） 住民生活課住民年金係　☎ 098-935-2233（内線234）

　世帯構成員に令和２年度の所得が不明の方
（未申告者、市町村で申告の情報がない方）は、
所得の定期判定ができません。交付を希望され
る場合、世帯全員の申告が必要となります。

区分低Ⅰ(区分Ⅰ)
区分低Ⅱ(区分Ⅱ)
区分(現役並み)Ⅰ(現役Ⅰ)
区分(現役並み)Ⅱ(現役Ⅱ)

同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で世帯全員が年金収入80万円以下の方
同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の方
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
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

定額保険料
16,540円

全額免除
0円

納付猶予
0円

4分の3免除
4,140円

半額免除
8,270円

4分の1免除
12,410円≪令和２年度の月額保険料≫

北中城村教育委員会 生涯学習課　☎９３５－３７７３北中城村教育委員会 生涯学習課　☎９３５－３７７３

沖縄県後期
高齢者医療
広域連合印

沖縄県後期
高齢者医療
広域連合印

北中城村字喜舎場○○○ー○ 北中城村字喜舎場○○○ー○

■救急出動件数

■災害発生件数
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飲食店営業再開！飲食店営業再開！
安本 沙世

緊急事態宣言解除に伴い、美崎地区の飲食店のテ
イクアウトと営業再開の情報をまとめました。
「ラーメン大桜」は5月14日～通常営業再開。「ゆた
かやそば」は5月22日～営業再開。しばらくの間、火
曜定休に加えて金曜も定休日。時短営業（平日～15：
00頃迄/土日～16：00頃迄）
また、「焼肉比嘉家」については6月15日から営業
再開。自粛期間中に始まったテイクアウトは、営業再
開後も継続していくとのこ
とです。（写真は牛タン弁
当/注文は受け取り1時間
前までに店舗まで要連絡）
コロナウイルスによる影
響を乗り越えるためにも三
密を徹底し、地元の飲食店
を応援しましょう。

5月美崎

あっ！神様の使い
東恩納 恵子

6月に入って久しぶりに公民館に寄ると、島根殿の
まわりを大きなオオゴマダラが舞うように飛んでいる
のを発見！！
今日からグランドゴ

ルフの練習も再開さ
れ、りっかりっか体操も
再開したそう。「少しず
つではあるけど、地域
にも活気が戻ってくる
よ！」という神様のメッ
セージなのかなぁ～。
早くみんなで笑って
活動ができるといい
ね。

6.4熱田

操体教室
仲宗根 さゆり

新型コロナウイルス感染防止のため、4月からお休
みしていた操体教室が6月1日に復活しました。
皆さんソーシャルディスタンスと換気をキープしな

がらラジオ体操の曲に合わせて楽しく運動。
「やーぐまいして太ったさー」と久しぶりに笑い声が
響きわたりました。

6.1島袋

頑張れスーサー親子
宮城 奈々

5月…野鳥の繫殖期を迎えたことを身近に感じる出
来事が起きました。
団地のとある場所にスーサー（イソヒヨドリ）の巣を発

見！巣の中には小さな卵が5個ありました。観察している
と4羽誕生し、無事に巣立ちの時を迎えました。人の出
入りが多い場所でしたが
スーサー親子は乗り切った
ようです。
団地で子育て

して良かった～。
ときっと思ったは
ず(笑)

5月
北中
城
団地

定例清掃作業
比嘉 さとみ

梅雨の晴れ間の日曜日、2ヶ月ぶりに石平家人衆
会の定例清掃作業が行われました。
先月は新型コロナの影響で作業が出来なかったた

め、ジャングルのようになっていた普天間川沿いは
スッキリとし、久しぶりに手入れをされた桜の木も嬉
しそうです。
公民館前の花壇もエコ楽笑の皆さんが花を植え替

え、華やかになりました。
コロナ対策も万全に作業をした皆さん、お疲れ様
でした。

5.2
4石平春の清掃作業

玉城 奈津美

まだまだ梅雨時期の中、夏本番のような強い暑さ
になりましたが、朝早くから多くの住民が集まり各組
の場所に分かれて清掃作業が行われました。公民館
周辺やイームイ公園に法面の花園と生い茂った草木
を刈り取っていきま
した。先輩方が草
刈り機やカマなど
で刈り取ると、青年
の皆さんは後から
テキパキと草木を
広い集め、連携良く
作業が進みました。
また、安谷屋の拝所
である若松公園周
辺も清掃し、綺麗に
なりました。お疲れ
様でした。

5.2
4安谷
屋

沖縄・北中城村の魅力を県外各地へ
米須 壱成

新型コロナで沖縄県の県外渡航が自粛要請され
て沖縄県への観光が出来ないので、はるかのひまわ
り絆プロジェクトで繋がった方へ北中城村で育て収
穫した種と共に、沖縄
そばや北中城村の商
品、観光案内冊子を
お送りいたしました。
新型コロナが収束

し、北中城村に遊び
に来ていただけると
幸いです。

6.1屋宜
原

学校再開
屋良 和正

北中城村では、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、5月20日まで村立幼・小・中学校が臨時休
校で、5月21日より学校再開となりました。
緊急事態宣言解除で、少しずつ日常生活が戻って

きているが、未だに行事等は見通しが立っていませ
ん。
写真は教育委員会のバス。大城区は過疎地域の

ため、数十年前に路線バスが廃止されました。
学校から遠いこともあり、帰りのバスはかなり安心
感があります。
因みにバスが
止まっている場所
は、東ヌカーの
上。今、オオゴマ
ダラが日中を通
して観察できま
す。散歩やジョギ
ングで通りかかる
人も多いです。
この機会がな
ければ、バスの大
切さに気づかな
かったかもしれま
せん。

5.2
1大城

普段通りの日常を
玉城 小百合

久しぶりに近所をぐるーっと散策。急に日射しが強
くなり、一気に夏到来！という感じです。家々の庭先で
揺れる月桃の花、テッポウユリやアマリリス等季節の
花をながめながら歩いていると心が癒され、気持ち
もリフレッシュします。
少し足を延ばし、私の好きな場所までやって来まし

た。そこは以前、保育園だった建物の近くで少し高台
になっています。たくさんの家並みの向こうには、コ
バルトブルーの海と真っ青の空が広がり普段と変わ
らない美しい風景が一望出来ました。
たくさんの
人 が 行き交
い、楽しくユン
タクする、にぎ
やかで普段通
りの日常が、
早く戻って来
ますようにと
願いました。

5.4渡口

共同清掃作業
岩永 妙子

新型コロナウイルス感染予防の為、字行事や各
サークル活動も自粛しており、字内の方々にも会えな
い日々が続いていましたが、5月は県内での新たな感
染者がいないこともあり、喜舎場自治会では梅雨の
晴れ間に区民総出で共同清掃作業を行いました。暑

い中ではありましたが、
青空に草刈り機の音が
響き、区民の皆様が一
所懸命に作業されて字
内が綺麗になりました。
ご協力頂きありがとう
ございます。

5.3
1喜舎
場

しまにどぅん

2020. 7月号 2020. 7月号15 14
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曜定休に加えて金曜も定休日。時短営業（平日～15：
00頃迄/土日～16：00頃迄）
また、「焼肉比嘉家」については6月15日から営業
再開。自粛期間中に始まったテイクアウトは、営業再
開後も継続していくとのこ
とです。（写真は牛タン弁
当/注文は受け取り1時間
前までに店舗まで要連絡）
コロナウイルスによる影
響を乗り越えるためにも三
密を徹底し、地元の飲食店
を応援しましょう。

5月美崎

あっ！神様の使い
東恩納 恵子

6月に入って久しぶりに公民館に寄ると、島根殿の
まわりを大きなオオゴマダラが舞うように飛んでいる
のを発見！！
今日からグランドゴ

ルフの練習も再開さ
れ、りっかりっか体操も
再開したそう。「少しず
つではあるけど、地域
にも活気が戻ってくる
よ！」という神様のメッ
セージなのかなぁ～。
早くみんなで笑って

活動ができるといい
ね。

6.4熱田

操体教室
仲宗根 さゆり

新型コロナウイルス感染防止のため、4月からお休
みしていた操体教室が6月1日に復活しました。
皆さんソーシャルディスタンスと換気をキープしな

がらラジオ体操の曲に合わせて楽しく運動。
「やーぐまいして太ったさー」と久しぶりに笑い声が
響きわたりました。

6.1島袋

頑張れスーサー親子
宮城 奈々

5月…野鳥の繫殖期を迎えたことを身近に感じる出
来事が起きました。
団地のとある場所にスーサー（イソヒヨドリ）の巣を発
見！巣の中には小さな卵が5個ありました。観察している
と4羽誕生し、無事に巣立ちの時を迎えました。人の出
入りが多い場所でしたが
スーサー親子は乗り切った
ようです。
団地で子育て

して良かった～。
ときっと思ったは
ず(笑)

5月
北中
城
団地

定例清掃作業
比嘉 さとみ

梅雨の晴れ間の日曜日、2ヶ月ぶりに石平家人衆
会の定例清掃作業が行われました。
先月は新型コロナの影響で作業が出来なかったた

め、ジャングルのようになっていた普天間川沿いは
スッキリとし、久しぶりに手入れをされた桜の木も嬉
しそうです。
公民館前の花壇もエコ楽笑の皆さんが花を植え替

え、華やかになりました。
コロナ対策も万全に作業をした皆さん、お疲れ様
でした。

5.2
4石平春の清掃作業

玉城 奈津美

まだまだ梅雨時期の中、夏本番のような強い暑さ
になりましたが、朝早くから多くの住民が集まり各組
の場所に分かれて清掃作業が行われました。公民館
周辺やイームイ公園に法面の花園と生い茂った草木
を刈り取っていきま
した。先輩方が草
刈り機やカマなど
で刈り取ると、青年
の皆さんは後から
テキパキと草木を
広い集め、連携良く
作業が進みました。
また、安谷屋の拝所
である若松公園周
辺も清掃し、綺麗に
なりました。お疲れ
様でした。

5.2
4安谷
屋

沖縄・北中城村の魅力を県外各地へ
米須 壱成

新型コロナで沖縄県の県外渡航が自粛要請され
て沖縄県への観光が出来ないので、はるかのひまわ
り絆プロジェクトで繋がった方へ北中城村で育て収
穫した種と共に、沖縄
そばや北中城村の商
品、観光案内冊子を
お送りいたしました。
新型コロナが収束

し、北中城村に遊び
に来ていただけると
幸いです。

6.1屋宜
原

学校再開
屋良 和正

北中城村では、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、5月20日まで村立幼・小・中学校が臨時休
校で、5月21日より学校再開となりました。
緊急事態宣言解除で、少しずつ日常生活が戻って

きているが、未だに行事等は見通しが立っていませ
ん。
写真は教育委員会のバス。大城区は過疎地域の

ため、数十年前に路線バスが廃止されました。
学校から遠いこともあり、帰りのバスはかなり安心
感があります。
因みにバスが
止まっている場所
は、東ヌカーの
上。今、オオゴマ
ダラが日中を通
して観察できま
す。散歩やジョギ
ングで通りかかる
人も多いです。
この機会がな
ければ、バスの大
切さに気づかな
かったかもしれま
せん。

5.2
1大城

普段通りの日常を
玉城 小百合

久しぶりに近所をぐるーっと散策。急に日射しが強
くなり、一気に夏到来！という感じです。家々の庭先で
揺れる月桃の花、テッポウユリやアマリリス等季節の
花をながめながら歩いていると心が癒され、気持ち
もリフレッシュします。
少し足を延ばし、私の好きな場所までやって来まし

た。そこは以前、保育園だった建物の近くで少し高台
になっています。たくさんの家並みの向こうには、コ
バルトブルーの海と真っ青の空が広がり普段と変わ
らない美しい風景が一望出来ました。
たくさんの
人 が 行き交
い、楽しくユン
タクする、にぎ
やかで普段通
りの日常が、
早く戻って来
ますようにと
願いました。

5.4渡口

共同清掃作業
岩永 妙子

新型コロナウイルス感染予防の為、字行事や各
サークル活動も自粛しており、字内の方々にも会えな
い日々が続いていましたが、5月は県内での新たな感
染者がいないこともあり、喜舎場自治会では梅雨の
晴れ間に区民総出で共同清掃作業を行いました。暑

い中ではありましたが、
青空に草刈り機の音が
響き、区民の皆様が一
所懸命に作業されて字
内が綺麗になりました。
ご協力頂きありがとう
ございます。

5.3
1喜舎
場

しまにどぅん

2020. 7月号 2020. 7月号15 14



2020 年　  月（文月）7 JULY

行政区別人口・世帯数（5月末現在）

※祝日等に当たる場合は変更もしくは予定なし

相 談 名 と き　／　と こ ろ　／　担 当 内　容 相 談 員

税に関する
相談 予約制です

午後1時～午後4時
予約先 ： 村役場総務課
／☎935-2233（内313）
午後1時～午後4時
予約先 ： 村役場総務課
／☎935-2233（内313）

村役場総務課

相続・贈与・土地譲渡等の
税金の相談 税理士 ： 喜納秀樹

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

池宮城 紀夫　弁護士

月～金 比嘉 美奈子（教育相談員）
／☎935-3773

としお
法律相談

行政相談

法律的な相談であれば
どんな内容でも可

教育相談 月曜日～金曜日

7月2日(木)
安谷屋公民館

（要予約） 午前8時半～午後3時半 村教育委員会
教育総務課

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

障害に
関する相談

月曜日～金曜日 午前8時半～午後5時15分

午後２時～午後4時

村役場福祉課
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）
専門相談員への相談は／☎935-2233

  

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

高齢者
なんでも相談 月曜日～金曜日 午前8時半～午後5時15分 地域包括

支援センター
／☎935-5922

高齢者の健康、介護、権利など全般

行政に対しての苦情や要望などの相談

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

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

もの忘れ相談 月曜日～金曜日 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

保健師・看護師、または
認知症専門医（要事前相談）

心配ごと相談 月曜日～金曜日 午前10時～午後4時 村社会福祉
協議会

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 月曜日～金曜日 午前8時半～午後5時 子育て

支援センター 育児に関する相談全般

ふれあい
子育てサロン

相
談
コ
ー
ナ
ー

集
い

 
 

比嘉の208世帯、男94人、女114人　計208人は島袋に含まれます。外国人とは、大使、公使、総領事及びその家族、大使館の職員、外交官とその家族、地位協定該当者を除いた数です。
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888
908

1,796
702

730
748

1,478
621

687
668

1,355
548

149
199
348
127

372
403
775
321

372
365
737
341

2,471
2,777
5,248
2,269

387
431
818
338

119
142
261
120

171
173
344
174

942
997

1,939
775

294
282
576
233

167
198
365
154

12
37
49
22

437
481
918
374

305
349
654
279

215
145
360
133

8,503
9,158

17,661
7,398

男
女
計

世帯数

区分 喜舎場 仲順 熱田 北中城
団地 和仁屋 渡口 島袋 屋宜原 瑞慶覧 石平 安谷屋 荻道 大城 軍施

設内 美崎 ライカム 外国人 合計

7月1日(水)

予約制です
7月2日(木)

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

令和２年国勢調査 実施本部の設置について（令和２年７月１日）令和２年国勢調査 実施本部の設置について（令和２年７月１日）

令和２年１０月１日を基準日とし、５年に一度の国勢調査が実施されます。
北中城村の全世帯を対象に9 月中旬から10 月上旬にかけて調査員が調査

票の配布をおこないます。
国勢調査は国の最も重要な調査であることから、本村においても調査の実

施に万全を期するため、「国勢調査北中城村実施本部」を設置しました。
調査結果は、福祉や防災などの計画策定に活用されるほか、村の貴重な財

源となる交付税の算定にも用いられます。村民の皆様が調査に協力いただく
ことで、住民サービスに反映されますので、調査へのご理解・ご協力をお願い
いたします。

※募集していた調査員については、おかげをもちまし
て、定員に達することができました。ご協力ありがと
うございました。

お問い合せ ： 村役場企画振興課企画係
電話 ： 935-2233(内線414)
FAX ： 935-5536

★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


