
村博物館 電話 982-5112

恩納100 むらのきおく
山田城跡のガラス製品
山田城跡から出土したガラス製品です。青色や緑のガラスで直径１ｃｍほ

どの円形をしていて、遊具として使用されたと考えられています。具体的な
使用方法は不明ですが、囲碁やチュンジーのようなボードゲームで使用し
たのではないかと思われます。護佐丸も使っていたのかもしれません。博物
館第３展示室にて展示しています。

其の六十

※交通事故抑止県民運動期間　平成２７年９月１日（火）〜１２月２８日（月）まで

死亡事故ゼロを目指す

飲酒運転根絶アイキャッチ作戦を実地
８月２０日、夏休み期間の朝のラジオ体操終了後、地域から交通事故防止や飲酒運転根絶を目的に、名嘉真子供
会、石川警察署、石川地区交通安全協会、恩納村合同によるアイキャッチ作戦を実地しました。

台風の影響で８月３０日に開催が延期になった国頭郡バ
ドミントン大会が安富祖小中学校体育館で開催されまし
た。昨年の参加チームを上回る男女各６チームが参加し、
熱戦が繰り広げられました。
恩納村体協は男子・女子ともに予選リーグを１位で通過

し、決勝戦でも一般・年代別ともに安定した戦いで勝利し、
２年連続のアベック優勝を飾りました。
１１月には金武町体育館にて県民体育大会が
開催されます。本村の選手を中心に国頭郡代表
として参加致します。多くの村民の応援をお願い
します。

参加者の皆さん

前泊石川警察署長による交通安全講話

国道５８号線　飲酒運転根絶の呼び掛け

一般女子ダブルス

比嘉交通課係長による自転車利用の安全指導

第５２回国頭郡バドミントン大会

10月
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村のひと
総人口 10,906人（+33）
男 5,616人（+18）
女 5,290人（+15）
世帯数 5,007戸（+12）

2015年8月末現在　（　）内は前月比

今月の「広報おんな」
▶福祉健康課からのお知らせ･･･････････････････････････････････････ P2
▶防災一口メモ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ P4
▶恩納村少年野球大会････････････････････････････････････････････････････ P6
▶文化情報センターだより････････････････････････････････････････････ P9
▶アイキャッチ作戦････････････････････････････････････････････････････････ P12

大会６連覇
ティダ･キッズファイターズ

2015
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8月 村長の主な動き 村長交際費支出内訳
今月合計　71,399円３日 庁議

４日 臨時議会、県土木建築部との行政懇談会
５日 恩納村・うるま市防災協定調印式
６日 谷茶区評議委員との懇談会
７日 北部市町村長

「北部連携促進事業に関する」お礼回り
９日 空き缶クリーンキャンペーン出発式
11日 北部広域市町村圏事務組合と

名桜大学との懇談会
12日 北部市町村議員・職員研修会並び懇親会
13日 県商工会事務局長会議での歓迎挨拶
14日 村教職員友の会退職・昇任・新採用

激励会

15日 喜瀬武原区夏祭り、防衛大臣との懇談会
17日 庁議、在沖米国総領事激励会
18日 村観光協会準備室看板設置式
19日 金武地区消防臨時議会、石川地区

青色回転灯装備車点検
20日 村ＰＴＡ連合会・石狩市との交流会

23日まで
25日 北部さとうきび生産振興対策協議会
26日 大学院大学・ディキソン副学長退任挨拶
27日 旧盆休み
30日 ＯＩＳＴ夏祭り
31日 北部広域圏市町村事務組合理事会

県土木建築部と北部市町村長との行政懇談会	 ▶	 5,000円

石狩市との懇親交流・防衛相・内閣府の懇親	 ▶	20,000円

北部市町村圏事務組合と名桜大学との懇談会	 ▶	 5,000円

退職・昇任・新採用教職員激励会	 ▶	10,000円

第39回谷茶の丘夏まつり	 ▶	 5,000円

北部振興事業の予算配分お礼回り内閣府との懇談会	 ▶	 5,000円

在沖米国総領事激励会	 ▶	 5,000円

北部市町村議長会交流会	 ▶	 2,974円

喜瀬武原夏まつり	 ▶	 2,974円

ＯＩＳＴ副学長ジョン・ディキソン退任記念品等	 ▶	 7,211円

村長及び村Ｐ連石狩訪問手土産	 ▶	 3,240円

１０月は臓器移植普及推進月間です。

問合せ：沖縄県臓器バンク０９８－８７９－６３１１

10月18日（日）午後２時〜浦添市てだこ小ホールにて臓器移植
を知るシンポジウム2015が開催されます。
脳神経外科医師による講演や、心臓移植者の体験発表、質疑応
答等で臓器移植について知り、考えることができるシンポジウムで
す。ぜひご参加ください。（入場無料・当日参加可）

健康や福祉について様々な情報を発信できるように、楽しい企画をご用意して村民の皆様の
お越しをお待ちしております。なお、まつり内容の詳細はついては、チラシ（各公民館から配布）、
役場窓口、恩納村ウェブサイトをご確認ください。

※開催日＆会場ともに、昨年とは違います！
※チラシに掲載されているイベント内容
は、諸事情により変更になる場合がござ
います。

問合せ：福祉健康課 健康づくり係 ☎966－1207

問合せ ： 福祉健康課 ☎９６６－１２０７

◦いずれの健診会場でも受診できます。
◦被保険者証、がん検診受診券をご持参
ください。
（国保以外の方は、医療保険者から発行
された特定健診受診券が必要です。）

集団健診日程のお知らせ
基本・特定・長寿健診
胃・肺・大腸がん検診

乳がん・子宮頸がん検診

①10/15（木） 山田公民館
②10/21（水） 喜瀬武原公民館
③11/14（土） 保健福祉センター
④11/18（水） 恩納公民館
⑤11/25（水） 塩屋公民館
⑥11/27（金） 真栄田公民館
⑦Ｈ28.2.14（日） 保健福祉センター

① 11/５（木） 保健福祉センター 受付時間：午後１：30〜２：30
② Ｈ28.1.17（日） 保健福祉センター 受付時間：午前９：30〜10：30オプション検査項目

（全額自己負担）

貧血検査： 309円
心電図 ：1,029円
眼底検査： 618円
前立腺
特異抗原

（ＰＳＡ）
検査 

： 1,944円

受付時間 ： 午前８：30〜11：00

Ｈ２
７年

度

恩納村健康福祉まつり開催のお知らせ！

日時：１０月１８日（日）午前１０時～午後４時
場所：恩納村赤間多目的運動場（ドーム）
　　　　※赤間総合運動公園内
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事業内容等に関する問合せ　福祉健康課　健康づくり係　☎９６６―１２０７

夏休み地域塾と村健康づくり事業のコラボ！
空飛ぶゴーヤープロジェクト

食育講習会

ポリ袋調理体験！

スポーツドリンク作ったよ！

夏休み期間中の地域塾と連携して、子供達に不思議な調理法？を体験してもらいました。
ポリ袋に食材と調味料を入れて、袋の中の空気を抜いてゆでるだけの『ポリ袋調理』です。
キャンプやＢＢＱ、災害時でもお役に立てそうな調理法に興味津々の子供達。今回は、仲泊区・冨着区・名嘉真区で初め

て開催されました。『友達にも教えたい』『家でも作ってみたい』『魚は嫌いだったけどおいしかった』『簡単でとても楽しかっ
た』などの感想がありました。

８月１９日に、はまゆうスポーツクラブ（主に仲泊校区）の子供達・保護者等を対象に、食育講習会が開催されました。これは
クラブ関係者や保護者の方々から、子供達と一緒に、自分の体の事・食事について学びたいとの要望があり実現しました。
講師は、栄養士の斎藤美希さん（琉大健康づくり支援プロジェクトチームＬｉｂ）で、熱中症ってなんだろう？と題して対処法

やスポーツをする際の水分補給についてお話ししていただきました。後半は、ペットボトルの水に塩・砂糖・レモン汁を加え、簡
単スポーツドリンクを作りました。

★子供達の感想（抜粋）
・スポーツドリンクがかんたんにつくれると初めて
知った。
・部活などで習ったことを活かしていきたい
・家でもっとおいしくできるようやってみたいです。
・作るのは楽しかったけど、おいしくなかった

★保護者の感想（抜粋）
・安価に糖分も少ないスポーツドリンクが作れるなと
思いました
・普段飲んでいるスポーツドリンクには糖分がかなり
入っているなと思い、勉強になりました
・楽しく熱中症について学べ、子どもにもよく分かる
教室だったと思います。

仲泊区 冨着区

名嘉真区
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問合せ：総務課　管財係　☎９６６－１２００

防 災 一 口 メ モ

みなさんひとり一人の納税が恩納村を支えています。

村・県民税、国保税は
全国のコンビニおよびゆうちょ銀行で納付できます
便利な口座振替も
おすすめです！！

【問合せ先】 税務課（村・県民税） ☎966-1206 ・ 福祉健康課（国保税） ☎966-1207

納めることのできるコンビニエンスストア
・ファミリーマート・ローソン・ココストア
・くらしハウス・サークルＫ・タイエー・ポプラ・サンクス・エブリワン・スリーエフ・セーブオン・コミュニティストア・ハセガワストア
・ミニストップ・セイコーマート・スリーエイト・ニューヤマザキデイリーストアー・ヤマザキデイリーストア・ＭＭＫ設置店・セブン－イレブン
・ローソンストア１００・ヤマザキスペシャルパートナーショップ・生活彩家・デイリーヤマザキ・スパー北海道

ゆうちょ銀行以外の恩納村指定金融機関の口座振替払届出書が納付書についてます。記入後、役場税務課・福祉健康課又は村指定金融機関に
お持ちください。

※ただし下記の場合は、コンビニエンスストアでは納めることができませんのでご注意
ください！
●納付期限が過ぎたもの　●バーコード表示がないもの又は読み取りできないもの
●金額が30万円を超えるもの　●金額を訂正したもの

※今後とも納付期限内の納付へのご協力をお願いします。

村・県民税 第3期、 国保税 第4期の納期限は

11月2日（月）です。

土砂災害関連の防災気象情報

大雨注意報 大雨によって災害が発生するおそれがある場合に発表します。
※土砂災害への注意喚起は、大雨注意報本文の特記事項に「土砂災害注意」として記述します。

大雨警報(土砂災害) 大雨によって重大な土砂災害が発生するおそれがあると予想される場合に大雨警報（土砂災害）と
して発表します。

土砂災害警戒情報 大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度が非常に高まったときに沖
縄県と気象台が共同で発表します。

大雨特別警報
（土砂災害）

大雨警報の発表基準をはるかに超える豪雨が予想され、重大な土砂災害の危険性が著しく高まっ
ている場合に発表します。

土砂災害は、台風や前線等による大雨で地盤が緩むことにより発生する災害です。沖縄気象台では、土砂災害のおそれが
ある場合、以下の防災気象情報を発表し、注意・警戒を呼びかけています。

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、さらに土砂災害の発生の危険度が非常に高まったときに、対象とな
る市町村を特定して警戒を呼びかける情報です。土砂災害警戒情報が発表された場合、土砂災害のおそれがある地域にお住まいの方は早
めに避難してください。
事前に避難経路や避難所を確認していてください。緊急な場合は、堅牢な建物の２階等（斜面と反対側）に避難してください。
以下の地域には土砂災害警戒区域が指定されています。詳しい警戒地域は村ホームページ又は各公民館で確認してください。

急傾斜地の崩壊…安富祖（４）、南恩納（３）、
	 谷茶（５）、宇加地（１）、
土石流・・・安富祖（１）、喜瀬武原（１）、瀬良垣（１）、
	 南恩納（１）、谷茶（１）、冨着（１）、
	 前兼久（４）、仲泊（１）、宇加地（２）

土砂災害警戒区域

急傾斜地の崩壊 土石流

04412号
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◆年金の試算額も提示できます。ご連絡ください。農業委員会 ☎966-1204

ここがお得です！
◦支払った保険料は、全額（最高額80万4千円/人）が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税になります（目安として保険料の

15〜30%程度）。
◦保険料を農業者年金基金が運用して得られる収益は非課税です。　◦将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用されます。

「農業者年金」保険料が全額
控除対象になる

◆加入から受給までの流れ

◆農業者年金＝「加入者が積み立てた保険料」＋「その運用益」です。65歳から一生涯年金が受け取れます。
老後のゆとりある生活を目指しませんか？

　次の３つの条件を満たす方が加入できます。
①２０歳以上６０歳未満である。　②国民年金の第１号被保険者（保険料納付免除申請期間除く）。
③年間６０日以上農業に従事している。

ご存じですか？

ＪＡ又は農業委員会（役
場２Ｆ）へ加入届を出す

国民年金の上乗せ年金への加入（月額400
円）が必要ですが将来年金として、毎年
200円×納付月数の付加年金が貰えます。
例　20年払うと保険料は、96,000円
　　付加年金額は、200円×240ヶ月＝48,000円
　　２年受給で元がとれる！

保険料の額の変更、脱退・再加入も可能です。
保険料の額
２万円〜６万７千円　千円単位で選択。未納分
は時効が成立する（２年経過）までさかのぼって
支払えます（口座引き落とし）
※支払った保険料は、数ヶ月分でも年金として

受け取れます。

万が一でも安心！
被保険者、受給権者が80歳ま
でに死亡した場合、遺族へ死亡
一時金があります。

生涯受給！

国民年金付加年金への
加入（義務）

60歳まで保険料を納め
る（口座自動振替）

原則65歳から年金を受け
取る（本人の請求必要）

平成
27年度

高齢者インフルエンザ
予防接種がはじまります！

流行する前の10月〜12月中旬に予防接種を受けましょう。
インフルエンザにかかると気管支炎や肺炎などの合併症を起こしやすく、重症化する傾向にあります。ウイルスは、せき

やくしゃみによって空気中に広がり、強い感染力をもっています。
早めの予防接種でインフルエンザから身体を守りましょう！

※対象者の方へは通知を行っていますので各自内容をご確認の上接種ください。　問合せ ： 福祉健康課☎９６６－１２０７

※実施期限を過ぎると全額自費となりますので、ご注意ください。
※平成27年10月１日〜平成28年１月31日の期間に65歳のお誕生日を迎える方は、随時お誕生日前

に役場から予診票を送付いたします。

１ ： 予防接種の実施期間 平成27年10月１日〜平成28年１月31日

２ ： 接種対象者
（恩納村に住所登録のある方で、
ご本人の意思確認ができる方）

（１）65歳以上の方（接種時）
（２）60歳以上65歳未満の者で、心臓、じん臓、又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生

活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の
機能に日常生活が殆ど不可能な程度の障害を有する者。

３ ： 実施方法 各自にて医療機関へ電話予約を行い、接種してください。

４ ： 接種料金 自己負担分　1,000円（生活保護受給者は全額公費負担） ※助成は１回目の接種のみ

５ ： 予防接種に必要なもの （１）予診票（村より送付された予診票に事前に必要事項を記入してください）
（２）年齢確認のための身分証明書（健康保険証、車の免許証など）
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むらの話題
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　　　ートボールを通じて各市町村老連の交流を図
　　　る事によって明るく豊かな老後の生活と福祉
増進に寄与することを目的に北部地区老人ゲートボール
大会が８月１３日、名護市２１世紀の森ゲートボール場に
おいて北部市町村２８チームが参加して行われました。
　谷茶老人会Ａチームは、予選リーグ無敗で勝ち
抜き決勝トーナメントでは、３勝し、見事北部大会を
優勝しました。
　優勝した谷茶老人会Ａチームは１１月に行われる
県大会へ北部代表として出場いたします。

　　　４４回恩納村少年野球大会は９月５日、６日の２
　　　日間、赤間野球場で行われました。
　決勝戦はティダ･キッズ・ファイターズと仲泊ヤン
キースが対戦し、ティダ・キッズ・ファイターズの具
志堅投手が仲泊打線を封じ、５対０でティダ・キッズ・
ファイターズが勝ちました。ティダ・キッズ・ファイター
ズは今回の優勝で６連覇となりました。

　　　成２７年度恩納村「アメリカンホームステイ
　　　プログラム」に派遣された３名の研修生が
研修期間を終え、８月１８日に無事帰国しました。
　３名は７月２６日～８月１８日の２４日間、アメリカ
合衆国ワシントン州アーリントンのホストファミ
リー宅に滞在し、授業、体験活動、見学等のあら
ゆる活動を体験しました。
　帰国後、３名は副村長、教育長へ帰国報告を行
い、「英語以外にアメリカ人と日本人の挨拶や暮
らしの違いを学び貴重な経験しました。これから
の勉学につなげたい」と話しました。

ゲ

第

平

第３５回北部地区老人ゲートボール大会
谷茶老人会Ａチーム優勝

恩納村少年野球大会恩納村少年野球大会

大会結果
優　勝　ティダ・キッズ・ファイターズ
準優勝　仲泊ヤンキース

個人賞
殊勲賞　具志堅　涼

りょうた

太（ティダ・キッズ・ファイターズ）
敢闘賞　米川　柊

しゅう
（仲泊ヤンキース）

打撃賞　外間　淳
じゅんき

希（ティダ・キッズ・ファイターズ）

（上段左から）社会教育課長、教育長、宮地君、副村長
（下段左から）冨着さん、屋比久さん

Onna Village Topics
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民とＯＩＳＴ関係者の交流を目的に去る８月３０日に「ＯＩＳＴインターナ
ショナルフェスタ」が大学院大学施設で開催されました。

　この夏祭りは初めての試みでＯＩＳＴが主催、恩納村、谷茶区、むら興し協
議会の協賛で実施。参加者が一品を持
ち寄ることで様々な国の料理が楽しめる
よう企画。運営はＯＩＳＴスタッフをはじ
め村婦人会、役場職員、
むら興し協議会、ＮＰＯふ
れあいネットＯＮＮＡなど
のボランティアが担当。

　ニール副学長、長浜村長の挨拶の後、参加者によるパフォー
マンス披露、フィナーレには谷茶区青年会のエイサーとカ
チャーシーで会場を盛り上げました。

年で６回目を迎えた恩納村・ＯＩＳＴこどもかがく教室は、参加者と主
催者側にとって盛りだくさんの１週間となりましたが、子供たちの楽

しそうな笑顔が本イベントの成功の証しとなりました。
　８月１７～２１日にかけて行われた今年の教室には、１００名を超える科学好き
の子どもたちが参加し、ＯＩＳＴ研究員やスタッフ、恩納村の教職員や保護者、
地元大学生等、計１００名のボランティアスタッフに教えてもらいながらリラック
スした雰囲気の中でプログラムを楽しみました。

　同教室では、参加者の学年に応じた以下のプログラムが提供されました。
　　・未就学児（４～６歳）：かがくとふれあう
　　・小学１・２年生：みずのなかのいきもの
　　・小学１～３年生：沖縄に棲む生き物たち
　　・小学３・４年生：わたしたちの身の回りの世界を科学的に観察してみよう
　　・小学５・６年生：脳のしくみと機械とのコミュニケーション
　　・中学生：エネルギーを科学しよう

　小学３・４年生のクラスに参加した児童から「さまざまな実験ができて楽しかっ
たです」と、教室に参加した感想を語ってくれました。
　高学年の子供たちには、より挑戦しがいのあるカリキュラムが用意されていま
した。ロボットのプログラミングです。作業開始から３０分後、レゴブロックを使っ

て一生懸命組み立てたロボットに命が吹き込まれました。
　各自が科学を楽しむ中、満面の笑みを浮かべていたのが未就学
児クラスの子供たちです。スライムを思う存分楽しんでいた子供
たちですが、お父さんやお母さんの参加が何よりも嬉しかったに
違いありません。青色のピザやオレンジ色のミミズ、黄色いクラ
ゲから緑色のお餅まで、最年少の科学者たちによる創造力溢れる
探求は止まるところを知りません。
　来年もまたさらに内容を充実させ、楽しく実りあるプログラムを開催する予定です。　　　　

（ＯＩＳＴ　ガルノヴァ・オリガ）

今

村

村民＆ＯＩＳＴの交流で盛り上がる！！

第６回 恩納村・ＯＩＳＴこどもかがく教室

村民＆ＯＩＳＴの交流で盛り上がる！！

第６回 恩納村・ＯＩＳＴこどもかがく教室



◆恩納村より、通知カード・個人番号カード関連事務を委任されている地方公共団体情報システム機構から恩納村
に住民登録している住所に１２桁の通知カード（紙製）が１０月５日から簡易書留で世帯ごとに送付が開始されます。
（全国一斉に送付されますのでお手元に届くまでに多少日数を要します。）
◆通知カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号（マイナンバー）が記載されます。顔写真は
掲載されません。
◆届いた通知カードは、紛失しないように大切に保管してください。
◆もし、通知カードを紛失した場合、再交付を受けるためには、手数料が必要となります。
※通知カードが送付されて以降、引越しなどで住所が変わるときは、住所変更の手続きの際に通知カードを忘れず
にお持ちください。

◆個人番号カードとは、ＩＣチップのついたカードの表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面
に個人番号（マイナンバー）が記載されます。
◆本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-tax 等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載され
ます。
個人番号カードを取得するためには？
◆平成２７年１０月以降に通知カードと一緒に送付される個人番号カード交付申請書を郵送するなどして、平成２８年１
月１日以降、無料で取得することができます。
◆個人番号カードの交付は、恩納村役場の村民課から、交付をお知らせする通知を送付し、本人確認の後、引き換
えに通知カードを村民課窓口返納することになります。
◆個人番号カードの交付を一度受けた後に紛失し、再度、交付を受けたい場合は、再発行手数料が必要になります。

通知カードとは

個人番号カードとは

お問い合わせコールセンター：全国共通ナビダイヤル　☎０５７０－２０－０１７８
受付時間：平日９時３０分～１７時３０分（土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く）

平成２７年１０月から、村民の皆さま一人一人に

１２桁のマイナンバー（個人番号）が通知されます。

通知カードの例　　　　　　　　　　  表面　　　裏面

個人番号カードの例　　　　　　   　  表面　　　裏面

個人番号カード取
得 の 際 は、 住 民 基
本台帳カード（住基
カード）を所持し
ている方は返納す
ることになります。
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読書週間お楽しみ企画わくわく人形劇公演
「児童文化サークル コントスのたのしい人形劇」

10 月のおはなし会

夏休みスペシャルおはなし会

「恩納村文化情報センター」10月休館日

日　時：１１月３日（火）午後１時～（約１時間）
場　所：恩納村文化情報センター・恩納村博物館１階

研修室
出演団体：児童文化サークル コントス 
演　目：「アナンシと五」「おむすびころりん」他
参加費：無料
主　催：恩納村文化情報センター
※申込み不要です。当日、直接会場にお越しください。

　８月１８日に「ちょっとこわーいおはなし会」を開催
しました。
　閉館後の薄暗い博物館シアタールームで、ボランティ
アの吉山佳子さん、大西志保さんによるおはなし会をし
て頂きました。
　参加者からは「怖かった！でも可笑しかった！」「来
年もやりますか？やって欲しい」等の声をいただきまし
た。皆様のご参加ありがとうございました。

≪毎週土曜日　13:00~(30分程度)≫
【日　程】3日、10日、17日、24日、31日
【場　所】おはなしの部屋

【休　館　日】　5日、13日、14日、19日、26日
【資料整理日】　15日(第３木曜日)　
　　　　　　　※博物館、観光情報フロアは開いています。

［問合せ先］恩納村文化情報センター　〒９０４-０４１５　恩納村字仲泊１６５６番地８　　☎098-982-5432

宝くじの助成金で整備しました。
平成 27年度一般コミュニティ助成事業を活用し、喜瀬武原区が多
目的ステージを整備しました。
今後喜瀬武原まつりなどで活用されます。

多目的ステージ　１式

イベント

終了
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くらしの情報

無料調停相談会

村営住宅補充入居者募集について

ナイト登山に挑戦し、夜景を楽しもう

平成２７年度恩納村職員採用候補者選定試験

第３１回やんばるの産業まつり

平成２７年全国地域安全運動

石川岳周辺の野草（食草）を使って野外料理を楽しもう

「ホップ！ステップ！ジャンプ！やんばるの地域力大集合　～
地産・地消・他消～」をメインテーマに「第３１回やんばるの産
業まつり」が名護市２１世紀の森体育館をメイン会場に開催い
たします。

　平成２７年１０月１１日（日）から２０日（火）までの１０日間「み
んなでつくろう安心な街」をメインスローガンに「ちゅらさん
運動で築く安全・安心な沖縄県」をサブスローガンとして「全
国地域安全運動」を実施します。

日　時：平成２７年１０月１０日（土）　午前１０時～午後４時
場　所：名護市中央公民館　第３・第４研修室

募集内容：補充入居者の募集（１年間の登録期間内に空きが出
た場合、公開抽選を行う）

　　　　　※審査委員会等により住宅困窮度が著しく高いと
判断した者を優先入居とすることもあります。

申込期間：平成２７年１０月２６日（月）～１１月６日（金）
　　　　　午後５時００分まで（期間厳守）
申込用紙の配布：平成２７年１０月１３日（火）から役場建設課に

て、配布しています。
申込方法：所定の申込用紙を役場建設課で受け取り、必要書

類を添付して、お申し込みください。
選考方法：書類審査・実態調査・審査委員会選考

日　時：平成２７年１０月３１日（土）
　　　　１７：３０受付　　１８：００～２０：００
場　所：石川岳Ａコース（約１時間）
参加料：５００円（保険料、資料代）※資料「石川岳の生き物たち」
募集人数：３０名　※但し、中学生以上
申込期間：平成２７年１０月２０日（火）～１０月２８日（水）
準備すべきもの
⑴おにぎり、サンドイッチ等（２～３個）の軽食　　⑵飲み物
⑶長ズボン、長シャツ（いずれも明るい色）　　⑷リュックサック
⑸懐中電灯　　⑹スティック　　⑺タオル
　※写真撮影も楽しめます。

①職種及び採用人員：一般行政職（初級・上級）　若干名
②試験日及び場所：一次試験　平成２７年１１月１日（日）
　　　　　　　　　　恩納村総合保健福祉センター
受験資格・手続方法等は、１０月１日に公表する実施要綱を村
ホームページ等でご確認ください。

日　時：平成２７年１０月１０日（土）～１１日（日）
　　　　午前１０時～午後８時　　※屋内は午後７時まで
場　所：名護市２１世紀の森体育館
駐車場：名護市民会館及び名護漁港臨時駐車場
 　　　　（会場までシャトルバス運行）

日　　時：平成２７年１０月１８日（日）　９：００～１４：１５
募集人数：家族２０組　約４０人
参加費用：一人あたり、１，０００円（保険料その他）
申込期間：平成２７年１０月６日（火）～１０月１３日（火）

運動重点
　○子どもと女性の犯罪被害防止　（全国）
　○特殊詐欺被害防止　　　　　　（全国）
　○万引き、オートバイ盗、車上狙い（石川警察署）

問合せ先：建設課　管理係　☎ 966-1203

問合せ：総務課　行政係　☎966-1200

問合せ：沖縄県立石川青少年の家　担当　伊波
☎964-3263　FAX : 964-5663

問合せ：沖縄県立石川青少年の家　担当　上運天
☎ 964-3263　FAX : 964-5663

問合せ：やんばるの産業まつり実行委員会
☎0980-52-2448

石川警察署・石川地区防犯協会

恩納村社会福祉協議会への
ご寄附大変ありがとうございました。

香典返し／幸地　米子 様より（故 幸地　忠伺）
　　　　　5０，０００円

問合せ：沖縄科学技術大学院大学　地域連携セクション
☎098-966-2184
ホームページhttp://www.oist.jp/

平成２７年度 OIST オープンキャンパス 
１１月８日（日）１０：００～１７：００
OISTメインキャンパス
入場無料
臨時駐車場：赤間運動場駐車場
科学実験や講演会、研究施設の見学ツアーなど内容もりだくさん！
ご家族、お友達をお誘いのうえぜひご参加ください。

バロックの夕べ -カウンターテナー、バロックチェロ、チェンバロとともに- 
１０月３０日（金）19：00-21：00 
ＯＩＳＴメインキャンパスセンター棟　レストラン
入場無料・要予約
プログラム：『愛しい希望よ』、 『チェロソナタ　第8番　イ長調』、その他
１０月１４日朝１０時よりOISTウェブサイト及びお電話にて予約受付開始。

イベント情報
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Information

平成２７年度　犬・猫避妊・去勢手術のおすすめ
～犬や猫の飼い主のみなさんへ～

年金からのお知らせ

「自賠責の期限切れに気を付けて！」

安富祖農道舗装工事についてのお知らせ

問合せ：日本年金機構 名護年金事務所 ☎ 0980-52-2522

問合せ：最寄りの動物病院、または沖縄県獣医師会まで
☎ 098-853-8001

問合せ：（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団　奨学課
☎ 942-9213　http://www.oihf.or.jp/

年金相談に関する事項

届書等の受付に関する事項

年金の決定・支払に関する事項

《被用者年金一元化法が施行されます》

主な変更事項は、次のとおりです。

　平成24年8月に成立した「被用者年金一元化法」により平成
27年10月1日から、これまで厚生年金と三つの共済年金に分か
れていた被用者年金制度が厚生年金制度に統一されます。
○平成27年10月以降、厚生年金の決定・支払は、従来どおり、

厚生年金被保険者期間分は日本年金機構、共済組合等加入期
間分については各共済組合等で行います。

○厚生年金に関する届書等（注）は、日本年金機構（年金事務所）ま
たは各共済組合等のどの窓口でも受付します（ ワ ン ス ト ッ プ
サービス）。

　　（注）①平成27年10月以降に受給権が発生した厚生年金に
限ります。

　　　　　② 障害給付の届書等の一部の届書を除きます。

　共済組合等（注）が管理する年金記録のうち、平成 27 年 10 月以
降に厚生年金を受ける権利が発生する被保険者及び受給者の方につ
いては、日本年金機構（年金事務所）の窓口においても年金相談が
可能になります。
　（注）共済組合とは、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、

私立学校教職員共済。
①日本年金機構（年金事務所）で相談が可能となるのは厚生年金に

限ります。
②共済組合等が支払する厚生年金について、年金事務所で行える相

談内容は次のとおりです。
　○受給者記録に関する照会
　○被保険者記録に関する照会
　○年金の受給資格の有無に関する照会

★手術を受ける動物病院の定める手術料金から一頭につき上記の金額
を差し引いて、差額分を飼い主さんが負担することになります。なお、
手術料金は、動物病院により異なります。助成対象者は抽選によって
選ばれます。

対　　象
・県内在住の方が飼育している犬、猫で手術実施時に、生後ほぼ６ヶ

月以上で健康であること。
・犬は狂犬病予防法に基づく登録済の犬で、平成２７年度狂犬病予防

注射接種済の犬であること。
・平成２７年３月２日以降に避妊・去勢手術を終えた方も、応募資格が

あります。
・応募は１頭につき各期１通とし、当選は１世帯につき、犬・猫いずれ

か１頭までとなります。

募集期間
第１期 　平成２７年 ９ 月 １ 日（火）～平成２７年１０月３１日（土）
第２期 　平成２７年１１月 １ 日（日）～平成２８年 １ 月 ８ 日（金）

抽選日
第１期　平成２７年１１月 ６ 日（金）
第２期　平成２８年１ 月１５ 日（金）

手術実施期間（平成２７年 ３ 月 ２日～平成２８年 ３ 月 １ 日）
　　第１期　平成２８年 １ 月１５日（金）までに手術を終えてください。
　　第２期　平成２８年 ３ 月 １ 日（火）までに手術を終えてください。
●抽選の結果は、抽選後１週間以内に当選通知でお知らせします。
　なお、抽選にもれた方への連絡は、致しかねますのでご了承ください。

　○厚生年金に関する届書等（注）については、日本年金機構（年
金事務所）または共済組合等のどの窓口においても受付を行い
ます（ワンストップサービス）。

　　（注）①平成 27 年 10 月以降に受給権の発生した厚生年金に限
ります。

　　　　　②障害給付の届書等の一部の届書を除きます。

自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！

　自賠責保険・共済は、すべての車・バイク１台ごとに加入が義務

づけられており、加害者の賠償責任を担保することで、被害者の基本

的な賠償を保障する制度であり、被害者の救済を目的としています。

　○老齢厚生年金及び遺族厚生年金 ( 長期要件 ) については、それ
ぞれの加入期間ごとに各実施機関が決定・支払を行います。

　○障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金 ( 短期要件 ) につ
いては、それぞれ初診日又は死亡日に加入していた実施機関が
他の実施機関の加入機関分も含め年金額を計算し、決定・支払
を行います。

　　※実施機関とは、厚生労働大臣 ( 日本年金機構 )、国家公務員共
済組合、地方公務員等、共済組合、私立学校教職員共済を指
します。

平成２７年度貸与奨学生の追加募集
募集期間：平成２７年９月１５日（火）～１０月１６日（金）
対　　象：沖縄県内に住所を有する者の子弟で、国内の大学、

専修学校（専門課程）の在学生学業、人物ともに
優秀であるが経済的理由により修学に困難があると
認められる者。

　　　　  その他詳しくは、ホームページ等でご確認ください。
採用予定数：大学４０人程度、専修学校（専門課程）７人程度

概　　要：現況砂利道をアスファルト舗装することにより
　　　　　農作業等の利便性の向上を図る。
事 業 名：特定防衛施設周辺整備調整交付金
地 区 名：恩納村字安富祖地内（クガチャ原）
延　　長：L=６５１ｍ
工　　期：平成２７年９月１５日～平成２８年１月１９日
請負業者：（有）原電設工業

　※１期抽選に漏れた方の
　　２期抽選への持ち越し
　　 は致しませんのでその
　　 都度ご応募ください。
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