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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！
また、インフルエンザの症状と類似している新型コロナウイルス感染症の流行が重なることも想

定されるため、早めに予防接種を受けましょう。

(1)65 歳以上の方（接種日時点）
(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。

1 歳～ 15歳（中学 3年生）までの保護者のみなさまへ
今年度も全額助成行います！

季節性インフルエンザの症状と類似している新型コロナウイルス感染症の流行が重なることを避
けるため、季節性インフルエンザの発症が多い１～ 15 歳を対象に予防接種の助成を今年度も実施い
たします。季節性インフルエンザの発症を軽減し、医療機関の混乱を避けるためにも予防接種を受け
ましょう。

１歳～ 15歳（中学３年生）以下のお子さま
１歳～ 13歳未満：２回
（接種間隔：2～ 4週間　※免疫効果を高めるには 3～ 4週間が最適）
13歳～ 15歳（中学３年生）：１回

★予防接種の実施期間  令和３年 10月１日～令和４年２月 28日
※実施期間を過ぎると全額自費となります。ご注意ください。
※各自にて医療機関へ電話予約を行い、接種してください。
※医療機関によってはワクチンの在庫が切れている場合等がありますので、必ず医療機関へ確認し、
予約のうえ接種してください。
※詳細は、チラシ、村ホームページまたは健康保険課でご確認ください。

インフルエンザ予防接種がはじまります！インフルエンザ予防接種がはじまります！

お問い合わせ　健康保険課　健康づくり係　☎９６６ー１２１７

【接種前の注意点】
・この予防接種は、予防接種法に基づかない任意予防接種です。
・接種にあたっては効果や副反応、健康被害救済制度などを理解したうえでご検討ください。
・予診票は医療機関備え付けのものをご使用ください。

○対 象 者：
○接種回数：

65 歳以上の方
今年度も無料で１回受けられます！

○接種にかかる自己負担：０円　※助成は 1回目の接種のみ
●接種前の注意点
・対象者の方へ予診票を送付しますので、恩納村役場発行の予診票をご使用ください。

○対象者：

○接種にかかる自己負担：０円

10 月 27 日～ 11 月９日は

読書週間



8 月 26 日、真栄田区の金城文世さんより恩納村の子どもたちに食べさせ
てくださいとかぼちゃ 30玉（約 30㎏）の寄贈がありました。
早速、学校給食で使用し、児童生徒も大変喜んでいました。

金城文世さん（真栄田区）

麦ごはん
夏野菜カレー
フルーツ白玉
ジョア（マスカット）

今年で 11 年目を迎えた「こどもかがく教室」は、
コロナウイルス感染防止のため、オンラインにて開
催しました。恩納村の小中学生を対象に、海や川の
生き物観察や、色の見え方、サメやシロアリの生態
紹介、顕微鏡を使ったプログラムを行いました。初
めてのオンライン開催となりましたが、延べ 62 名
の生徒が参加し、科学の面白さに触れて頂くことが
出来ました。たくさんのご参加、ありがとうござい
ました！参加者の皆さんには、修了証書と記念品の
缶バッチを贈呈しました。

有限会社丸政設備の代表取締役伊波ひろみ様が村
役場を表敬し、村の教育へ役立ててほしいと、100
万円の寄付がありました。
この寄付金は村教育委員会の奨学基金

として、人材育成に活用いたします。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26
条第１項の規定に基づき、恩納村教育委員会の権限
に属する事務事業の点検及び評価報告について恩納
村教育委員会事務事業点検評価外部評価委員会より
答申を受けました。
教育委員会は毎年、各事業の点検及び評価を行い、

その結果を報告書として作成し、議会に提出すると
ともに、公表することになっています。
同報告書及び答申内容は、恩納村役場ホームペー

ジでご覧になれます。

( 左から ) 村吉エミ子副委員長　仲西智直委員長
  當山欽也教育長 星野文彦委員

全日本女子学童軟式野球大会出場報告

9 月 9 日、山田小学校 6 年の山城美羽実さん、恩
納小学校 6 年の東野夏姫さん、コーチの山城和之さ
んが役場を訪れ、全日本女子学童軟式野球大会 (Ｎ
ＰＢガールズトーナメント 2021) 沖縄選抜チームと
しての出場を報告しました。
沖縄選抜チームは２回戦まで勝ち進み、3 回戦で

は今大会優勝した栃木代表に 4-6 で惜敗となりまし
た。
山城さんは「今回代表に選抜されたことが、すご

く嬉しかった。試合もとても楽しくできました」と
話し、東野さんは「全員で楽しく、良い試合ができ
ました」と話しました。

（左 2人目から）山城さん、東野さん、山城コーチ

▲「サメの世界」のクラスの様子

人材育成へ役立てて人材育成へ役立てて

お問い合わせ：商工観光課　☎９６６－１２８０

新型コロナウイルス感染症の影響で令和 2 年度の売上げが特に減少した村内の観光関連事業所を支援すること
を目的に村民及び来村者に対し、村内観光関連事業所でのみ利用できるプレミアム付商品券（1 万円分を 5 千円
で販売）について、議会だより（8 月 25 日付）に掲載されておりますが、本事業が誘客や人流の活性化を促す
ことを前提にしているため、感染拡大防止の観点から事業実施時期としては適切でないと判断し、10 月販売開
始を取りやめております。改めて事業の詳細が決まりましたら、周知いたしますのでご了承ください。

景気回復支援プレミアム付商品券販売事業について景気回復支援プレミアム付商品券販売事業について

学校給食センターヘかぼちゃの寄贈がありました！学校給食センターヘかぼちゃの寄贈がありました！

恩納村教育委員会
令和 2年度事務事業の点検及び評価に

関する意見の聴取について

恩納村教育委員会
令和 2年度事務事業の点検及び評価に

関する意見の聴取について
全日本女子学童軟式野球大会出場報告全日本女子学童軟式野球大会出場報告

恩納村×OIST
こどもかがく教室を開催！

恩納村×OIST
こどもかがく教室を開催！

　東京 2020 オリンピックに出場した７人制ラグビー男子アル
ゼンチン代表は７月 13 日に来県し、恩納村で事前合宿を行い
ました。
　アルゼンチン代表は本番に向けた練習や体調管理など万全な
調整を行いました。
　大会本番では強豪チームを次々と撃破し、準決勝ではフィジー
（金メダル）に惜しくも敗れましたが、３位決定戦ではイギリス
に勝利し、ラグビー競技において南米大陸初の銅メダルを獲得
しました。
　チームは「恩納村で非常に重要な時間を過ごすことができた
おかげで、メダルを獲得することができた。このような厳しい
状況の中、合宿地を引き受けてくれた恩納村にはとても感謝し
ている」と話しました。
　合宿は赤間総合運動公園で７月 20日まで行われました。

アルゼンチン代表合宿ｉｎ恩納村アルゼンチン代表合宿ｉｎ恩納村
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お問い合わせ　恩納村文化情報センター　☎９８２－５４３２

文化情報センターだより
おすすめ本

恩納村文化情報センター 10月の休館日 
【休館日】4日、11日、18日、25日
【資料整理日】21日
●文化情報センターに関する情報は、ホームページや SNS で
確認できます。

10 月 27 日～ 11 月 9 日は秋の読書週間です。本を読もう！とやる気がでる季節
ですね。日本の小説や文豪の作品もよいですが、海外文学に挑戦してみるのはいか
がでしょうか？海外文学には日本とは違った価値観や空気感を感じる魅力がありま
す。でもどの本から読めばいい？と困ったら、ぜひこの本をチェックしてみてくだ
さい。
こちらは海外文学作品を 12 のテーマで訳者が解説・紹介するブックガイドです。

児童文学から名作まで幅広く、かつ読みやすい「海外文学の入口」がそろっています。
読書の秋のはじめの１冊として、ぜひお手に取ってみてください。

『ＢＯＯＫＭＡＲＫ　翻訳者による海外文学ブックガイド』 金原　瑞人∥[ほか ] 編

10 月 1日（金）～
10月 27日（水）～ 11月 9日（火）
児童・一般
原稿用紙 1枚～
大きさ自由・何を使って書いても
構いません。

募集期間
展示期間
対 象
感 想 文
感 想 画

あなたのおすすめ本を紹介する感想文・感
想画を書いてみませんか？
集まった作品は展示コーナーにて展示予定

です。
参加者全員に文化情報センターオリジナル

グッズをプレゼント！
たくさんの応募をお待ちしております。

秋の読書週間
「感想文・感想画　大募集！」

秋の読書週間
「絵本カバーでできちゃうよ！ライブラリーケース作り」

読書通帳と貸出カードが収納できる「ライブラリーケー
ス」の材料セットを文化情報センターで配布します。
お好きな絵本カバーを選んだあとは、文化情報セン

ターのホームページ・Facebook にて公開される作り
方の動画を見ながら、ご自宅で作ってみてください。

10月 1日（金）～ 11月 9日（火）
恩納村文化情報センター
利用者カードをお持ちの方（新規登録も可）
無料

10 月のイベント

対象児童

満 5 歳から小学校就学の始期に達するまで
の園児（年長児）。ただし、安富祖幼稚園に
ついては、満４歳から入園が可能（教育標準
時間（午前）のみ）

令和４年４月に小学校へ入学
予定の児童

対象児童申込期間

11 月４日（木）

恩納校区 13：30
喜瀬武原校区、安富祖校区、
仲泊校区 14：30
山田校区 15：30

日 に ち

時　　間

恩納村コミュニティセンター場　　所申込方法

申請書を教育委員会へ提出。必要書類は村
ホームページ、教育委員会にて配布

※当日は時間厳守。保護者同伴でお越しくだ
　さい。

対象児童

申込期間

申込方法

在園児：11 月 １ 日（月）～ 11月 12日（金）　（夜間受付）11月 ４ 日（木）、10日（水）
新　規：11 月 15日（月）～ 11月 30日（火）　（夜間受付）11月 17日（水）、24日（水）
午前９時～ 12時　午後１時～４時 45分　（夜間受付）午後５時 30分～午後８時
※土日・祝日を除く

恩納村民で、０歳から４歳児までの「保育を必要とする乳幼児」
※０歳児の受入れは、令和４年４月１日時点で入所基準月齢に達していること。
※風の森保育園のみ５歳児（平成 28 年４月２日～平成 29 年４月１日生まれ）の
　受入れを行っています。

申込書類一式を不備がないよう揃えて、福祉課窓口や在園施設、郵送にて提出。
※申込基準など詳しくは、村ホームページの「令和４年度保育所入所案内」をご確
　認ください。

注意事項 ●申込期間をすぎると、入所調整に影響します。
●書類の不備や記入漏れ、捺印漏れがある場合には受付できません。

恩納村保育所入所申込のお知らせ
令和４年度恩納村保育所等入所申込が始まります！

書類配布 10 月１日（金）から福祉課窓口で受け取れます。
午前８時 30分～ 12時　／　午後１時～５時
※村ホームページからも各種様式をダウンロードできます。

令和４年度

お問い合わせ：福祉課　母子保健係　☎９６６－１２０７

お問い合わせ：学校教育課　☎９６６－１２０９

10 月 1日（金）～ 10月 15日（金）

村立幼稚園　園児募集
令和４年度

就学時健康診断
新１年生

：
：
：
：
：

材料配布期間
材料配布場所
対 象
参 加 費

：
：
：
：

ホームページ Facebook インスタグラム
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●10月 17日（日）　総合保健福祉センター
●10月 26日（火）　山田公民館日にち・場所

●健診日の２週間前までに予約してください。
●健診の１週間前までに問診票・受診のご案内・
　検査キットをお送りします。
●混雑を避けるため完全予約制（受付時間指定）
　となっています。

以下の症状がある方は、ご遠慮ください。
37.5 度以上の発熱、疲労感、倦怠感
味覚症状、嗅覚障害、咳、くしゃみ

新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または中止になることがあります。詳しくは、村ホー
ムページやＬＩＮＥ、QABデータ放送をご確認ください。

受付時間 ①８：30　　②９：00　 ③９：30　④10：00   ⑤10：30

20歳から子宮頸がん検診、40歳から乳がん検診
自分のため・家族のために検診を受けましょう！

お問い合わせ：健康保険課　健康づくり係　☎９６６－１２１７

※乳がん検診はマンモグラフィ検査のみで、予約が
　必要となります。健康保険課窓口またはお電話に
　てお申し込みください。

◆20歳～ 79歳で受診券が届いていない方
　　４月以降に恩納村へ引っ越してきた方や
　受診券通知を中断されている方は、受診券
　が郵送されていない場合があります。受診
　券発行を希望する方は、ご連絡ください。

◆80歳以上の皆さまへ
　　受診券は送付されません。受診を希望の
　方は、お問い合わせください。

対象者　子宮頸がん：20歳以上
　　　　乳　が　ん：40歳以上
持ち物　受診券（ピンク色）
　　　　※無料クーポン券対象者は、必ずクーポン
　　　　　券も一緒にご持参ください。

10月 25日（月）
受付 13：30～ 14：30
山田公民館　　

日　時

場　所

元気のひきだし元気のひきだし

食べる順番によって、食後の血糖値上昇や血糖値を下げるはたらきのインスリンホルモンの分泌に
違いがあります。肥満や糖尿病発症予防のために、「まずはおかずから」の習慣を始めてみましょう。

右の図からも分かるようにご飯から
食べた場合は食べた直後から急激に血糖
値が上昇していて、その後は急激に下降
しているのに対しサラダから食べた場合
は血糖値の上昇も下降も緩やかです！

♦おかずから食べるメリット

★よく噛むことで、満腹を知らせる脳内物質や食欲を抑えるホルモンが分泌される
★食物繊維は胃や小腸の粘膜を覆うため、次に食べた物の吸収を抑えて血糖上昇を緩やかにする
★インスリンの分泌も抑えられ、糖尿病や肥満予防、疲れやすさや眠気の軽減にも繋がる

お問い合わせ：健康保険課　健康づくり係　　☎９６６ー１２１７

食事となると何を食べるか？何を食べないか？そこばかりに意識が向きがちですが、実は同じ食べ
物でも何から食べるかで体内の状態は変わってきます。
そこで第 2回目の元気のひきだしは「食事の食べる順番」についてです！

♦血糖値を上げにくい食べ物の順番

１　食物繊維：野菜・きのこ・海藻類

２ タンパク質：お肉・お魚・大豆製品
３ 炭水化物：ご飯・パン・麺・いも類

おススメ★先食 (さきた ) べおかず

恩納村の村産品でもあるもずくを使ったおかずです。もずく酢だと砂糖を多く摂取してしまう可能
性があります、、、
そこでおススメしたいのが「もずくサラダ」です！もずく、きゅうり、ツナなどをレモン汁（酢）、オリー

ブ油、しょうゆで味付けします。
ぜひ、試してみてください♪もずくスープなども良いです！

♦食べる順番による血糖値の上がり方のちがい

恩納村立幼稚園、小・中学校から保護者の皆さま
「健康観察と情報連携」のお願い

現在、全国で幼稚園、小学校、中学校において、新型コロナウイルス感染症に罹患
する子どもたちが多数報告されています。
そこで、幼稚園や小学校、中学校で集団感染を出さないために、各ご家庭と学校が幼児児童生徒の

健康状態の情報連携を緊密に行えるようにご協力をお願いいたします。
具体的には、
１．保護者等による幼児児童生徒の健康観察を毎朝行ってください（検温の実施と記録）。
２．幼児児童生徒が体調不良の時は、必ず学校に電話等でご連絡をお願いします。
３．幼児児童生徒と同居しているご家族の健康状態についても情報のご提供をお願いします。
※保護者の皆さまのご判断が、多数の幼児児童生徒への感染予防につながります。各学校と連携をお
願いいたします。

食前 30分後 60分後 90分後 120分後 150分後
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ご飯→から揚げ→サラダの順で食べた場合
サラダ→から揚げ→ご飯の順で食べた場合

おかずから食べると良いって聞いたことあるけど、何でいいのだろう？

１．野菜類

２．タンパク質

食べる順番 ３．炭水化物
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特別定額給付金事業 11億 1,665 万 5千円
新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意しつつ、家計への支援を行うことを目的に、村民一
人につき 10万円を給付しました。

新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた世帯及び事業所等に対して経済的負担を軽
減するために、水道料金の基本料金分６か月（６月～ 11月分）を免除しました。

恩納村水道料金助成事業 3,111 万円

村民向け商品券発行事業 1億 1,661 万 3千円
村民に対し、村内事業所で利用できる商品券（10,000 円分）を発行し、村民の生活支援、消
費喚起及び村内経済の活性化を図りました。

新型コロナウイルス感染症状と季節性インフルエンザ症状が酷似していることから、１歳から
中学生まで季節性インフルエンザ予防接種費を助成しました。

任意予防接種助成費 29万 1千円

新型コロナウイルス感染症対策費 551万 2千円
感染症対策に係る消耗品等。災害時避難所屋内での集団生活における被災者の感染防止及びプ
ライバシー確保のためワンタッチパーティション等を購入しました。

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 291万 4千円
新型コロナウイルスワクチン接種に必要な体制を実際の接種より前に整備しました。

村
民
向
け

学校保健特別対策事業費補助金 639万 8千円
学校の判断で感染症対策や学習保障等に必要な取り組みを迅速かつ柔軟に実施するための経費
を支援しました。

学校臨時休業対策 61万 4千円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学校給食調理業者に対し、衛生管理の徹底・改善を
図るために補助を行った。また、臨時休校に伴う保護者への給食費を返還するために要した費用。

村在住高校生就学支援緊急助成金 1,520 万円
新型コロナウイルス感染症対策に伴い、高等学校の臨時休校及び保護者の長期休業等に対し、「緊
急的保護者支援」として、村内在住高校生を持つ保護者に対し、経済的負担軽減を図りました。

緊急的子育て支援（給食費負担軽減） 2,865 万 6千円
村内在住の小学生のいる世帯に対し、一定期間の学校給食費負担を軽減し、「子育て世帯」への
緊急的経済支援を行いました。

子育て世帯臨時特別給付金事業 1,816 万 3千円
児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金として対象児童一人につき１万円を給付し
ました。

GIGAスクール端末導入事業 6861万 8千円
国が進めるGIGAスクール構想に係る 1人 1台 PC端末の実現。

学習支援ソフト使用ライセンス料 935万円
GIGAスクール構想に伴う学習支援ソフトのライセンス使用料。

密集軽減のための輸送能力増強事業 542万 2千円
学校再開に向け、３密の状況を回避するためスクールバスを増便し、着座間隔を広くしました。

教
育
・
子
育
て
関
連

令和２年度に実施した
新型コロナウイルス感染症対策事業を紹介します

農
林
・
水
産
関
係

事
業
者
向
け

老
人
福
祉

沿岸海域環境保全事業 3,508 万 6千円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業（ダイビング）雇用創出等の対策事業
として、沿岸海域の清掃及びサンゴの植え付け、オニヒトデ除去事業等を実施しました。

恩納村水産業奨励補助金 349万 7千円
新型コロナウイルス感染症の影響による海ぶどう生産者の所得減少による負担軽減を図るため、
養殖生け簀利用料の一部を助成しました。

飼料購入補助金 178万 5千円
新型コロナウイルス感染症の影響により経営を圧迫していることから生産者の負担軽減を図る
ため、村内豚農家飼料購入費の一部を助成しました。

堆肥購入補助金 802万 4千円
新型コロナウイルス感染症の影響により経営を圧迫していることから生産者の負担軽減を図る
ため、村内農家に対し堆肥購入費の補助率を増加しました。

農産物出荷箱助成金 626万 2千円
新型コロナウイルス感染症の影響により経営を圧迫していることから生産者の負担軽減を図る
ため、村内農家に対し出荷箱購入費の補助率を増加しました。

農薬購入補助金 1,013 万 3千円
新型コロナウイルス感染症の影響により経営を圧迫していることから生産者の負担軽減を図る
ため、村内農家に対し農薬購入費の補助率を増加しました。

保育対策総合支援事業 275万 3千円
保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設において、新型コロナウイルス感染拡大を防止す
る観点から、感染防止に必要な備品等購入となる経費を補助しました。

新型コロナウイルス感染症対策費（保育料免除） 521万 6千円
新型コロナウイルス感染症に伴い、国の「幼児・保育無償化」対象外である保護者の保育料免
除措置を講じて、経済的負担軽減を図りました。

村内事業所感染予防機器購入補助事業 363万円
新型コロナウイルス感染対策として、客室及び車内等で使用できる除菌装置を村観光協会で購
入し、各事業所で感染者、また疑いのある方が発生した際などに貸与し使用することで、村内
事業所の感染拡大防止の強化を図りました。

村内主要ホテル感染予防機器購入等補助事業 3,241 万 2千円
村内の宿泊事業所（客室 50 室以上）において、感染症予防対策の設備等を備えることで、観
光客の安全・安心の受け入れ体制を強化し観光誘客を図りました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小事業者への支援事業 2,120 万円
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小事業者への支援を行いました。

新型コロナウイルス感染防止対策機器購入補助金 193万 7千円
観光客を受け入れている指定管理施設において感染対策に要した経費の一部を助成しました。

雇用調整助成金利用活用事業所支援委託事業 2,155 万 4千円
雇用調整助成金制度を利用した村内事業所に対し支援金を助成し、村民の雇用継続を図りました。

疾病予防対策事業 168万 7千円
通所サービス利用の高齢者に対する PCR検査費用を実施しました。

村内事業所家賃支援委託事業 3,748 万 2千円
売上げが減少している村内事業所に家賃補助を支援し、事業の継続を図りました。

教
育
・
子
育
て
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お問い合わせ：恩納村 SDGs 推進事務局（企画課内）　☎９６６－１２０１
　　　　　　　sunna.sdgs@gmail.com

　恩納村では、村民一人一人にＳＤＧｓを身近なものとして感じていた
だけるよう、さまざまな普及啓発活動を実施しています。
　今月はこれまでに行った啓発活動を紹介します。

「サンゴの村宣言」ＳＤＧｓプロジェクト
今月のテーマ：普及啓発

× ＯＮＮＡ

　村民や村内事業者、教育現場の皆さまに対して、ＳＤＧ
ｓの概念から恩納村の抱えるさまざまな課題に対して、ど
のように取り組んでいくか、具体的な進捗状況を共有する
説明会を開催しています。
昨年度テーマ　「ＳＤＧｓについて知ろう！」
今年度テーマ　「恩納村の１０年戦略を知る！」

ＳＤＧｓ説明会の実施

　ＳＤＧｓを知るだけでなく、体験して理解を深めるため、
カードゲーム「ＳＤＧｓ de 地方創生」を導入して実施し
ました。（昨年度は３回実施）それぞれ、与えられた目標
と地域の人口、経済、暮らし、環境の目標値に向かって共
に協力し合って解決していく共創の大切さを体感でき、Ｓ
ＤＧｓを自分事ととらえることができるゲームです。

ＳＤＧｓカードゲーム体験会

　Green Fins の推進など、特定の取り組みに参画の意思
があるダイビング事業者向けに、詳細な説明会を実施しま
した。
　今年度は取り組みの輪を拡げたいと考えているので、回
数を増やしていきます。

関係者に個別の取り組み相談

今年度実施予定の普及周知イベント

村内の生活課題に
ついての

ディスカッション
ＳＤＧｓ説明会 SDGs カードゲーム

関係者に個別の
取り組み相談

企業版ふるさと納税を通じて寄付をいただいた企業様を紹介します。

○株式会社 Souplesse（北海道札幌市）　https://souplesse.jp/
事業名「学習塾がない村で学力を下支え、子どもたちに質の高い教育を」プロジェクト
 （子どもの居場所づくり、学習支援）

○有限会社　名工企画設計（沖縄県那覇市）　https://mkok.jp/
事業名「恩納村の特性を活かした魅力あるしごとを創出する事業」20万円
事業名「若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる事業」20万円

＊企業版ふるさと納税とは…

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、国が認定した地方公共団体の地方
創生プロジェクトに対し企業が寄付を行った場合に、寄付額の約 6 割を法人関係税
から税額控除できます。通常の損益算入による軽減効果と合わせて最大で約 9 割の
税額控除が見込めます。 詳しくはこちら

●情報は村役場ウェブサイトより更新していきますので、ご確認ください。

恩納村ＳＤＧｓセミナー

お問い合わせ：企画課　☎９６６－１２０１

お問い合わせ：恩納村産業まつり実行委員会　☎  966-1280（商工観光課内）

恩納村産業まつり中止のお知らせ
令和 4 年 1 月に開催を予定していました「第 24 回恩納村産業まつり」は、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止の観点から、開催の中止を決定いたしました。
本まつりを楽しみにされていた皆さま並びに生産者、事業所の皆さまには、大変申し訳ご

ざいませんが、８月の実行委員会において、来場者及び関係者の皆さまの健康を第一に考え
た末の決定ですので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症が一日も早く収束し、日常生活が取り戻せることを願いながら、

次回の開催に向けて取り組んでまいりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

沖縄県広域地震・津波避難訓練を実施します。

日　時 11 月５日（金）　午前 10時

場　所 恩納村全域

１．防災行政無線から「緊急地震速報」の放送
２．緊急速報メールの配信「大津波警報の通知」（沖縄県）

対　象 全村民

地震発生時の対応訓練を実施することで、防災意識の向上を図ります。

安全行動１・２・３訓練
内容
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お問い合わせ：恩納村教育委員会　社会教育課　☎９６６ー１２１０

詳しくは、村ホームページまたは社会教育課までお問い合わせください。

（１）スピーチ、レシテーション、珠算、書道、文芸等で本県を代表して県外へ派遣される者：1回に
 つき 2万円
（２）音楽、技芸等で本県を代表して県外へ派遣される者：1回につき 2万円
（３）スポーツ、武道等で本県を代表して県外へ派遣される者：1回につき 2万円
（４）日本スポーツ協会に加盟する各種協議団体の推薦により強化選手として大会や強化練習で県外へ
 派遣させる者：1回につき 2万円
（５）県内外での陸上、駅伝、マラソン大会等で県の記録を更新した者：1回につき 1万円
（６）国または県を代表として国外へ派遣される者：1回につき 3万円

選挙へ行こう！

　不在者投票施設として指定された病院や老
人ホームなどに入院・入所している方は、そ
の施設内で不在者投票ができますので施設管
理者に申し出てください。
　また、旅行や出張などで他市区町村に滞在
している方は、滞在先の選挙管理委員会で不
在者投票をすることができます。ただし、投
票用紙等の請求や交付は、恩納村選挙管理委
員会と郵便でのやりとりが数回必要となるた
め、早めに手続きしてください。

不在者投票期日前投票

　投票日に仕事や出張・旅行などのために投
票に行けない方は、期日前投票をご利用くだ
さい。
　期日前投票をするときは、投票所入場券裏
面の「請求書兼宣誓書」に必要事項を記載し
てご持参ください。投票所での手続きも簡単
になり、待ち時間も短くなります。

期間　公示日翌日から投票日前日まで

期間　公示日翌日から投票日前日まで
　　　名嘉真、宇加地は１日のみ
時間・場所
 ・恩納村役場２階会議室
   午前８時３０分～午後８時
 ・名嘉真区多目的施設、宇加地公民館
   午前９時３０分～午後７時

お問い合わせ：恩納村選挙管理委員会　☎９６６－１２５９

投
票
箱

年金生活者支援給付金制度
　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活
を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実
施します。

対象となる方 請求手続き

老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たす方
①65歳以上である
②世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
③年金収入額とその他所得額の合計が約 88 万円
　以下である

　お受け取りの対象になる方には、日本年金機構
より８月下旬ごろから、請求可能な旨のお知らせ
を送付します。
　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）
に記入し提出してください。令和４年１月４日ま
でに請求手続きが完了しますと、令和３年 10 月
分からさかのぼって受け取ることができます。

新たに支給対象となる方

　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市
区町村で請求手続きをしてください。

年金をこれから受け取られる方

不審な電話や案内にご注意ください！
　日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の
家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞き
したり、手数料の金銭を求めることもありません。

●年金生活者支援給付金のご請求でお困りに
　なったときには、お電話ください。
「給付金専用ダイヤル」
０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たす方
①前年の所得額が約 472万円以下である

年金手帳 年金手帳

　恩納村在住の方で、教育・芸術・文化・スポーツの分野において特に優秀な成績を収めた個人に対し、
激励金を支給することにより、村の人材育成と各分野の振興を図ることを目的としています。

※派遣された大会等または記録を更新してから 30 日以内に請求を行わないと激励金の支給対象とな
りませんのでご注意ください。また、社会人につきましては同一年度 1回の支給となります。

お問い合わせ
総務課　☎９６６－１２００（担当：伊波）

・対象となる方と支給額

恩納村人材育成激励金について恩納村人材育成激励金について

お問い合わせ：総務課　☎９６６－１２００

11月は村県民税第３期の納期となっています。

第１期

固定資産税

村県民税

軽自動車税

第２期 第３期 第４期

お問い合わせ
税務課　☎９６６－１２０６

納税は口座振替が便利です。
8月２日

6月3 0日 ８月3 1日

5月3 1日

5月3 1日

1 1月 1日

1 2月 2 7日

令和4年
1月 3 1日

令和4年
2月 2 8日 　手続き方法につきましては、税務

課までお問い合わせください。

一般事務（教育委員会）1名
任用時から令和４年３月 31日迄  
教育委員会事務、窓口対応等
平日　8時 30分～ 17時 00分
特になし（パソコン作業できる方）
月額 141,387 円

職　　種
任用期間
職務内容
勤務時間
資　　格
報　　酬

：
：
：
：
：
：

●詳しくは、村ホームページをご確認くだ
さい。

恩納村会計年度任用職員募集 令和３年度
恩納村職員採用候補者選定試験

第 １ 次 試 験 日
職 種・採 用 予 定

願書配布受付・場所
願書配布受付・期間

：
：

：
：

10 月 31日（日）
専門職【技師（建築・土木）】
若干名
総務課
10月４日（月）～ 15日（金）

●詳しくは、村ホームページに掲載されている
試験実施要綱をご確認ください。
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暮らしの情報暮らしの情報男　5,637（－24）　女　5,464（－15）　計　11,101（－39）　世帯数　5,532（－20）人口と世帯（2021年 8月現在）

沖縄県介護保険広域連合職員採用候補者試験

保健師職
(1)保健師資格を有する者（令和４年３月
 31日までに免許取得見込みの者含む）
(2) 昭和 62年４月２日以降に出生した者
若干名
10月１日（金）～ 10月 20日 （水）
10月 31日（日）

試 験 区 分 
受 験 資 格 

採用予定人員 
受 付 期 間
第一次試験日

※詳しくは沖縄県介護保険広域連合ホームページを
ご覧ください。

お問い合わせ
沖縄県介護保険広域連合　総務課
☎９１１－７５００

テレビの受信障害対策を実施しています！

恩納村では、携帯の新たな電波帯利用に伴い、ご
視聴中のテレビの映像に影響が出る可能性の高い地
域です。
私たち対策員が現在お使いのテレビアンテナを調

査させていただき必要な場合は、対策作業をいたし
ます。
｢一般社団法人700MHｚ利用推進協会｣の工事作

業員が、テレビアンテナ等の調査や工事に直接訪問
する場合がありますが、こうした対策工事に係る費
用は｢一般社団法人700MHｚ利用推進協会｣が負担
し、テレビ視聴者の皆様に対する費用請求は絶対に
ありません。テレビ受信障害対策を装った詐欺行為
や悪徳商法等にご注意ください。

ご芳志ありがとうございました。

ＯＩＳＴ職員　様

一般寄付

1 万 5千円

■恩納村社会福祉協議会への寄付者

お問い合わせ
700MHｚ（メガヘルツ）
テレビ受信障害 対策コールセンター
☎０１２０－７００－０１２

忘れていませんか？「自賠責保険・自賠責共済」
交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、令和２年の事故発生件数は約 31 万件、死傷者数は

約 37万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。
交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすものです。

自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・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、加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。
一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理解・認

識することがとても大切です。

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、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法

に基づき、原動機付自動車を含むすべての自動車に加入が義務づけられており、自賠責保険・共済なしで運
行することは法令違反ですのでご注意ください！！

野焼き禁止
金武地区消防管内では、畑の火入れ、ごみ焼却による火災が

多く発生しています。
畑への火入れは、風速、風向き、燃やす量、時間帯等の最低

限のマナーと周辺への心配りが必要です。また畑の火入れには、
役場、消防本部への届出が必要になります。
畑の火入れでも、周辺から苦情が出た場合は中止して頂く場

合があります。　
屋外焼却は罰則の対象となり、5年以下の懲役もしくは、

1,000万円以下の罰金又はその両方を課されます。法人はさら
に両罰規定で3億円以下の罰金に課せられます。

野焼き　　ブロック積み　　ドラム缶　　一斗缶
一般家庭ごみなどの焼却は法律で禁止されています｡

不正改造は犯罪です！　ちょっとしたアレンジが不正改造に！

お問い合わせ 不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口　☎８６６－１８３７

自動車は、生活に欠かせない移動手段となっているのみならず、娯楽の
道具としても認識されており、さまざまな部品等が販売されており、手軽
に取り付け等ができる状況にあります。
しかしながら、①灯火の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取り付け、

②運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼付け、③タイヤ、ホ
イールの車体（フェンダー）外へのはみ出し、④基準外ウィング（エア・
スポイラ）の取り付け、⑤基準不適合マフラーの装着等の不正改造を施さ
れた車両が存在し、生活の安全・安心を脅かしていることが問題となって
います。そういった改造の実施や走行は法律で禁止されています。
10月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間です。この機会にどの

ような改造が不正改造になるかについて理解を深めていただき、不正改造
とならないよう注意しましょう。

加入できる事業主：建設業を営む方
対象となる労働者：建設業の現場で働く人
掛金：日額320円

知っていますか？建退共制度

建退共沖縄支部　☎８７６－５２１４お問い合わせ

ー特長ー
〇国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単
です。
〇経営事項審査で加点評価の対象となります。
〇掛金の一部を国が補助します。
〇掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人
では必要経費として扱われ、税法上全額非課税とな
ります。
〇掛金は、インターネットを利用した電子申請での納
付も可能です。
〇事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算
されます。

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設
現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振
興を目的として設立された退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数
に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その
労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共か
ら退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金
制度です。

全国地域
安全運動

10 月 11日～
 20 日

全国重点
●子どもと女性の犯罪被害防止
●特殊詐欺の被害防止

地域重点
●アルコール関連犯罪の防止

石川警察署・石川地区防犯協会

友だち
募集中 ！

２のつく日は恩納村
　LINE でお友だち追加するだけで、恩納村のお得なリゾート情報が送られてき
ます。「２のつく日は恩納村」LINE のお友だちを“たーちー”と言います。なぜ、
たーちーか知っていますか？ ..
　たくさんの恩納村ファンにもっと恩納村を好きになってもら

えるような「たーちーのあま～い２週間　恩納村に行って♡♡（スイートルームツアー
やスイーツ祭り etc.）」を計画中です。どうぞお楽しみに！（今後の感染状況並びに村
の対応によって、実施内容が変更になる場合もございます）
　また、恩納村観光協会では商業目的の申請代行を実施し、代行手数料の一部を各公
民館へ還元しています。村民の皆さんに祝されるカップルが一組でも増えることを
願っています。

お問い合わせ：恩納村観光協会　☎９６６－２８９３
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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！
また、インフルエンザの症状と類似している新型コロナウイルス感染症の流行が重なることも想

定されるため、早めに予防接種を受けましょう。

(1)65 歳以上の方（接種日時点）
(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。

1 歳～ 15歳（中学 3年生）までの保護者のみなさまへ
今年度も全額助成行います！

季節性インフルエンザの症状と類似している新型コロナウイルス感染症の流行が重なることを避
けるため、季節性インフルエンザの発症が多い１～ 15 歳を対象に予防接種の助成を今年度も実施い
たします。季節性インフルエンザの発症を軽減し、医療機関の混乱を避けるためにも予防接種を受け
ましょう。

１歳～ 15歳（中学３年生）以下のお子さま
１歳～ 13歳未満：２回
（接種間隔：2～ 4週間　※免疫効果を高めるには 3～ 4週間が最適）
13歳～ 15歳（中学３年生）：１回

★予防接種の実施期間  令和３年 10月１日～令和４年２月 28日
※実施期間を過ぎると全額自費となります。ご注意ください。
※各自にて医療機関へ電話予約を行い、接種してください。
※医療機関によってはワクチンの在庫が切れている場合等がありますので、必ず医療機関へ確認し、
予約のうえ接種してください。
※詳細は、チラシ、村ホームページまたは健康保険課でご確認ください。

インフルエンザ予防接種がはじまります！インフルエンザ予防接種がはじまります！

お問い合わせ　健康保険課　健康づくり係　☎９６６ー１２１７

【接種前の注意点】
・この予防接種は、予防接種法に基づかない任意予防接種です。
・接種にあたっては効果や副反応、健康被害救済制度などを理解したうえでご検討ください。
・予診票は医療機関備え付けのものをご使用ください。

○対 象 者：
○接種回数：

65 歳以上の方
今年度も無料で１回受けられます！

○接種にかかる自己負担：０円　※助成は 1回目の接種のみ
●接種前の注意点
・対象者の方へ予診票を送付しますので、恩納村役場発行の予診票をご使用ください。

○対象者：

○接種にかかる自己負担：０円

10 月 27 日～ 11 月９日は

読書週間


