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 恩納交番ニュース
　ルネッサンスホテル前の時差式信号機（右折・真栄田向け）の右折
時間が延長されました。地域の要望に応え１０月４日からこれまでより
５秒間延長され、真栄田向けの右折帯の車の流れがよくなりました。
薬物に注意！
　先月、石川署管内で覚せい剤の逮捕事案がありました。
　薬物は、精神錯乱、脳障害、幻覚、幻聴というように人の心と体を
むしばみ、そればかりか他人にも危害を加え事件事故を起こす大変
恐ろしいものです。
　薬物に関する事を見たり聞いたりした際は、警察へ情報提供をお
願いします。

石川警察署からのお知らせ
「指名手配被疑者の検挙にご協力を！」

　平成２８年８月末現在、全国の警察から指名手配されている者は、
凶悪事件などで特に警察庁が指定している重要指名手配被疑者を
はじめとして、約７３０人に上っています。
　これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、暴行、傷害、
窃盗、詐欺、横領等の事件に関して指名手配されており、再び犯行
を行うおそれがあります。
　警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定した上で１１月中に全
国警察の総力を挙げて追跡捜査を行うこととし、これらの被疑者の
早期検挙に取り組んでいるところです。
　この指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、国民の皆さ
んのご協力が是非とも必要です。
　指名手配被疑者によく似た人を見掛けたといった情報など、どん
なわずかなことでも結構ですので、警察に通報していただくようお
願いします。

 第３回　恩納村合同相談のお知らせ
　平成２８年度第３回合同相談が下記の日程により開催されま
す。総務課での事前受付となります。
日　　時：平成２８年１１月２１日（月）

午前の部／10：00～12：00
午後の部／13：00～15：00

場 所：恩納村コミュニティセンター
相談内容：法律、人権、行政、心配事の各種相談です。
受付開始：平成２８年１１月１４日（月）

 自然とふれあう家族のつどい
　「どんぐり工作に挑戦しよう」
日　　時：平成２８年１２月４日（日）　９：００～１６：１５
募集人数：１５家族程度
参加費用：一人あたり、５００円（保険料その他）
申込期間：平成２８年１１月２４日（木）～１１月３０日（水） 「会って、話して、見学できる」

　 就職説明・面接会『適職発見フェア』
対　　　象：すべての求職者

（一般求職者・平成２９年３月卒予定学生）
開催場所：名護市民会館 中ホール（名護市港２-１-１）
日　　　時：１１月２５日（金）１３:３０～１６:００

（受付：１３:００より随時）
特　　　徴：主に恩納村・金武町以北の北部エリアに勤務地のある

企業が参加
未経験・無資格からの応募が可能な正社員募集の就職
説明会・面接会
応募前の職場見学申込み可（応募前提ではありませ
ん）入場無料

 沖縄県最低賃金は平成２８年１０月１日から
　「７１４円」に改正施行されます。
沖縄県内で働くすべての労働者及び使用者に適用されます。
＊特定の産業には特定（産業別）最低賃金が定められています。

 ～もう一度学びたい方へ～
平成２９年度入学にむけて
県立宜野湾高等学校通信制説明会

　通信教育は、働きながら学ぶことができる教育システムであり、本校では、
週１回の日曜スクーリングと平日の自学自習を主体として学習形態です。
　年齢の制限はありません。向学心のある方、もう一度学びたいとい
う方を歓迎します。
　説明会を以下のように行います。一度お問い合わせください。
日 時：平成２８年１１月２７日（日）、１２月１１日（日）　１５：３０～

（どちらかご都合の良い日を申し込んでください。）
場 所：宜野湾高等学校（当日掲示します。）
内 容：通信制の学習の仕方について・卒業生の体験談（予定）
※入学願書も１１月１日から配布します。本校ホームページにも掲載し
ますのでご覧ください。

 平成２８年度
在日米軍従業員の事前募集

応 募 資 格：沖縄県在住の満１８歳以上の方
応 募 方 法：インターネット又は窓口のいずれか１回の応募で有効
・インターネット：エルモのホームページ（スマートフォン対応）
・窓 口 応 募：指定の応募用紙に必要事項を記入の上、お申込

みください。
応募受付時間：
・インターネット：年中２４時間受付
・窓 口 ：午前９時～午後５時３０分受付

（ただし、土曜・日曜、祝日及び12月29日～
翌年1月3日までを除く）

 イベント情報
OISTサイエンスフェスタ2016 ーオープンキャンパスー
科学プログラムや講演会、サイエンスカフェなど、楽しいプログラム
が盛りだくさん！
開催日時：２０１６年１１月２７日（日）　１０：００～１６：００
開催場所：ＯＩＳＴメインキャンパス
入場無料・予約不要

 裁判員制度
まもなく名簿記載通知を発送します！

☆裁判員候補者名簿ができるまで
　　裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が
選挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を基に、全国
の地方裁判所で作成されます。

　　裁判員候補者名簿に登録される人数は、予想される
裁判員裁判対象事件の数などによって毎年変動します
が、平成２９年の名簿に登録される方の人数は全国で約
２３万３６００人です。（選挙人名簿登録者全体に占める割
合は、約４５６人に１人）
☆裁判員候補者名簿記載通知について
　　平成２９年の裁判員候補者名簿に登録された方には、
本年１１月中旬に名簿に登録されたことの通知（名簿記載
通知）をお送りします。（平成２９年１月１日時点で２０歳以
上の方に限られます。）この通知は、来年２月頃から平成
３０年２月頃までの間に裁判所にお越しいただき、裁判員
に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらか
じめ心づもりをしていただくためのものです。

　　なお、この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補
者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所に
お越しいただく必要はありません。（実際に裁判所にお越
しいただくことになった場合には、別途お知らせします。）

 第２８回ツール・ド・おきなわ２０１６　～１１月１２日（土）・１３日（日）開催～
日本最大級のサイクルイベントがやんばるで開催！！
　今大会は、国際レース部門３種目、市民レース部門１１種目、サイクリング部門９種目、関連イベント２種目の合計２５種目を日本最大級
のサイクルスポーツの祭典として、全ての人が楽しめる大会を開催致します。

沖縄随一の西海岸！のんびり自転車でサイクリングを楽しめる。
名護市から恩納村にかけての美しい海岸線を走る恩納村ファミリーサイク
リング。比較的フラットで、小さなお子様も走りやすいルートの設定となって
います。名前のとおりファミリーで参加いただけるコースです。

平成２８年１１月１３日（日）　８時００分～１５時００分頃

 「税を考える週間」
１１月１１日(金)～１１月１７日(木)

　国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対す
る知識と理解を深めていただくため、１年を通じて租税に関する
啓発活動を行っていますが、毎年１１月11日から１７日を「税を考え
る週間」として、市町村・関係団体と協力し、様々な広報広聴活動
を行っています。
　今年の「税を考える週間」は、テーマを「くらしを支える税」とし
て、税の役割や適正・公平な課税と徴収の実現に向けた国税庁の
取組等について紹介します。
【名護税務署管内での主な予定】
○税に関する小・中・高生の作品展示
　名護市役所ロビー　１１月１１日(金) ～１１月１５日(火)
○沖縄税理士会による無料税務相談会
　名護市役所ロビー　１１月１５日(火) 午後１時～午後４時

●○ 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
☎ ９６４－３２６３　担当：古謝

●○ 問合せ ○●

適職発見プロジェクト事務局（株）求人おきなわ ☎ ８６０ー８９００

●○ 問合せ ○●

沖縄労働局　労働基準部　賃金室 ☎ ８６８－３４２１

●○ 申込み・問合せ ○●

宜野湾高等学校通信制課程　☎９４２－２３６３
午前９時～午後５時（金・土・祝祭日を除く）

●○ 窓口応募受付場所及び問合せ ○●

独立行政法人
駐留軍等労働者労務管理機構（エルモ）

沖縄支部　管理課
沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良１０５８番地１

☎ ９２１－５５３２

●○ 問合せ ○●

名護税務署　総務課　佐藤
☎ ０９８０ー５２ー2９２０(自動音声案内の後に「２」を選択してください。)

●○ 問合せ ○●

那覇地方裁判所　事務局　☎ ９18ー3317 ●○ 問合せ ○●　石川警察署　☎ ９６4－４１１０

交通規制について御協力のお願い
１１月１３日（日）は北部地域で交通規制が行われます。
交通規制についての詳しい情報は、大会ホームペー
ジで確認できます。

●○ 問合せ ○●

ツール・ド・おきなわ大会事務局
☎ 0980ー54ー3174

●○ 問合せ ○●

沖縄科学技術大学院大学　地域連携セクション
恩納村字谷茶１９１９ー１

☎ ９６６ー２１８４　FAX ９６６ー２８８７
イベントやOISTに関するいち早い情報は
こちらでゲット！→http://www.oist.jp/

  

  １日　三星ライオンズ応援ツアー
  ８日　米寿慶祝訪問、仲泊区米寿合同祝い
  ９日　全国豊かな海づくり大会
１２日　９月定例議会・本会議（開会）
１５日　秋の全国交通安全石川地区出発式、

瀬良垣区豊年祭
１６日　本会議
１７日　前兼久区交流施設落成記念式典、

名嘉真区敬老会、谷茶区敬老会
１８日　谷茶の丘（雅）敬老の日昼食会、

南恩納敬老会
２０日　一般質問
２１日　安富祖小中学校秋の交通安全指導、

一般質問

村長の主な動き 村長交際費支出内訳

２３日　９月定例議会・本会議（閉会）
２４日　ＪＡおきなわ恩納支店・

年金友の会ゲートボール大会
米軍所在北部市町村長との
意見交換会、恩納区豊年祭

２５日　宇加地区敬老会
２８日　石川地区安全なまちづくり推進

協議会総会
２９日　北部広域圏事務組合・名桜大学

との懇談会
３０日　石狩市市政施行

２０周年記念式典

喜瀬武原まつり
韓国サムスン訪問・応援伴うお土産代
米寿祝（佐渡山氏）
全国豊かな海づくり式典出席に伴う交際費 
仲泊区敬老会
瀬良垣区豊年祭
谷茶区敬老会
宇加地区敬老会
南恩納区敬老会
社会福祉法人ゆうなの会敬老会
恩納区豊年祭
名嘉真区敬老会
吉備中央町表敬
石狩市表敬に伴うお土産代
北部広域市町村圏事務組合と名桜大学との交際費

▲   

２，９７４円▲

１７，７２９円▲

１０，０００円▲

１０，０００円▲   

２，９７４円▲   
５，０００円▲   
５，０００円▲   
５，０００円▲   

５，０００円▲   

５，０００円▲   

５，０００円▲   

５，０００円▲

２０，０００円▲

１１，６６４円▲   

５，０００円

今月合計　115,341円

9月

恩納村ファミリーサイクリングコース

日　時
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