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青と緑が織りなす活気あふれる恩納村
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2019年8月末現在
恩納村の人口 男　5,700（＋27） 女　5,497（＋26） 計　11,197（＋53） 世帯数　5,510（＋45）

おんな広報

青と緑が織りなす活気あふれる恩納村
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地域ビジネス強化支援事業　恩納村リゾートウエディング活性化協議会　事業

愛を叫ぼう
日時　10月12日（土）
　　　16：00～ 20：30
会場　おんなの駅　内海テラス

おんなの駅で「愛を叫ぼう」開催！
「恩納村特製ウェルカムドリンク」無料試飲！
沖縄民謡チャンピオンや大工哲弘さんも来るよ！
恋人、家族、友人とぜひ、お越しください。

日時　10月12日（土）
　　　16：00～ 20：30
会場　おんなの駅　内海テラス

愛を叫ぼう

お問い合わせ：愛叫事務局　☎９６４－２７７１

今月の内容

陸上競技大会　３

福祉健康課からのお知らせ　６

第５回　恩納村美ら海花火大会　12



少年の主張・意見発表大会
　８月５日、ふれあい体験学習センターゆうなホー
ルにて恩納村少年の主張・意見発表大会が開催され
ました。
　各中学校の代表９人が出場し、日常で感じたこと
などをテーマに発表しました。
　意見発表大会では「僕もヒーローに」と題して発
表した波照間和海君（安富祖中１年）と、「勉強する意味」の三戸部優海さん（山田中３年）が最優秀賞に選ばれ、
11月に開かれる中頭地区意見発表大会に村代表として出場します。また、「当たり前をなくす」と題して
発表した波照間笑舞さん（安富祖中３年）が少年の主張の最優秀賞を受賞しました。波照間さんは、９月
に開かれた中頭地区少年の主張大会に出場し、優秀賞に選ばれ県大会に派遣されました。

国頭郡バドミントン大会

　8月18日、第56回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。
　男女ともに決勝に進み、宜野座村と対戦。ス
トレートで勝利し６年連続のアベック優勝を飾
りました。
　11月に開催される県民体育大会には、本村の
選手を中心に国頭郡代表として参加します。多
くの村民の応援をお願いします。

災害協定締結調印式

　９月５日、学校法人沖縄科学技術大学院大学
学園（OIST）と「災害時における指定緊急避難
場所施設利用に関する協定」を取り交わしました。
この協定により、大地震や津波等が発生した場合、
高台かつ環境設備が整っているOISTへ避難が可
能となりました。今後も、互いに協力し合い、
本 村 の 防
災・減災対
策に努めて
まいります。

　９月８日、赤間運動場で第45回各区対抗陸上競技大会が開催されました。
　朝からあいにくの雨模様でしたが、参加した選手たちは優勝目指して熱戦を繰り広げました。

　村体育協会事業は、４月に行われた駅伝大会を皮切りに
10種目が開催され、陸上競技大会で幕を閉じました。
　各競技に参加された選手の皆さん、お疲れ様でした。
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むらの話題

協定書に署名し、握手を交わす
ピーター・グルース理事長（右）と長浜村長

優勝

２位 塩屋 ３位 恩納

　８月7日、JAおきなわ恩納支店長の宮城和文氏より外間
副村長へ『親子健康手帳ケース』の寄贈がありました。
　これは、『ＪＡ共済地域貢献活動』の一環で、次世代を
担う子どもを妊娠・出産することを祝福するとともに、安
心して子どもを生み育てることのできる環境づくりの支援
を目的として、平成29年度より実施しているとのことです。
　なお、ケースは親子健康手帳交付時にお渡しいたします。
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ＪＡ共済地域貢献活動
オリジナル親子健康手帳ケース寄贈

各区対抗陸上競技大会
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むらの話題恩納村文化情報センターだより　Vol.96

 

【お問い合わせ】
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【HP】 http://www.onna-culture.jp

【資料整理日】17日
【休館日】7日、15日、16日、19日、23日、28日

恩納村文化情報センター 10月　休館日 

  

　『宝島』で第160回直木賞、第９回山田風太郎賞
を受賞した真藤順丈氏による特別講演会を開催いた
します。皆様のご参加お待ちしております。

特別企画　直木賞作家　真藤順丈氏　講演会「沖縄と文学」

11月のイベント

10月のイベント 平和を願い　空手演武
　恩納村名誉村民である佐久本嗣男氏が会長を務める劉衛（りゅうえい）流
龍鳳会が８月20日、村海浜公園で恒久平和を世界に発信する「国際平和祈
念奉納演武」を行いました。
　欧米やアジアなど33の国・地域から空手家約800人が恩納村に集結し、
息の合わせた形を披露しました。子どもたちによる平和宣誓や世界チャンピ
オンの喜友名諒選手、女子世界ランキング１位のサンドラ・サンチェス選手
（スペイン）らによる迫力ある演武も披露されました。
　奉納演武に先立ち、村役場で歓迎式が行われ、職員や来庁者が拍手で出迎
えました。各国の代表らは温かい歓迎に感謝するとの言葉もありました。

恩納村教育委員会
平成30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
　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書について恩
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おります。
　同報告書及び答申内容は、村役場ホームページで
ご覧になれます。

人権教室
　８月19日・21日、名護人権擁護委員協議会の主
催で、学童クラブ「あかんちゃ学校（恩納）」「くじ
ら隊（山田）」で、人権教室を行いました。
　子どもたちは、人権擁護委員の比嘉美佐江さんの
講演や、「花さき山」の物語などをみながら、友達
に対しての思いやりの気持ちなどを学びました。

サンゴの村フェスタ
　第36回うんなまつりに合わせて、今年も「サンゴの村フェ
スタ2019」が開催されました。
　子どもから大人までサンゴについて楽しみながら学ぶこと
ができる、サンゴクイズ、サンゴに関するパネル展示やサン
ゴすごろくを行いました。また、関係団体の活動報告や「サ
ンゴ礁を守るために私たちができること」への投票、「サンゴ
の基盤に絵を描こう」などのワークショップが行われ、延べ
約1,700人が参加し、サンゴへの関心度も高まっています。

(左から)　村吉エミ子副委員長、仲本政夫委員長
　　　　　當山欽也教育長　仲西智直委員

日時　11月10日(日)  14時開演（開場13時30分～）
場所　博物館1階研修室
主催　恩納村文化情報センター
定員　150人（要予約）
受付方法　電話またはセンター２階
※村内在住者（現在受付中）村外受付（10月10日より開始）

　1977年東京生まれ。
小説家。文教大学文学
部 卒 業。2008年「地
図男」で第３回ダ・ヴィ
ンチ文学賞大賞、「庵
堂三兄弟の聖職」で第
１５回日本ホラー小説
大賞大賞、「東京ヴァン
パイア・ファイナンス」
で第１５回電撃小説大
賞銀賞、「RANK」で第３回ポプラ社小説大賞
特別賞をそれぞれ受賞してデビュー１８年に刊行
した『宝島』で第９回山田風太郎賞、第160回
直木賞、第５回沖縄書店大賞を受賞。他の著書
に『バイブルDX』『畦と銃』『墓頭』などがある。

『真藤順丈プロフィール』

毎週土曜日１１時より２階図書フロアおはなしの部屋で開催しています。
5日、12日、21日、28日今月のおはなし会

　大好きな本をもっと大切に。大事な本にブック
カバーをかけてみませんか？
持参するもの　お好きな本３冊まで
　　　　　　　30cmものさし、はさみ
日時　１０月２７日（日）14：00 ～16：00
場所　文化情報センター　1階多目的ルーム
定員　１５人（要予約）　　対象　小学生以上
参加費　無料

●上映作品「ネコのミヌース」（83分）
　引っ込み思案で、いまいち取材に勇気が足りな
い新聞記者ティベは、木の上にいる女の子と出会う。
ミヌースと名乗る彼女は、お洒落でふしぎな女の子。
なぜか町中のことを何でもよく知っていて…。
日時　10月18日(金) 18：00～  会場　内海テラス
対象　児童、一般　　入場　無料(事前受付)
受付　２階図書フロアカウンター又は電話
参加費　無料

秋の読書週間特別企画
本のお医者さん  ブックカバー体験編

海辺のナイトシネマ
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お問い合わせ　恩納村地域包括支援センター　大黒・渡久山　☎966-1207

※ 実施期限を過ぎると全額自費となります。ご注意ください。
※ 令和元年10月1日～令和2年2月29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。

※ 対象者の方へ予診票を送付しますので、各自内容をご確認のうえ接種ください。

お問い合わせ：福祉健康課　母子保健係　☎966－1207

お問い合わせ：福祉健康課　健康づくり係　☎966－1207

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう！

認知症サポーター養成講座

今月の集団健診のお知らせ

高齢者インフルエンザ予防接種がはじまります！

助成は１回のみです！役場発行の予診票をご使用ください。

恩納村プレミアム付商品券

　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！

実施期間　10月１日 ～ 令和２年２月29日
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
　　　　　⑴65歳以上の方（接種日時点）

⑵60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。

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。
接種料金　無料（全額公費負担）　※助成は1回目の接種のみ 

●10月４日(金)　 塩屋公民館
●10月８日(火)　 喜瀬武原公民館
●10月16日(水)　真栄田公民館
受付時間　午前8：30～ 11：00
健診当日は受診券を必ず持参してください。

健康と商品券が両方手に入る！
恩納村健診受診キャンペーン

実施中！

日　程　11月１日～２月21日（16回コース）
　　　　毎週金曜日　10時～12時
場　所　総合保健福祉センター
対　象　村内在住の65歳以上の方
参加費　無 料

日　　時　10月28日（月）　午後1時30分～ 2時30分
場　　所　山田公民館
検診種類　子宮頸がん検診（20歳以上）
　　　　　乳がん検診（マンモグラフィ検査）：40歳以上
持 ち 物　受診券（ピンク色）
※無料クーポン対象者は、必ずクーポン券も一緒にご持
参ください。
※集団検診会場での乳がん検診は受けられる人数に限り
があるため、予約が必要となります。福祉健康課窓口
またはお電話にてお申し込みください

20 ～ 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、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、福祉健康課までご連絡くだ
さい。
80歳以上の方
　受診券は送付されません。検診受診希望
の方は福祉健康課までご連絡ください。

　運動と音楽を組み合わせ、脳を活性
化するリズムプログラムです。送迎の
相談にも対応しています。
　定員に限りがありますので、お早め
に申込ください。

対象者
①2019年度住民税非課税者
（住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、
生活保護受給者等を除く。）
②2016年4月2日～ 2019年9月30日までに生
まれたお子さまがいる世帯主

販売価格
　1セット5,000円分（500円×10枚）を4,000円
で販売（対象者１人につき５セットまで購入可能）

商品券販売期間
　10月１日～令和２年２月28日

商品券販売場所
　・恩納村商工会　・各区公民館（15区）
　・役場総務課　　・恩納村博物館
【購入の際に必要なもの】
　購入引換券、身分証明書
　（運転免許証・健康保険証等）

商品券利用加盟店：村内　110店舗
 ・字 名 嘉 真（12店舗） ・字前兼久（19店舗）
 ・字 安 富 祖（３店舗）  ・字 仲 泊（16店舗）
 ・字喜瀬武原（１店舗）   ・字 山 田（６店舗）
 ・字 瀬 良 垣（12店舗） ・字真栄田（11店舗）
 ・字　恩　納（17店舗）
 ・字　谷　茶（４店舗）
 ・字　冨　着（９店舗）

※加盟店の詳細につきましては、村商工会へお問
い合わせください。

後期脳リズ教室参加者募集

　認知症になっても安心して暮らせるまちづくりのため、認知症について正しく理
解し、認知症の人や家族を見守り支援する「認知症サポーター」を養成しています。
職場や学校等で開催のほか、村内団体や村民向け講座を開催しています。

対象者　認知症を理解し地域で暮らす認知症の人と家族を見守り支援する意思のある方
　　　　小学生以上、年齢上限なし。村内在住・在勤・在学の方　※希望者10名以上
内　容　認知症についての講話や事例をもとにグループワーク
　　　　※受講者には認知症を支援する目印の「オレンジリング」をお渡しします。

お問い合わせ
総　務　課　☎９６６－１２００
恩納村商工会　☎９６６－８２５８
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環境にやさしい下水道につなごう

ハブに注意!!
「環境整備で防ごうハブ咬症防止!」

●下水道接続可能地域
　喜瀬武原地区、恩納地区(恩納区の一部、南恩納区、谷茶区の一部)、山田地区
●下水道に接続するには宅内配管工事が必要となります。
　各家庭や事業所等が宅内から下水管に生活排水を流すために、村が管理する公共マスまでの間の排水設備
工事が必要となります。
●工事にかかる費用は村からの補助金（上限30万円）が活用出来ます。
　・既設の浄化槽の汚泥の汲み取り、撤去及び処分等については個人負担となります。
・喜瀬武原地区、山田地区（山田、真栄田、塩屋、宇加地地区）は接続推進期限切れのため15万円の補
助となります。

「パワフル旬野菜のチカラ」 （全3回）

～営農意向調査にご協力お願いします～

お問い合せ：上下水道課　下水道係
☎９６６－１１９０

お問い合わせ：村民課　☎966－1205

趣　旨
　遊休地化する前の優良農地を円滑に担い手に
引き継ぐために、所有者及び耕作者に対して農
地の営農状況や今後の利用意向を把握するため
の調査です。
（農地法第6条第2項　農地利用最適化の推進の
中心的な活動）
調査員
　農業委員、農地利用最適化推進委員
　（公印が押印された身分証を携帯しています）
調査方法
　調査員が所有者又は耕作者を戸別訪問し、「営
農意向調査票」を用いて調査内容の聞き取りを
行います。（村外在住の所有者及び訪問が困難な
場合は、文書等で調査を行う場合があります）

調査期間
　８月～令和２年３月
調査内容
　①現在の農地の営農状況
　　（調査対象者の年齢、自作か貸借か等）
　②今後の農地の利用意向
　　（現状維持、規模拡大、貸したい、売りたい等）
　③後継者の有無について
調査結果について
　農業委員会での検討会にて地図等を活用して
意向を整理し、農地中間管理事業推進チーム会
議にて農地の貸付についてマッチング（組み合
わせ）を行い、人・農地プランの話し合いの場
や地域の農地利用を担う中心経営体に関する方
針を定めることに活用されます。

日　時：①10月17日（木）10～12時【講義】野菜のチカラでアンチエイジング
　　　　②10月24日（木）10～13時【実習】基本の重ね煮のアレンジ
　　　　③10月31日（木）10～13時【実習】島野菜をもっと美味しく
場　所：恩納村ふれあい体験学習センター
対　象：村内在住、または在職の一般成人
講　師：手登根節子 氏（野菜ソムリエプロ・沖縄食材スペシャリスト）
参加費：1,600円（調理実習材料費、初日に徴収します。）
持ち物：筆記用具、エプロン、ずきん
定　員：15名
申　込：10月11日（金）17:00まで
　　　　※定員に達し次第締め切らせていただきます。

野菜ソムリエさんから野菜のパワーと魅力について学びます！
実習ではアレンジいろいろ「野菜の重ね煮」と「島野菜の美味しいレシピ」をご紹介します。
野菜のチカラでご自分のため、ご家族のため、元気できれいを目指しましょう。

お問い合わせ：社会教育課　☎966－1210（比嘉・安永）

お問い合わせ：農業委員会　☎966－1204

㈲新里建設

㈲向 設 備

㈲丸政設備

㈲名 城 組

㈲當 松 組

㈲原電設工業

當亜電設（同）

㈱真栄田造園

㈲又吉重機建設

☎９６６－８３１３

☎９６７－８２７７

☎９６５－２７６２

☎９６４－３２２２

☎９６６－２８３２

　９月１日から11月31日までは、「ハブ咬症防止運
動月間」です。草刈や、餌となるネズミの駆除などの
環境整備を行い、ハブが生息・侵入しにくい環境を整
え、ハブによる被害を未然に防止しましょう。

●もし、ハブにかまれたら
１．ハブにかまれたら、大声で助けを呼び、
車で病院に運んでもらいましょう。
（あわてて走ると毒のまわりが早くなります。）

２．傷口から血と一緒に毒を吸い出します。
（専用の吸引器がない場合は口で吸いだします。虫
歯や口内にキズがあっても軽い炎症をおこすこと
もありますが心配いりません。また、毒は飲み込ん
でも胃の中で消化分解されるので害はありません）

３．病院まで時間がかかる場合は、指が１本通る程度
にゆるく縛ります。
（傷口から心臓に近い部分をゆるく縛ります。強く
縛ると血の流れが止まり、逆効果になることもあ
ります。また、必ず15分に１回はゆるめましょう。）

恩納岳での戦争体験の
証言映像を上映中！

お問い合わせ：博物館  村史編さん係  ☎982－5112

　今年の恩納村史編さん事業慰霊の日企画展（6/18 ～
7/7）で上映しました「護郷隊を描き、詠む、元少年兵
　平良邦雄さんの沖縄戦」を博物館２階ホールで公開し
ています。
　恩納村史編さん係協力のもと、恩納岳での護郷隊の戦
争を描いた映画「沖縄スパイ戦史」の三上智恵監督が撮
影編集した約22分の貴重な証言映像です。護郷隊に関
する資料も会場で配布しておりますので、ぜひこの機会
にお越しください。

お問い合わせ：税務課（村県民税） ☎966－1206
福祉健康課（国保税） ☎966－1207

●コンビニエンスストア及びゆうちょ銀行で納付できます。
●ゆうちょ銀行以外の村指定金融機関の口座振替払届出
書が納税通知書についています。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。
～今後とも期限内納付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10月31日（木）です！

生涯学習講座「うんな大学」受講者募集 !!

農地所有者及び耕作者の皆様へお知らせ

まずは、下記の排水設備指定業者に連絡!! 工事の見積もり、役場への補助金の申請等も業者が代行します！

☎９６６－８１９１

☎９６６－２８９７

☎９６７－８３３２

☎９６４－３２４７

電話番号事　業　所　名電話番号事　業　所　名
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■OISTサイエンスフェスタ2019
　今年もOISTサイエンスフェスタを開催致します。
科学者と共に科学実験を体験したり、普段は公開し
ていない研究棟内部もご覧いただけます。この機会
にぜひ科学の世界をご体験ください！
日時：11月16日（土）　10：00～ 16：00
会場：OISTキャンパス
※OIST駐車場には限りがあります。赤間運動場の
駐車場をご利用ください。（赤間運動場からキャン
パスまでシャトルバス運行）
詳細はこちらまで!!!
http://www.oist.jp/science-festival

イベント情報

お問い合わせ：
沖縄科学技術大学院大学　地域連携セクション
☎966－2184

日　時　10月13日（日）　9：00～ 12：45
場　所　県立石川青少年の家
定　員　家族４組
参加料　１人1,000円　※材料費・保険料込
申込期間　10月１日（火）～ 10月８日（火）
　　　　　9：00～ 17：00
　　　　　※定員に達し次第締め切り

いろいろな菓子作りに挑戦しよう

お問い合わせ：沖縄県立石川青少年の家
　　　　　　　☎964－3263

　沖縄県の自然をフィールドにした研究、保護、教
育活動等を行う団体・個人を支援する助成事業を開
催いたします。
対象項目
　① 海棲哺乳類を対象とした研究または保護活動
　② 海棲哺乳類を対象とした健康管理に使用する

機器の開発
　③ 生徒が行う生き物の調査、繁殖、保護活動
助 成 額　総額90万円（1～ 3件選考）
応募期間　8月15日～ 11月30日（消印有効）
助成金交付月　2020年３月
活動期間　2021年3月末まで
　　　　　（報告書を提出可能な事）
応募方法　申請書に必要事項を記入のうえ、下記の

宛先まで郵送
※申請書及び応募要項はホームページよりダウン
ロードできます。
●詳しくは、オキナワマリンリサーチセンターまで
お問い合わせください。

沖縄エコファンド  15th

　ご自宅の浄化槽は、きちんと維持管理をしていま
すか？浄化槽は生きた微生物の働きで汚れを処理し
ているので、日頃の維持管理が不可欠です。
■知っていますか？浄化槽設置者の３大義務
①保守点検
　浄化槽の処理機能を維持させるために年に数回、
保守点検を行うことが義務づけられています（一般
家庭は年に３回以上）。
②清掃
　浄化槽内にたまったスカムや汚泥などを引き出
し、処理機能を回復させるために年１回以上、清掃
を行うことが義務づけられています。
③法定検査
　浄化槽の処理機能や設置状況が適切かを確認する
ために、浄化槽設置者は、法定検査を受けることが
義務づけられています。

10月1日は浄化槽の日です。

応募・お問い合わせ：
〒904-0416　恩納村字山田3425－2
株式会社オキナワマリンリサーチセンター
「沖縄エコファンド係」
☎965－5629

お問い合わせ：中部保健所　☎938－9787

日　時　11月８日（金）
　　　　開場 18：00　開演 18：30
場　所　うるま市民芸術劇場　響ホール
内　容　講演及びコンサート
入場料　1,000円

麻薬・覚醒剤等乱用追放チャリティー公演

お問い合わせ：沖縄県薬物乱用防止協会　
　　　　　　　☎864－5479

試 験 日　12月１日（日）
試験の種類　甲種、乙種（第１類～第６類）、丙種
願書受付　10月16日（水）～ 10月24日（木）
願書配布　各消防本部予防課、県宮古事務所総務課、

県八重山事務所総務課、消防試験研究セ
ンター

※電子申請できます。ホームページをご確認ください。

危険物取扱者試験

お問い合わせ：（一財）消防試験研究センター沖縄県支部
　　　　　　　☎941－5201

　沖縄県内で事業を営む使用者、労働者に適用され
ます。
　使用者も労働者も必ずチェック「最低賃金」

沖縄県の最低賃金が変わります！

軽減税率制度について

全国地域安全運動

お問い合わせ：沖縄労働局  賃金室  ☎868－3421

　消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問や
ご相談を受け付けています。
◇軽減税率制度に関する情報については、国税庁
ホームページの特設サイト「消費税の軽減税率制
度について」をご覧ください。

高速道路を安全・快適に利用するために！
逆走は命にかかわる危険行為！
●逆走してしまったときは、安全な場所に停車、ハ
ザードランプを点灯して避難し、110番通報しま
しょう。逆走を見かけたら、110番や＃9910で
通報してください。
あおり運転はやめましょう！
●前方の自動車に激しく接近し、もっと早く走るよ
う挑発する「あおり運転」は、重大な交通事故に
つながる悪質・危険な行為で、車間距離保持義務
違反などの交通違反になります。
●危険な運転者に追われるなどした場合は、サービ
スエリアやパーキングエリアなど交通事故に遭わ
ない場所に避難し、ためらうことなく警察に通報
してください。
お問い合わせ：県警察本部交通部交通機動隊
　　　　　　　西日本高速道路株式会社
　　　　　　　九州支社沖縄高速道路事務所
　　　　　　　☎876－8950

経済産業省からのお知らせです
キャッシュレス・消費者還元事業スタート！

　10月11日（金）から20日（日）までの10日間「み
んなでつくろう安心の街」をスローガンとして「全
国地域安全運動」を実施します。
運動重点
○子どもと女性の犯罪被害防止（全国・石川警察署）
○特殊詐欺被害防止　　　　　（全国・石川警察署）
○適正飲酒の推進　　　　　　（石川警察署）

石川警察署・石川地区防犯協会

10月３日から
時間額 790円

自賠責保険・自賠責共済のご案内
「忘れちゃいけない自賠責」

自賠責保険・共済未加入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、原動機付自転車を含むす
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!!

　交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるも
のの、平成30年の事故発生件数は約43万件、死傷者
数は約53万人と、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、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。
　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。

　いよいよ10月から、対象店舗で登録されたキャッ
シュレス決済手段でお買い物をした消費者に対し
て、最大５％ポイントを還元するキャッシュレス・消
費者還元事業が始まりました（2020年6月まで）。こ
の機会にキャッシュレスでお買い物しませんか。
〇対象店舗はどこですか？
　制度に登録した以下のマークが貼ってあるお店です。
また、ホームページでもお店を探すことができます。

〇どのキャッシュレス手段でもポイントは還元されますか？
　対象となるキャッシュレス手段かどうかは、ホー
ムページ上でご確認いただくか、カードを発行して
いる決済事業者さんへお問合せください。

ホームページは、こちら　
https://cashless.go.jp/

お問い合わせ：
ポイント還元事務局
（受付時間：平日10時～18時）
・消費者向け：0120－010975
・事業者向け：0570－000655
（IP電話等）042－303－4203

【受付時間】9：00～ 17：00（土日を除く）
　　※10月は土曜日も受け付けています。

消費税軽減税率電話相談センター
（軽減コールセンター）

0120－205－553
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2019年8月末現在
恩納村の人口 男　5,700（＋27） 女　5,497（＋26） 計　11,197（＋53） 世帯数　5,510（＋45）
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青と緑が織りなす活気あふれる恩納村
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地域ビジネス力強化支援事業　恩納村リゾートウエディング活性化協議会　事業

愛を叫ぼう
日時　10月12日（土）
　　　16：00～ 20：30
会場　おんなの駅　内海テラス

おんなの駅で「愛を叫ぼう」開催！
「恩納村特製ウェルカムドリンク」無料試飲！
沖縄民謡チャンピオンや大工哲弘さんも来るよ！
恋人、家族、友人とぜひ、お越しください。

日時　10月12日（土）
　　　16：00～ 20：30
会場　おんなの駅　内海テラス

愛を叫ぼう

お問い合わせ：愛叫事務局　☎９６４－２７７１

今月の内容

陸上競技大会　３

福祉健康課からのお知らせ　６

第５回　恩納村美ら海花火大会　12




