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令和４年１月４日（火）

　新成人の門出をお祝いする成人式を次のとおり開催します。対象者へは案内状（ハガキ）を
お送りしています。案内状が無くても成人式に参加することはできますので、新成人の皆様、
ぜひご出席ください。

〇発熱（37.5 度）など体調が悪い場合は、入場をご遠慮いただくことがあります。当日、検温を実
施します。
〇会場内の密となる状況を防ぐため、会場への入場は新成人及び保護者２名とします。（介助が必要
な新成人の付き添い者は除く）
〇来場する際は必ずマスクを着用してください。
〇手指消毒用の消毒液を用意しますので、入場する際は消毒を行ってください。

　今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、中止又は変更となる場合が
あります。中止・変更等につきましてはホームページにてお知らせします。

～当日にて～

お問い合わせ：社会教育課　☎９６６－１２１０

成人式のご案内
令和４年

日時

場所

午後２時受付　午後３時開式

ふれあい体験学習センター
ゆうなホール 対象 平成13年４月２日

～平成 14年４月１日生まれの方

〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため､乾杯および飲食
　の提供はございません。
〇発熱や体調不良の方は参加をご遠慮ください。
〇マスクの着用と入口での手指の消毒をお願いします。
〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、中止
　となる場合があります。

お問い合わせ：総務課　☎９６６－１２００

令和４年 恩納村民新年祝賀会
令和４年１月５日（水）日時

場所
午後２時 30分開場　午後３時開宴
恩納村コミュニティセンター

対象 恩納村民及び村内事業所のみ
※村内各事業所については 2名までの参加で
　お願い致します。



学校給食センターヘ
椎茸の寄贈がありました
学校給食センターヘ

椎茸の寄贈がありました 人権擁護に大きく貢献人権擁護に大きく貢献

10 月 20 日、恩納村童話・お話・意見発表会が開催されま
した。コロナ禍で中頭地区大会の中止が決まっていましたが、
「夏休み中も一生懸命に取り組んでくれた出演者に発表の舞台
を設けたい」との思いで開催しました。
発表者は童話：末吉美璃愛さん（恩納小１年）、平井夏向

さん（仲泊小１年）、永瀬なおさん（山田小２年）、お話：外
間杏果さん（喜瀬武原小４年）、渡慶次瑶主くん（仲泊小４年）、
古波蔵咲枝里さん（山田小 6年）、意見：幸地ほたるさん（う
んな中 3年）、喜名祐水さん（うんな中 3年）です。皆さん堂々
としていてとても素晴しい発表でした。視聴された皆さんも
とても感心していました。次年度は中頭大会、県大会で活躍
できるよう期待しています。

10月 26 日、合同会社沖縄しいたけ田中（田中
末一郎代表）より、「地元で採れた椎茸を恩納村の
子どもたちに食べてもらいたい」と恩納村産乾燥
椎茸 10 ㎏の寄贈がありました。11 月の学校給食
で使用しました。

沖縄県人権擁護委員制度創成 50 周年の記念式にて、
これまで多年にわたり人権擁護委員としてご尽力され
た當山君子氏に感謝状が贈られました。
また、女性の翼 38 期県内セミナーにて本村推薦の

金城尚子氏が参加したため、長浜村長へ報告を行いま
した。

恩納村立保育所職員ハブ対策講習会を実施
恩納村立保育所では、保育所施設内でのハブ等の捕獲が相次いだため、子どもたちの身を守るためハブ捕獲棒

の整備をしました。また、一般財団法人沖縄県公衆衛生協会の高平事務局長を招いてハブ対策研修会を恩納保育
所で実施しました。
研修会では、ハブの種類、生態、分布等の説明を受け、ハブ捕獲棒を実際に使い捕獲の練習が行われ、最後に

は保育所周辺のハブ対策の環境づくりの勉強会も行われました。
●ハブなどを発見したらまずは関係機関 (警察署・役場等 )へ連絡してください。

童話・お話・意見発表会

　11 月 12 日、キャンプ・ハンセン周辺障害防止対策事業で実施している安富祖ダムの竣工式典が
行われ、長浜村長や関係機関、工事関係者らが出席しました。
　式典では、工事課程報告や来賓祝辞、施工関係者への感謝状の贈呈、テープカットなどが行われ、
竣工を祝いました。
　長浜村長は「27 年近くにわたり進められてきた安富祖ダムの完成は区民皆さまの悲願でもあり、
安富祖川流域の治水と水資源安定供給に大きな役割を果たすとともに、皆さまの暮らしと経済を支
え、今後の利活用と発展に大いに期待しております」と述べました。
　安富祖区では、過去に大雨による水害が発生し、住民生活や農業生産活動へ大きな被害を及ぼし
ていました。その対策として安富祖川上流に洪水調整ダムが建設されました。昭和 59 年の基本設
計から 27年の歳月をかけてダム建設工事を進め、無事竣工を迎えることができました。
　安富祖ダムは令和４年４月から共用開始予定。

設計・施工管理 （株）クレアリア 施　工 梅林建設（株）・（有）丸宮組 建設工事共同企業体
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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

恩納村では、美しく豊かな自然環境を保護するために、「サンゴの村宣言」というサン
ゴを守る活動をしています。当館には、サンゴをテーマにした本のコーナーがあること
をご存知でしょうか。その中から、サンゴと海をテーマにした写真絵本を紹介します。
美しく鮮やかな色彩の海をバックに、サンゴとその周辺の生き物についてわかりやすく
教えてくれます。サンゴについて難しいと感じている人は、この絵本からサンゴへの理
解を深めてはいかがですか？恩納村の海に生きているサンゴも載っていますよ！

『サンゴと生きる―中村征夫の写真絵本―』中村 征夫

お子さま一人一人に合わせたオリジナル絵本、「パー
ソナル知育絵本」。絵本の受け取りは、申し込みをして
2週間以降、当館の 2階カウンターとなっています。該
当の方は、当館へ
のご来館をお待ち
しております。

12月18日 (土 )　11時～（30分程度）
恩納村文化情報センター
２階おはなしの部屋
児童
無料

日 時
場 所

対 象
参 加 費

パネルシアターやクリスマスの絵本を使ったおはなし
会を行います！みなさまのご参加おまちしております。

：
：

：
：

恩納村文化情報センター 12月の休館日 
【休館日】6日、13日、20日、27日
【資料整理日】16日
【年末年始の休館日】12月 28日～１月３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。 ホームページ Facebook インスタグラム

【クリスマスおはなし会】 「パーソナル知育絵本が届いています！」

外務省では、沖縄の将来を担う若者の育成を目的として、日本の外交姿勢や日本と国際社会との関係、日米関
係等に関心のある高校生・大学生を対象に「アメリカで沖縄の未来を考える」（TOFU：Think of Okinawa’ s 
Future in the U.S）の第 4 回プログラム（東京派遣）を実施します。新型コロナウイルスの状況を踏まえ、前
年度に引き続き東京派遣プログラムとして実施となります。

●新型コロナの感染状況によっては直前でプログラムを中止または内容を変更する場合があります。詳しくは村
ホームページをご覧ください。

お問い合わせ　企画課　☎９６６－１２０１

2021 年度「アメリカで沖縄の未来を考える」（TOFU）プログラム
東京派遣プログラム募集のお知らせ

2021年度「アメリカで沖縄の未来を考える」（TOFU）プログラム
東京派遣プログラム募集のお知らせ

2022 年 3月 21日（月）～ 25日（金）予定
恩納村に居住または恩納村出身で県内に居住する高校生・大学生
基本的な意見交換ができる程度以上の英語力を有すること　ほか
12月 27日（月）　※企画課必着

派遣期間
対  象  者
参加条件
応募締切

：
：
：
：

4 年前より畑からの赤土等流出を防止するために営農支援を重視した赤土対策を中心に活動してきた恩納村赤
土協議会（短縮名）が取り組む、Honey＆Coral Project が交流講習会と蜂蜜販売会を開催しました。赤土等流
出防止対策の推進を図るためのプロジェクトで、農家さんを中心とする村民を対象に副業養蜂を推進することで
「ミツバチを利用したむらづくり」に繋げて環境問題の解決と経済活動の両立を目指しています。プロジェクト 2
年目を迎えて蜂蜜の販売と商品化が進んでいます。
今回は、恩納村漁協のモズク販売でゆかりの深い株式会社「井ゲタ竹内」様が村長を通して Honey＆Coral

ブランドハチミツをご購入いただきました。今後は、村内の蜜源を増やす観光景観緑化活動にもご協力いただき
プロジェクトが拡大する予定です。
来年の 2月頃には、令和 4年度のHoney＆Coral Project 新メンバーを募集する予定です。

●畑を耕したままの状態が赤土等の流出危険性が高い状態になります。
しばらく作付けをしない状態で耕す予定がある・・、作付けの計画が無いから何もしないと雑木・雑草など耕

作放棄地になってしまう・・、などなどの畑をお持ちの方！花の咲く緑肥を蒔いてみませんか？畑の周辺をベチ
バーという植物で囲って、グリーンベルト植栽帯を作り流出量の削減を行
う対策もセットで行っております。
なお、対策予算費には限度があり、予算に合わせた対応になります！！
ご希望や興味がある方はお問い合わせください。

壮年ソフトボール大会
11 月７日、第 45回恩納村壮年ソフトボール大会が村赤間運動公園で行われました。
５チームと少ない参加チーム数でしたが熱戦が繰り広げられ、決勝戦は仲泊成人会が 3回表に 4点

を先制しましたが、後半、打線が繋がりだした喜瀬武原成人会が立て続けに得点し、8 対 4 で栄冠を
手にしました。

Honey＆Coral Project ハチミツ販売イベント

▲優勝 喜瀬武原成人会 ▲準優勝 仲泊成人会

恩納村赤土等流出防止対策地域協議会　☎９６６ー１２０２（担当：渡久地、桐野）
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元気のひきだし元気のひきだし

体感温度が低い
マスクをする　　　　等

外の空気や室内の暖房により
空気が乾燥しているため

お問い合わせ：健康保険課　健康づくり係　　☎９６６ー１２１７

12 月になり、一段と寒さが増してきましたね。
冬は脱水による脳梗塞や心筋梗塞を起こしやすい季節と知っていましたか？
今回の元気のひきだしは、あまり知られていない冬の脱水症についてです。

冬は脱水になりやすい！！

●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

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

お問い合わせ：健康保険課　健康づくり係　☎９６６－１２１７

新型コロナウイルスワクチン予防接種のお知らせ

恩納村では新型コロナウイルスワクチン予防接種の追加（3 回目）接種の
準備を進めております。
接種券は 2 回目接種終了後、おおむね 8 か月を経過した方から順次発送予定です。
接種日時や接種場所、予約方法等に関しては接種券に同封されているチラシをご確認くださ

い。また、最新情報は村公式 LINE、村ホームページ、QAB データ放送で発信しております。
なお、未接種の方で 1 回目の接種を希望される方は健康保険課へご連絡ください。

　恩納村へ転入する前の市町村で新型コロナウイルスワクチン予防接種を 2 回接種済の方は
接種履歴の登録が必要になります。接種履歴の登録がないと追加（3 回目）接種の接種券発
行ができませんので、健康保険課へご連絡ください。

脱水が脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす？！

血液ドロドロの状態が
続くと、血栓 (血の塊 )
ができやすくなる

血栓が脳や心臓の
細い血管で詰まる

日にち・場所 12月 19日（日）　総合保健福祉センター

恩納村へ転入する前の市町村で新型コロナウイルスワクチン予防接種を未接種または 1 回
目のみ接種の方は恩納村の接種券が必要になります。手元に恩納村の接種券が届いていない
方は、健康保険課へご連絡ください。

今年度恩納村へ転入された方でワクチン未接種または 1 回目のみ接種済の皆様へ

今年度恩納村へ転入された方でワクチン 2 回接種済の皆様へ

新型コロナワクチン接種のお知らせ

新着情報があると

お知らせしてくれるので

LINE がおすすめ！

LINE
恩納村公式
アカウント

冬の脱水を防ごう～水分摂取のタイミング～
喉が渇く前に
水分を摂ろう！

食べ物から摂れる水分もたくさん！

飲みもの
約 1500㎖

食事
約 600㎖～ 700㎖

入る水

体に入ってくる水と出ていく水

皮膚からの蒸発
約 600㎖

呼吸
約 400㎖

尿と便
約 1300㎖

代謝水：摂取した食べ物の栄養素が
　　　　代謝されて産生される水

水分不足 脳 心臓

原因① 体に入ってくる水分が減る

原因② 体から出ていく水分が増える

脳梗塞や心筋梗塞が
発生しやすい

水分不足により血液が
濃縮され流れにくくなる

〇のどの渇きを感じにくい

〇水分を摂りたくなくなる

１AM6:00起床時 ３AM10:00休憩時 ５PM3:00休憩時 ７PM8:00入浴時

２AM7:00朝食時 ４AM12:00昼食時
PM7:00６夕食時 ８PM11:00就寝前

生活リズムに合わせた
効率のより水の飲み方

脱水とは、体の中の水分、塩分がなくなること。のどが渇く前に適切な水分補給を行い、脱水症状を防ごう。

コップ１杯の水を
１日８回

寝ている間にも、コップ１
杯分の汗をかいています。
朝起きたときにコップ１杯
の水分を摂りましょう。

体を冷やしたくない
トイレの回数が増える　等

野菜にはたくさん水分が含まれています。
スープ類やおかゆなど水分の多い食事を食べることもおすすめです！

代謝水
約 200㎖

出る水

▶ ▶

▶
▶〇呼吸や皮膚・粘膜からの出ていく

水分が増える
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　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で売上げが減少している村内事業者を対象に今後の事業継続
及び雇用維持を図るために支援金を給付します。

＊国、県の支援策についても追加されていますので、役場ホームページ→組織一覧（左側黄色）→各課案内→
　商工観光課のページ「新型コロナウイルス感染症に関する村・県・国の緊急対応策」でご確認ください。
＊国の月次支援金の給付対象月が 10月分まで追加されています。
＊県観光関連事業者等応援プロジェクト支援金は1回のみの給付から2回目までの給付が可能となっています。
（国の月次支援金を上限額受給したことが要件）

①令和 3 年 4 月 1 日時点で恩納村内に本社を有する中
小法人及び住所を有する個人事業者。
②令和 3 年 9 月 30 日の納期限が到来した村民税に未納
の額がないこと。（恩納村税務課発行納税証明書提出）
③国の月次支援金を受給している事業者及び月次支援金
受給要件と同程度と確認できる事業者。

●詳しくは、役場及び商工会ホームページをご覧ください。

お問い合わせ 申請に関すること：恩納村商工会（事務委託先）☎９６６－８２５８
事業全般に関すること：商工観光課　☎９６６－１２８０

村内事業者応援一時支援金事業

●個人事業者　10万円
●法人事業者　20万円
※１回給付。事業者単位であり、事業所
　（店舗）単位ではありません。

12月１日～令和４年１月 31日
（土・日・祝日を除く）

以下の①～③を全て満たすこと対象事業者 支援金額

申請期間

恩納村教育委員会　生涯学習講座
【生き生き女性教室】

ベチバーのクリスマスツリー＆ハッピーしめ縄づくり（２回連続講座）
　「ベチバー」を知っていますか？実は今、自然環境保全において大きな役割を
担っている熱帯原産の野草です。そのベチバーを使ったツリーやカラフルでオ
シャレなしめ縄を飾って、慌ただしくなりそうな年末年始の生活にいつもと違っ
た彩りを添えてみませんか。ベチバーの秘密についてもお話します。

〈１日目〉12月３日（金）10：30～ 12：00（作品作り）
〈２日目〉12月 10日（金）10：30～ 12：00（ベチバーのお話し＆作品作り）
恩納村博物館（１F研修室）
15名（２日間受講できる方優先）
グルーガン（お持ちの方）　※100円ショップ等でも購入できます。
3,500 円（ツリー、しめ縄材料費として）
※参加費はお申し込み後、開催前日までに教育委員会にてお支払いください。
　お釣りの出ないようご準備ください。
祖慶理恵 氏（ハンドメイド作家・野菜ソムリエ）

日　時

場　所
定　員
持ち物
参加費

　　　
講　師

【楽らく子育て教室】

各講座参加の際には、マスク着用をお願いします。

お問い合わせ・申し込み：社会教育課　☎９６６－１２１０（瀬良垣・安永）

タッチケアで『愛しているよ』を伝えよう！ママもパパも一緒に癒されよう
　オーガニックのオイルを使用して、マッサージとミニ育児講話を行います。親子一緒にやさしく
あったかい時間を過ごしましょう。

①12月15日（水）10：30～ 12：00　②12月16日（木）10：30～ 12：00
恩納村コミュニティセンター（和室）
村内在住または在職の保護者とハイハイ前の乳幼児
15日・16日共に親子 10組（定員に達し次第締め切ります）
大判のバスタオル（お子さんを寝かせられるもの）
300円（マッサージオイル代として）　※当日徴収　お釣りの出ないようご準備ください。
佐々木はるか 氏（日本５感育協会認定講師）

日　時
場　所
対　象
定　員
持ち物
参加費
講　師

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。
○株式会社三栄設備（埼玉県朝霞市）
事業名「中学生が主役！沖縄のサンゴの海を守りたい」プロジェクト
　　　 （うんな中学校で特産品を活用した商品開発事業）

＊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

お問い合わせ：企画課　☎９６６－１２０１

年末年始の業務のお知らせ

※都合により変更する場合がありますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。

△12：00 まで休み○通常通り

一般廃棄物最終処分場・・・・・粗大ごみ
中部北環境施設組合・・・・・・・もやせるごみ、もやせないごみ、資源ごみ、危険ごみ、粗大ごみ
　　　　　　　　　　　　　　　　（許可証発行は村民課にて 12 月 28 日まで）

ごみの自己搬入について

月　日

施　設

12月 １月

28日 29日 30日 31日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日

土 日 火火

役場窓口 〇 〇〇

文化情報センター 〇〇

博物館 〇〇

赤間運動公園 △ 〇〇

恩納クリニック 〇 〇〇

〇

西大條診療所 〇

斎場 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ゴミ収集 〇 〇 〇 〇 〇 〇

一般廃棄物最終処分場 〇 〇

中部北環境施設組合 〇 〇 〇 〇 〇 〇

月水 水木 金

〇

受講者募集！
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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

SDGｓ教えて村長Q&A

「サンゴの村宣言」ＳＤＧｓプロジェクト
今月のテーマ：身近でできる SDGｓ

× ＯＮＮＡ

参考文献：国際連合広報センター（持続可能な社会のためにナマケモノでもできるアクション・ガイド改訂版）

・「訳あり品」を買おう！大きさや形、色が規格に「合わない」という理由だけで、捨てられてしまうような野菜
や果物がたくさんあるよ！
・自然環境に配慮して栽培されている農水産物を買おう。自然にもやさしいし、健康にもやさしいよ！
・詰め替え可能なボトルやコーヒーカップを使おう。無駄がなくなるし、コーヒーショップで値引きしてもらえ
ることも！
・買い物にはマイバッグを持参しよう。レジ袋は断っていつもマイバッグを持ち歩こう！
・ビンテージものを買おう。新品がいつも最高とは限らないよ。中古品店から掘り出し物を見つけてみては？
・使わないものは寄付しよう。地元の慈善団体は、あなたは大事に使っていた衣服や本、家具に新しい命を吹き
込んでくれるはず

先月号で教えてもらったレベル１とレベル２を実践してみたよ！

そうだね。子どもたちに恵まれた自然環境を残すことや一人ひとりが自分らしく生きられる社
会を創るのに、微力ながら参加しているなって感じたよ！

さすが Sunna ちゃん！ＳＤＧｓは一人ひとりが自分事ととらえないといけないからね！
いざ実践してみたら、自分の行動がいろんなことにつながっているのを感じたんじゃない？

それが大事だよ！一人ひとりの力は小さいけど、みんなが実践すればもっと社会はよくなるよ。
では、今月号はレベル３とレベル４について紹介していこう！

LEVEL
・地元で買えるものは地元で買おう！地域の企業を支援すれば、雇用が守られるし！
レベル３　家の外でできること

・職場のみんなが医療サービスを受けられているかな？労働者としての自分の
権利を知ろう。そして不平等と戦おう！

・社内の冷暖房装置は省エネ型に。冬は低め、夏は高めに設定しよう！
・若者の相談相手になろう。それは若者をよりよい未来へと導くための、思いやりある行動です。
・女性は男性と同じ仕事をしても、賃金が 10％から 30％低く、賃金格差はあらゆる場所で残っている。同一労
働同一賃金を支持する声を上げよう！
・職場で差別があったら、どんなものであれ声を上げよう。性別や人種、性的指向、社会的背景、身体的能力に
関係なく、人はみんな平等です！
・職場が近ければ通勤は自転車、徒歩または公共機関で！排気ガスも減り、体脂肪も減らすこともできるよ！

・職場で持続可能な暮らし方について学び、1 週間でいいのでみんなで実践し
てみよう！
・日々の決定を見つめ直し、変えてみよう。職場でリサイクルはできている？
会社は、生態系に害を及ぼすようなやり方をしている業者から調達していな
いかな？

LEVEL

レベル４　職場でできること

恩納村の SDGｓ
取り組み情報

【オンライン模擬就職面接会】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業所での職場体験が困難な中、代替案として 9 月 8 日、うんな中学校で 2

年生を対象にした模擬就職面接会が行われ、生徒 103 名が模擬面接に挑みました。当初 6 月の実施予定だった面接
会を緊急事態宣言の延長や新規感染者数増加の影響により実施日を変更し、対面式からオンラインによる面接手法に
切り替えて実施しました。
面接官には、恩納村文化情報センターや社会福祉法人、村内ホテル、ダイビングインストラクター、農家、看護師、

システムエンジニアなど 27名にご協力いただきました。
模擬面接会を終えて、生徒からは「初めて面接体験したとき少し緊張したけど、面接していくうちに慣れてきて

楽しくなる体験でした」「リモートの中でも実際に面接となると緊張感が全く違う」「自分が予想して無かった質問に
も最後まで答えることができた」「就職するときは、もっと練習などして自分が伝えたいことを面接官にちゃんとつ
たえたいです」など、初めて体験する緊張感や達成感を感じる感想が多くあがりました。また、面接官からは「オン
ラインを活用し模擬面接が行われたことはすごく良かったと思います」「生徒の笑顔、やる気が感じられました」「素
直な受け答えで好印象だった」など、生徒たちの姿勢を評価する声があがりました。

【令和 3 年度恩納村地域型就業意識向上支援事業】

恩納村では、村の子どもたちに地域の仕事や働くことの大切さなどを教えるために（就業意識向上）、村内事業所、
学校等の連携の下、令和元年度より「恩納村地域型就業意識向上支援事業」を実施しております。
これまで各学校主体で行われてきたキャリア教育を恩納村が総合的に支援し、村内における小中学校のキャリア

教育のさらなる充実を図ることを目的に、中長期的な就業意識の向上と人材育成、そこから繋がる村内各産業の発展
と若者の定住、地域活性化につなげていくための事業です。

①協力企業の開拓
・村内各事業所へ事業周知　　　・協力依頼
②村内の小中学校へのキャリア教育支援
・ジョブシャドウイング　　　　・職業人講話
・事業所見学など
③事業周知
・広報誌　　　・ホームページ　　　・パネル展示

キャリア教育に関するご質問やご要望、ご相談などがありましたらお気軽にご連絡ください。感染予防対策やガイ
ドライン等を踏まえながら事業を行い、児童生徒や事業所の方が安心して安全に臨めるよう準備を進めてまいります。

④わくわくワーク
村内外の児童生徒を対象としたお仕事体験

事業 3年目となる今年度は下記の 3つを中心に進めてまいります。

♦コーデイネーター紹介♦
商工観光課 商工係 比嘉
（株）サン・エージェンシー（平良・諸喜田）
（有）ビーンズ広告社（新城・伊藤）
お問い合わせ：恩納村役場商工観光課　TEL：０９８ー９６６ー１２８０
ホームページ「ミライトアイト」：https://onna-mirai.com/

各事業所の皆さま保護者の皆
さま、どうぞご協力のほどよ
ろしくお願いいたします！
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リュウキュウマツの松くい虫被害について
例年、恩納村では松くい虫の被害が発生しているところではありますが、今年度は特に被害が甚大

です。
恩納村においては毎年被害木の処理事業を実施しており、今年度も当該事業を計画しています。し

かしながら今年度の被害量は、とても行政の力だけでは処理しきれないものとなっています。
所有する土地内で松くい虫被害木がありましたら、積極的に処理を行っていただきますようお願い

します。ただし、作業には危険を伴いますので、専門の業者への依頼を検討ください。

※役場ホームページにて、村内及び近隣の事業所の連絡先を掲載しています。
　役場ホームページ＞組織一覧＞各課案内＞農林水産課　　ページ下部　更新情報より

新型コロナウイルス感染症
の感染拡大・リバウンド防

止に向け

４人以下、３密を避けて、２時間以内、１次会で帰ろう
年末年始の会食が多い季節を迎えますが、引続き感染予防や感染がリバウンドしないよう、対策

をしっかり実施していきましょう！

★年末年始の集まり、会食は★
◎４人以下で、３密を避けながら、２時間以内で行いましょう！
◎できるだけ同居家族やいつも一緒にいる方と行いましょう！
◎飲食店の求める感染防止対策に積極的に協力しましょう！（大声を出さない、会話時のマスク着用等）
◎感染防止対策が徹底されていない飲食店等の利用は控え、「感染防止対策認証店」を利用しましょう！
◎少しでも体調に異常があれば参加しない、参加させないようにしましょう！
◎自宅等、飲食店以外での会食も同様に注意しましょう！
◎不特定多数が集まり、混雑が想定される催しには参加しないようにしましょう！（特に飲食を伴う場）

引き続き感染拡大防止にご協力をお願いします

新型コロナ
ウイルス

感染症の感
染拡大・

リバウンド
防止に向け

令和３年分の公的年金源泉徴収票（ﾊｶﾞｷ）について

●確定申告や年末調整の手続きの際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
●再交付には時間がかかる時期がありますので、お早目にお問い合わせ願います。

お問い合わせ　名護年金事務所　☎０９８０－５２－２５２２ 　① 番　➡ ② 番

手元に年金基礎番号または、マイナンバー、生年月日、住所がわかるものをご準備をしながら電話
確認をおすすめします。

年金　公的年金等源泉徴収票

国民年金を受給されていらっしゃる方の公的年金源泉徴収票のハガキは令和４年１月以降の
送付予定です。

詳しくは日本年金機構からのお知らせ

募集内容 万座毛周辺活性化施設内１階
１店舗を公募

応募資格 村内在住で法人及び個人

応募方法 必要事項を記入し、郵送又は持参

契約形態 指定管理者へ施設使用許可申請を行う

契約期間 １年間とする（出店日より起算）

◆その他、詳しくは万座毛株式会社へ
　お問い合わせください。

面　　積 最大約７㎡

月額使用料 １㎡あたり 4,000 円

募集期間 令和 3年 12 月 1日 ( 水 ) ～
令和 4年 2月 28 日 ( 月 )
午後 3時まで お問い合わせ

万座毛周辺活性化施設内店舗出店者
恩納村の特産品等を積極的に活用した商品の販売を行うテナント出店者を募集します。

募集

２のつく日は恩納村 検索

毎日１組 にリゾートホテルランチ券 が 当たるキャンペーンも実施中！
（12/26 まで )

たーちーリゾートスイーツ祭り開催中 !!

″スイートルームツアー″

″リゾートドレスフォト・チャペルツアー″

恩納村のリゾートホテルを体験！

プロがヘアメイクします！
たーちー限定
無料イベント

LINE でお友だちの″たーちー″はお得な特典あり

″たーちー″登録はコチラから

　公式 LINE「２のつく日は恩納村」にて実施したアンケートで、ご要望の多かった
スイーツイベント『たーちーリゾートスイーツ祭り』の開催が決定しました！！
　村内にある２０のレストランやカフェ、ホテルから、恩納村特産品などを活用し
た素晴らしいスイーツがエントリー！
　スイーツを購入後、１店舗１枚のハートシールがもらえるスタンプラリーも実施中。
スタンプを集めるとなんと、恩納村のリゾートホテルスイートルーム宿泊券やフォト
ウェデイング、ペアディナー券などが当たるチャンス！参加賞もあります。

万座毛株式会社　☎９６６－８０８０
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暮らしの情報暮らしの情報男　5,640（－ 2）　女　5,459（－ 1）　計　11,099（－ 3）　世帯数　5,545（+ 6）人口と世帯（2021年 10月現在）

令和 4年 2月 12日（土）・13日（日）
名護市 21世紀の森体育館
12月 1日（水）～ 12月 31日（金）
※但し、定員に達し次第、締め切ります。

開 催 日
会 場
申込受付期間

令和 4年 1月 18日（火）
13:00 ～ 17:00
12:30 より随時受付　※事前予約制
沖縄コンベンションセンター (会議棟A )、
オンライン同時開催
すべての求職者（一般求職者・令和 4 年 3 月
卒予定学生）

日 時

会 場

対 象

第33回「ツール・ド・おきなわ2021」

ご芳志ありがとうございました。

●ＯＩＳＴ職員　様
●仲本　克仁　様

一般寄付

1 万 5千円
10万円

■恩納村社会福祉協議会への寄付者

お問い合わせ

お問い合わせ

法務局で、自筆の遺言書を保管する制度が始まりました。
法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない・・・といっ

た問題が避けられます。また、相続人等は遺言者の死亡後に遺言者の自筆の遺言書（写し）を証明書と
して受け取ることができます。
詳しくは、法務省ホームページ（「法務省　遺言書保管制度」で検索）をご覧いただくか、那覇地方

法務局名護支局（０９８０－５２－２７２９）にお問い合わせください。

法務局では、遺言の内容についての相談はお受けできません。遺言書の作成内容について不安のあ
る方は、弁護士、司法書士等の資格者に相談することをお勧めします。

預けて安心！自筆証書遺言書保管制度のご案内

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

手続きには予約が必要です！
法務局手続き案内予約サービスページ▶▶▶
※24時間 365日（メンテナンス時除く）いつでもご利用可能です！

注意点

１２月は固定資産税第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。

年末年始の交通安全県民運動年末年始の交通安全県民運動

12 月 21日（月）
　　　～令和３年１月４日（火）

年末年始は、交通量の増加やお酒を飲む機会が多く
なるなどを原因として、交通事故の多発が予想される
ことから、年末年始における交通取り締まりを強化し
ます。

「ゆとりある　心と車間の　ディスタンス」

総務課　　☎９６６－１２００

消防用設備等の点検・報告はあなたの義務です。
　消防法で消火器や自動火災報知機などの設置が義務づけられている建物は、定期的に点検し、その結果を消防
署に報告することが義務づけられています。
　管内では、特にアパートなどの設備点検報告率が低い状況にあります。アパートの所有者は、消火器や自動火
災報知機などの点検結果を３年ごとに１回、消防署までご報告いただきますようお願いいたします。

●詳しくは、金武地区消防本部予防課にご連絡いただくか、消防本部のホームページをご覧ください。

お問い合わせ：金武地区消防本部　予防課　☎９６８－５１６６

罰則
（点検報告義務違反）

●点検結果の報告をせ
ず、又は虚偽の報告
をした者は 30万円以
下の罰金または拘留

●その法人に対しても
上記の罰金

本年の 11 月 13 日（土）・14 日（日）に開催を予定
しておりました第 33 回「ツール・ド・おきなわ 2021」
につきましては、昨年から続く新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により、開催地域の住民はじめ、大会に関
わる皆さまに対して安心・安全な大会運営を実施するこ
とが困難であることから、ロードレース部門を中止とい
たしました。
サイクリング部門につきましては、年明けの 2 月 12

日（土）・13日（日）に家族で楽しめる本部半島ファミリー
サイクリング 50 ㎞から最長 175 ㎞のやんばるセンチュ
リーライドの 4 種目を設定。子供から大人まで楽しめる
大会となっておりますので、皆さまのご参加をお待ちし
ております。

●新型コロナウイルス感染症の状況により、大会開催の
規模縮小もしくは中止する可能性があります。
沖縄県イベント等実施ガイドラインに則り開催。
●サイクリング部門のみの開催ですので、交通規制は行
いません。

NPO法人ツール・ド・おきなわ協会
☎０９８０－５４－３１７４
（平日 9:00 ～ 17:00）

適職発見フェア ハイブリッド合説
中南部のお仕事
特別な資格や経験がなくても応募可能な、求人企業

が集まる就職説明・面接会。応募前の職場見学も可能。
同じ日に「会場」「オンライン」の両方で説明会を開

催！あなたの状況にあった方法で参加できます！

お問い合わせ
適職発見プロジェクト事務局　
☎８６０－８９００

■点検・報告しなければならない主な消防用設備等

消火設備

〇消火器具
〇屋内消火栓設備
〇スプリンクラー設備
〇粉末消火設備など

警報設備

〇自動火災報知設備
〇ガス漏れ火災警報設備
〇火災通報装置
〇非常放送設備など

避難設備

〇救助袋
〇緩降機
〇避難はしご
〇誘導灯・標識など

出発前に積荷をチェック！ 建築資材や家庭用品等などの落下物が多く、交通事故の原因となっています。
積荷はシートをかけ、ロープでしっかり固定しましょう。✓

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番通報してください。✓

あおり運転はやめましょう！
あおり運転は、重大な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。危険運転に遭遇した場合は、安全な
場所に避難してから、ためらうことなく警察に１１０番通報してください。

✓

出発前に車をチェック！ タイヤ、燃料、オイル、ラジエーターなどの点検を忘れずに！✓

交通機動隊・西日本高速道路（株）

命を守るシートベルト！ 後部座席を含め全席シートベルト着用が義務となっています。✓

高速道路を安全・快適に利用するために！
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令和４年１月４日（火）

　新成人の門出をお祝いする成人式を次のとおり開催します。対象者へは案内状（ハガキ）を
お送りしています。案内状が無くても成人式に参加することはできますので、新成人の皆様、
ぜひご出席ください。

〇発熱（37.5 度）など体調が悪い場合は、入場をご遠慮いただくことがあります。当日、検温を実
施します。
〇会場内の密となる状況を防ぐため、会場への入場は新成人及び保護者２名とします。（介助が必要
な新成人の付き添い者は除く）
〇来場する際は必ずマスクを着用してください。
〇手指消毒用の消毒液を用意しますので、入場する際は消毒を行ってください。

　今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、中止又は変更となる場合が
あります。中止・変更等につきましてはホームページにてお知らせします。

～当日にて～

お問い合わせ：社会教育課　☎９６６－１２１０

成人式のご案内
令和４年

日時

場所

午後２時受付　午後３時開式

ふれあい体験学習センター
ゆうなホール 対象 平成13年４月２日

～平成 14年４月１日生まれの方

〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため､乾杯および飲食
　の提供はございません。
〇発熱や体調不良の方は参加をご遠慮ください。
〇マスクの着用と入口での手指の消毒をお願いします。
〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、中止
　となる場合があります。

お問い合わせ：総務課　☎９６６－１２００

令和４年 恩納村民新年祝賀会
令和４年１月５日（水）日時

場所
午後２時 30分開場　午後３時開宴
恩納村コミュニティセンター

対象 恩納村民及び村内事業所のみ
※村内各事業所については 2名までの参加で
　お願い致します。


