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～生活騒音とは～
私たちの生活の中には、さまざまな音があふれています。私たちが普段どおりの生活をする中で発生する生活音は、

人によって感じ方が違います。生活していく上で『自分にとって楽しい音』も周りの人には、『うるさい音』『不快な音』と
して受け取られる場合があり、知らず知らずのうちに近隣の住民に迷惑をかけている場合があります。

【お問い合わせ】中城村役場　住民生活課　生活環境係　☎098-895-2132

生活騒音は、当事者間がお互いに相手の立場を考えて冷静に話し合うことが大切です。お互いに相手の気持ちを理
解すれば、問題は早く解決します。
発生者は迷惑をかけていることに気づいていない可能性もあるため、度を越えていると感じたときはあまり我慢を

すると、つい話す言葉の調子がきつくなるものです。感情的にならず、さりげなく理解を求めましょう。

～生活騒音に困ったら～

生活音については、法律などの規制対象となっておらず、一人ひとりが意識することで、生活騒音になるのを防ぐこ
とも出来ます。

～生活騒音を防ぐためには～

時間帯に配慮しましょう
深夜・早朝に大きな音のでる作業や行動を控えましょう。

11

防音対策をしましょう
楽器の日常的な練習などで音を小さくすることができない場合で騒音につながる恐れがある場合は、厚手

のカーテン・厚手のじゅうたんなど吸音効果のあるものの使用や防音室などの防音対策をしましょう。

22

音自体を小さくする工夫をしましょう
電気楽器やＴＶなどは、音量を下げたり、ヘッドホンやイヤホンで聴きましょう。また、設置場所に配慮するな

ど、近隣の方に伝わる音を小さくしましょう。番犬の範囲を超え、犬が吠え続ける場合は、そばによってなだめ
る他、普段からしつけをし、騒音につながらないようにしましょう。

33

ご近所とのお付き合いを大切にしましょう
日頃から、挨拶などコミュニケーションを取るよう心がけましょう。

44

騒音をなくす　  つの気配り44

生活騒音について
～みんなで住みよい地域をつくりましょう～

【お問い合わせ】中城村役場　住民生活課　生活環境係　☎098-895-2132

一辺の長さが最大１ｍ以上または重さが１０㎏以上･････････････････････処理券（大）６００円
それ以外のもの･･････････････････････････････････････････････････処理券（小）３００円

●10月収集分より、粗大ごみ処理券は、（大）600円・（小）300円になります。ご注意ください!!

受益者負担の観点と、近隣自治体からの廃棄物の流入が互いに発生しないように、近隣自治体とのバランス等を加
味し、令和４年１０月１日から「中城村指定ごみ袋」と「粗大ごみ処理券」及び「ごみの自己搬入」の料金を改定することに
なりました。10月1日以降は以下の通りの金額となります。

令和４年１０月１日より中城村の「指定ごみ袋」･「粗大ごみ処理券」「ごみの自己搬入」の値段が変わります

種類
200円
170円
150円
170円
150円
130円

一律1個につき200円

現在

0.5トンまで500円
1トンまで1,000円

300円
200円
変更なし
200円
変更なし
変更なし

1個につき（小）300円（大）600円

令和4年10月1日以降

燃えるごみ袋
（10枚1組）

燃えない・危険ごみ袋
（10枚1組）

大
中
小
中
小
特小

1kgにつき6円自ら村の処理施設へ搬入する料金

粗大ごみ処理券
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５月３０日「ごみゼロの日」～６月５日にかけての「ごみ減量・リサイクル推進週間」にあわせて中城南小学校４年
生の皆さんが社会科授業の一貫で、ごみ収集車へのごみの搬入の様子を見学し、ごみ収集車へのごみ袋の投
げ入れ体験をし、ごみ収集作業員（与那覇さん）へ、ごみについての質問を交えながら、「中城村のごみ」につい
て学びました。

ごみ収集車
積込み体験！！

「混ぜればごみ、分ければ資源」を合言葉に！！

【お問い合わせ】中城村役場　住民生活課　生活環境係　☎098-895-2132

ごみ収集作業員が、困っていることは何ですか？
Q.

ごみや資源の出し方のルールを守らないで出す人がいることです。A. たとえば、燃やさないごみにスプレー缶やライターなどを出すときに中身を使いきってガスが無く
なってから別の袋に分けて出すルールになってますが、他のごみと混ぜたまま出すと車両火災の原因となり、収
集作業中の作業員にも危険がおよびます。
また、生ごみの水分をよく切らないで出すと汚水が飛び散り、歩いている人に迷惑をかけたり道路が汚れたり

します。
ごみ置き場の前に自動車を駐車されてしまうのも困ります。ごみの収集に手間取り、交通事故の原因となる恐

れがあります。
最後にお願いですが、収集作業中のごみ収集車のそばには、危険なので近づかないようにしてください。

清掃
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【お問い合わせ】中城村役場　こども課　子育て支援係　☎098-895-2271（直通）

児童扶養手当・特別児童扶養手当・
母子及び父子家庭等医療費助成事業現況届について 

下記の方は受給資格確認のため、「現況届」の提出が必要です。役場より案内通知書を発送いたしますので、
ご確認ください。 
提出がない場合、今後の手当が受けられなくなります。必ずご提出をお願いいたします。 

※「現況届」を提出しないで２年を経過すると、時効となり手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。

※児童扶養手当受給者には、新型コロナウイル
　ス感染拡大防止のため、指定日を記載して通
　知をしておりますが、ご都合が悪い方は指定
　日以外で中城村役場こども課窓口にて8月中
　に手続きを行ってください。（土日祝日を除く） 

受付期間　8月15日（月）から8月19日（金）

受付時間　9：00から11：30、13：00から16：30
　　　　　　 ※手続きには時間を要するため、時間に余裕をもってお越しください。

受付場所　 中城村役場 3Ｆ 大会議室
　　　　　  ・児童扶養手当現況届は受給者本人が行ってください。
　　　　　　（代理での受付はできません。）

児童扶養手当・母子及び父子家庭等医療費助成 

受付期間　8月12日（金）から9月12日（月）
郵送での対応が可能となりましたので、必要事項を記載して、同封されている返信用封筒にて郵送してください。 

特別児童扶養手当のみ受給の方 

【児童扶養手当受給者及び母子及び父子家庭等医療費助成受給者】 ・7月27日に発送済
【特別児童扶養手当受給者】 ・8月初旬頃発送予定
※所得の申告がまだの方は、現況届を提出する前に、所得の申告をしてください。 

【お問い合わせ】中城村役場　福祉課　☎０９８-８９５-１７３８

①住民税非課税世帯
令和４年６月１日時点で中城村に住民登録があり、令和４年度における世帯全員の住民税均等割が非課税の世帯
　　→中城村役場より8月中旬に、対象世帯と思われる世帯主の方宛に、「住民税非課税世帯等に対する臨時

　　　　特別給付金支給要件確認書」を送付します。内容をご確認のうえ、必要事項を記入し同封の返信用封筒
　　　　にて返送ください。
②家計急変世帯
申請時点において中城村に住民登録があり、令和４年１月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減

　少し、世帯全員が非課税世帯相当となる世帯
　　→給付金の申請が必要です。

対象者

※ ①②の両方で支給を受けることはできません。
※ ①②のいずれも住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
※ 世帯の中に税情報が把握できない方（未申告、転入者）がいる場合、確認書が送付されませんので別途申請が必要

となります。

 令和４年度に新たに非課税世帯となった世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。※すでに本給付金
を受給された世帯（令和３年度非課税世帯・家計急変世帯）に再度支給されるものではありません。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
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　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て
世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金を支給します。

申請不要の方：①及び②両方満たす方
① 令和４年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方
② 令和４年度の住民税均等割が非課税である方

＜①以外に、下記の方も対象となります。＞
令和4年4月以降に出生を理由に児童手当新規認定請求を出した方や額改定届を提出された方
令和5年2月28日までに特別児童扶養手当を新規申請された方や額改定届を提出された方
※課税情報を活用します。所得の申告がまだの方は、申告してください。未申告の方については積極支
給ができません。
申請が必要な方：①～③いずれかに該当する方
① 家計急変者：令和４年１月１日以降夫婦どちらか一方が、新型コロナの影響を受けて家計が急変し、

令和４年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方
② 高校生のみを養育している方で、生計の中心者が非課税
③ 公務員受給者：前年中が育休中のため令和4年度が非課税になっている方など
※非課税同等かの判断は、申請時に収入が高いほうの所得で判断となります。そのため申請したすべ
ての方に支給されるわけではありません。

以下の①～③のいずれかに該当する方
① 令和４年４月分の児童扶養手当受給者の方（令和4年6月30日沖縄県が支払済）
② 公的年金等を受給していることにより、令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 
（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。）

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給して
いる方と同じ水準となっている方。②、③については申請が必要です。詳細についてはホームページ
をご覧ください。

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

ひとり親世帯分

ひとり親世帯以外分
1. 支給対象者

1. 支給対象者

令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)
※令和5年2月28日(火)までに生まれた新生児等も対象になります。
※低所得のひとり親世帯分の対象（沖縄県から6月30日振込済）となった児童を除く。

2.支給対象児童

【お問い合わせ】中城村役場　こども課　子育て支援係　☎098-895-2271（直通）

3.支給額 児童一人当たり 一律5万円

5.申請期限 令和５年２月２８日（火）まで

4.支給日
・申請不要の方：令和４年１月１日に本村に住民登録があり、非課税であることが確認できた受給者につ
いては、令和４年７月２２日に支給済です。令和４年１月２日以降に転入してきた受給者や、出生や新規特
別児童扶養手当を申請して新規受給者になった方など、非課税であることが確認でき次第順次支給い
たします。

・要申請の方：申請した翌月２３日払い（土日祝日の場合は、前日）
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
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 沖縄こどもの国チケット700枚贈呈 

　６月20日、中城村屋宜の(有)協同商会の代表取締役 稲
嶺盛久氏が中城村役場を訪れ、浜田京介村長と比嘉良治
教育長に沖縄こどもの国チケットを700人分贈呈いたし
ました。 
　稲嶺氏より「このチケットは、ワンちゃん、ネコちゃん
たちにも健康で元気に過ごしてもらいたいという想いか
ら、犬猫用のペットフードサプリメントの開発のためク
ラウドファンディングに挑戦し、達成することができま
した。その中の「子ども達への支援」に協力して頂いた返礼品として沖縄こどもの国チケット700枚を村
立小学校の児童へ贈呈しますので、コロナ禍で外出の機会が少なくなった子ども達が沖縄こどもの国を
訪れ、少しでも笑顔になってもらえたらと思っています。」と述べ、浜田村長、比嘉教育長からも「贈呈が
あったチケットは早速、配布していきたい。」と述べました。

初心者・初級レッスンフラメンコ教室

　何歳からでも楽しく始められる「フラメンコ教室」が吉
の浦総合スポーツクラブ主催で講師のTSUNEMI（つね
み）さんをお招きし5月から全5回開催されました。
　教室は、音楽に合わせて足のステップや表現力指導を
行うことで、全身の筋肉を使い、バランス感覚やインナー
マッスルが鍛えられるそうです。
　参加した方からは、「初心者でも楽しく踊ることがで
き、和気あいあいとした雰囲気でよかった」と終わりが寂
しいと話していました。

第1回サッカー国際交流大会開催

　吉の浦総合スポーツクラブ主催による「第1回中城村吉
の浦総合スポーツクラブサッカー交流大会」が6月19日
（日）に開催されました。当日は、好天にも恵まれ、参加さ
れたチームは地元中城チームをはじめ、華僑・南米の日系
人・ベトナムの特定技能実習生など合計９チームが、国際
的な交流も兼ねながら、真剣なプレーの中でも笑顔溢れ
るフレンドリーな大会となりました。
　第2回大会はアメリカチームも参加する予定であり、ま
るでワールドカップの沖縄大会となりそうです。第2回は
10月23日（日）となっています。

▲写真右から3番目、TSUNEMI（つねみ）講師

Topics

【お問い合わせ】
吉の浦総合スポーツクラブ事務局
（中城村民体育館内）
☎098-895-3707

▲写真右から2番目、協同商会 稲嶺盛久代表
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【お問い合わせ】中城村体育協会事務局（中城村民体育館内）　☎098-895-3707

　６月中に各競技場において第25回ボウリング大会、第46回卓球大会、第43回ソフトボール大会
がそれぞれ行われました。

【第46回卓球大会】
　4チームの参加があり、前回大会も優勝した久場
体協が連覇を果たしました。

【第43回ソフトボール大会】
　3年ぶりの開催になった本大会では、6チームが出
場し熱戦が繰り広げられ、久場体協が優勝しました。

【第25回ボウリング大会】
　12チームの参加があり、熱戦が繰
り広げられた結果、久場体協が優勝
しました。

個人の部 写真左から
優勝 比嘉　初美（久場）
準優勝 小橋川　晃（泊）
3位 比嘉　直人（久場）

準優勝　南上原体協 優勝　久場体協

3位　泊体協

準優勝　津覇体協 優勝　久場体協 準優勝　奥間体協 優勝　久場体協

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を行いながら、各競技を実施しています。

「令和4年度中城村体育大会」を開催しました!

むらの話題!

エンジョイ陸上教室
　外で思いっきり走る楽しさを知ってもらおうと吉の浦総合スポーツクラブ主催で村内の小学生を
対象に「エンジョイ陸上教室」がごさまる陸上競技場にて開催されました。
　指導員は前年度同様で短距離を中心に中城村で練
習を重ねるG30アスリートメンバーで、あらゆるス
ポーツの基礎となる陸上競技の楽しさと技能の普及
を目的としており、親子で参加可能な教室です。
　今回の教室で指導員は「走りの基本を学べば速く
なり、運動会でも活躍できます」と話し、参加した子
どもからは「脚の動かし方や腕の振り方を教えても
らったので、引き続き村内のクラブチームでレベル
アップしたい」という声が上がりました。

【お問い合わせ】吉の浦総合スポーツクラブ事務局（中城村民体育館内）　☎098-895-3707
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「沖縄県ちゅらパーキング利用証制度」が運用開始します

県障害福祉課　計画推進班:098-866-2190　中城村役場　福祉課:098-895-1738　こども課:098-895-2271問

●「沖縄県ちゅらパーキング利用証制度」とは
　公共施設や商業施設、店舗などに設置されている障害者等駐車場区画を適正にご利用いただくために、障害
のある人、高齢者、妊産婦のうち、歩行が困難な方、移動の際に特別な配慮が必要な方に、共通の「利用証」を交
付する制度です。沖縄県が実施主体となります。

●利用証の申し込み方法
　利用証の申請は、
2種類の方法があります。

①郵送申請（県障害福祉課）
　郵送での利用証交付申請を希望する方は、県障害福祉課のちゅらパーキング利用証制度担当へ直接お申込
みください。交付申請書類のほかに利用証を送付するための切手が必要となります。

②窓口申請（中城村役場）
　申請に必要な添付書類をお持ちのうえ、下記窓口にて申請してください。代理人による申請の場合は、代理人
の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）もご持参ください。
●妊産婦以外の方・・・福祉課　●妊産婦の方・・・こども課

交付対象者
区　　　分 交付基準（障害者手帳の等級など） 有効期間

視覚障害
平衡機能障害

肢体不自由

乳幼児期以前の非
進行性の脳病変によ
る運動機能障害

心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼ
うこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫
不全ウイルスによる免疫若しくは
肝臓の機能の障害

知的障害
精神障害

難病患者

高齢者等

妊産婦

その他必要と
認められる方

１級～４級
１級～５級
１級、２級
１級～６級
１級～５級
１級、２級
１級～６級

上肢
下肢
体幹
上肢機能
移動機能

１級～４級

A１、A２
１級

・障害者総合支援法の対象となる疾患に罹患
  している者（特定医療費（指定難病）受給者等）
・特定疾患医療受給者
・小児慢性特定疾病医療受給者

要介護1以上

産後1年6ヶ月まで

なし

なし

上記区分のうちで交付基準に該当しない方のうち、
歩行が困難又は移動の際に配慮が必要な方 1年未満で

必要な期間

申請に必要な添付書類

身体障害者手帳

療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

各受給者証等

介護保険被保険者証

医師の診断書等、
本人確認書類

妊娠7ヶ月から
産後
産前 妊娠7ヶ月から

産後1年6ヶ月まで 母子健康手帳

その他の障害、一時的な怪我や病気等により
歩行が困難又は移動の際に配慮が必要な方

利用証は
3種類
あります

この案内
表示のある
駐車区画が
利用できます

妊産婦、
一時的なけが人など

車いす使用者
優先区画

プラスワン区画
(障害者・高齢者・
妊産婦など優先)

その他の障害者、
高齢者など車いす使用者

催 しお 知 ら せ 募 集
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　マスクを着けると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど、体温調節がしづら
くなってしまいます。マスク、換気などの「新型コロナ感染予防」と暑さを避け、水分を摂るなどの「熱中症予防」
を両立させましょう。

〇屋外で、人との距離（2ｍ以上を目安）が確保できる場合や、距離が確保できなくても、
　会話をほとんど行わない場合
〇屋内で、人との距離（2ｍ以上を目安）が確保できて、かつ会話をほとんど行わない場合

新型コロナ感染予防×熱中症予防

マスクを着用する必要はありません

中城村国民健康保険収納対策緊急プラン

【お問い合わせ】中城村役場　健康保険課　国民健康保険係　☎098-895-2171

　中城村では、国民健康保険事業を安定的に運営するため、「中城村国民健康保険収納対策緊急
プラン」を策定して取り組んでいます。

○悪質滞納者については、毅然とした態度で臨み、滞納処分を実施します。
3.滞納処分の実施

○納期内未納状況を把握し、戸別訪問や電話催促などを行い、納付指導を行います。
○口座振替及びスマホ決済による納付を推奨します。

2.徴収方法の改善

○国民健康保険への加入及び喪失の手続き方法を周知するとともに、所得未申告者への申告勧
奨を行い、適正課税に努めます。
○コロナウイルスにより影響を受けた方の保険税軽減措置などの減免制度の周知を徹底します。

1.滞納状況の解消

発熱・息苦しさなどの症状のある方、陽性の方と接触のあっ
た方、受診すべきか分からない方などの問い合わせは…

新型コロナウイルス感染症
相談窓口（県コールセンター）
098-866-2129

ただし、高齢の方と会うときや病院、人混みの中などではマスクを着用しましょう。重要！

激しい運動は避けましょう
のどが渇いてなくてもこまめに水分補給しましょう
気温・湿度が高いときは特に注意しましょう

マスク
着用時は
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各受給者証等

介護保険被保険者証
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催 しお 知 ら せ 募 集
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比嘉　和子　様より　100,000 円
故　元村議会議員　比嘉　盛安　様の香典返しとして

令和 ４ 年 ６ 月 １５ 日

農業用廃プラスチックの適正処理を実施いたします。
処理日は8月下旬、12月上旬を予定しております。
処理希望者は委任状が必要となります。

▶委任状の提出期限・場所
令和4年8月19日（金）
・産業振興課窓口
・JAおきなわ中城支店 集出荷場

▶回収できる物
プラスチック類（ビニールハウス・マルチ・ポット・
肥料袋等）
ネット類（防風ネット・防虫ネット等）

農業用廃プラスチックの処理について

中城村役場　産業振興課　☎098-895-2163問

▶日時　毎月　第2・4日曜日 8:30~11:00
※天候等により中止となった場合、防災無線にて周知い
たします。
▶場所　中城村役場　駐車場内
　新鮮野菜や海産物、加工品等を取りそろえて皆様のお
越しをお待ちしております。
　出展者も随時募集しております。お気軽にお問い合わ
せください。

あたいぐゎ～朝市開催のお知らせ

人材育成基金への寄付

　2022年9/7（水）･8（木）･14（水）･15（木）　　AM9:00～PM5:00（昼休憩有り）

与那原・西原・中城ファミリーサポート　☎098-988-1914問

会　場：中城村役場・吉の浦会館
定　員：20名（定員に達し次第締め切り）　
受講料：無料（テキスト代込み）　
対　象：心身共に健康で全日程受講できる方

ちなみに…サポート会員さんはこんな方たちが活躍しています!
定年退職して時間に余裕が出来た、子育ての合間ならお手伝い出来るかも、
自分も助けて貰ったからお返しがしたい!仕事のない日なら出来るかも、
地域の輪に加わりたい!など

　ファミリーサポートセンターは、「子育ての手助けをしてほしい方」と「子育てのお手伝いがしたい方」を繋ぎ子
育て支援をサポートします。
　主な活動は保育施設や学校･塾などへの送迎、子どもの一時預かりなどです。地域で繋がる子育て支援の輪
に、あなたも加わってみませんか?

保育の心
子どもの心の発達
子どもの遊び
子どもの世話

こどもの身体の発育と病気
小児看護の基礎知識
栄養と食生活（実習）

内　　容
保育士

臨床心理士
保育士
助産師
小児科医
看護師

管理栄養士

講　　師
気になる子の理解と支援
子どもの育つ環境と人権

サポーターの心構え
（援助活動体験発表）

危険予知トレーニング
子どもの安全

救命講習（小児・幼児）

内　　容
社会福祉士
児童相談所

サポート会員

子育て支援団体
JAF

東部消防

講　　師

朝市実行委員会問 会　長　伊佐盛好　☎090-4352-8423
事務局　金城　章　☎090-3794-4133

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
　延期になる場合もございます。

【与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター】
子育てサポーター養成講座　受講生募集!!

催 しお 知 ら せ 募 集
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令和4年9月11日（日）は沖縄県知事選挙及び中城村議会議員選挙の投票日です。
【投票時間】　午前7時~午後8時
　お住まいの地域の投票所を入場券で確認されてから、投票にお越しください。

選挙の種別において、期日前投票期間が異なります。
各選挙の期日前投票期間は下記のとおりです。ご留意ください。

※8月26日から9月6日の期間は、期日前投票をするこ
とができる選挙は「沖縄県知事選挙」のみとなります。
中城村議会議員選挙の期日前投票はできません。

※9月7日から9月10日までの期間は、すべての選挙に
おいて期日前投票ができます。
▶場所　中城村役場　1階多目的ホール

　全国のドコモショップ、auショップ、ソフトバンクショップ、UQスポット、ワイモバイルショップ、ｄ garden、au 
Styleでマイナンバーカードの申請サポートを行っています。 
・スマートフォンをお持ちでない方やご自身の携帯電話のキャリア（契約会社）に関係なく各店舗で申請サポートが受けられます。 
・申請は手ぶらでOKです。（自宅に郵送で届いているQRコード付きの個人番号カード交付申請書を持参すればカード発行が早
くなります） 

・各店舗で顔写真を撮影します。（無料）　・申請手続きは10分程度で、手続きは無料です。 
・約1ヵ月後に交付通知書（ハガキ）が届いたら、役場に必要書類を持参し、カードを受け取ります。 
・各携帯ショップでの申請サポート受付期間は令和5年3月下旬までです。 
・また、カード申請のほかに最大2万円分のポイントがもらえる「マイナポイント」の申し込みも各携帯ショップで手続きすること
ができます。 

10:00-20:00 
平日11:30-19:30 土日10:00-18:00 
10:00-21:30 
11:00-20:00（19:30） 
10:00～19:00 第３水曜定休日 
10:30-19:30（19:00） 

ａｕショップ サンエーなかぐすく
ａｕショップ 西原グリーンセンター
ａｕショップ サンエー西原シティー
ワイモバイル宜野湾（宜野湾市上原）
ドコモショップ宜野湾上原店 
ソフトバンク宜野湾長田

　令和４年９月３、４日（土、日）に予定されておりました第６７回中城村陸上競技大会の開
催に向け準備を進めておりましたが、沖縄県内での新型コロナウイルス感染者が増加
の一途をたどる中、選手を含めた関係者の安心・安全を保障できないため「開催中止」と
することを決定いたしました。なお、代替えとしての記録会等も行いません。
　本大会に出場を予定されていた選手およびご協力を賜りました関係各位のみなさま
には多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

期日前投票期間が異なります

携帯ショップでマイナンバーカードが申請できます

第67回中城村陸上競技大会「中止」のお知らせ

中城村体育協会事務局（中城村民体育館内）　☎098-895-3707問

中城村選挙管理委員会　☎098-895-2131問

選挙期日

期日前投票

①沖縄県知事選挙　　　【期日前投票期間】令和4年8月26日から9月10日まで（16日間）
②中城村議会議員選挙　【期日前投票期間】令和4年9月7日から9月10日まで（4日間）

期日前投票期間
日 月 火 水 木 金 土

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

8月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
9月

中城村議会議員選挙沖縄県知事選挙

〈中城村周辺の携帯ショップ〉 

催 しお 知 ら せ 募 集
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比嘉　和子　様より　100,000 円
故　元村議会議員　比嘉　盛安　様の香典返しとして
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に、あなたも加わってみませんか?
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ヘルプロ通信ヘルプロ通信 ヘルスプロモーション（健康増進）
の略です。このヘルプロ通信を通し
て、住民みなさんの健康づくりに関
する情報を掲載していきます。

ヘルプロとは…

ヒトパピローマウイルス（HPV)ワクチンの予防接種は平成25年4月１日より、法律に
基づく定期接種に位置付けられましたが、ワクチン接種後の持続的な疼痛が特異的に
見られたことから、副反応の発生頻度等がより明らかになるまでは積極的に勧奨すべき
ではないという厚生労働省からの勧告により、平成25年6月14日からは接種対象者へ
の個別通知等を控えておりました。
しかし、厚生労働省の専門家により調査や検討が行われ、HPVワクチンの安全性につ

いて特別な心配は認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ること
が認められたことから、令和4年4月からは中城村でも他の定期接種と同様に、対象者に対し、予診票及び
HPVワクチンについてのリーフレットを送付しています。
また、これまでの積極的な勧奨を差し控えにより接種機会を逃した方への対応として令和4年4月から令和
7年3月までの3年間はキャッチアップ接種の対象者として公費でHPVワクチンの接種を受けることができま
す。（この期間を過ぎると自費接種となります。）
キャッチアップ接種を希望される方は中城村役場こども課へお問い合わせください。

対象者：小学校6年生から高校1年生相当の女子　⇒　予診票をお送りしています。
キャッチアップ対象者：平成9年度から平成17年度生まれの女子　⇒　接種希望の方はこども課へ
※接種機会確保の観点から、キャッチアップ接種の期間中（令和6年度まで）に定期接種の対象から新たに外れる世代につい
ても、順次キャッチアップ接種の対象とします。

【お問い合わせ】中城村役場　こども課　予防接種担当☎ 098-895-2271

ヒトパピローマウイルスワクチン接種の勧奨再開について
子宮頸がんを予防できるワクチンがあります

子宮頸がんとは

子宮のけい部という子宮の出口に近い部分にできるがんです。
日本では毎年約１．１万人がかかる病気で毎年約2,800人の女

性が亡くなっています。
30代までにがんの治療で妊娠できなくなってしまう人も、毎年

約1,200人います。
（参考：「HPVワクチンに関するリーフレット　詳細版」）

HPVワクチンについて知ってください

すべてのワクチン接種には、効果とリスクがあり、受けた後の救
済制度や相談窓口があります。まずは、子宮頸がんとHPVワクチ
ン、子宮頸がん検診について知ってください。

出典：平成30年度鳥取県における少子化対策  等に関するアンケート調査結果より作成

HPVワクチンに関する相談先一覧

接種を行った医師・かかりつけの医師、HPVワクチン接
種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関
※協力医療機関の受診については、接種を行った医師又はか
かりつけの医師にご相談ください

接種後に、健康に異常があるとき

お住まいの都道府県に設置された相談窓口
沖縄県保健医療部ワクチン・検査推進課感染症予防班
098-866-2013

不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき

厚生労働省　感染症・予防接種相談窓口
050-3818-2242

ＨＰＶワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、
性感染症、その他感染症全般についての相談

お住まいの市町村の予防接種担当部門
中城村役場こども課　098-895-2271

予防接種による健康被害救済に関する相談

厚生労働省のホームページでは、HPVワクチンに関する
情報をご案内しています。

厚労省 ＨＰＶ

13 No.304  (2022.8.5)広報

　個人事業者の方で、令和3年分の確定消
費税額（地方消費税額は含みません。）が
48万円を超える方は、消費税及び地方消
費税の中間申告と納付が必要です。

※「確定消費税額」とは、中間申告対象期
間の末日までに確定した消費税の年税
額（申告書⑨欄の差引税額）をいいます。

生涯学習講座参加者募集！

個人事業者の消費税の中間申告と納付

中城村教育委員会　生涯学習課　☎098-895-2158問

▶講師 モバイルプリンス　島袋　コウ
▶開催日 ８月２５日～９月２２日（毎週木曜日）
▶場所 中城村役場３階会議室３－２　▶時間　１０：３０～１２：００　▶参加費　無料
▶対象者 村内在住者（先着３名）　▶持ち物　２０１７年以降発売のAndroid機種
▶申込期間 ６月２０日（月）～定員に達するまで　※平日９：００～１７：００

スマホアンドロイド教室【追加募集】

~ 自由に描くパステルアートを楽しく学ぼう‼ ~
▶講師 日高　裕子
▶開催日 9月14日・21日（水曜日:全2回）
▶場所 吉の浦会館　中会議室　▶時間　19:00~20:30 　▶材料費　550円程度
▶対象者 村内在住者（先着10名）
▶申込期間 8月22日（月）~31日（水）　※平日9:00~17:00

パステルアート教室

~ 気軽に素敵に暮らしを彩るトールペイント~
▶講師 比嘉　和枝
▶開催日 9月28日~10月19日（毎週水曜日:全4回） 
▶場所 吉の浦会館　中会議室　▶時間　19:00~20:30 　▶材料費　1,550円程度
▶対象者 村内在住者（先着10名） 
▶申込期間 8月22日（月）~9月2日（金）　※平日9:00~17:00

やさしいトールペイント教室

個人事業者の消費税の中間申告と納付
令和３年分の確定消費税額が48万円超の方が対象

中間申告書を提出期限までに提出することが困難な場合
には、提出期限の延長が認められます。当期の業績が悪化し
ている場合、「仮決算に基づく中間申告」もご検討ください。

年１回の中間申告の申告・納付期限は ８月３１日（水）
振替納税利用の場合の口座振替日は ９月２８日（水）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取扱い

詳しくは、
国税庁ホームページを
ご確認ください。

◀

※ 各講座のお申込みは申込期間内に下記へお電話ください。
※ 来場前に検温等の健康チェックを必ずお願いします。
※ 各講座でのケガ・事故等への対応は、傷害保険の適応範囲の限りとします。
※ 各講座の写真等は、広報物やホームページ等へ掲示・掲載させていただく場合があります。
※ 各講座の開催は、台風または感染症の影響で、変更または中止となる場合もあります。生涯学習課にてご確認ください。
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ヘルプロ通信ヘルプロ通信 ヘルスプロモーション（健康増進）
の略です。このヘルプロ通信を通し
て、住民みなさんの健康づくりに関
する情報を掲載していきます。

ヘルプロとは…

ヒトパピローマウイルス（HPV)ワクチンの予防接種は平成25年4月１日より、法律に
基づく定期接種に位置付けられましたが、ワクチン接種後の持続的な疼痛が特異的に
見られたことから、副反応の発生頻度等がより明らかになるまでは積極的に勧奨すべき
ではないという厚生労働省からの勧告により、平成25年6月14日からは接種対象者へ
の個別通知等を控えておりました。
しかし、厚生労働省の専門家により調査や検討が行われ、HPVワクチンの安全性につ

いて特別な心配は認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ること
が認められたことから、令和4年4月からは中城村でも他の定期接種と同様に、対象者に対し、予診票及び
HPVワクチンについてのリーフレットを送付しています。
また、これまでの積極的な勧奨を差し控えにより接種機会を逃した方への対応として令和4年4月から令和
7年3月までの3年間はキャッチアップ接種の対象者として公費でHPVワクチンの接種を受けることができま
す。（この期間を過ぎると自費接種となります。）
キャッチアップ接種を希望される方は中城村役場こども課へお問い合わせください。

対象者：小学校6年生から高校1年生相当の女子　⇒　予診票をお送りしています。
キャッチアップ対象者：平成9年度から平成17年度生まれの女子　⇒　接種希望の方はこども課へ
※接種機会確保の観点から、キャッチアップ接種の期間中（令和6年度まで）に定期接種の対象から新たに外れる世代につい
ても、順次キャッチアップ接種の対象とします。

【お問い合わせ】中城村役場　こども課　予防接種担当☎ 098-895-2271

ヒトパピローマウイルスワクチン接種の勧奨再開について
子宮頸がんを予防できるワクチンがあります

子宮頸がんとは

子宮のけい部という子宮の出口に近い部分にできるがんです。
日本では毎年約１．１万人がかかる病気で毎年約2,800人の女

性が亡くなっています。
30代までにがんの治療で妊娠できなくなってしまう人も、毎年

約1,200人います。
（参考：「HPVワクチンに関するリーフレット　詳細版」）

HPVワクチンについて知ってください

すべてのワクチン接種には、効果とリスクがあり、受けた後の救
済制度や相談窓口があります。まずは、子宮頸がんとHPVワクチ
ン、子宮頸がん検診について知ってください。

出典：平成30年度鳥取県における少子化対策  等に関するアンケート調査結果より作成

HPVワクチンに関する相談先一覧

接種を行った医師・かかりつけの医師、HPVワクチン接
種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関
※協力医療機関の受診については、接種を行った医師又はか
かりつけの医師にご相談ください

接種後に、健康に異常があるとき

お住まいの都道府県に設置された相談窓口
沖縄県保健医療部ワクチン・検査推進課感染症予防班
098-866-2013

不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき

厚生労働省　感染症・予防接種相談窓口
050-3818-2242

ＨＰＶワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、
性感染症、その他感染症全般についての相談

お住まいの市町村の予防接種担当部門
中城村役場こども課　098-895-2271

予防接種による健康被害救済に関する相談

厚生労働省のホームページでは、HPVワクチンに関する
情報をご案内しています。

厚労省 ＨＰＶ
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④
保育

　（公社）沖縄県シルバー人材センター連合

            TEL（０９８）８７１-０３３０

　　　保育補助スタッフ講習
　　　　　　　期間:7月26日（火）～7月29日（金）

　　　　　開催地: 沖縄市 /受講料:無料

       　  中城村内にお住いでシルバーセンターに会員

　登録を希望する60歳以上の方　お問合せ下さい！
　　　　　　　　        高齢者活躍人材確保育成事業

TEL（098）871-0330
（公社）沖縄県シルバー人材センター連合

高齢者活躍人材確保育成事業

中城村内にお住いでシルバーセンターに
入会を希望する60歳以上の方お問合せ下さい！

介護補助スタッフ講習
期間:8月23日（火）～8月26日（金）
開催地：沖縄市内 ／ 受講料：無料

中城村の人口　令和4年6月末現在

※（　）内は前月との比較

人　口
男
女
世帯数

22,246人
11,125人
11,121人
9,428世帯

（+26）
（+12）
（+14）
（+26）

☎ 098-895-5302

毎週火曜日、毎月第 3木曜日（資料整理日）
慰霊の日、年末年始、特別整理期間
祝日の翌平日（振替休館）

開館時間

休館日

護佐丸歴史資料
図書館

中城村

月・水～金
土・日

10:00～19:00
10:00～17:00

【資料図書室】

月・水～日 10:00～17:00
【中城歴史展示室】

月9 護佐丸歴史資料図書館
資料図書室カレンダー

● 休館日です。　■ 午後5時閉館です。

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

図書館ってどんなところ?
護佐丸“歴史資料”図書館という名前から、『歴史に関する

難しい本ばっかりで、読みたい本はなさそう…』と思って
いませんか？
郷土資料はもちろんのこと、1階には赤ちゃん向けの本から

中高生向けの本、紙芝居に大型絵本、2階には大人向けの話題
の本や実用書、雑誌（100タイトル以上！）、マンガも所蔵してい
ます。
その他、図書館ではCDやDVDを借りることもできるんです！
村内在住の方は、免許証や保険証などの氏名・生年月日・現

住所が確認できるものをお持ちいただくと、0歳から利用カード
を作ることができます。 
開館6周年を迎え、ますます資料を充実させていきたいと

思っていますので、ぜひ図書館へ足をお運びください。職員一
同お待ちしています。

特別整理期間（蔵書点検）のお知らせ
　9月14日（水）から9月28日（水）まで、図書館内の本を全て
整理する特別整理期間（蔵書点検）のため、図書室は休館とな
ります。
　図書館をご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いいたします。
※１階の資料展示室も期間中は休館となります。

図書館からのお知らせやイベント情報は、図書館のブログ
やごさまる通信（図書館通信）などにも掲載しています。
是非ご覧ください。

http://loh530.ti-da.net/
右側のＱＲコードからも見られます

図書館の
ブログ
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9月カレンダー9月健康カレンダー

ふれあい事業 実施場所：各公民館

※ふれあい事業とは・・・80歳以上の方を対象に、各自治会が主体となって行
う地域住民のふれあいを目的とした事業です。ボランティア活動としてもご
参加頂けます。

※新型コロナの感染状況によっては、活動を中止とする場合もあります。

【お問い合わせ】中城村社会福祉協議会　☎098-895-4081

9月  1日（木）
9月  7日（水）
9月  9日（金）
9月12日（月）
9月13日（火）

新垣
安里
登又
和宇慶
浜

9月14日（水）
9月14日（水）
9月15日（木）
9月15日（木）
9月18日（日）

南浜
北浜
奥間
伊集
久場

9月20日（火）
9月22日（木）
9月26日（月）
9月27日（火）
9月28日（水）
9月30日（金）

泊
伊舎堂
津覇
北上原
南上原
当間

●場　　所：

●開所時間：

中城村字登又344番地1
（はるゆめこども園内）
9：30～16：00（月～金）

毎月、英語、ヨガ、ベビーマッサージ等の講座を開催しています。
電話での予約も受付けています。詳しくは、QR

コードをご覧ください。親子で、お気軽に遊びに来て
ください。お待ちしています。

地域子育て支援センター（はるむの家）
☎098-895-3344

※なかよし児童館及び子育て支援センターで予定されている行事等は新型
コロナウイルス感染拡大の動向により延期、または中止になることがあり
ます。ご了承ください。詳しくはお電話にてお問い合わせください。

地域子育て支援センター（ちゅらてぃーだ）
☎098-870-3731

※対象地区以外の方も受診可能です。定員に達し次第、予約を終了します。
※コロナ禍においても、感染対策を行い、健診を受けて早期発見、早期予防する
ことが大切です。

【お問い合わせ】中城村役場　健康保険課　☎098-895-2172

おとなの健診
集団健診 実施場所：吉の浦会館予約制

金29 8月12日（金）：予約期間
登又・サンヒルズ・新垣・北上原：対象地区

月129 8月22日（月）：予約期間
当間・屋宜・添石・伊舎堂・第2団地：対象地区

土179 8月26日（金）：予約期間

日259 9月5日（月）：予約期間

8：30～11：00(時間を分けます)：健診時間
※内容：血液検査などの健康診査、胃がん・肺がん・大腸がん検診等

～草すべりに行こう～
●日　　時：
●持 ち 物：

9月30日(金) １１：００～１２：００
帽子、水筒、動きやすい服

９月中旬頃開催！
～つくってみようウィーク～

地域子育て支援センターごさまる
☎098-988-0134

牛乳パックが和紙に早変わり！
紙すき体験をしよう！
※日程詳細は、８月の児童館だよりに掲載予定です。

なかよし児童館 ☎098-988-0156こどもの健診

(注) 呼び出し人数によって、受付時間が変動する可能性があります。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、健診を延期または中止とする場合が
ございます。あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ】中城村役場　こども課　☎098-895-2271

3歳児健診

12：50～：受付時間
健診2～3週間前を目安に個別通知します。：対 象

木19
実施場所：吉の浦会館

１歳６ヶ月児健診

12：50～：受付時間
健診2～3週間前を目安に個別通知します。：対 象

金99
実施場所：吉の浦会館

乳児一般健診

8：50～：受付時間
健診2～3週間前を目安に個別通知します。：対 象

土109
実施場所：吉の浦会館

1分体操毎日（土曜日を除く午前中）
行っていますよ。

10:00～（限定6組限定）要予約
9月20日（火）　大湾 仙氏

絵本を通して
親子のコミュニケーションアップ

9月15日（木）　アミコン沙織氏
親子ヨガでスキンシップしましょう♥
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④
保育

　（公社）沖縄県シルバー人材センター連合

            TEL（０９８）８７１-０３３０

　　　保育補助スタッフ講習
　　　　　　　期間:7月26日（火）～7月29日（金）

　　　　　開催地: 沖縄市 /受講料:無料

       　  中城村内にお住いでシルバーセンターに会員

　登録を希望する60歳以上の方　お問合せ下さい！
　　　　　　　　        高齢者活躍人材確保育成事業

TEL（098）871-0330
（公社）沖縄県シルバー人材センター連合

高齢者活躍人材確保育成事業

中城村内にお住いでシルバーセンターに
入会を希望する60歳以上の方お問合せ下さい！

介護補助スタッフ講習
期間:8月23日（火）～8月26日（金）
開催地：沖縄市内 ／ 受講料：無料

中城村の人口　令和4年6月末現在

※（　）内は前月との比較

人　口
男
女
世帯数

22,246人
11,125人
11,121人
9,428世帯

（+26）
（+12）
（+14）
（+26）

☎ 098-895-5302

毎週火曜日、毎月第 3木曜日（資料整理日）
慰霊の日、年末年始、特別整理期間
祝日の翌平日（振替休館）

開館時間

休館日

護佐丸歴史資料
図書館

中城村

月・水～金
土・日

10:00～19:00
10:00～17:00

【資料図書室】

月・水～日 10:00～17:00
【中城歴史展示室】

月9 護佐丸歴史資料図書館
資料図書室カレンダー

● 休館日です。　■ 午後5時閉館です。

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

図書館ってどんなところ?
護佐丸“歴史資料”図書館という名前から、『歴史に関する

難しい本ばっかりで、読みたい本はなさそう…』と思って
いませんか？
郷土資料はもちろんのこと、1階には赤ちゃん向けの本から

中高生向けの本、紙芝居に大型絵本、2階には大人向けの話題
の本や実用書、雑誌（100タイトル以上！）、マンガも所蔵してい
ます。
その他、図書館ではCDやDVDを借りることもできるんです！
村内在住の方は、免許証や保険証などの氏名・生年月日・現

住所が確認できるものをお持ちいただくと、0歳から利用カード
を作ることができます。 
開館6周年を迎え、ますます資料を充実させていきたいと

思っていますので、ぜひ図書館へ足をお運びください。職員一
同お待ちしています。

特別整理期間（蔵書点検）のお知らせ
　9月14日（水）から9月28日（水）まで、図書館内の本を全て
整理する特別整理期間（蔵書点検）のため、図書室は休館とな
ります。
　図書館をご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いいたします。
※１階の資料展示室も期間中は休館となります。

図書館からのお知らせやイベント情報は、図書館のブログ
やごさまる通信（図書館通信）などにも掲載しています。
是非ご覧ください。

http://loh530.ti-da.net/
右側のＱＲコードからも見られます

図書館の
ブログ
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栄養士だより
　夏休みに入り、子供たちは普段の生活よりも自宅で過ごす事が増え食事や
おやつの時間が乱れがちに。特におやつや甘いものをダラダラ食べていると
虫歯の原因にもつながります。今回は、甘みを抑えた「コーン蒸しパン」を紹介
します。コーンの甘味で触感も楽しいおやつです。ぜひ作ってみてくださいね。

作り方作り方

33
44

55

22
11 コーン缶の汁気は切っておく。

ボウルに絹ごし豆腐と卵を割り入れてしっか
り混ぜ、ホットケーキミックスと残りの材料を
すべて入れる。

全体的に混ぜて、まとまれば耐熱カップに８
分目まで入れる。

沸騰した蒸し器に3のカップを入れ、蓋して
強火で13～15分蒸す。串を刺して生地が
くっついてこなければ火を止める。

鍋から取り出して2分ほど粗熱を取って、
ラップを全体的に大きくふんわりかけて乾燥
を防ぐ。

（材料10個分）
ホットケーキミックス･･150g
絹ごし豆腐･･････････150g
卵 ･･･････････････････1個
コーン缶････････････150g
オリーブオイル････････ 20g
塩 ･････････････小さじ1/4
粗びきこしょう････････適量

強火で蒸してください。沸騰しているお湯がなくならないように、気を付けてください。
※やけどに注意してくださいPOINT!

コーン蒸しパン
今月のいっぺーまーさい品

（1個分）エネルギー102kcal ／ たんぱく質2.9ｇ ／ 脂質3.8ｇ ／ 
炭水化物14.2ｇ ／ 食塩相当量0.4ｇ
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開催期間　令和４年 7月22日（金）～8月28日（日）

本企画展では、「進化」の仕組みについてダーウィンの進化論から近年の学問的成果も踏まえ、わかり易くご紹介します。
（※本企画展は沖縄県立博物館・美術館の令和3年度「みんなの進化展」の解説パネルを借用して開催します）

◆企画展関連イベント　イベントは事前予約制（定員に達し次第受付終了）　申込みはこちら→☎098-895-5302

「高校生が紹介するやんばるの生き物たち」
定員：親子10組(20名) 定員：40組

「吉の浦海岸の生きものたち」
●講演会

無料
入場

無料
参加

無料
参加

共催 沖縄県立博物館・美術館 後援 沖縄県教育委員会 協力 沖縄県立辺土名高等学校
場所 護佐丸歴史資料図書館 3階企画展示室 時間 10時～17時 休館日 火曜日、8月12日(金)、8月18日(木)

３８億年、生きてきた
君に見てほしい
みんな

護佐丸歴史資料図書館 企画展のおしらせ 

※フィールドワーク参加対象は、村内在住の小学校３年生以上の親子(二人一組)となります。 

開催日 ： 8月27日（土）　18：00～21：30
会　場 ： 辺土名高校（周辺）
解　説 ： 辺土名高校サイエンス部

開催日 ： 8月14日（日）　14：00～16：00
会　場 ： 護佐丸歴史資料図書館３階
講　師 ： 濱口 寿夫（護佐丸歴史資料図書館館長）

●フィールドワーク


