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中城村の財政事情の公表

一般会   計歳出

7,422,  317 千円

6,184,  265 千円
(83.3%)

公債費
予算現額

555,659 千円
支出済額

555,059 千円

教育費
予算現額

1,536,446 千円
支出済額

1,068,806 千円

災害復旧費
予算現額
   3 千円
支出済額

0 千円

土木費
予算現額

515,471 千円
支出済額

380,632 千円

その他
予算現額

4,622 千円
支出済額

 4,019 千円

（99.9％）

(87.0％）

(0.0％）

（98.7%）

（73.8％）

（69.6％）

（　　)内は執行率 　「財政公表」は、村の財政がどのように
運営されているかを知っていただくため
に、年２回公表されるものです。ここでは、
村予算の歳入歳出執行状況を中心に、村
有財産の状況などが明らかにされていま
す。
　今後とも村民のみなさんの村政へのご
理解とご協力をお願い致します。

消防費
予算現額

230,021 千円
支出済額

227,110 千円

（3 月末現在）の財政状況

簿家 計

一 般 会 計 歳 入
村 税 1,788,809千円
地 方 譲 与 税 41,821千円
利 子 割 交 付 金 2,865千円
配 当 割 交 付 金 4,310千円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 3,258千円
地 方 消 費 税 交 付 金 149,345千円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 25,753千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金 3,843千円
地 方 特 例 交 付 金 8,949千円
地 方 交 付 金 1,628,600千円
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1,052千円
分 担 金 及 び 負 担 金 2,087千円
使 用 料 及 び 手 数 料 113,267千円
国 庫 支 出 金 758,982千円
県 支 出 金 755,568千円
財 産 収 入 14,000千円
寄 付 金 6,666千円
繰 入 金 105,505千円
諸 収 入 71,210千円
繰 越 金 109,891千円
村 債 0千円
一 時 立 替 金 ▲100,000千円
一 時 借 入 金 1,200,000千円

計 6,695,781千円
予 算 額 7,422,317千円
収 入 比 率 90.2％

中城村の財政事情の公表
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議会費
予算現額

108,147 千円
支出済額

102,077 千円

総務費
予算現額

 1,033,220 千円
支出済額 

  812,613 千円

衛生費
予算現額

766,411 千円
支出済額

742,193 千円

農林水産費
予算現額

230,235 千円
支出済額

 137,028 千円

商工費
予算現額

75,345 千円
支出済額

67,952 千円

(94.4％）

（96.8％）

（88.2％）

平成 26 年度下半期

基金  1,131,129 千円
有価証  20,569 千円

土 地  310,006㎡

建 物　40,871㎡

■村有財産の状況
村の借金
    5,433,573 千円

一般会   計歳出
予算額

7,422,  317 千円

6,184,  265 千円

■特別会計予算執行状況

（78.6％）

民生費
予算現額

2,366,737 千円
支出済額

2,086,776 千円

（90.2％）

村 の城中

支出済額

（59.5％）

会計名 予算現額 収入済額 支出済額 執行率

国民健康
保険事業

2,455,144
千円

2,299,973
千円

2,283,806
千円 93.0％

下水道
会　計

349,418
千円

354,838
千円

343,369
千円 98.3％

土地区画
整理会計

580,493
千円

618,302
千円

420,582
千円 72.5％

後期高齢者
医療会計

120,163
千円

120,457
千円

112,125
千円 93.3％

汚水処理
施設管理

5,160
千円

4,969
千円

3,818
千円 74.0％

■水道事業の予算執行状況

予算額 収入済額 収入率
収益的収入 476,158 499,570 104.9%

資本的収入 17,501 17,500 100.0%

予算額 収入済額 収入率
収益的支出 470,532 459,393 97.6%

資本的支出 76,591 72,097 94.1%

（単位：千円）
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平成27年度実施中城村職員採用候補者試験のお知らせ
【区　　　分】一般職、総合職｛（1）保育士、幼稚園教諭（2）管理栄養士
　　　　　　　　　　　　　　 （3）技術職（土木若しくは建築）｝ 

【試 験 日 程】一次試験　平成 27 年９月 20 日（日）
　　　　　    二次試験　10 月下旬及び 11 月下旬を予定

【申込書配布】平成 27 年８月 10 日（月）以降
【受 付 期 間】平成 27 年８月 10 日（月）～８月 21 日（金）
【受 験 資 格】昭和 56 年４月２日以降に生まれた者
【採 用 人 数】若干名

【お問い合わせ】中城村役場　総務課　☎895-2131(内211)

　中城村では、生後４ヶ月までの赤ちゃんがいるご家庭を対象に、母子保健推進員による
「こんにちは赤ちゃん事業」を実施しています。
　平成 26 年度より、新たに 7 名の方が母子保健推進員になられていますので、
よろしくお願い致します。中城村から委嘱を受けた 21 名の母子保健推進員が、担当地区内
のご家庭にお伺いし、乳幼児健康診査や子育て支援などを紹介する他、子育てについてのご
相談に応じています。
　母子保健推進員の活動に対し、みなさまのご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

ヘルプロ 信通
わたしたちが母子保健推進員です！

現在、各地域で活躍中の 21 名の母子保健推進員の方を紹介します。

【お問い合わせ先】　　中城村役場　健康保険課　☎ 895-2131　（内線 253、254）

與儀 園子
（伊集・和宇慶・

北浜・南浜）

屋良 春美
（登又）

新垣 敬子
（中城団地）

玉那覇 秋
（津覇・浜）

伊佐 博子
（新垣）

前大 則子
（サンヒルズ）

新垣 恵子
（安里）

桃原 由美子
（北上原）

山城 小百合
（奥間・浜）

下地 はるみ
（当間）

宮城 洋子
（南上原）

知名 幸子
（泊）

仲眞 郁恵
（屋宜）

古堅 興子
（南上原）

島袋 マサ子
（登又）

比嘉 睦子
（添石・伊舎堂）

宮城 千夏
（南上原）

名嘉眞 美江子
（中城第 2 団地）

比嘉 邦子
（久場）

中島 亜紀
（南上原）

羽地 京子
（北上原）
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農業用廃プラスチックの処理について
　農業用廃プラスチックの処理を行います。処理日は 8 月、10 月、12 月を予定しております。
　※処理希望者は委任状の提出が必要となりますので農林水産課窓口までお越し下さい。

【対象者】中城村内に住所を有し、農業生産に従事している者
【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（ポリエチレン等）
【委任状の提出期限】平成 27 年 7 月 24 日（金）

　その他、申請方法・減免の相談に関するお問い合わせは下記までお願いします。

介護保険料納付のお願い
　65 歳以上のみなさん、７月から平成 27 年度介護保険料普通徴収の納付が始まります。
　保険料の納め方は、年金から天引き（特別徴収）される場合と、納付書による納付（普通徴収）の２つにわかれます。
いずれの納め方になるかは、年金等の受給額などで決まります。

　【お問い合わせ】　沖縄県介護保険広域連合　会計課　（賦課徴収担当）☎911-7503
　　　　　　　   　　中城村役場　福祉課　　　　　　　　　   　　　　　☎895-1738（直通）

【お問い合わせ】　中城村役場　農林水産課　☎895-2131(内線313)

口座振替をご利用すると便利です！
　保険料が金融機関から自動的に振り替えられるため、手間が省け、納め忘れもなくなります。取り扱い金融機
関で、通帳届出印、通帳、納付書を持参して「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。（口座振
替の開始は、申し込みの翌月以降となります。）
介護保険料を滞納すると（給付制限について）
　介護保険料の納め忘れがありますと、介護サービスを利用した際に、利用料の全額一旦支払い、負担割合が三割に
なる場合がありますので、納め忘れのないよう、よろしくお願い致します。

○普通徴収 ＝ 納付書で納めます。
【対象者】
 　年度の途中で 65 歳になった方・年度の途中で他
の市町村から転入した方・年度の初め（４月１日）に
は年金を受給していなかった方・年度の途中で所得
の更正等があり、保険料額が変更となった方・老齢
福祉年金受給者

【納めかた】
　納期ごとに、広域連合から送られてきた納付書で
指定の金融機関で収めていただくか、口座振替に
よって納めていただきます。
※納期は７月（第１期）～翌年３月（第９期）となります。

【対象者】
下記の事項①～⑤のいずれかに該当する方が対象となります。

（１）震災・風水害・火災等により、住宅・又は家財に著しい損害をうけた方。
（2）生計の主の収入が死亡又は長期入院により、著しく減少した方。
（3）生計の主の収入が事業の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、著しく減少した方。
（4）生計の主の収入が天災による農作物の不作、不漁等により、著しく減少した方。
（5）その他、広域連合長が必要と認める方。（生活保護基準に該当する場合）

○特別徴収 ＝ 年金から天引きされます。
【対象者】
老齢・退職・障害・遺族年金が年額 18 万円以上
の方

【納め方】
偶数月に支払われる年金から、介護保険料が天引
きされます。特別徴収の方は、仮徴収（４月・６月・
８月の年金から天引き）されます。

　沖縄県介護保険広域連合介護保険条例に基づき介護保険料の減免を行っています。

介護保険料減免についてのお知らせ
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国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ

後期高齢者医療へご加入の皆様へ
平成27年８月から被保険者証が切り替わります。（色 (ピンク)は前回と変わりません）

【お問い合わせ】中城村役場　健康保険課　☎ 895‐2131( 内線 255)

　現在お持ちの国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の一部負担金の割合が変更になる方には、新しい保険
証を、７月中に自宅へ送付します。
　８月からの病院での受診時は新しい保険証を提示し、古い保険証は破棄してください。
※一部負担金の割合に変更のない方は、お持ちの保険証をそのままお使いください。

　現在持っている認定証は、有効期限が平成 27 年７月 31 日までとなっています。８月以降も必要な方は切り替
えが必要です。ただし、適用区分（課税・非課税）の決定が 8 月のため、7 月に新しい認定証を交付することが
出来ません。必要な方は８月３日以降、申請にお越し下さい。
◎注意 
※世帯の中に住民税申告（確定申告）をしていない方がいる場合、自己負担限度額が高額になる場合があります。
※保険税の納め忘れがある場合、限度額認定証は交付できません。

切り替えが必要な方は申請が必要です！
★手続き場所：中城村役場　健康保険課（６番窓口）
★必要なもの：国民健康保険証・認印（シャチハタ印は不可）・古い認定証または受療証
　（同じ世帯にお住まいの方以外が手続きをする場合は委任状が必要です！）

※特定疾病療養受療証をお持ちの方は切替えが必要です。８月３日以降に切替えをお願いします。

【お問い合わせ】中城村役場　健康保険課 ☎895-2131（内線252・251）

○新しい被保険者証は、７月下旬までに郵送致します。
　（受取の際に署名が必要なので、不在の場合はポストに投函しません。）
　届かない場合は、郵便局か村役場までご連絡下さい。
○  被保険者証が届きましたら住所・氏名・一部負担金割合を確認し、８月から

は医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示して下さい。

　この減額認定証は、入院・外来療養、調剤薬局での支払いを自己負担限度
額でとどめることができたり、入院時の食事代を減額することができます。申
請月の初日から適用となりますので、必要な方は被保険者証と印鑑をご持参
のうえ、窓口にて申請を行って下さい。
　所得区分の判定により再申請のお手続きが不要な方については、負担区分
低Ⅰ・低Ⅱ（入院歴なし）の減額認定証は、被保険者証に同封してありますので、
ご確認ください。

～住民税非課税世帯の皆様へ～
限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）

有効期限は、「平成 28 年７月 31 日」となります。

国民健康保険限度額認定証を利用している方へ

特定疾病療養費受療証を利用している方へ！

中城村字当間 176番地
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7月は「固定資産税　第２期」の納期です

国民健康保険加入のみなさまへ

　保険税の納付期限は、普通徴収の方は月末です。特別徴収(年金天引き)の方は年金受給月の15日に徴収します。

　平成26年度からコンビニでも納付できるようになりま
した。納付書に記載されているコンビニでしたら、全国
どこでも利用できます。仕事や用事などで忙しい方は、
ぜひご利用ください。
　従来どおり金融機関での窓口納付や口座振替による納
付も可能です。ご都合の良い納付方法をお選び下さい。

　村税の納付は、便利で確実な口座振替がお勧めです。口座振替なら納付にかかる時間や手間が省けるだけで
なく、ついうっかりの納め忘れの心配もなく安心です。口座振替の申込については、下記（1）～（3）をご持参
のうえ、ご利用の金融機関窓口にてお手続きをお願いいたします。

　７月は平成 27年度『固定資産税第 2
期』の納期となっておりますので、納期
内の納付をお願いいたします。
　また、納付期限が過ぎますと、お手元
の納付書では金融機関窓口での取扱い
ができませんのでご注意下さい。

（1）平成 27年度納税通知書　（2）口座振替にご利用の預金通帳等　（3）通帳に使用している印鑑
　なお、口座振替日は各納付月の 20日となっております。

　7月下旬までに納税通知が届かない場合は、健康保険
課までご連絡下さい。

口座振替での納付が便利です！！

　平成 27年度からの課税限度額が変更になりま
した。

☝口座振替の方へ　
　口座振替の方は、指定金融機関から毎月20日 (日曜、祝日の場合は翌営業日 )に振替します。
村役場健康保険課窓口、又は金融機関にて手続きが行えます。
※振替状況は、通帳の記帳でご確認ください。これまでは、項目（医療分、支援分、介護分）ごとに通帳へ記載されていましたが、
1つにまとめての記載に変わりました。

　【お問い合わせ】　中城村役場　税務課　　☎ 895-2131　( 内線 240・242)

　【お問い合わせ】　中城村役場　健康保険課　　☎ 895-2131　（内線 251・252・256）

● 7 月から国保税の納付が始まります

●課税限度額の変更について ●コンビニ収納について

徴収方法 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月
普通徴収納付書・口振 1 期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

特別徴収年金天引き 1 期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期
※特別徴収 1～ 3期（4月、6月、8月）は、前年度の保険税額を基に仮徴収。

変更前 変更後
医療分 51万円 52万円
支援分 16万円 17万円
介護分（40～64歳） 14万円 16万円

期別　　　　　税目 固定資産税 村県民税 軽自動車税
第１期 6月１日 ６月30日 ６月１日
第２期 ７月31日 ９月30日
第３期 12月25日 11月30日
第４期 2月29日 ２月１日

※軽自動車税、固定資産税第１期、村県民税第１期の納め忘れがないか、ご確認ください。

教育委員に平敷　善盛さんが就任
　６月１日、浜田京介村長より、新しく教育委員に就任した平敷
善盛さんへ辞令が交付されました。平敷善盛さんは、「中城村
の未来を担う子ども達の成長と、村の活性化に貢献できるよう
に頑張りたい」と挨拶しました。
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全力で優勝を目指す！
　第１回ＪＡおきなわ中城支店長杯 ( 中城村少年野球連盟主
催・JA おきなわ中城支店長共催 ) が開催されました。村の
少年野球４チームが灼熱の太陽の下、熱戦を繰り広げ、中城
マリナーズが村大会７連覇で優勝を決めました。グラウンド
では、選手達の気合いの入った声が鳴り響き、全力でプレー
する子ども達の姿に観客の応援にも熱が入りました。

私達の学童！
　６月13日、中城小学校体育館で「ひだまり学童クラブ」
の開所式が行われました。中城小学校では初の学童クラブ
の設置となります。ひだまり学童クラブはこれまで別の施設
を利用しての運営を行っており、開所式では14年のあゆみ
を写真で振り返りました。
　また、子ども達が日頃遊んでいるけん玉や一輪車等が披
露され、お友達との息の合った芸や、難易度が高い技の成
功に、会場からは大きな拍手と歓声が起こりました。

　中城中学校で、一年生を対象に、総合的な学習の時間の一環として、「護佐丸
コース」の授業が始まりました。生徒達は、中城村について知っていたこと、授
業を通して新たに知ったことをもとに、疑問に思ったことを調べ、探究していきま
す。生徒達は琉球王国時代の地図を見ながら「今と昔では村の地形が違う」「添
石村があり、字は昔は小さい村だったことを発見した」等、郷土の歴史について
親しんでいました。
　また、６月11日には、授業で使用される副読本の贈呈式が行われ、呉屋之雄
教育長から中城中学校校長當間房江へ副読本の贈呈が行われました。

郷土の今と昔はどう違う？
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　６月1日、人権擁護委員の日にちなみ同日、中城村役場
前で人権擁護委員の皆さんが人権啓発活動を行いました。
「人権について、相談や困りごとがありましたらご連絡下
さい」という声掛けとともに、相談窓口がかかれたうちわ
やキーホルダーの配布が行われました。人権擁護員の方か
ら、「啓発活動により、多くの方に相談の手立てがあること
を知ってもらい、活用して頂ければ」というお話を頂きまし
た。

　６月７日、奥間地区において土砂災害を想定した防災訓
練が実施されました。
　奥間自主防災会が中心となり、要配慮者の避難支援や避
難路等の警備、炊出し訓練などが行われ、74 名の参加が
ありました。参加者は、いざという時のための備えや対処
の仕方を確かめ、改めて防災について意識を持つ訓練とな
りました。

　６月６日、ぐるくんの会の皆さんが、村道大瀬線交通島
の花壇を綺麗に彩って欲しいという思いで、花の苗 300
本と肥料 25 袋の寄附を行いました。ぐるくんの会は毎月
の模合の積立から、公園等へ花の苗や、人材育成のため
に寄附を行っています。
　今回寄附された花の植付けや管理は、登又婦人会の皆
さんにより行われます。登又婦人会会長の比嘉律子さんは、
「地域に花が増えるのはとても楽しみ、ありがたいことで
す」と喜びを語りました。

　一般財団法人自治総合センターは、宝くじの社会貢献
広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として、
住民の行うコミュニティ活動を推進し、その健全な発展
を図るとともに宝くじの社会貢献広報に資するため、コ
ミュニティ助成事業を実施しています。本村では、奥間
自主防災会が、平成 27 年度コミュニティ助成事業（地
域防災組織育成助成事業）を活用し、備蓄倉庫及び防
災資機材を整備しました。

人権啓発活動

土砂災害・全国防災訓練
が実施されました！

地域に花と緑を！

宝くじの助成金で
整備しました！
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8 月カレンダー

中城村排水設備指定店

8

＊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。
詳しくは各自治会までお問い合わせください。

　毎年、海の日を中心に、７月１日から８月31日まで「青
い羽根募金」の強化週間となっています。
　この募金は船舶の遭難や海洋レジャー事故の際の人命救
助、及びその訓練、機材の購入等に活用されます。村民の
皆様のご協力よろしくお願いいたします。
◆募金の振込先◆
沖縄銀行高橋支店　普通預金　1526329
名義　公益社団法人琉球水難救済会

こどもの健診　実施場所：吉の浦会館

おとなの健診

ふれあい事業　実施場所：各公民館

3 歳児健診
8月13日（木）

離乳食実習
8月20日（木）

１歳６ヶ月健診
8月6（木）

集団健診
8月12日（水）

8月16日（日）

8月21日（金）

対 象 者　H24.1.3 ～ H24.2.13
受付時間　13 時 30 分～ 14 時 30 分

対 象 者　H25.12.12 ～ H26.2.6
受付時間　13 時 30 分～ 14 時 30 分

対象年齢　H27.4.10 ～ H27.5.20
受付時間　13 時 15 分～ 13 時 45 分

受付時間　
対象地区　
実施場所　
対象地区　
実施場所　
対象地区　
実施場所　

● 和  宇  慶 8月10日（月）
● 浜・南上原 8月11日（火）
● 新垣・奥間 8月14日（金）
● 津覇・登又 8月17日（月） 
● 　  泊  　 8月18日（火）

8 時 30分～ 11時
北浜・奥間・中城団地・安里
吉の浦会館
平日受診出来ない方
吉の浦会館
登又・サンヒルズ・新垣・北上原
吉の浦会館

● 久       場 8月19日（水）
● 伊  舎  堂 8月20日（木）
● 当　    間 8月21日（金）
● 北  上  原 8月25日（火）

健康保険課☎ 895-2131（内 253・254）

◆なかよし児童館 (☎988-0156)

◆地域子育て支援センター (☎988-0134)

ミニ電波教室

書道教室

マッスルスクール

アロマ虫よけスプレー作り

なかよし映画館

●8月7日(金)　●午前10時～12時　
●定員：10名　●参加費：無料

●8月11日(火)　●午前10時～12時　
●定員：10名　●参加費：50円

●8月13日(木)　●午前9時～11時
●講師：池原年哉氏（整体師）　
●定員：20名　●参加費：50円

●8月13日(木)　●午後１時～２時
●講師：蔵前りえ子氏（アロマテラピスト）　
●定員：20名　●参加費：100円

●８月25日(火)　●午前10時～12時
●当日受付

※行事の日程は変更する場合がありますので、ご確認の上
ご参加お願いします。

水あそび
～ちゃぷちゃぷたのしいな～

児童館・支援センター合同企画
「０歳からの親子コンサート」

●８月６日、13日、20日(毎週木曜日)
●午前９時30分～11時※来所順にご利用できます。
●持ち物：水着　水あそび用紙おむつ　着替え　

タオル　飲み物
　※要ぎょう虫検査　※雨天中止

●８月５日（水）午前10時30分～12時
●演奏者：琉球ヴィルトゥオーゾ
●定員：30組　

青い羽根募金について

【お問い合わせ】琉球水難救済会　☎ 868-5940

URL

・業務システムの受託（設計・開発・保守）
・自社パッケージソフトの企画・設計・開発・保守
・コンピュータ機器の販売
・福祉関係ソフトの導入から運営支援

・ネットワークインフラの構築 LAN/WAN（VPN）
・コンピュータ周辺機器および消耗品の販売
・各アプリケーションソフトの導入・運営支援

18820188（03）
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※ (　) 内は前月との比較

人　口
男
女
世帯数

１９，438 人
９，820 人
９，618 人

７，555 世帯

（＋34）
（＋13）
（＋21）
（＋14）

中城村の人口　平成 27年 5月末現在

＊土木一式工事業・交通安全施設・標識設置業・建築一式・電気設備・管工事業
　(空調・給排水衛生設備)、断熱塗装・リフォーム・防水工事業(マサコート・フミンガラスコーティング)
＊機械器具設置工事業(据付保全・プラント配管)・水道工事業
　消防施設工事業・太陽光発電・オール電化システム設置業

〒901-2131 浦添市牧港五丁目6番3号 877－6399㈹　FAX 878－6674
〒901-2302 北中城村字渡口471-1  

 電話 
 電話 
 電話 

935－4041㈹　FAX 935－4795
〒901-2417 中城村字伊集156番地 895－2455

本　　社：
事業本部：
中城支店：

特　定
建設業

日本年金機構(審査）
後日、結果通知（ハガキ）がお手元に郵送されます。

※審査期間中に催告状・納付書等が届く場合もありますのでご了承ください。

平成28年7月以降申請はどうするの？
平成28年7月以降申請はどうするの？

中城村役場国民年金窓口・
コザ年金事務所で受付

お手元の納付書で保険料を納
めて下さい。

毎年7月に申請を行う必要があります。
申請書の住所・氏名・継続希望欄の「はい」に○を
記入すれば、翌年度以降は申請しなくても審査さ
れます。（失業等を理由とした特例免除等を除く）。

対象期間中の申請は7月まで
遡って免除を受けられます。

納付書を紛失された場合は年金
事務所にご連絡ください。

※  30歳未満の方が対象
となります。

後日、一部納付月の納付書が送付されます。
一部納付保険料額（月額）
　○4分の3免除のとき
　○半額免除のとき
　○4分の1免除のとき　

（平成27年度）
3,900円
7,800円

11,690円
※  一部納付はその決められた保険料を納めないと

未納の扱いとなります。

申請書

却下通知書 承認通知書承認通知書 承認通知書

提　　出

不承認 一部免除承認 全額免除承認 納付猶予承認

保険料が免除（納付猶予）となる期間は？

平成 27 年 ▶ 平成 28 年7月から 6月までです

【お問い合わせ】コザ年金事務所　国民年金課　☎ 933-2267　　　  
　　　　　　　  中城村役場　住民生活課　　   ☎ 895-1737（直通）
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（社）沖縄県測量建設コンサルタンツ協会会員

双葉測量設計株式
会社
土木設計・測量全般・用地調査・施工管理・土質調査

本社  〒902-0072  沖縄県那覇市字真地301
支社  〒901-2403  沖縄県中頭郡中城村字伊舎堂443-2
電話（098）854-4255（代） FAX（098）854-4254
E-mail: futaba01@carrot.ocn.ne.jp

代表取締役 安  里  盛  光

沖縄県地域統括相談支援センターのお知らせ

美咲特別支援学校はなさき分校
学校見学・体験学習について

平成 27 年度実施中城北中城
消防組合職員採用試験

　沖縄県地域統括相談支援センターでは、「がん」に関
するさまざまな悩みや不安に寄り添います。どなたでも
無料でご利用いただけますので、まずはお電話にてご予
約下さい。相談員：上原・中田・中山

　沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校小学部では、
知的発達の遅れや情緒の安定に困難さがみられる幼児・
児童を対象に、学校見学・体験学習・学校紹介を下記
の通り行います。
【対　象】
◆知的発達の遅れや情緒の安定に困難さがみられる幼
児・児童幼児
◆転入学を検討している児童と保護者
◆関係職員（担任、保育士、保健師、福祉施設職員等）
の学校見学

【受付期間】
平成 27年８月３日（月）～８月17日（月）※締切厳守
【期　日】
平成 27年９月17日（木）・18日（金）
（上記のうち、いずれか１日を選んで下さい。）
【日　程】
９時～９時 15分…受付　９時 15分～９時 45分…学校見学
９時 45分～ 10時 30分……体験学習（授業）
10時 40分～ 11時 30分…学校紹介・質疑
【場　所】
美咲特別支援学校はなさき分校　小学部（１階）
【申込み方法】
学校見学・体験学習には申込みが必要です。
申込み等詳細については、下記までお問い合わせ下さい。

【試験区分】
（1）救急救命士（2）初級（3）中級（4）上級
【受験資格】
（1）救急救命士有資格者
（昭和 63年４月２日以後に出生した者）
（2）学校教育法による高等学校卒業者
（平成 28年３月31日までに卒業見込みの者を含む）
昭和 63年４月２日以後に出生した者
（3）学校教育法による短期大学卒業者
（平成 28年 3月31日までに卒業見込みの者を含む）
昭和 63年４月２日以後に出生した者
（4）学校教育法による４年制大学卒業者又は同等の学
力を有する者（平成 28年３月31日までに卒業見込み
の者を含む）
昭和 63年４月２日以後に出生した者
【共通事項】
◆平成 27年４月１日現在中城村、北中城村に住民登録
がされ、引き続き住所を有する者、若しくは学業等の
事由により一時的に住所を他に移転している者又は本
籍を有する者　
◆両眼で0.8 以上（矯正視力含む）で色覚正常者
◆普通自動車第一種運転免許取得者又は平成29年４月
１日までに免許取得が可能な者

【試験日】
◆一次試験 (一般教養試験・消防適性検査・体力試験 )
　平成 27年９月20日（日）
◆二次試験（口述試験）
　平成 27年 10月25日（日）
【願書配布】
平成 27年８月３日（月）～14日（金）
【受付】
平成 27年８月10日（月）～14日（金）

詳しい内容は下記までお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ】
沖縄県地域統括相談支援センター　☎ 942-3407
mail:to-katsu@jim.u-ryukyu.ac.jp

【お問い合わせ】
沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校
( 担当　平恵美子　又は　我如古　昭子 )
☎ 989-0192

【お問い合わせ】
中城北中城消防本部 総務課　☎ 935-4748

畑を借ります
畑を貸して下さい
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業種：建築設計、設備設計各種、住宅、マンション、店舗 その他設計各種

株式会社　二基設計
代表取締役　温井　明二

本　　　社：〒904-2141　沖縄市池原四丁目１番 30 号　
　　　　　　電話 098-939-1110( 代 )　FAX 098-982-1007
　　　　　　E-mail　info@niki-a.co.jp　
う る ま 室：〒904-2245　うるま市字赤道 971-66　　電話 098-973-1556

（社）沖縄県測量建設コンサルタンツ協会会員

双葉測量設計株式
会社
土木設計・測量全般・用地調査・施工管理・土質調査

本社  〒902-0072  沖縄県那覇市字真地301
支社  〒901-2403  沖縄県中頭郡中城村字伊舎堂443-2
電話（098）854-4255（代） FAX（098）854-4254
E-mail: futaba01@carrot.ocn.ne.jp

代表取締役 安  里  盛  光

うえむら病院求人
募集のお知らせ

子ども・女性・男性相談
に関するお知らせ

【子どもに関する相談先】
　子どもに関する相談に応じます♪
　お気軽にご相談ください（＾^ ）
◆虐待・不登校・保育・手当に
　関する相談
　中城村役場　福祉課　　　
　☎895-1738（直通）
◆育児健診・予防接種に
　関する相談
　中城村役場　健康保険課　
　☎895-2131（内線 253、254）

【女性・男性に関する相談先】
　一人で抱え込んでいませんか？？
　配偶者や恋人から暴力を受けてい
る、避妊に協力してくれない、生活
費を渡してくれないなど、あなたが
抱えている相談に応じます。必要が
あれば、専門機関を案内いたします。

【診療科】
産科・婦人科・不妊外来・小児科
【求人職種】
看護士
【採用人数】
若干名
【応募】
電話・メールでの応募も可能です。
詳しくはお電話にて対応いたします。
村内の方を優先した募集をしておりま
す。

☆★その他の相談先★☆
　コザ児童相談所　
　☎937-0859
☆★夜間・休日の相談先★☆
　宜野湾警察署　　
　☎898-0110
　おきなわ子ども虐待ホットライン　
　☎886-2900

【お問い合わせ】
中城村役場　福祉課　
☎895-1738（直通）
中城村社会福祉協議会
中城村ふれあい総合相談所　
☎895-6788
☆★その他の相談先★☆
沖縄県女性相談所　
☎854-1172
宜野湾警察署　　　
☎898-0110
沖縄県中部福祉保健所　
☎938-9886

【お問い合わせ】
☎ 895-3535( 代 )
mail:uhp-soumu@
googlegroups.com
(uhp の後は半角のハイフンです )
担当　総務課　下条
　　　事務長　宮城
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【お問い合わせ】
中城村教育委員会　生涯学習課　☎ 895－3707

【お問い合わせ】
中城村教育委員会　生涯学習課　☎ 895－3707

【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）☎ 895-3707

【お問い合わせ】
中城村役場　農林水産課　☎ 895－2131( 内 313)

【お問い合わせ】
おきなわマラソン実行委員会　☎ 930-0088

ケータイ安全教室の開催について

あたいぐぁ～朝市開催のお知らせ

第 24 回 2016 おきなわマラソン
参加記念Ｔシャツデザイン募集

ハワイアンフラダンス教室
の開催について

第９回小学生・中学生陸上競技
交流大会　

【日　時】
7月26日（日）９時~
【場　所】
浜漁港内　荷さばき場
多くの皆様のご来場をお
待ちしています！
出品者も募集していますので、詳しくは下記までお問い
合わせ下さい！

【表彰】
優秀１点（賞金 10万円）※採用作品
佳作２点（賞金１万円）
学生特別賞５点（QUOカード２千円分）
【応募締切】
平成 27年８月14日（金）
詳しい内容は下記までお問い合わせ下さい。

★軽快な音楽に乗って身体を柔らかく、全身運動により
若々しさを保ち、足・腰を鍛えます！
【日　時】
７月29日～ 10月14日毎週水曜日（全 10回）
午後７時～８時 30分　
【場　所】
吉の浦会館
【対　象】
村内在住又は村内出身者の方（18歳以下は保護者同伴）
※医師より運動制限されていない方
【定　員】
30名（先着順）　　
【持参品】
タオル・飲み物（軽装でご参加下さい）
【募集期間】
平成 27年７月22日（水）迄
【講　師】
玉那覇　マサ子　先生
申込み、お問い合わせは下記までお願いします。

　陸上競技を通して、多くの仲間との交流を楽しみなが
ら、体力づくりと技術の向上を目指します。多くのご参
加をお待ちしています！
【日　時】
平成 27年８月９日（日）　＊当日受付はありません。
＊荒天時の場合：平成 27年８月30日（日）順延
開会式：午前８時 15分 ~　
【場　所】
ごさまる陸上競技場
【参加料】
200 円（運営費、保険料含む）※申込後、キャンセル
による返金は致しませんのでご注意下さい。
【競技種目】
50・100m走、リレー、砲丸投、走幅跳等
【申込み締め切り】
７月12日（日）　午後５時
【申込み方法】
事務局（中城村民体育館）で申込み書を配布しておりま
すので、記入後提出して下さい。

　ケータイ安全教室では、子ども達に携帯電話等を持
たせるうえで、保護者の立場から知っておきたいトラブ
ル紹介や、子ども達と一緒に携帯電話の安全な使い方
について考えます。
【日　時】
平成 27年７月16日（木）午後 7時
【場　所】
吉の浦会館
【対　象】
中城村内小学校高学年、中・高校生、保護者
【定　員】
50名　先着順
【募集締め切り】
平成 27年７月15日（水）
【申込み方法】
下記連絡先での電話申込み
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はじめてピラティス 2015
受講生募集のお知らせ

南上原糸蒲公園
パークゴルフ場について

　ピラティスは、無理なく落ち着いた呼吸でリラックスし
ながら、体の【芯】から美しく、しなやかなバランスの
とれた身体づくりを目指します。初めての方、激しい運
動が苦手な方、体力にあまり自信のない方もお気軽にど
うぞ！！
【日　時】
７月23日~８月20日 ( 毎週木曜日 )全５回
午前 10時 30分～11 時 30分 ( 午前 10時 15分ま
でに集合をお願いします）
【場　所】
中城村民体育館（サブアリーナ）
【対　象】
大人定員 20名（運動制限のない方）
【受講料】
2,500 円（保険料込み）
※申込後、キャンセルによる返金は致しませんのでご注
意下さい。
※参加人数 14名に達しない場合、教室を開催しない場
合があります。

【募集締め切り】
７/19（日）午後５時 (定員に達し次第受付終了）
【講　師】
上地　里紅花（フィットネスインストラクター）
申込み、お問い合わせは下記までお願いします。

　パークゴルフは、専用クラブ１本とボールを使用し、
芝の上でボールを打ち、カップインするまでの打数を競
うスポーツです。
　景色のキレイな糸蒲公園パークゴルフ場へぜひ遊び
に来てください（＾ 0＾）
【パークゴルフ場運営時間】　　　　　　　　　　
10時～17 時　　※最終受付 16時
※定休日　毎週月曜日、祝日、年末年始（12/29～ 1/3）
【使用手続き】
平日（火～金）は、役場都市建設課にご連絡頂き、お
申込みとなります。ご連絡頂いた後、担当職員が糸蒲
公園内管理棟へ向かいますので、約 15分程待機して頂
きます。
休日（土・日）は糸蒲公園内管理棟にて受付簿に記入後、
使用料を払います。
【料金 (２ラウンド12ホール )】
( 用具貸出１人 100円 )

村内 村外
65 歳以上
中学生以下 一般 65 歳以上

中学生以下 一般

50 円 100 円 100 円 200 円
【申込先】
火～金☎ 895-1736　中城村役場　都市建設課
土日　☎ 070-5810-2619　糸蒲公園内管理棟

【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）
☎ 895-3707

【お問い合わせ】中城村役場　福祉課　☎ 895-1738( 直通 )

【お問い合わせ】
中城村役場　都市建設課　☎ 895-1736（直通）

　　　とよむちょ筋教室の開催について

　高齢者の方がいきいきと元気に暮らすために、とよむちょ筋教室では、講師による栄養バランスや運動についての
お話し、転倒防止のためのストレッチ等、楽しくわかりやすく取り組んでいきます。
【日　時】
午前：10時～ 12時（火曜のみ）　午後：２時～４時（月～金曜）
【対象年齢】
中城村にお住まいの 65歳以上の方
※動きやすい服装、室内用くつ、タオルを持参の上、ご参加ください。
※水分補給のための飲み物は、各自でお持ちください。

月 火 水 木 金

実施場所
午前 － 南浜公民館 － － －

午後 新垣公民館 サンヒルズ
タウン集会所 吉の浦会館 南上原公民館 泊公民館

実施期間 ７/６～９/28 ７/７～９/29 通年 ７/２～７/24 ７/３～９/25
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管理栄養士：宮城

※写真はイメージです

中城の栄養士だより N0.46

　いよいよ夏本番です。みなさん、どうお過ごしでしょうか？今回、紹介するのは沖縄夏野菜の王様ゴー
ヤーのジュースとウコンを使ったアンダギーを紹介します。
　ゴーヤーの特徴といえば苦味ですが、今回は誰でもおいしく飲めるように苦味を抑えたものになっ
ています。ゴーヤーに含まれるビタミンＣはレモンの 4 倍で沖縄の強い紫外線から体を守るために摂
りたい栄養素ですね。アンダギーに入れているウコンには肝機能強化・健胃効果があります。
　おやつ時間にぜひ作ってみてくださいね。

今月の
いっぺーまーさい品

びーん 簡単！苦くないゴーヤージュースとウコン入りアンダギー

栄養価　《1人分》ゴーヤージュース
エネルギー　：250Kcal
栄養価《１人分》ウコンアンダギ -
エネルギー　：300kcal

食品名 分量
牛乳（豆乳） 800cc
ゴーヤー 200g
バナナ 240g
ヨーグルト 大さじ 4
はちみつ 大さじ 4

食品名 分量
ホットケーキミックス 300g
木綿豆腐 300g
揚げ油 適量
粉末ウコン 10g

★作り方★（ゴーヤージュース）
① 分量のゴーヤーの種を取り、適当な大きさ

に切る。バナナも一緒に切っておく。
②  ①で切ったゴーヤー・バナナと牛乳（豆乳）・

ヨーグルト・はちみつをミキサーにかける。
※  ゴーヤーは粒が残ると苦味が強くでるので、

残らない様にしっかりミキサーにかける。
③コップに注いで完成です。
★作り方★（ウコン入りアンダギー）
①  木綿豆腐はキッチンペーパーや重石等を

使って水分を切っておく。
②  ホットケーキミックス・木綿豆腐・粉末ウコ

ンを混ぜ合わせる。
③  お好みの大きさや形にし中火で２分程揚げ

て表面がきつね色になったら完成です。

材料
ゴーヤージュース（4 人分）

ウコン入りアンダギー（4 人分）

アンダギーのホットケーキミックスと木綿豆腐は 1：1 の割合がベスト！
もちもち食感が楽しめますよ～ポイント

中城村プレミアム付商品券
事 前 告 知

　中城村では、平成 27 年度に国の交付金を活用し、プレミアム付商品券を販売します。プレミアム付商品
券は、村内の取り扱い店で使用でき、地元消費の拡大、地域経済の活性化を目的としています。

1冊当たり12,000 円 (1,000 円×12 枚綴り)の商品券を10,000 円で販売します。
　今後、事業詳細が決まり次第、広報なかぐすくや村ホームページで購入方法や使用時期、利用できる店舗
などについてお知らせいたします。

★村内事業者のみなさまへ★
追って、中城村プレミアム付商品券の取扱店舗を募集します。
募集時期や申込み方法など、詳細が決まり次第、広報なかぐすく・村ホームページなどでお知らせいたします。

◆プレミアム付商品券の概要
プ　レ　ミ　ア　ム　率 20％（10,000 円で 12,000 円分の商品券が購入できます。）

販　売　予　定　冊　数 １万冊（商品券１冊あたり1,000 円券×12 枚つづり）

販　　売　　対　　象 村内在住者　村内勤務者（会社ごとに販売）
※販売時期／販売場所などは現在、調整中です。

【お問い合わせ】中城村役場　企業立地・観光推進課　☎ 895-2131（内線 301）

中城村マスコット
キャラクター


