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M25 　200m　22 秒 26　日本新記録！

（写真中央：米須 清陽さん）

●今月の中城人 ……………………… P2～3
●中城村職員採用候補者試験のお知らせ P4
●平成27年国勢調査を実施します！ … P5
●介護保険制度が一部改正になります！ P6
●臨時福祉給付金のお知らせ ………… P7
●むらの話題 ………………………… P8～9
●９月カレンダー ……………………… P10
●案内・お知らせ ……………… P11～15
●プレミアム付商品券発売開始のお知らせ P16

大活躍！
　　日本新記録！



2なかぐすく No.220 （2015.8.5）広報

今月の 中
な か ぐ す く ん ち ゅ

城人!!

中城中学校　比嘉　あかね さん新垣　京子 さん

　７月６日、吉の浦会館で行われた「第 16回中城村少
年の主張大会」で、見事最優秀賞に輝いた中城中学校
３年の比嘉あかねさん。障がいを持つ弟と過ごして感じ
た、障がい者とはどのような人達なのか、また、世の中
の人が障がい者を理解し、向き合うことの大切さについ
て意見を発表しました。
　「障がい者の人達はかわいそうとか、不幸ではなくて、
社会で生きていくのに少し不便なだけだと思います。」
と話すあかねさん。『冗談で「お前、障害だろう」と言
う言葉を聞いたり、障がい者の人をからかったりする場
面を見た時、悔しくなる。障がい者を一人の人として、
どんな気持ちなのか、どんなことを考えているのかを考
えて接すれば、見方は変わると思う。障がい者への理
解が進むといいなぁと思います。』あかねさんは、身近
な弟の存在を通して障がい者と健常者について考えたこ
とをきっかけに、将来、特別支援学校の先生になるのが
夢だそうです。「いろいろな障がいがあるから、どうやっ
てコミュニケーションをとっていいのかわからない時もあ
るけど、伝わった時には嬉しいです。障がいを持つ子ど
も達のお手伝いがしたいです。」と、笑顔で話して下さ
いました。

　中城中学校女子ハンドボール部のコーチとして、
15年間、ほぼ毎日のように指導を行っている新垣
京子さん。「子ども達の、うまくなりたい、勝ちた
いという一生懸命な気持ちに応えたい思いで指導
を行っています。」
　熱気溢れる体育館の中、大会前で思うようにボー
ルを運べず悩む子ども達に本気でぶつかり、指導
を行います。
「最初はうまく出来なかった子ども達が、悔しくて練
習を重ねて上達していく姿を見るのは嬉しいです。
反抗したり、ぶつかりながらも団結していく様子を
見ると、子ども達の成長を感じます。」練習が終わ
ると、子ども達が新垣さんに次々にかけより、学校
での出来事等を楽しそうに話します。
　新垣さんは、高校生から30年以上ハンドボール
を続け、実業団や国体の選手として活躍した経歴を
持ち、子育てをしながら現役で活動を続けています。
「今でもハンドボールの試合を見ると気持ちがうず
うずします。体力が続く限りハンドボールを続けて
いきます。」と熱い思いを話して下さいました。

特 集
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今月の

呉屋　智 さん

▲十五夜祭の様子

▲伊集のターファークー

伊集自治会長　
新垣　徳満さん （平成27年６月末現在）

わ っ た ー
な か ぐ す く

伊集のご紹介
　各地域の自治会活動や伝統文化、行事につい
て紹介を行います！今回は伊集の魅力・活力につ
いて伊集自治会長である新垣徳満さんにお話し
を伺いました。

　伊集は中城村の最南部に
位置し、打花鼓 (ターファー
クー )や伊集早作田（イジュ
ハイチュクテン）など古くか
らの民俗芸能が色濃く残る
地域です。

世帯数：291
人　口：782

　「舞台には120％で挑みます。常に自分の限界を超えて
いきたいです。」
　組踊の舞台で県内外のみならず、国外でも活躍されて
いる呉屋智さん。プロジェクションマッピングや文化まつ
りの組踊で「護佐丸」役を演じた姿をご覧になった方も多
いのではないでしょうか。呉屋さんは20歳の時に組踊に
出会い、組踊の世界へ魅せられていったそうです。「なぜ
この役ではこんな風にしゃべるのだろうと、いろんな役柄
の唱えに興味をもって調べるうちに夢中になっていったん
です。」
　護佐丸役を演じる時の気持ちについて、「忠義を尽くし
た護佐丸の心情を表現できるよう、人物像をイメージしま
す。台詞１つ１つにこだわりたいので、どんな表現がいい
のか、稽古でいくつかパターンを変えて探っていきます。」
　観客が同じ演目を何回見ても飽きないよう、台詞１つ１
つ、舞台にかける思いは毎回違うそうです。「組踊の舞台
を見た人が、やってみたいという興味をもってくれたらと思
います。中城村での舞台は、周りを巻き込んでいきたいと
いう思いがあるので、やってみたいという気持ちがあれば、
どなたでも参加できますよ。」呉屋さんの穏やかな雰囲気
の中にも、組踊への真っ直ぐな言葉が印象的でした。

　伊集自治会では、先人達から受け継いできた伝統
や風習の復活をめざし、旧暦の８月15日 (９月27日 )
に、「十五夜祭」の復活を予定しています。十五夜祭
では、各団体による出し物や獅子舞の他に、県指定無
形民俗文化財である「伊集の打花鼓(ターファークー)」
の上演を予定。中国風の衣装に身を包み、ダイナミッ
クに行進する姿を見に、村外からも多くの見物人が来
るそうです。
　伊集自治会では他にも、子ども会と共催してのこい
のぼり集会や敬老会、幅広い世代が参加できる世代
間交流 ( 内容未定 )を企画しています。「住民皆で地
域を作り上げていこうという思いがあります。伊集に
住んでいてよかったね、と住民の方が誇りを持てるよ
う、伝統を活かしながら皆が集まる機会を増やしてい
きたいです。」と話して下さいました。



平成27年度実施
中城村職員採用候補者試験のお知らせ

　平成 27年７月から『護佐丸バス』と『護佐丸タクシー』の運行を開始しております。
　護佐丸バスの通学用の朝便は、８月いっぱいは運休しております。買い物や通院にご利用頂ける日中便 (伊集
周り線、久場和周り線 )は通常通り運行しております。(村内と一部村外での乗降が可能です。)
　8月中は無料期間となっておりますので、是非お試しください。
　『護佐丸タクシー』は、予約による乗り合いのタクシーです。料金も１回乗車 300円と、ご利用しやすく、また、
運行ルートもご自宅前から目的地まで便利に利用出来ます。
　利用の際には、乗車 30分前までに予約が必要です。（予約先：944-5305）
　詳しくは各戸配布チラシまたは村ホームページをご覧ください！

・護佐丸バス 護佐丸タクシー
運行中！！ ご利用

ください !!

【お問い合わせ】中城村役場　企画課　☎895-2131（内300）

【お問い合わせ】中城村役場　総務課　☎895-2131(内211)

中城村役場
ホームページ

◆ 一次試験日：平成２７年９月２０日（日）
◆ 受 付 期 間：平成２７年８月１０日（月）～平成２７年８月２１日（金）
                      ８：３０～１７：１５ ※土・日を除く
◆ 職種・受験資格
   職種ごとの受験資格は下表のとおりとし、併せて年齢※１、住所要件※２に該当しているものとする。

職　種 受　験　資　格

行
　
政
　
職

一般初級（Ａ）（1）学校教育法による高等学校を卒業した者又は平成 28年 3月末日までに卒業見込みの者

一般中級（Ｂ）（1）学校教育法による短期大学若しくはこれと同等以上の学校を卒業した者又は平成 28年 3月末日までに卒業見込みの者

一般上級（Ｃ）（1）学校教育法による４年制大学若しくはこれと同等以上の学校を卒業した者又は平成 28年 3月末日までに卒業見込みの者

総合職（Ｄ）
以下の（1）及び（2）のいずれかに該当する者
（1）専修学校専門課程以上の学校で建築工学系の学科を卒業した者又は平成 28年 3月末日までに卒業見込みの者
（2）二級建築士以上の免許取得者

総合職（Ｅ）（1）幼稚園教諭２種免許以上かつ保育士資格を有する者（平成 28年３月31日までに両方の資格免許を取得する見込みの者を含む）

総合職（Ｆ）（1）管理栄養士免許取得者

あなたの熱意、待ってます！
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職員採用候補者試験を下記の日程で行います。

※1　昭和 56年４月２日以後に出生した者　
※ 2　住所要件については、下記の (ア )・(イ ) いずれかに該当している者
　（ア）平成 27年６月20日以前より中城村に住所を有し、引き続き居住している者、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。
　（イ）平成 27年６月20日以前より中城村に本籍を有する者。



｢年金情報流出｣を口実にした犯罪にご注意ください！

【お問い合わせ】日本年金機構　専用電話窓口　☎0120-81-8211（通話料はかかりません)
                        受付時間８時30分～21時（平日及び土日）

中城村内に住むすべての方が調査対象！
平成27年国勢調査を実施します

　国勢調査は、日本国内に住む全ての人を対象とする、国の最も重要な統計調査です。国内の人口や世帯の実
態を明らかにするため、統計法という法律に基づいて、５年に１度実施されます。国勢調査の結果は福祉施策や
生活環境整備、災害対策など、日本の未来をつくるために欠かせない様々な施策の計画策定などに利用されます。
　調査事項は、「男女の別」、「出生の年月」、「就業状態」、「世帯員の数」、「住居の種類 (持ち家か賃貸かなど )」
などです。

　今回の調査では、先にインターネットでの回答を受け付け、インターネットで回答されなかった世帯に対して紙
の調査票を配布して調査を行います。紙の調査票は、調査員に直接提出いただくか、郵送でも提出いただけます。
　９月10日から、調査員が皆様のお宅を訪問し、インターネット回答のための書類をお配りしますので、インター
ネット接続環境にある方は、できる限りインターネットでの回答をお願いします。
（中城村ではインターネットでの回答を推奨しています！）

※インターネットで回答いただいた世帯は、紙の調査票に記入する必要はありませんので、9月 26日からの
調査員の訪問はございません。

平成 27年 10月１日現在、住民票の有無に関わらず、中城村内に住んでいるすべての人 ( 外国人を含む ) 及
び世帯が対象です。すべての方に回答義務があります。

【お問い合わせ】国勢調査コールセンター　　☎0570-07-2015
　　　　　　　   中城村役場　企画課　　　　☎895-2131（内303）

いつでもどこでも、便利に回
答。パソコンやスマホでの回
答が可能！

インターネット回答は

９月10日～20日 10 月1 日～7 日
紙の調査票での回答は

インターネット回答がなかっ
た世帯には調査員が調査票
をお配りいたします！

９月10日～ 12日
インターネット回答用
IDを配布

９月10日～ 20日
インターネット回答

9月26日～ 30日
調査票を配布

10月１日～７日
調査票を提出
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　日本年金機構への不正アクセス事案では、皆さまの年金情報が流出し、ご迷惑、ご心配をおかけしております。
申し訳ありません。
　政府は、皆さまの年金を守ることを最優先に取り組んでいます。あわせて、皆さまにお気を付けいただきたい
ことがあります。
　日本年金機構を名乗って口座番号を聞き出そうとする者や、「流出した個人情報を削除してあげる」と持ちかけ
てくる者が現れています。
●日本年金機構から、この件でお客さまに電話やメールで連絡することは、一切ありません。なお、流出が確認
された方への新しい基礎年金番号は、郵送でお知らせします。
●日本年金機構が、この件でお客さまにお金やキャッシュカードを要求することは、一切ありません。
●日本年金機構が、この件でお客さまにＡＴＭの操作をお願いすることは、一切ありません。
　ご自分の情報が流出しているのでは？など、ご心配の方は、下記専用電話窓口またはお近くの年金事務所へご
相談ください。



戦没者のご遺族の皆様へ

介護保険制度が平成 27年 8月から一部改正になります！！
１．一定以上所得者は利用者負担額が２割に変わります。　
　一定以上所得者※がサービスを利用したときの利用者負担が１割から２割に変更されます。
※本人の合計所得金額が 160万円以上で、同一世帯の第１号被保険者の年金収入＋その他の合計所得金額が、
単身世帯 280万円以上、２人以上世帯 346万円以上ある人。

２. 介護保険負担割合証が発行されます。　
　一定以上所得者が２割負担になるのに伴い、利用者負担の割合（１割または２割）が記載された「介護保険負
担割合証」が交付されます。
　介護保険サービスを利用する際には「被保険者証」とともに「介護保険負担割合証」を提示する必要があります。
３. 高額介護サービス費等の一部の上限額が設けられました。　
　高額介護サービス費等の利用者負担段階区分に「現役並み所得者（※）」が新設されます。（上限額 44,400 円）
※同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人（第１号被保険者）がいて、年収が単身世帯383万円以上、
２人以上世帯 520万円以上の人。

４. 高額医療・高額介護合算制度の限度額が変わります。　
　70 歳未満の人の限度額が、平成 27年８月の計算期間分から変更されます。（70歳未満の方の世帯は、所得
に応じて限度額が定められています。）
5. 負担限度額認定（食費・居住費の減額）の適用条件が変わります。　
　介護保険施設に入所した際の「食費」と「居住費」について、配偶者が住民税課税者である場合、預貯金な
どが一定以上（単身：1,000 万円、夫婦：2,000 万円）を超える場合は、食費・居住費の減額は受けられません。
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第 10 回特別弔慰金が支給されます　
　特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に対し、国として弔慰の意
を表すために、ご遺族の方へ支給されるものです。対象となるご遺族は、次の順番によるご遺族お１人です。なお、
対象者が多く、窓口での混乱を避けるため、前回請求の受付番号別に順次通知します。
支給対象者　
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成 27年４月１日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない
場合に、額面 25万円、５年償還の記名国債が支給されます。
支給順位　
１．弔慰金の受給権者
２．戦没者等の子
３．戦没者等の死亡当時、生計関係があり、戦没者等と氏が同じである（１）父母（２）孫（３）祖父母（４）兄
弟姉妹

４．上記 3以外の（１）父母（２）孫（３）祖父母（４）兄弟姉妹
５．上記（１）～（４）以外のご遺族で、戦没者等の死亡当時まで引続き一年以上生計関係を有していた三親等
内の親族

請求期間　
　平成 27年４月１日から平成 30年４月２日まで
※次の方は、今回の請求には該当しません。
　○前回相続により受給した方で、上記支給順位に該当しない方。

【お問い合わせ】沖縄県介護保険広域連合　業務課　給付係　☎ 911-7501
　中城村役場　福祉課　☎ 895-1738（直通）

【お問い合わせ】中城村役場　福祉課　☎ 895-1738（直通）



中城村景観計画・景観条例について

臨時福祉給付金のお知らせ

　平成26年４月からの消費税率の引き上げ (5%から8％ )に伴い、所得の低い方々への負担を考慮し、家計
支援として国からの現物支給のことをいいます。
※対象者には７月下旬に通知書をお送りしますので、ご確認下さい。

　平成27年度分の住民税が課税されていない方が対象者です。ただし、以下の場合は対象になりません。
・課税されている方に扶養されている場合
・生活保護等の受給者である場合
【注意！】※平成 27年度の課税状況が未申告の方も対象外となりますので、必ず申告して下さい。

　会場の混雑が予想される為、申請期間・申請場所を下記のとおり設けています。
　提出方法は同封している返信用封筒で提出するか、窓口申請になります。

　給付対象者 1人につき6千円です。

【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）

【お問い合わせ】中城村役場　都市建設課　☎ 895-1736（直通）

●臨時福祉給付金とは…

●給付対象者となる人は？

●給付額は？

申　請　方　法

集落道路内の安全確保の要請を行いました
　「村道潮垣線」及びその周辺道路は、地域住民の生活道路とし
て利用されていますが、速度の速い通勤車両や中大型車両の増
加が懸念されていたため、６月８日、「中城村企業協力会」に対し、
集落内道路の徐行など生活車両や歩行者に配慮した運転を要請
しました。（中城村役場　住民活課）
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　中城村では、平成 27年７月１日から、中城村景観計画・景観条例を制定しました。中城村ならではの歴史・文化、
豊かな自然環境を守り、生活、産業、生活環境の発展につなげ、村民自らが協力して取り組む景観づくりを目指
します。一定規模以上の建築物や工作物建設の際には、あらかじめ届出が必要となります。詳しくは、中城村役
場都市建設課へお問い合わせください。

受付期間　　８月10日（月）～12日（水）の３日間　（９時30分～12時、　13時～17時）
　都合により上記日程に提出できない場合は、9月30日（水）までに中城村役場福祉課まで届出を済ませてくださ
い。（土・日・祝日は除く）　

受付場所　　吉の浦会館　中会議室
持参するもの　  ・印鑑　・給付金の申請書　・本人確認書類のコピー（運転免許証、保険証等）
　　　　　　　※世帯で申し込みされる方は、支給対象者全員の本人確認書類が必要になります。
・申請者の通帳のコピー



パンフレット作ったよ！
　津覇小学校６年生の児童が、遠足で歩いたハンタ道を題材
に、ガイドパンフレットを作成しました。ハンタ道を歩いて発
見した事や、紹介したいところをパンフレットにまとめ、読む
人にわかりやすいようイラストや色使いなどに工夫を凝らし
ていました。「ハンタ道は１本の道に、見るところが沢山あっ
たのですごいと思った」「ペリーの旗立岩の形が面白かった」
など、子ども達はそれぞれの発見をパンフレットで表現して
いました。

作品集寄贈
　６月25日、村長室で、比嘉初子さん ( 写真上段左 )より、
浜田京介村長へ「鶴喜八郎作品集」30 冊が寄贈されまし
た。作品集では、国指定重要文化財である中村家が描か
れており、比嘉初子さんは、「作品集を通して沖縄の良さ、
赤瓦の建物の良さを知って欲しいという思いで寄贈しまし
た」と話しました。寄贈の際に、作者である鶴喜八郎さん(写
真下段中央 ) も役場を訪れ「私の画集が多くの方々の役に
立てれば幸いです」と挨拶しました。寄贈された作品集は、
村内幼稚園、小中学校へ贈られます。

　７月 22日、吉の浦会館で千葉県旭市児童交流歓迎会が行われました。中城村
と姉妹都市を締結している千葉県旭市から20 名の児童が訪れ、村内の児童らと、
名刺交換や出し物、クイズなどを通して交流を楽しみました。初対面で恥ずかしがっ
ていた子ども達も徐々に打ち解け、お互いにご飯をよそってあげたり、「好きな食
べ物は何？」と質問しあうなど、各テーブルで話が盛り上がっていました。

旭市から、かわいいお客様
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　第 46 回全国ママさんバレーボール大会沖縄予選会で、
吉の浦クラブが見事優勝に輝き、６月 11日、優勝報告を
兼ねた村長表敬を行いました。選手達は日頃、家庭と仕事
を両立をさせながら練習を重ねており、優勝に至るまで、
怪我が相次ぐトラブルもありましたが、粘り強いプレーで
見事優勝を勝ち取りました。キャプテンの當間のぞみさんは、
「平均身長が低いチームではあるが、全国大会でも優勝を
目指し、一試合ずつしっかりこなしていきたい」と話しまし
た。

　平成 25 年に策定された「中城村新庁舎建設基本計画」
に基づき、諮問されていた新庁舎建設に関する事項につい
て、中城村役場庁舎建設検討委員会より答申がありました。
答申書は主に建設場所の候補について委員会の意見をまと
めたもので、庁舎建設については、今後も更なる検討を進
めます。答申書を受けとった浜田京介村長は、「要望に応え
られるように慎重に協議を重ねていきたい」と話しました。

　中城中学校で、人権擁護員による読み聞かせが行われ
ました。読み聞かせでは人権作文コンテストで最優秀賞
を受賞した「被害者と加害者それぞれの立場」という作
文の朗読が行われました。仲の良い友人の目を過って傷
つけてしまい、失明させてしまうかもしれない不安を体験
した生徒が、償うとはどういうことかについて考えた作文
です。生徒達は、人権擁護員の読み聞かせに真剣に耳を
傾け、時折涙ぐむ生徒の様子も見られました。

　６月22日から27日まで、なかよし児童館でガマ疑似
体験が行われました。児童館を訪れた子ども達、保護者
が、目を閉じたような真っ暗なガマの中を体験し、戦争
当時、避難していた人々に思いを巡らせました。ガマの
体験後、館長から「相手を理解しないで喧嘩した時に戦
争が起きる。口喧嘩からはじまり、手が出て、やがて武
器を使うようになる。戦争が起きないようにするために、
相手を理解し、仲良くしましょう」と子ども達へお話があ
りました。

優勝へアタック！

新庁舎建設に向け

人権作文読み聞かせ

児童館でガマ体験
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＊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

中城村排水設備指定店

9

＊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。

●株式会社　基土木
　代表取締役　
　仲宗根　勇　様より
　…………100,000 円
　　　　　　　　　　　
　平成 27年 6月17日

こどもの健診　実施場所：吉の浦会館

おとなの健診　実施場所：吉の浦会館

ふれあい事業　実施場所：各公民館

乳幼児健診
9月17（木）

集団健診
9月9日（水）

対 象 者　未受診・経過観察者
受付時間　13 時～ 14 時

受付時間　
対象地区　

● 浜・南上原 9月  8日（火）
● 新　　 垣 9月11日（金）
● 和  宇  慶 9月14日（月）
● 　  泊  　 9月15日（火） 
●  久      場 9月16日（水）

8 時 30 分～ 11 時
添石・伊舎堂・第二団地・
屋宜・当間

● 奥間・当間 9月18日（金）
● 伊  舎  堂 9月24日（木）
● 津覇・登又 9月28日（月）
● 北  上  原 9月29日（火）

健康保険課☎ 895-2131（内 253・254）

人材育成基金へ寄附がありました。

ご寄附、誠にありがとうございました。

9 月カレンダー
◆なかよし児童館 (☎988-0156)

◆地域子育て支援センター (☎988-0134)

マッサージ屋さん

敬老の日制作～ハガキ作り～

なかよし映画館

●9月5日（土）　●午前10時～12時　
●定員：10名
　※定員に達し次第締切ります。
●マッサージ屋スタッフ：子ども達

●9月19日（土）　●午前10時～11時　
●定員：20名　●材料費：50円（ハガキ代）

●9月19日（土）　●午前11時～12時
※当日受付
※映画館以外他の遊びはできません。

※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。

敬老の日交流会

育児講話　うてぃーらみや
～わらべうたと０歳児の育ち～

敬老の日制作
大好きなおじいちゃん、おばあちゃんへ

ハガキでメッセージ

小規模多機能　なかぐすく（中城苑隣り）
※日程等は調整中の為、支援センターへお問い合
わせ下さい。

●9月2日（水）午前10時30分～12時
●講師：田中美也子氏（わらべうた研究、実践家）
●定員：10組　●対象：０歳児、妊婦、保育士　

●9月3日（木）、４日（金）午前９時30分～12時
●定員：（木）10組、（金）10組　
●参加費：52円（はがき代）
※来所順にはがきを作成します。

【お問い合わせ】中城村役場　企画課　
☎ 895-2131（内 303）

制服を譲ってもらえませんか？
　制服が盗難され、困っている方がいます。お譲り頂け
る方がいらっしゃいましたら、下記までご連絡下さい。
【北中城高校　男子生徒の夏服】
●上着(ポロシャツ)とズボン
身長160ｃｍくらい、Ｍ～Ｌサイズ　
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ヘルプロ 信通
　みなさん、熱中症対策はされておりますか？近年、熱中症患者が全国的に増加しています。温暖化の影響や高齢者
の増加が原因と考えられているようです。
　沖縄県でもここ数年で患者数が増加傾向にあります。
　とても身近で、とても危険な熱中症について、保健師さんに聞いてみました。

熱中症とはなんですか？

なぜ、こどもやお年寄りは熱中症になりやすいのでしょう？

どうしたら熱中症を予防できますか？

熱中症はどんな症状が現れますか？
もし、なってしまったらどうすればいいですか？

　室温や気温が高い中での作業や運動により、体温の調節機能が働かなくなり、体内の水分
や塩分（ナトリウムなど）のバランスが崩れ発症する障害の総称です。特に小さなお子様や
お年寄りは熱中症になりやすいので注意が必要です。

症状によって対処法が変わります。
【重症度Ⅰ】めまい、立ちくらみ、筋肉のこむらがえり⇒水分・塩分を補給しましょう。
【重症度Ⅱ】頭痛、吐き気、倦怠感⇒水分・塩分を補給し、涼しい場所で足を高くして休みましょう。
　　　　　自分で水分・塩分を補給できなければすぐに病院を受診しましょう。
【重症度Ⅲ】意識がない、高体温、けいれん、呼びかけに対する返事がおかしい、まっすぐ走れな
い歩けない
　　　　　⇒衣服を緩め、水や氷で冷やしましょう（特に首や脇の下、足の付け根）
　　　　　ためらわず、すぐに救急車を呼びましょう。

日頃から……こまめに水分と塩分を補給しましょう。
屋外では……炎天下での長時間の作業は避けましょう。
屋内では……換気や冷房設備で熱を逃がしましょう。

　子どもは体温を調節する機能が未発達のため、上手に汗をかけません。
　また、からだ全体に占める水分の割合が大人より高いため、外気温の影響を受けやすいので
す。小さなお子様は自身で不調を訴えることが難しいため、次のような異変があったら、すぐに
病院を受診しましょう。
●おしっこの量が少ない、色が濃い　　●泣いているのに涙の量が少ない
●熱があるのに汗をかかない
　高齢者は加齢により、暑さやのどの渇きに対する感覚が鈍くなります。
　また、若年者よりも体内の水分量が少ない上、身体の老廃物を排出する際にたくさんの尿を
必要とするため、体内の水分が不足しがちです。

◆◆◆熱中症について◆◆◆

畑を借ります
畑を貸して下さい

都市計画・補償業務・地理情報システム

【お問い合わせ】中城村役場　健康保険課　☎ 895-2131（内 253、254）
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マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。

12なかぐすく No.220 （2015.8.5）広報

●マイナンバーとは？
　平成 27年 10月以降、住民票を有する国民 ( 中長期在留者、特別永住者などの外国人を含む ) の一人一人に12
桁のマイナンバー (個人番号 )が通知されます。この番号は、一生使うものですので、大切にしてください。
　法人には、1法人 1つの法人番号 (13 桁 ) が指定されます。

●個人情報の管理の方法について
　マイナンバー制度の安全・安心を確保するため、制度面・システム面の両方から個人情報の保護措置を講じています。
【制度面】
●なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
●マイナンバーが適切に管理されているかを特定個人情報保護委員会という第 3者機関が監視・監督します。
【システム面】
●個人情報は従来通り、税務署などの各行政機関で、情報ごとに分散管理します。分散管理することで、芋づる式に情
報が漏えいすることを防ぎます。

マイナンバーについて、詳しくは『マイナンバー』、『政府広報オンライン』のホームページをご覧ください。

【お問い合わせ】中城村役場　総務課　☎ 895-2131( 内 212)　マイナンバーコールセンター　☎ 0570-20-0178

いよいよマイナンバー制度が始まります。

社会保障
税 災害

対策

社会保障・税番号制度

平成 28年 1月から、
社会保障、税、災害対策の行政手続きで
マイナンバーが必要になります。

※このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公
共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

年金

医療

労働

福祉

●年金の資格取得や確認、給付
●雇用保険の資格取得や確認、給付
●ハローワークの事務
●医療保険の給付の請求
●福祉分野の給付、生活保護　など

●税務当局に提出する申告書、届出書、
調書などに記載
●税務当局の内部事務　

など

●被災者生活再建支援金の支給
●被災者台帳の作成事務　

など

個人情報の管理の方法について

一元管理 分散管理

共通データ
ベース

（情報の集約・管理）

市町村 市町村
都道府県 都道府県

健康保険
組合

健康保険
組合

日本年金
機構

日本年金
機構

ハロー
ワーク

ハロー
ワーク

独立行政
法人

独立行政
法人×個人情報を、特定の機関

が保有する中央のデータ
ベース等に集約し、一元的
に管理を行う。

個人情報を、従来どおり各
機関において、分散して管
理を行う。

日本年金機構が市町村に
対して地方税情報の提供
を求めた場合の例。

地方税情報

地方税情報

提供

照会◯



第 60 回 中城村陸上競技大会
のお知らせ

第４回　子育てサポーター養成講座開催のお知らせ

「わたしたちが考える護佐丸」作品募集

あたいぐぁ～朝市の開催について

かんたんストレッチ体操 2015　
受講生募集！

【日　時】平成27年９月６日（日）　
午前９時開会式　午前９時30分競技開始
＊予備日：平成27年９月13日（日）
【場　所】吉の浦公園　ごさまる陸上競技場

　子育てサポーターとして、地域で子育てのお手伝いをしてみませんか？地域の子育てについて、様々な取組みを支
援する人材を育成していく子育てサポーター養成講座を下記の通り開催します。
【日　　時】平成27年９月９日（水）・10日（木）・16日（水）・17日（木）の4日間
　　　　　午前 10時～午後５時　（昼食時間含む）※若干変更有
【場　　所】西原町役場　2F災害対策室 (字与那城 140-1)、西原町中央公民館調理実習室 1F( 字与那城 124)
【講座内容】保育の心・子どもの心の発達・子どもの遊び /世話・子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 )・安全など
【定　　員】30名 ( 定員に達し次第締め切り)※託児あり（先着 5名まで）　　【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、受講後子育てサポーターとして活動できる方

　あたいぐぁ～朝市を下記の通り開催します！ぜひご来場
下さい。
【日　時】８月23日（日）午前９時～12時
【場　所】浜漁港内荷さばき場

　ストレッチや筋力トレーニングで体を引き締め、脳トレ・
リズム体操３Ｂ手具（ボール、ベル、ベルター）を使い、
音楽に合わせ身体を動かします。
【日　時】
９月11日～10月9日　（毎週金曜日）　全５回　
午前10時～11時30分
＊午前９時45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。問診等で受
講を見合わさせていただく場合があります。
【受講料】2,500 円　（保険料込み）
【講　師】
島袋　マサ子（公益社団法人日本３Ｂ体操協会公認指導者）
＊室内用シューズ、タオル、飲み物、ストレッチ体操用マッ
ト（バスタオル可）をお持ち下さい。
【申込締切】
８月30日（日）午後５時　＊定員に達し次第、受付終了

【お問い合わせ】
中城村教育委員会　生涯学習課（中城村民体育館内）
☎ 895-3707

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

【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】与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター(公財)沖縄県労働者福祉基金協会　☎988-1914

　11月開催の世界遺産中城城跡プロジェクションマッピ
ングで上映する映像を制作するため、児童が描いた護
佐丸の絵を募集します。
【応募資格】村内在住の児童 (１～６年生）
【画題】
わたしが考える護佐丸 (あなたが、学校の授業や中城城
跡を訪れて感じた護佐丸とはどのような人物かを想像し
て描いて下さい！)
【画材】絵具、クレヨン、色鉛筆
【紙】4切り画用紙
【応募方法】
作品裏に学校名、学年、氏名を
書き企業立地観光推進課へ提出
※村立小学校へ通う児童は各学校へ提出
【締切】9月11日 ( 金 )

※ (　) 内は前月との比較

人　口
男
女
世帯数

１９，466 人
９，834 人
９，632 人

７，580 世帯

（＋28）
（＋14）
（＋14）
（＋25）

中城村の人口　平成 27年 6月末現在
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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

建設業退職金制度
のお知らせ

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

受験案内

沖縄県立美咲特別支援学校
幼稚部幼児（3、4、5 歳児）

募集のお知らせ
　この制度は、建設業を営む事業
主の方々が、労働者の働いた日数
に応じて掛け金をかけ、その労働者
が建設業界で働くことを辞めた時に
建設業退職金共済から退職金を支
払うという、いわば業界全体での退
職金制度です。
【加入できる事業主】
建設業を営む方
【対象となる労働者】
建設業の現場で働く人
【掛　金】
日額 310円
【特　徴】
〇国の制度なので、安全、確実、
申込み手続きは簡単です。
〇経営事項審査で加点評価の対象
となります。
〇掛金の一部を国が助成します。
〇掛け金は事業主負担となります
が、法人は現金、個人では必要
経費として扱われ、税法上全額非
課税となります。
〇事業主が変わっても退職金は企業
間を通算して計算されます。
※ホームページ「建設業退職金共
済」に、制度説明用動画、Q＆
Aなど建退共制度の詳しい情報が
記載されています。ぜひアクセス
してご覧下さい。

【受験資格】
（1）就学義務猶予免除者である者

又は就学義務猶予免除者で
あった者で、平成 28 年３月
31日までに満 15 歳以上にな
るもの。

（2）保護者が就学させる義務の猶
予又は免除を受けず、かつ、
平成 28 年３月31日までに満
15歳以上に達する者で、その
年度の終わりまでに中学校を卒
業できないと見込まれることに
ついてやむを得ない事由があ
ると文部科学大臣が認めたも
の。

（３）平成 28 年３月 31日までに満
16歳以上になる者（（1）及び
（4）を除く）

（４）日本国籍を有しない者で、平成
28年３月31日までに満 15歳
以上になるもの。

【受付期間】　　　
平成 27年８月24日（月）から
平成 27年９月11日（金）まで
【試験日時】　　　
平成 27年 10月28日（水）
【試験会場】　　　
沖縄県庁 13階第３会議室　那覇市
泉崎１丁目２番２号
【試験科目】　　　
国語・社会・数学・理科・外国語（英語）

　沖縄県立美咲特別支援学校幼稚部
では、平成 28年度の幼児募集に向
けて、募集説明会を下記のとおり行
います。なお、知的発達に遅れのあ
るお子さんの教育相談、学校見学、
体験活動については、随時受け付け
ています。お気軽にお電話下さい。
【対象児】
　平成28年３月31日で、年齢が３歳、
４歳、５歳に達する知的発達に遅れの
ある幼児 ( 平成 22 年４月２日から平
成25年４月１日までに生まれた幼児 )
【入学者選抜募集説明会】
(日　時 )
平成 27年９月９日 (水 ) 午後３時～４時
( 受付時間 )　
午後２時 45分～
( 場　所 )
美咲特別支援学校幼稚部
【出願期間】
平成 27年 11月19日 ( 木 )、
20日 ( 金 ) の２日間
【入学者選考日】
　平成27年12月１日(火)・２日(水)
のいずれか１日
※志願希望者は、９月末までに教育
相談を受けて下さい。
　詳細については、下記までお問い
　合わせ下さい。

【お問い合わせ】
建退共　沖縄県支部
☎876-5214

【お問い合わせ】
中城村教育委員会　教育総務課
☎895-3276

【お問い合わせ】
沖縄県立美咲特別支援学校
☎938-1037

関連会社　東京営業所　上門工業株式会社
　　　　　柏崎ユーエステック株式会社
　　　　　SILVER SEED
　　　　　　　　蘇州銀精工有限公司
　　　　　株式会社　リードテクノス
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平成 27 年度　後期職業訓練生募集

未承認遺伝子組換えパパイヤ「台農５号」
の除去にご協力を！！

下水道への接続はお済みですか？

平成 27 年度　在日米軍従業員
事前募集のお知らせ

平成 27 年緑の募金にご協力いただき、
ありがとうございました！！

【募集期間】
平成 27年８月３日（月）～８月26日（水）（土日祝日を除く）
【授業料】
無料（但しテキスト代、検定代、教材費などは自己負担）
※詳細については下記までお問い合わせ下さい。

　下水道供用開始地区にお住まいの方が下水道へ
接続できます。中城村では下水道接続工事にかかる
費用の補助を行っていますので、詳しくは中城村役
場上下水道課までお問い合わせ下さい。
【下水道供用開始地区】
伊集・南浜・北浜・和宇慶・津覇・奥間・浜・安里・
当間・屋宜　※添石・南上原は一部供用開始です。

【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(「ＬＭＯ」で検索の上、【求人情報】
の【沖縄県における事前募集】をご覧ください。)
又は窓口のいずれか１回の応募で有効
※窓口応募、詳細については下記までお問い合わせ
下さい。

　平成 23 年に、我が国では栽培や流通が認められていな
い（未承認）遺伝子組換えパパイヤが、県内で育成している
ことが判明しました。庭先や道端で未承認遺伝子組換えパパ
イヤと疑われる株がありましたら、下記まで情報提供下さい。
なお、葉柄が赤くても「EXP15」、「甘泉」、「プレミアム」、「豊
作」等の品種が判っているものであれば、遺伝子組換え体で
はないことから、検査の必要はありません。

【未承認の遺伝子
組換えと思われる
パパイヤ】
品種不明で、
葉柄が赤い

【お問い合わせ】
沖縄県立具志川職業能力開発校　☎ 973-6680

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

【お問い合わせ】
中城村役場　上下水道課　☎ 895-5280（直通）

【お問い合わせ】
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　☎ 921-5532

【募集科名】
科名 定員 訓練期間

ショップビジネス科 20名 ６ヶ月 平成 27年 10月１日～
平成 28年３月９ 日

総合実務科
(知的障がい者対象) 10名 ６ヶ月 平成 27年 10月１日～

平成 28年３月９ 日
アロマセラピスト
養成科 (委託訓練 ) 14名 ４か月 平成 27年 10月１日～

平成 28年１月 31日

　平成 27 年 2月 1日～ 4月 30日までの期間
に実施しておりました緑の募金につきましては、
皆様のご協力を賜り誠にありがとうございました。
　お陰様を持ちまして、多くの方々にご理解とご
賛同を頂き、本支部で合計 850,670 円の募金
を寄せていただきました。
　今後とも緑の募金に一層のご協力をお願いす
るとともにお礼を申し上げます。
（中城村役場　農林水産課）

有限
会社

沖縄県知事許可（般－27）第 6349 号

中城商工会会員

那覇商工会議所会員

書道生徒募集
「本格の書」とくらしを彩る楽しい書芸

児童生徒（月 4回） 月例のほか、新報、タイムス、JA展の特練

高校一般（月 4回） 初心者～趣味、師範まで

4、5才児（月 3回）

入会時一ヶ月間無料実施中
就学前に正しい字の基本を

電話 895－4504
中城村字伊集 90中城書道教室新垣光蘭（敏子）
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ヒ ロ 建 設
土木建設業（土木・造園・運送業）

一般貨物自動車運送事業・産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業

代 表 取 締 役　與 那 嶺　達　博
本　社 〒901-2405　沖縄県中城村字屋宜 271 番地

電　話（ 0 9 8 ） 8 9 5 － 5 0 1 8
F A X（ 0 9 8 ） 8 9 5 － 5 2 4 9
E-mail（1）：hirokensetu@woody.ocn.ne.jp
E-mail（2）：maruhiro@woody.ocn.ne.jp
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管理栄養士：城間

※写真はイメージです

中城の栄養士だより N0.47

　この季節、屋外で食事をすることが多くなりますね！お酒のお供に、普段のおかずに、揚げ物が美
味しい季節です！そこで今回は簡単でヘルシーな揚げ物をご紹介します(^O^)
●大根のから揚げ⇒硬めに蒸し上がった大根についた生姜醤油がアクセントになっていてとても美味
しいです！
●こんにゃくのピリ辛揚げ⇒コチュジャンでピリ辛に揚ったこんにゃくは食べごたえ抜群！きっと満足
するはずです(^O^)♪

今月の
いっぺーまーさい品

びーん 大根のから揚げ／こんにゃくのピリ辛揚げ

栄養価　《1人分》大根のから揚げ
エネルギー　：120Kcal　　　　
栄養価《１人分》こんにゃくのから揚げ
エネルギー　：137kcal

食品名 分量
大根（一口大に切る） 250g
おろししょうが 小さじ 2
しょうゆ 大さじ1/3
片栗粉 各適量ごま油

食品名 分量
こんにゃく
一口大にちぎり、2分
茹でる

1枚

コチュジャン 大さじ1/2
おろしにんにく 大さじ1/2
ごま油 大さじ 1
片栗粉 各適量油

★作り方★（大根のから揚げ）
① 大根の皮を剥き、乱切りにする。耐熱

容器に大根を入れ、水を 1cm 位入れ、
蓋またはラップをしてレンジで 6 ～ 7
分加熱する。

②  加熱した大根にしょうゆを回しかけ、
しょうがを混ぜ合わせる。このまま 10
分ほど味をなじませ、汁気を切って片
栗粉をまぶしつける。

③  フライパンにごま油を熱し、②を揚げ
焼きにします。

★作り方★（こんにゃくのピリ辛揚げ）
①  ごま油・コチュジャン・おろしにんにく

を鍋に入れ、炒りつけてこんにゃくに味
をなじませる。

②  ①に片栗粉をまぶし、油で揚げ焼きに
する。

材料
大根のから揚げ（2 人分）

こんにゃくのから揚げ（2 人分）

中城村プレミアム付商品券中城村プレミアム付商品券
発売開始！！発売開始！！

1冊10,000円1冊10,000円
（1,000円券が12枚で12,000円分）（1,000円券が12枚で12,000円分）

中城村マスコット
キャラクター

2,000円も
おトクなんです！！

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

※商品券はお釣りが出ません。※使用期限を過ぎると使用できません。※現金の払い戻しはしません。※この商品券は次のものには使用できません。
①たばこ②ギフト券・ビール券・図書カード・回数券・切手・印紙及びプリペイドカードなどの換金性の高いもの。③国や地方公共団体への支払い。④その他。

※ただし、10,000冊完売時点で終了となります。予めご了承ください。

※ただし、10,000冊完売時点で終了となります。予めご了承ください。※ただし、10,000冊完売時点で終了となります。予めご了承ください。

販 売 場 所 販 売 期 間 利 用 期 間
平成27年8月1日（土）～
　　　平成28年1月31日（日） 平成27年8月1日（土）～

　　　平成28年1月31日（日）
・中城村役場　企業立地・観光推進課〈2階〉
・中城村商工会
・村内コンビニ（販売店については、お問い合わせください。）

7/31（金）までに
お手元に届きます。

販売時間：販売施設によって異なりますのでお問合わせください。

お一人様5冊まで
購入できます。

商品券購入時に「取扱店舗案内
一覧表」を、お渡しします。

利用期間
H27.8/1～H28.1/31

1 2 3 4村内各世帯主へ購入対象
者券（ハガキ）が届きます。

各販売場所に購入対象者
券（ハガキ）を持参して商
品券を購入いただけます。

取扱店にて商品券を
ご利用できます。

プレミアム付商品券販売場所

2,000円
得しちゃったー♪

お一人様
5冊まで
お一人様
5冊まで


