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平成29年度児童手当現況届について
平成29年度児童手当現況届の受付けを下記のとおり行います。現在、児童手当を受給中の保護者
の皆様は期間内に手続きを行ってください。

〜現況届とは〜
毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける必要があるかどうかを確認するた
めのものです。現況届の提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので受付期限内の
申請をお願いいたします。
【現況届に必要な書類】
〇現況届
〇印鑑
〇受給者の保険証のコピー(社会保険の場合)
〇マイナンバーカード(又は通知カード)
〇児童の住民票謄本（児童の住民票が中城村外の方のみ）
〇父及び母の平成29年度所得課税証明書(平成29年1月1日に中城村に住所がない方のみ。
平成29年1月1日に住んでいた市町村で発行)
【受付期間】 平成29年6月1日(木)〜平成29年6月30日(金)
【受付場所】 中城村役場 福祉課（郵送でも受付け可。）
【受付時間】 午前8時30分〜正午 午後1時〜5時(土・日・祝日は除く)
※都合により上記日程に提出ができない場合は、6月30日(金)までに中城村役場児童
手当担当までご連絡をお願いいたします。
【お問い合わせ】中城村役場

福祉課

☎895-1738（直通）

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の対象となるご遺族で、まだ請求されていない方は、お早め
にご相談ください。
●特別弔慰金とは
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、国として弔意を表す
ために、ご遺族の方へ支給されるものです。
●支給対象者
戦没者など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き続き1年以上生計関係を有していた三
親等内(甥・姪)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
【お問い合わせ】中城村役場

福祉課

☎895-1738（直通）
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特別障害者手当等の制度について
沖縄県では、精神又は身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要とするなどの在宅の重度障
害者（児）に対し、負担を軽減する一助として、下記のとおり手当を支給しています。
支給対象者
障害児
福祉手当

支給対象外

精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生
活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅
の障害児で福祉保健所長の認定を受けた方。
月額14,580円（H29年4月現在）

特別
障害者手当

精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生
活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の
在宅の障害者で福祉保健所長の認定を受けた方。
月額26,810円（H29年4月現在）

（１）施設に入所（通所を除く）している
場合。
（２）政令で定める公的年金を受給して
いる場合。
（１）施設に入所（通所を除く）している
場合。
（２）病院又は診療所に3ヶ月以上継続
入院している場合。

●支給
毎年2月、5月、8月、11月にその前月分までの3ヵ月分を指定された口座に振り込みます。
※手当を請求する方、
配偶者、
扶養義務者の所得が一定金額以上ある場合は手当の制限があります。
●申請手続
認定請求書、所得状況届、所得証明書、住民票謄本の写し、認定診断書などの必要書類を添えて中
城村役場 福祉課 介護福祉係の窓口へ提出してください。
【お問い合わせ】中城村役場 福祉課 ☎895-1738（直通）
沖縄県中部福祉保健所地域福祉班 ☎938-9886

6月は村県民税の納期です
6月は平成29年度『村県民税 第1期』の納期となっておりますので、納期内納付のご協力をお願
いいたします。また、納付期限が過ぎますと、すべての金融機関・コンビニエンスストアにおいて、お
手元の納付書でのお支払いができませんのでご注意ください。

口座振替での納付が便利です！！
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。
(1) 平成29年度納税通知書

(2) 口座振替にご利用の預金通帳等

コンビニエンスストアでも納付できます！
お仕事帰りなど、ご都合のいい時間帯にご利用ください
(ただし、各納期30万円以下の納付書に限ります。)

平成29年度

各税の納期

各税の納期については、右の表をご覧ください。

【お問い合わせ】中城村役場
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税目

(3) 通帳に使用している印鑑

村県民税

固定資産税

軽自動車税

第1期

6 月30日

5 月31日

5 月31日

第2期

10月 2 日

7 月31日

第3期

11月30日

12月25日

第4期

1 月31日

2 月28日

期別

税務課

☎895-2131(内240)

国民年金の受給資格期間25年から10年に短縮されます
これまでは、年金を受け取るためには、保険料納付済期間（国民年金の保険料納付期間
や厚生年金保険料、共済組合等の加入期間を含む）と国民年金の保険料免除期間などを
合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日からは、資格期
間が10年以上あれば年金を受け取ることができるようになります。
●対象者

すでに65歳以上の方で、年金を受け取るために必要な期間が10年以上の方が対象になります。日
本年金機構において、資格期間が10年以上あることが確認できた方には、年齢の高い順から順次ご
自宅宛に老齢年金請求書(黄色)を日本年金機構より発送しています。

●手続き

平成29年3月より、年金事務所において期間短縮年金請求書の事前受付を行っています。日本年
金機構から「老齢年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入し、必要書類と併せて年金事務所
でお手続きしてください。

●年金の受け取り

年金の決定後は、平成29年8月以降に「年金証書・年金決定通知」をお送りします。お支払いは平成
29年10月以降になります。

●年金額

定額の保険料を納めた期間や減額された保険料を納めた期間などに応じて支給される年金額が
決まります。

●年金を受け取るために必要な期間が10年に満たない場合

原則、受給できません。ただし、10年満たない場合でも国民年金の任意加入や後納制度により保険
料納付済等期間を増やすことで、10年を満たすことが可能になります。
※国民年金の任意加入制度
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方は最長70歳まで任意加入することがで
きます。
※後納制度
過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、申し込みにより平成27年10月から平成
30年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。
※合算対象期間(カラ期間)
合算対象期間は年金額には反映されませんが、保険料納付済期間に合算対象期間を加えることで
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たすことができます。
例えば 1.
2.
3.
4.

昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間
平成3年3月以前に、学生だった期間
海外に住んでいた期間
脱退手当金の支給対象となった期間
【お問い合わせ】中城村役場

住民生活課

☎895-1737（直通）
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要保護 ・ 準要保護児童生徒援助費のお知らせ
中城村では、小・中学生を対象に、経済的な理由により義務教育に必要な学用品費・給食費・修学旅
行費等の教育費を援助する制度があります。援助を希望される世帯は6月末までに申請書に必要事
項を記入の上、必要書類を添付して各学校の事務室又は中城村教育委員会へ提出して下さい。申請
書は各学校事務室・村教育委員会で受け取るか、又は中城村ホームページから取得できます。
【お問い合わせ】中城村教育委員会

教育総務課

☎895-3276

第3子以降学校給食費助成のお知らせ
小学校1年生から中学校3年生までの間で3人以上の児童及び生徒がいる世帯に、村から学校給食
費の一部(3人目以降の給食費の75％)を補助する制度があります。該当する世帯は6月末までに各
学校の事務室又は中城村教育委員会へ申請書を提出して下さい。申請書は各学校事務室・村教育委
員会で受け取るか、又は中城村ホームページから取得できます。
【お問い合わせ】中城村教育委員会

教育総務課

☎895-3276

平成29年度私立幼稚園（県知事認可）就園奨励費補助制度について
中城村では、私立幼稚園(県知事認可）に通う4歳・5歳児の園児の世帯を対象に、保護者の経済的負
担を軽くするため、私立幼稚園就園奨励費補助事業を実施し､幼稚園保育料等の減免措置を行いま
す。但し、対象条件がありますので、詳細についてはホームページ又は、下記までお問い合わせ下さ
い。希望される世帯は、通園している私立幼稚園より申請書を受け取り、記入の上、必要書類を添付
して6月末日までに園へ提出して下さい。
なお、子ども・子育て支援制度に移行した私立幼稚園については対象外です。
【お問い合わせ】中城村教育委員会

教育総務課

☎895-3276

県税職員併任辞令交付
4月24日、浜田京介村長より、コザ県税事務
所の儀部剛一さん(写真左)、島袋直俊さん(写
真左から2人目)、喜友名温さん(写真右から2
人目)へ徴税吏員の併任辞令が交付されまし
た。コザ県税事務所の我謝亮所長(写真右から
3人目)は、
「中部市町村と連携を取りながら、
徴収率UPを目指していきたい。」と挨拶しま
した。
辞令交付された3名は、
平成30年3月まで中
城村役場税務課で滞納整理業務に従事します。
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ヘ ルプロ 通 信
※ヘルプロとは…ヘルスプロモーション（健康増進）の略です。このヘルプロ通信で、健康づくりに関する情報を掲載していきます。

血糖値、血圧、脂質が高い事に不安はありませんか？
いっぺーまーさん栄養教室では講話や調理実習を通して、食生活の改善を楽しく効果的に
学べます。今年度は血糖・血圧・脂質の3コース（各2回）の教室を開催します。多くの方のご
参加をお待ちしています。

★血糖改善コース★

健康グッズ
（日） ② 7/26（水）
プレゼント！ 日程：① 7/9

参加費

無料

※教室内容は同じですので、どちらか都合の良い日程をお選び下さい

対象：H28、H29に各種健診を受診しており、下記の条件を満たす方を優先します。
空腹時血糖100mg/dl以上またはHｂA1ｃ5.6%以上
時間：10：00〜13：00(昼食付） 受付は9：30〜
場所：吉の浦会館（中会議室・調理室）
※お申込みや教室の詳細は健康保険課までお問い合わせ下さい。
「血圧改善コース」
・
「脂質改善コース」も好評受付中です。
日程などの詳細や申し込みは健康保険課までお問い合わせ下さい。

歯と口の健康週間 6 月 4 日〜 10 日
毎年、6（む）4（し）歯の日にちなんで6月4〜10日まで「歯と口の健康を考える週間」と
なっています。沖縄は全国に比べ、虫歯や歯周病が多く・・・

・ 80歳で20歯以上の自分の歯を有する者：全国（40.2％）の半分（H23）
・ 3歳児虫歯有病率 ワースト1位（H23）
2歳児を対象に無料の歯科検診を実施しています。ぜひご活用ください！
いつまでも自分の歯でおいしく食べる為に、ぜひ歯の健康診断を！

６月は食育月間！
「食育」は、最近、耳にするようになった「食育」ですが、みなさんはご存じですか？
生きる上での基本であり、様々な経験を通じて「食」に関する知識と選択する力を習得し、健康な食
生活を実践できる人間を育てること・・・なんだか難しそう？と思いますが、自分の今の生活習慣を
見直すことでも食育に繋がります！食育推進基本計画の目標のひとつに

生活習慣予防や改善のために、普段から適正体重の維持や減塩などに
気をつけた食生活を実践する国民の割合75％以上
が掲げられています。
自分の現状を知るためにも年に１度の特定健診を受診しましょう！

【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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民俗だより
中城にのこる沖縄戦のあしあと
糸蒲公園は︑近年人口が急増する南上原区の中で︑
住民の憩いの場として親しまれています︒みなさん
は︑この公園を造るとき︑日本軍の陣地跡が発見され
た事を知っていますか？

公園から壕が出てきた
糸蒲公園が造成された場所は﹁糸蒲山﹂と呼ばれ︑

すでに半分ほど埋まっていましたが︑推定で断面の

ル状に構築したものでした︒見つかった当時︑内部は

この壕は︑丘の内部を掘り抜き︑﹁コ﹂の字型のトンネ

る工事現場から︑壕の入口が二か所発見されました︒

う小高い丘でした︒平成二二年一月一八日︑公園を造

た︒

る 事 に ち な ん で﹁ ツ ー ム ヒ ル︵ 墓 の 丘 ︶﹂と 呼 び ま し

方アメリカ軍は︑丘の横に数多くの地下納骨所があ

る丘を﹁一五五高地陣地﹂と呼んで守備しました︒一

は和宇慶へ侵攻する米軍を防ぐため︑糸蒲公園のあ

リカの兵士を日本軍は砲火で追い払い︑取り残され

南上原の一帯へ戦車と共に北から攻めてくるアメ

公園の整備にあたり︑将来この壕が崩れ被害が出

た戦車へ日本の兵士が攻撃をしかけ破壊しました︒

直径三メートルほどの壕だったと考えられます︒
ることを防ぐため︑壕は埋めて取り除かれ︑現在では

遺されたもの

変わりゆくもの

の頂上を占領しました︒

様々な火砲を用いて攻撃を加え︑﹁一五五高地陣地﹂

これに対しアメリカ軍は四月九日朝から︑艦砲など

現在の糸蒲公園と中城南小学校

その上に遊歩道が整備されています︒

戦場だった南上原
日本とアメリカ両軍の戦記に目を向けると︑現在
の糸蒲公園付近では一九四五年四月八日から九日に

戦争が終わり︑南上原に帰って来た住民は︑周辺に

遺された遺骨を集めて供養し︑﹁糸蒲の塔﹂が建立さ

れました︒その後︑公園周辺は区画整理により︑今で

は戦時中の面影を見る事はできません︒

沖縄戦から七二年目の今年︑糸蒲公園のように変

わっていくかつての戦場跡もあれば︑今でも遺る戦

争の爪痕もあります︒護佐丸歴史資料図書館では六

月十六日から七月三日の日程で︑遺された戦争遺跡

や戦争の記憶と︑変わりゆく戦争の遺跡や遺物を見

つめ直した展示会を開催します︒中城にのこる沖縄

稲嶺 航

﹃沖縄戦 第
(2011)
‐二次世界大戦

中城村教育委員会生涯学習課

戦のあしあとを︑ぜひ一度ご覧下さい︒

参考文献

ア メリカ陸軍省戦史局編

最後の戦い﹄喜納健勇訳︐
Mugen
防衛庁防衛研修所戦史室著︵ 1968
︶﹃沖縄方面陸軍作戦﹄

朝雲新聞社
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かけて︑激しい戦いが繰り広げられています︒日本軍

壕の発見現場と内部の様子

第53号

平成二一年以前︑貯水タンクのまわりを木々がおお

公園が出来る前の水タンク周辺

第 5 回中部広域花と緑の むら
まちづくりコンクール

Topics

の 話題

4 月 7 日、沖縄市の農民研修セン
ターにおいて、
「 第5回中部広域花と緑のまちづくりコン
クール」の授賞式が行われました。中城村から北上原自治会
(写真右) が中部広域市町村圏事務組合議長賞を、登又婦人
会(写真左)が優秀賞をそれぞれ受賞しました。両団体とも地
域における活発な緑化活動が高く評価され受賞されました。

中 城村吉の浦保育所職員研修会（園内研修）
4月22日、吉の浦保育所にて砂川正美氏を招き、
「夢を叶える黄金の5か条」の講演をして頂きまし
た。研修に参加した保育士からは「この5か条は保
育·子育ての一番大事な部分だと感じた。どの子も
自ら夢に近づいていき、また、夢からも近づいて
くることを体験できるような子に育ってほし
い。」と、中城の将来を担う保育所の子ども達への
願いが述べられました。

「夢を叶える黄金の 5 か条」

・夢を決める
・夢が叶った時のかっこいい姿を想像する
・挨拶の達人になる
・コロコロ大作戦 ( 負けない心の筋肉をつくる )
・ありがとう大作戦
( 道具、人、自分の環境に感謝する心 )

水 難事故防止啓発

クリアファイルが寄贈されました

左から、伊舎堂駐在所 屋良朝南巡査部長、中城小学校 小山和久
校長、津覇小学校 田﨑明美校長、中城南小学校 伊波正明校長、
中城中学校 島袋克校長、津覇駐在所 石川善智巡査

5月11日、
宜野湾地区海浜安全連絡協議会と宜野湾
警察署より、各村立小学校の1年生と中城中学校の全
生徒を対象に、クリアファイルが寄贈されました。ク
リアファイルには、平成29年度の水難事故防止ポス
ター·標語作品が載せられており、寄贈を行った伊舎
堂駐在所の屋良朝南巡査部長は
「少しでも水難事故防
止に対する意識づけになればと思います。」と話しま
した。
広報 なかぐすく No.242（2017.6.5）
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あ りがとうの気持ちを

音色に込めて

5月14日、吉の浦会館で中城ジュニアオーケストラに
よる第37回母の日コンサートが開催されました。
「レオノーレ」序曲第3番で幕を開け、お母さんへの感
謝と、日頃の練習の成果を発表しました。当日は、お母さ
ん方や多くの家族連れが会場を訪れ、子ども達が奏でる
美しいメロディーに聴き入っているようでした。

も っと早く走れるようになりたい！
5月16日、中城村民体育館で吉の浦総合スポーツクラブ主催

「トップアスリートから学ぶ」陸上教室が開講されました。講師
として、2017年マスターズ世界室内陸上競技選手権大会にお
いて60mで金メダルを獲得した譜久里武氏をお招きし、小学生
65名の児童達が早く走る為のポイントなどを学びました。譜久
里氏は「走ることはスポーツの基本。ぜひ楽しみながら運動を
してほしい」と話し、獲得した実際の金メダルを見せてもらっ
た子ども達は、
「うわぁ〜すごい！」と歓声を上げていました。

あ たりまえ そんなみずこそ

たからもの

平成29年6月1日から7日までの1週間、第59回水
道週間が実施されるにあたり、上水道PRとして、各
村立小学校の4年生を対象に鉛筆とクリアファイル
が寄贈されました。
この水道週間は、
広報活動を通し
て水道事業の役割や水の大切さなどを知ってもらお
うと、全国の各水道事業体で実施されているもので
す。

護 佐丸の子孫ってどんな人？
中城村護佐丸歴史資料図書館の開館1周年を記念し、
企画展「護佐丸の血を受け継ぐ者〜毛氏子孫の物語〜」
が開催されました。今回は、護佐丸の子孫(毛氏)に焦点
をあて、琉球王国の歴史に影響を与えた10人が紹介さ
れました。子どもでもわかりやすいようにと、展示物に
様々な工夫が施され、企画展を訪れた方々も熱心に観
覧していました。企画展開催中に、2千人近くの入場者
がありました。

9

広報 なかぐすく No.242（2017.6.5）

7

健康保険課

☎895-2131(内253・254)

月健 康 カ レ ン ダ ー

こどもの健診 実施場所：吉の浦会館
前期 H29.2.28〜H29. 4.1生
対 象 児
後期 H28.9.28〜H28.11.1生
乳児一般健診
前期14：00〜14：30
7月1日（土）
受付時間 後期
13：00〜13：30
3 歳 児 健 診 対 象 児 H25.12.2〜H26.1.13生
7月13日
（木）受付時間 13：30〜14：30
1歳6ヶ月児健診 対 象 児 H27.11.12〜H28.1.20生
7月20日
（木）受付時間 13：30〜14：30
離乳食実習 対 象 児 H29.2.9〜H29.3.27生
7月27日（木）受付時間 13：00〜13：30

※予約制です。
健康保険課までお問い合わせ下さい。

おとなの健診

集団健診 受付時間 8：30〜11：00
7月7日(金） 対象地区 （南上原）
実施場所 南上原公民館

※対象地区以外の方も受診可能です。

ふれあい事業 実施場所：各公民館
●和 宇 慶 7月10日（月） ●当
間 7月21日（金）
●南上原・浜 7月11日（火） ●津覇・登又 7月24日（月）
●北
浜 7月12日（水）
●北 上 原 7月25日（火）
●泊 ・ 新垣 7月18日（火）
浜 7月26日（水）
●久
場 7月19日（水） ●南
●奥
間 7月20日（木） ●伊 舎 堂 7月27日（木）
※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。

あたいぐぁ〜朝市開催のお知らせ
【日 時】
平成29年6月25日
（日）午前9時〜11時
【場 所】
浜漁港内荷さばき場
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下さい。
【お問い合わせ】
中城村役場 農林水産課

☎895-2131(内313)

7 月 カ レン ダ ー
◆なかよし児 童 館 (☎ 9 8 8 - 015 6)
平和学習コンサート

●7月1日(土)午後2時〜3時
みんなで「平和」について考えよう！

自然観察教室

●7月22日(土)午後9時30分〜正午
●場所 歴史の道(登又地域) ●定員 10名
●参加費 無料 ●蝶博士 アキノ隊員
※現地集合・現地解散となります。
7月1日(土)から受付を開始します。

なかよし映画館

●7月28日(金)午後1時30分〜3時30分
100回記念の上映をします。
※当日受付OK！
※上映中は他の遊びは出来ません。

◆地域子育て支援センター(ごさまる)(☎988-0134)
育児講座「応急手当てを学ぼう」
●7月5日(水)午前10時〜正午 ●定員 25組
●参加費 無料 ●協力 中城北中城消防本部

育児講話「みんなあつまれ！たのしいおはなし会」
●7月19日(水)午前10時30分〜正午
●講師 眞栄城栄子氏(くすぬち平和文化館主宰)
平田千悦子氏(沖縄女子短期大学非常勤
講師・ソーシャルワーク非常勤講師)
●定員 25組 ●参加費 無料

水あそび

●7月14日(金)・20日(木)・28日(金)
午前9時30分〜11時
●参加費 無料 ※要ぎょう虫検査
●持ち物 水着、水遊び用オムツ、タオル、
お着替え、飲み物
※都合により変更があります。ご了承下さい。
※7月17日(月)海の日は休館となります。
※詳しくは児童館・子育て支援センターまでお問
い合わせ下さい。申し込みは来所にて受け付けて
おります。

広報 なかぐすく No.242（2017.6.5）
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中城 村の人口 平成29年 4月末現在
人

口

男
女
世帯数

(

20，453人（＋176）
10，279人 （＋83）
10，174人 （＋93）
8，163世帯 （＋97）

)内は前月との比 較

中城 村護佐丸歴史資料図書 館
7月護佐丸歴史資料図書館カレンダー
月

3

火

4

水

5

木

6

金

7

土

日

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

休館日

土・日は午後 5 時までです。

開 館 時 間
【資料図書室】
月・水〜金曜日・祝日 午前10時〜午後7時
（※土日に祝日があたるときは午後5時まで）
土・日 午前10時〜午後5時
【中城歴史展示室】
月・水〜日曜日 午前10時〜午後5時
【休館日】
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)
【お問い合わせ】
護佐丸歴史資料図書館 ☎895-5302
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図書館利用カードの更新
（村内在住者）について
村内在住の方の「利用カード」の有 効期 限は、
発行日から1年となっています。
下記の必要 書 類をご用意いただき、資 料図書
室受付カウンターでお手続きをお願いします。
【必要書類】
住所、氏名、生年月日が確認できる公的証明書
（運転免許証・保険証・個人番号カード・3か月
以内に発行された住民票 など）
※住所、氏名、生年月日が確認できる資料をお
持ちでない場合は、更新手続きが出来ませ
ん。忘れずにお持ちください。
「利 用カード」をまだお 持ちでない方は、上 記
の必要書類をお持ちになり、資料図書室1階受
付カウンターで申込をお願いします。申込当日
か ら貸 出 可 能 で すので 、
ぜ ひこの 機 会に作成して
いた だ き 、当 館 をご 利 用
ください！

案

内 お

知

ら せ

道路交通法が改正されます。
〜75歳以上の認知機能検査等に関する内容が変更になりました〜
平成29年3月12日より改正道路交通法が施行され、高齢運転者対策の推進として以下の点が
変更となります。

①臨時認知機能検査、臨時高齢者講習の実施
これまで3年に一度の運転免許更新時に行われていた認知機能検査に加え、一定の違反行為(信
号無視など)をした場合にも「臨時認知機能検査」を受けることが義務付けられ、結果によっては
「臨時高齢者講習」が行われます。
②臨時適性検査制度の見直し
免許更新時の認知機能検査において、認知症のおそれがあると判断された運転者は、交通違反
の有無によらず、臨時適性検査（医師の診断)を受けるか、又は診断書の提出命令がなされます。
③高齢者講習の合理化・高度化
更新時における認知機能検査の結果、認知症のおそれがある又は認知機能の低下のおそれがあ
る運転者に対しては個別指導を含む3時間の講習(高度化)が行われます。一方、認知機能の低下の
おそれがない運転者に対しては講習時間が2時間に短縮(合理化)されます。
運転免許の更新

一定の違反行為をした場合
75歳以上

75歳以上

75歳未満

①臨時認知機能検査

更新時の認知機能検査

認知症のおそれがあるとき

認知症のおそれがあるとき

認知機能の低下のおそれがあるとき

認知機能の低下のおそれがあるとき

認知機能の低下の恐れがないとき

認知機能の低下の恐れがないとき

前回より検査の
結果が悪くなっ
ている

①臨時高齢者講習

③高齢者講習
(高度化)

③高齢者講習
(合理化)

②臨時適性検査又は診断書の提出命令

【お問い合わせ】 中城村役場

住民生活課

☎895-1737(直通)

都市計画・補償業務・地理情報システム

与那原営業所

与那原町字与那原

F
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案

内 お

知

ら せ

人材育成基金へ寄付がありました。
●株式会社 総合計画設計
代表取締役社長 松田 優
●金城重機 株式会社
代表取締役 金城 勉

●故 仲地 辰彦 様の香典返しとして
仲地 タケ 様より
100,000円

様より
100,000円

●調和工業九州株式会社
代表取締役 安田 治樹

様より

様より

300,000円

100,000円

平成29年4月21日

平成29年5月15日

ご寄付誠にありがとうございます。

放送大学10月入学生募集
放送大学はテレビ・ラジオ・インターネットで授業を行う通信制の大学です。働きながら大学を卒
業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で、幅広い世代の方が学んでいます。
ただいま平成29年10月入学生を募集しています。詳しい資料を送付致しますので、お気軽にお問
い合わせください。

○募集学生の種類
【教養学部】
科目履修生(6ヶ月在学し、希望する科目を履修)
選科履修生(1年間在学し、希望する科目を履修)
全科履修生(4年以上在学し、卒業を目指す)

【大学院】
修士科目生(6ヶ月在学し、希望する科目を履修)
修士選科生(1年間在学し、希望する科目を履修)

○出願期間
平成29年6月15日(木) 〜 8 月31日(木)、9 月1日(金) 〜 9月20日(水)
(インターネット出願も受け付けております。)
【お問い合わせ・資料請求(無料)】 放送大学沖縄学習センター ☎895-5952
〒903-0129 沖縄県西原町字千原1番地(琉球大学地域国際学習センター棟4・5階)
放送大学ホームページ http://www.ouj.ac.jp
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案
平成29年度就農サポート講座
【実践編】の開催について

内 お

知

ら せ

平成29年度(前期)
中城村育英会入学準備金貸費生募集

職業としての農業に関心のある一般県民及
び就農予定者等を対象に、農業に関する基礎
的な知識及び技術を習得できる講座制研修を
実施します。

中城村育英会では、成績優秀な学生が経済
的事情等で就学が困難な場合、入学準備金を
貸費し有能な人材を育成する事業を行ってい
ます。

●募集内容
1. 募集期間
平成29年6月12日(月)〜7月3日(月)
2. 募集定員 30名
(1)【野菜・花き・果樹コース】25名程度
(2)【肉用牛コース】5名
3. 受 講 料 無料
※最小催行人数各コース共に3名より開
催いたします。
※書類選考により受講者を決定します。

●募集人員
県内・県外(5名程度)
●募集資格
本村に住所を有し、大学・大学院・短期大
学・及び専門学校等に入学予定者で学業が優
秀であり、学資の支弁が困難と認められる者
●貸費金額
20万・30万・40万(いずれかを選択)
●貸費金の償還
学校、専門学校等を卒業し、6か月後貸費
額の20分1に相当する額を毎月貸費額に達す
るまで償還しなければならない。
●申込期間
平成29 年6月1日(木) 〜 6月30日(金)
●選考
育英会で選考し決定
※提出書類については、事務局へお問い合わ
せください。

【お問い合わせ】
沖縄県営農支援課 営農担い手班
☎866-2280 FAX 866-2309

【お問い合わせ】
中城村教育委員会
☎895-3276

教育総務課

平成29年度中城村小学生・中学生ＥＳＬキャンプ事業の
参加者募集についてのお知らせ
【派遣期間】平成29年8月14日(月)〜 8月20日(日) までの7日間
【場
所】沖縄県立名護青少年の家
【対 象 者】中城村内に在住し、学校教育法で定める小学校及び中学校に在籍する小学5・6
年生及び中学生(1〜3年)とする。
【募集期間】平成29年6月1日(木)〜平成29年6月30日(金)
【費
用】64,000円(内訳：自己負担32,000円・助成金32,000円)
【お問い合わせ】 中城村教育委員会

生涯学習課

☎895-3707
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案

内 お

知

ら せ

第2回平和企画展「中城の沖縄戦、遺されたもの変わりゆくもの」
今年で戦後72年を迎え、戦争の記憶の風化
が懸念されている昨今、中城村では戦争の恐ろ
しさや平和の尊さを次世代に継承するため、第
2回平和企画展「中城の沖縄戦、遺されたもの
変わりゆくもの」を開催します。
ぜひこの機会に、ご友人、ご家族をお誘いあ
わせのうえ、多くのみなさまのご来場をお待ち
しております。
【期
間】
平成29年6月16日(金)〜7月3日(月)
※休館日 6月20日、23日、27日
【展示時間】
午前10時〜午後5時
【場
所】
中城村護佐丸歴史資料図書館

企画展示室(3F)

【主
催】
中城村・中城村教育委員会
【入 場 料 】
無 料
【お問い合わせ】 中城村役場 企画課 ☎895-2131(内303)
中城村教育委員会 生涯学習課 ☎895-5700

下水 道 接 続 補 助 金

好評受 付中！

中城村では、公共下水道供用開始地区にお住まいの方へ、下水道接続工事に対して予算の範囲
内で補助金交付を行っております。
申請受付を4月より開始していますので、この機会に
お早目のご検討を♪
下水道へ接続しましょう！(※新築は除く)
【公共下水道供用開始地区】
(伊集〜屋宜・添石一部・南上原一部)
設置している浄化槽の種類によって補助額が異なります。
下記の表をご確認ください。詳しくは、中城村役場上下水道課までお問い合わせください。
補助額

単独処理浄化槽または汲み取り式トイレを
設置している建物の場合

合併処理浄化槽を設置している建物の場合

上限100,000円
【お問い合わせ】 中城村役場
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上限50,000円
上下水道課

☎895-5280（直通）

なかぐすく
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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！！

中城村字当間 176 番地

発行／中城村役場企画課

〒901-2493

平成23年に県内各地で、国内では栽培や流通が認められていない未承認の遺伝子組換えパパイヤが育
成していることが判明しました。そのため、庭先に品種が不明で、葉柄の赤いパパイヤ（写真左）が生育し
ていたら、未承認の遺伝子組換えパパイヤの可能性もありますので、果実を他人に配ったり、種子を撒い
たりするのは控えましょう。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。
今後、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、当該パパイヤの食品としての安全性については、厚生労働省から、食べることによる体への
影響は確認されていないとの見解が示されています。

パパイヤ品種「台農5号」の見分け方

TEL.098-895-2131

【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

【問題の無いパパイヤ】
○葉柄が緑色
○葉柄が赤くても「甘泉」や「豊作」等の品種が分かるもの

【お問い合わせ】 中城村役場 農林水産課
☎895-2131( 内 313)
沖縄県園芸振興課 果樹班 ☎866-2266

中城の栄 養 士 だ よ り

No69

管理栄養士：宮城

今月、紹介するのは、「ささみと玉ねぎの梅サラダ」です。
今回のメニューの中心となる食材は、ささみと玉ねぎですが、ささみは低脂質・高たんぱく質の食品です。また、
玉ねぎは、血管を拡張して血圧を下げる効果のあるアリシンが含まれます。
調味料として、梅肉・大葉を使用する事で食欲を増進し、疲労回復効果も期待でき、暑い日でもおいしく食べ
られる 1 品となっています。調理時間も短く、手軽に作る事ができるので、お弁当にもオススメです。

サン印刷

南風原町兼城 577 TEL.098-889-3679

印刷／有限会社

〒901-1111

今月の

ん

び〜
ー
ぺ
ま
っ
い
ーさい 品

栄養価《1 人分》
エネルギー ：247 kcal
食物繊維：2.3ｍｇ

ささみと玉ねぎの梅サラダ
材料（2 人分）
食 品 名
ささみ
玉ねぎ
大葉
炒りごま
★梅肉
★アマニ油
★ごま油
★しょう油

ポイント

【作り方】
①★の調味料を合わせておく
分 量
※梅肉は山海ぶしを使うと簡単で便利。
2本
②玉ねぎは、薄切りにし、水にさらしてお
1/2 個
く。大葉は細切りにする。
4枚
③ささみは、弱火で
10 分茹でる。
適量
粗熱がとれたら、手で細かくほぐしなが
大さじ 1
ら筋を取り除く。
大さじ 1/2
④ボウルにささみ、玉ねぎ、大葉を入れ、
小さじ 1
①で合わせた調味料を加えてよく混ぜる。
小さじ 1
⑤最後に、炒りごまをふりかけて完成。

ささみを茹でる時は、弱火で火を通す事で身がふっくらと仕上がります
（＾＾）

