
平成30年3月末現在(人・戸)
世帯数 2,347 出生 3

総人口 4,798 死亡 8

男 2,458 転入 34

女 2,340 転出 78

平成30年4月末現在(人・戸)
世帯数 2,355 出生 5

総人口 4,809 死亡 4

男 2,464 転入 38

女 2,345 転出 28











昇任人事 氏　名 配置先・職名 前　職
知　花　博　正 経済課・課長 農業委員会事務局・局長補佐兼農地主事
奥　原　　崇 企画商工観光課・課長補佐 建設課・係長
宮　里　幸　助 振興策推進室・主管兼室長 企画商工観光課・係長
宮　里　奈　美 辺土名幼稚園・主任教諭 辺土名幼稚園・教諭
知　花　裕　和 企画商工観光課・係長 福祉課・主任
宮　里　芳　樹 福祉課・主管兼係長 福祉課・係長
神　里　一　教 世界自然遺産推進室・係長 経済課・主任技師

割愛採用 氏　名 配置先・職名 派遣元
田　邊　依里子 世界自然遺産推進室・室長 環境省

職員派遣 氏　名 配置先・職名 派遣元
馬　場　勝　己 世界自然遺産推進室・派遣職員 株式会社NTT ドコモ　法人ビジネス戦略部

新採用　 氏　名 配置先・職名
上　野　　皓 幼保連携型認定こども園準備室　幼稚園教諭
小　川　わかな 辺土名保育所・保育士
宮　城　樹　麻 辺土名保育所・保育士

●平成 30年 1月 1日採用

新採用　 氏　名 配置先・職名
宮　城　直　輝 総務課・主事
宮　城　大　貴 企画商工観光課・主事
又　吉　崇　矢 福祉課・主事
比　嘉　真奈美 辺土名保育所・保育士
田　場　利江子 奥間保育所・保育士
津　波　敏　希 振興策推進室
宮　城　平志郎 教育課・主事
金　城　由紀乃 辺土名幼稚園・教諭
大城エンドリアみどり 辺土名幼稚園・教諭

●平成 30年 4月 1日採用

特別職人事 職　名 氏　名 任　期
教育長 園　原　　實 H30.4.1 ～
固定資産評価審査委員 新　城　高　仁 H30.4.1 ～



特別会計予算 歳　入 歳　出
国民健康保険 730,982 730,982
簡易水道 272,420 272,420
後期高齢者医療 52,185 52,185



データヘルス計画のターゲットとなる疾患が医療費に占める割合
（平成25年度と平成28年度との比較）

 市町村名 総医療費

1 人あたり医療費 中長期目標疾患 短期目標疾患

（中長期・短期）
目標疾患医療費計

新生物
精神
疾患

筋
・

骨疾患金額

順位 腎 脳 心

H25
国頭村

553,923,460 24,928 104 位 3位 8.14％ 0.18％ 2.11％ 2.53％ 3.55％ 5.06％ 3.53％ 139,072,800 25.11％ 5.77％ 17.43％ 7.99％

H28 547,955,670 26,383 122 位 5位 9.79％ 0.06％ 1.67％ 1.09％ 3.66％ 3.89％ 3.41％ 129,242,210 23.59％ 10.92％ 16.46％ 7.38％

H28
沖縄県 120,484,405,470 22,111 -- -- 8.79％ 0.35％ 2.38％ 1.86％ 3.81％ 3.43％ 1.88％ 27,110,894,510 22.50％ 9.47％ 15.38％ 7.21％

国 9,687,968,260,190 24,245 -- -- 5.40％ 0.35％ 2.23％ 2.04％ 5.40％ 4.75％ 2.95％ 2,239,908,933,310 23.12％ 14.21％ 9.38％ 8.45％

最大医療資源傷病（調剤含む）による分類結果
◆「最大医療資源傷病名」とは、レセプトに記載された傷病名のうち最も費用を要した傷病名

【出典】KDBシステム：健診・医療介護データからみる地域の健康課題









日 曜 行事名

6
月

6 水 住民健診（桃原・鏡地）
7 木 住民健診（奥間・比地）

9 土 国頭村婦人会総会　
第24回男女なかよしペアPG大会（安田）

10 日 アブシバレー・ハーリー大会（辺土名）
11 月 住民健診（浜・半地）
12 火 住民健診（辺土名）
14 木 乳幼児健康診査②
23 土 慰霊の日
24 日 国頭中学校運動会
25 月 住民健診（安田・安波）
26 火 住民健診（奥・楚洲）
27 水 住民健診（宜名真・辺戸）
28 木 住民健診（辺野喜・宇嘉・佐手・謝敷）
29 金 住民健診（伊地・宇良・与那）

30 土 第23回国頭村ゴルフ大会
（ベルビーチGC)

その他 村県民税（普通徴収）納付月（第1期）	

日 曜 行事名

7
月

3 火 地域教育懇談会
4 水 地域教育懇談会
7 土 第27回	国頭村児童オリンピック大会

8 日 第17回	国頭村各字対抗ボウリング大会
（キタボウル）

11 水 青少年の深夜徘徊・未成年飲酒防止国頭村
民大会

12 木 離乳食体験①
13 金 第28回国頭村老人グラウンドゴルフ大会
14 土 住民健診（休日健診①保健センター）
15 日 国頭村球技大会
16 月 海の日
20 金 村内幼小中学校一学期終業式

21 土 国頭村ソフトテニス大会（予備日	7/28日）	
第23回半地夏まつり

25 水 第6回	国頭村・北斗会中学生やんばる交流
事業（27日まで）

28 土 第20回国頭村長杯争奪中学校野球強化大
会（29日まで予備日30日）

その他 固定資産税納付月（第2期）　		

胃がん検診 問診及び胃部エックス線検査 40歳以上

子宮がん検診 問診、視診、子宮頚部の細胞診及び内診 20歳以上

肺がん検診 問診、胸部エックス線検査または喀痰細胞診 40歳以上

乳がん検診 問診、乳房エックス線検査（マンモグラフィ） 40歳以上

大腸がん検診 問診及び便潜血検査 40歳以上


