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令和4年4月20日(水)に、JAおきなわ国頭支店大
城哲文支店長よりJA共済の地域貢献活動の一環と
して作成された「オリジナル母子手帳ケース」を30
部ご寄贈いただきました。ありがとうございました。
母子手帳ケースは、福祉課窓口にて母子手帳交
付時に配布いたします。

令和4年3月29日(火)に津梁クリーンパートナーズ
代表取締役社長粟國英雅様より国頭村内の福祉施
設に使ってほしいと消毒液（過酢酸製剤ビネパワー
500ml）100本の寄贈がありました。
障害者事業所や高齢者施設に配布し、ウイルス対

策だけでなく消臭等様々な用途で使ってもらっています。

津梁クリーンパートナーズより寄贈

２０２１年度少年少女陸上競技指導者表彰

　このたび、半地区の嘉味田朝一さんが公益財団法
人日本陸上競技連盟と日清スポーツ振興財団の２０２
１年度少年少女陸上競技指導者表彰「安藤百福記念
章」が授与されました。同章は少年少女（小学校）の陸
上競技指導者として、特に功労のあった人が毎年各
都道府県陸上競技協会から１人表彰されます。嘉味
田さんは村内の陸上競技関係者らと２００５年に小学
生男女を対象に「くにがみ陸上クラブ」を立ち上げ１７
年にわたって指導し、自身も競技者として現役で活躍
し村体育協会役員としても長年にわたり村のスポー
ツ振興に尽力されました。
　例年は全国小学校陸上競技交流大会において表
彰されるが、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、送付での授与となりました。

自衛官候補生（任期制）及び一般曹候補生採用試験
ア 受付期間：令和４年７月１日（金）～９月５日（月）
イ 試験会場：名護市内を予定
ウ 受験資格：１８歳以上３３歳未満の方
エ １次試験：令和４年９月１５日（木）～１８日（日）の内１日
航空学生採用試験
ア 受付期間：令和４年７月１日（金）～９月８日（木）
イ 試験会場：那覇市内を予定
ウ 受験資格：１８歳以上２３歳未満の方（海）
　　　　　  １８歳以上２１歳未満の方（空）
エ １次試験：令和４年９月１９日（月）

　令和４年４月２１日（木）にシステム通信隊群司令の
代理として那覇システム通信分遣隊長齋木康博様が
村長を表敬し、国頭受信所開所３０周年を記念して、
開所以来の国頭村の海上自衛隊への協力に感謝の
意を表すため、感謝状及び盾の贈呈がありました。

国頭受信所開所30周年記念

自衛官募集について

JAおきなわ国頭支店より
「オリジナル母子手帳ケース」が

寄贈されました

※過酢酸製剤ビネパワーは人にも環境にも配慮した
新しい除菌剤で農作物や加工品などに直接除殺菌
が可能な製剤を県内で初めて導入している。

知花靖村長（左）に受章の報告をする嘉味田朝一さん

自衛隊沖縄地方協力本部 名護地域事務所

０９８０-５２-４０６４
名護市宮里４５２-３ 名護地方合同庁舎４Ｆ

okinawa.pco.nago@rct.gsdf.mod.go.jp
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令和４年度国頭村各字対抗軟式野球大会

　令和４年５月７日、８日に令和４年度国頭村各字対抗
軟式野球大会がかいぎんスタジアム国頭及びふれ
あい広場にて２年ぶりに行われました。１１字、１０チー
ムが参加し、白熱した試合や珍プレーなどがあり盛り
上がった大会となりました。決勝戦は辺土名A対比
地・宇良の対戦となり４対３で辺土名Aが５年ぶり（４
大会ぶり）の優勝を成し遂げました。
　大会は国頭郡軟式野球大会（８月１３、１４日・金武
ベースボールスタジアム）の選手選考を兼ねており、
選抜された選手が村代表として出場します。応援よろ
しくお願いします。

くにがみこども園運営事業の
防衛省による補助金の活用について

学校給食費等が無料になります！

国頭村では令和4年4月から小中学校の給食費及
びこども園・保育所の副食費が無料になりました。（児
童生徒・園児のみ）
保護者の経済的な負担を減らし、子育て支援の充

実を図ります。
安心安全な給食の提供をしていきますので、おいし

く給食を食べてくださいね。

学校給食では国頭村産の食材を販売してくれる方を
募集しています。（ゴーヤー・しぶい・スイカ・きゅうり・
にんじん・きゃべつ・大根・じゃがいも等々）
販売可能の方は給食センター（41-2088）又はくに

がみこども園（41-3021）までご連絡ください。（給食
センターは毎日５００食の調理、くにがみこども園は毎
日200食の調理になるので、大量に提供できる方を
募集します。まずはご連絡ください。）

くにがみこども園では平成３１年度より、防衛省によ
る補助金を活用して人材確保に努めています。
保護者が安心して園児を預けられる環境を整備し、安

定的な保育環境の維持を図ることを目標としています。

７月より、国民健康保険税及び後期高齢者医療保
険料の徴収が始まります！

後期高齢者医療制度

小学生
中学生

こども園・保育所

給食費・副食費
3,500円
4,200円
3,000円

令和2年度まで
1,750円
2,100円
1,500円

令和3年度
0円
0円
0円

令和4年度

補助事業名：国頭村立くにがみこども園運営事業

実 施 場 所：くにがみこども園

補助事業の内容：保育教諭等賃金

食材提供募集

事業費及び交付金額：

平成３１年度

令和 2年度

令和 3年度

事業費　　　53,340 ,082円
交付金額　　38,465 ,000円
事業費　　　44,516 ,114円
交付金額　　40,434 ,000円
事業費　　　50,981 ,802円
交付金額　　29,511 ,000円

国頭村役場 福祉課 後期高齢者医療担当
0980-41-2765 国頭村教育委員会　国頭村立くにがみこども園

ご不明な点がある方は下記までお問い合わせください。
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国頭村　ＳＤＧｓ取組みの一部

環境保全課からのお知らせ

☆ネコの愛護及び管理について
　昨年度も、飼い主不明のネコが50匹以上保護されました。保護されたネコは、飼い主または里親を見つけるため村内施設で
10日間飼育され、引き取り手がなかった場合には、協力して下さる団体へ譲渡させていただき、そこから更に里親を探してもらっ
ています。ただ、これ以上、ネコの譲渡数が増えてしまうと、団体としても限界が来ています。そこで、「国頭村ネコの愛護及び管理
に関する条例」にありますように飼いネコの登録（第４条）飼いネコの避妊手術及び去勢手術（第３条）自ら飼養していないネコに
対しみだりに餌や水を与えてはならない（第8条）室内飼養（第9条）等に努めていただき、飼い主不明ネコを増やさないよう宜し
くお願いします。
☆飼いネコ及び飼いイヌの避妊去勢手術とマイクロチップの施術を昨年度から引き続き無償化を開始
　飼いネコの室内・適正飼養を徹底するため、今年度も避妊去勢・マイクロチップの無料実施、鈴付き首輪の配布も行っておりま
す。安全安心な周りの住環境と、やんばるの森に暮らす希少種（すぐ近くの観光施設や森林公園にも希少種はたくさん暮らしてい
ます！）を守るため、「うちの子は室内で飼う！」という強い意思を持って是非活用いただければと思います。飼いイヌにつきましても
役場・環境保全課へお問い合わせください！

☆国頭村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付について
　村では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置整備事業の補助を実施しています！補助
対象は、既設の単独処理浄化槽及び汲み取り便所が対象となります。今年度も合併処理浄化槽5人槽3基及び7人槽2基の補助
金を確保しています。単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽へ転換する使用者は補助金の交付申請が必要となりますので、役
場・環境保全課へお問い合わせください！

国頭村×ＳＤＧｓ
夢と希望を育む、教育・文化の光るむらづくり

国頭村観光物産センター展示室
「孤高の絵師 神山 清政パネル展」のお知らせ

目標4
（すべての人に健康と福
祉を）あらゆる年齢の全
ての人々の健康的な生活
を確保し、福祉を促進する

（質の高い教育をみんな
に）全ての人に包摂的か
つ公正な質の高い教育を
確保し、生涯学習の機会
を促進する

目標３

　ひとり親家庭の母子・父子・児童を対象に保険適用分の医療費を
助成（入院時食事療養費を含む）。但し、母、父については外来受診
のみ１ヶ月に１医療機関1,000円の自己負担を除いた額が対象。

■母子及び父子家庭等医療費助成：

　健康のために運動をはじめたいと考えている方、運動したいけど
維持することが難しい方に、楽しく運動をしていただくためのお手
伝いとして、無料の運動教室を実施。

■運動啓発促進事業（スポーツやってる？）：

　村内中学３年生を対象とした高校進学のための無料塾を実施
（定員有）

■学習支援教室事業：

　経済的理由により就学に困難をきたす児童生徒の保護者へ学用
品購入や、修学旅行費等の援助を実施

■就学援助費助成：

　村内小中学生を対象に、英語検定・漢字検定の受験料を１年度に
各１回ずつ、全額補助

■各種検定料の補助：

未来のために
私たちにできることを考え行動しよう― ―

　国頭村観光物産セン
ター展示室では、比地の出
身で沖縄戦以前のやんば
るの情景を独自の技法に
よって描いた神山清政の
パネル展を行っています。
昭和４６年より１２年の歳月
を要して描かれたやんばる
の原風景と暮らしは記憶の
遺産となり、見る者に語り
掛けてきます。是非一度ご
覧ください。

0980-41-2530

0980-41-2530

※状況により展示延長することがあります。
令和4年5月13日～9月末まで（予定）

☆飼い犬の死亡又は譲渡の届出について
　飼い犬が亡くなった時や知人に譲渡された際には変更等の届出（「国頭村狂犬病予防法施行規則」第6条）が必要になりますの
で役場・環境保全課へ届出を行ってください。
　このように、届出がない場合は、役場飼い犬台帳に情報が残ったままになってしまいます。電話での対応等も行っております。
　また、猫に関しても同様に飼養登録の変更及び抹消（「国頭村ネコの愛護及び管理に関する条例施行規則」第5条）の届出を受
け付けておりますので、役場・環境保全課までお問い合わせください。 0980-41-2530
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　コンビニでも納付が可能となり、時間や曜日を気にせずに納付が可能となりましたので、ぜひご活用ください。 

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）について

沖縄県介護保険広域連合からのお知らせ 

　令和４年度の介護保険料が決定いたしました。納付書払い又は口座引落（普通徴収）の方は7月中頃に納入通知書をお
送りいたします。年金からの天引き（特別徴収）の方は9月中頃に決定通知書をお送りいたします。 
　介護保険料は原則的には年金からの天引き（特別徴収）ですが、65歳に年齢到達や広域連合構成市町村外から転入な
ど、新規で第1号被保険者となった場合は、特別徴収に切り替わるまでの間、納付書払い又は口座引落（普通徴収）となりま
す。また、前年度途中で特別徴収が停止となった方も、再び特別徴収へ切り替わるまでの間は普通徴収となります。 

令和４年度介護保険料の決定について 

コンビニ収納について

　世界遺産登録された国頭村の自然豊かなやんばるの森のなかを駆け回るイノシシ
君！！時にはいたずらもするが、 知恵もあり、 食欲もあり、 力もあり、 そんな元気な子
どもに育って欲しいとの思いを込め、 突破力のある「ウリボーキッズ」に決めました。

国頭村子どもの居場所づくり事業（2022年度開所）
学ぶ 食べる 遊ぶ を基本に！！！ほっと安心できる居場所 『ウリボーキッズ』

1
日
の
活
動

13：00 各学校へお迎え

おやつ ・ リラックスタイム

勉強タイム

遊びタイム

18：30 お迎え

お迎えは保護者様にて
お願いします。 
子どもの安全を確認。

学ぶ
子どもたちと向き合い、 学習のサ
ポート・勉強の場の提供により学
びへの意欲が引き出され、 習慣を
身につける。

食べる
大人たちがそばにいて、 一緒にご
はんやおやつを食べる事で、 いの
ちの大切さを学ぶ。

遊び
学年の違う仲間や大人たちと一緒
に遊び、さまざまな体験を通した
交流で繋がりを深める。

　国頭村では、令和4年7月19日（火）～令和5年2月28日（火）まで申請を受け付けております。
　※詳細については、国頭村ホームページで公開していますのでご確認ください。

【支給対象者】①②の両方にあてはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く) 

支給手続き
支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。また、申請者の状況により必要書
類が異なりますので、福祉課までお問合せください。 
申請内容を確認し、支給準備が整い次第、指定口座に振り込みます。 

制度 
低所得の子育て
世帯に対する子
育て世帯生活支
援特別給付金（ひ
とり親世帯以外
分）

内容 

①令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童（障害児の場合、20歳未満）を養育する父母等
（※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。）
令和4年度住民税（均等割）が非課税の方
または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

： 小学校1年生から4年生（各学校迎え）
： 辺土名区兼久コミュニティーセンター内
： 平日（土・日・祝・年末年始を除く） 
： 13：00から18：30まで

対象年齢
場 所
開 所 日
時 間

②

【支給額】児童1人当たり一律5万円 

0980-41-2765 国頭村役場 福祉課

0980-41-2765 国頭村役場 福祉課

0980-41-5711国頭村地域包括支援センター
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国頭村　ＳＤＧｓ取組みの一部

環境保全課からのお知らせ

☆ネコの愛護及び管理について
　昨年度も、飼い主不明のネコが50匹以上保護されました。保護されたネコは、飼い主または里親を見つけるため村内施設で
10日間飼育され、引き取り手がなかった場合には、協力して下さる団体へ譲渡させていただき、そこから更に里親を探してもらっ
ています。ただ、これ以上、ネコの譲渡数が増えてしまうと、団体としても限界が来ています。そこで、「国頭村ネコの愛護及び管理
に関する条例」にありますように飼いネコの登録（第４条）飼いネコの避妊手術及び去勢手術（第３条）自ら飼養していないネコに
対しみだりに餌や水を与えてはならない（第8条）室内飼養（第9条）等に努めていただき、飼い主不明ネコを増やさないよう宜し
くお願いします。
☆飼いネコ及び飼いイヌの避妊去勢手術とマイクロチップの施術を昨年度から引き続き無償化を開始
　飼いネコの室内・適正飼養を徹底するため、今年度も避妊去勢・マイクロチップの無料実施、鈴付き首輪の配布も行っておりま
す。安全安心な周りの住環境と、やんばるの森に暮らす希少種（すぐ近くの観光施設や森林公園にも希少種はたくさん暮らしてい
ます！）を守るため、「うちの子は室内で飼う！」という強い意思を持って是非活用いただければと思います。飼いイヌにつきましても
役場・環境保全課へお問い合わせください！

☆国頭村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付について
　村では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置整備事業の補助を実施しています！補助
対象は、既設の単独処理浄化槽及び汲み取り便所が対象となります。今年度も合併処理浄化槽5人槽3基及び7人槽2基の補助
金を確保しています。単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽へ転換する使用者は補助金の交付申請が必要となりますので、役
場・環境保全課へお問い合わせください！

国頭村×ＳＤＧｓ
夢と希望を育む、教育・文化の光るむらづくり

国頭村観光物産センター展示室
「孤高の絵師 神山 清政パネル展」のお知らせ

目標4
（すべての人に健康と福
祉を）あらゆる年齢の全
ての人々の健康的な生活
を確保し、福祉を促進する

（質の高い教育をみんな
に）全ての人に包摂的か
つ公正な質の高い教育を
確保し、生涯学習の機会
を促進する

目標３

　ひとり親家庭の母子・父子・児童を対象に保険適用分の医療費を
助成（入院時食事療養費を含む）。但し、母、父については外来受診
のみ１ヶ月に１医療機関1,000円の自己負担を除いた額が対象。

■母子及び父子家庭等医療費助成：

　健康のために運動をはじめたいと考えている方、運動したいけど
維持することが難しい方に、楽しく運動をしていただくためのお手
伝いとして、無料の運動教室を実施。

■運動啓発促進事業（スポーツやってる？）：

　村内中学３年生を対象とした高校進学のための無料塾を実施
（定員有）

■学習支援教室事業：

　経済的理由により就学に困難をきたす児童生徒の保護者へ学用
品購入や、修学旅行費等の援助を実施

■就学援助費助成：

　村内小中学生を対象に、英語検定・漢字検定の受験料を１年度に
各１回ずつ、全額補助

■各種検定料の補助：

未来のために
私たちにできることを考え行動しよう― ―

　国頭村観光物産セン
ター展示室では、比地の出
身で沖縄戦以前のやんば
るの情景を独自の技法に
よって描いた神山清政の
パネル展を行っています。
昭和４６年より１２年の歳月
を要して描かれたやんばる
の原風景と暮らしは記憶の
遺産となり、見る者に語り
掛けてきます。是非一度ご
覧ください。

0980-41-2530

0980-41-2530

※状況により展示延長することがあります。
令和4年5月13日～9月末まで（予定）

☆飼い犬の死亡又は譲渡の届出について
　飼い犬が亡くなった時や知人に譲渡された際には変更等の届出（「国頭村狂犬病予防法施行規則」第6条）が必要になりますの
で役場・環境保全課へ届出を行ってください。
　このように、届出がない場合は、役場飼い犬台帳に情報が残ったままになってしまいます。電話での対応等も行っております。
　また、猫に関しても同様に飼養登録の変更及び抹消（「国頭村ネコの愛護及び管理に関する条例施行規則」第5条）の届出を受
け付けておりますので、役場・環境保全課までお問い合わせください。 0980-41-2530
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　コンビニでも納付が可能となり、時間や曜日を気にせずに納付が可能となりましたので、ぜひご活用ください。 

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）について

沖縄県介護保険広域連合からのお知らせ 

　令和４年度の介護保険料が決定いたしました。納付書払い又は口座引落（普通徴収）の方は7月中頃に納入通知書をお
送りいたします。年金からの天引き（特別徴収）の方は9月中頃に決定通知書をお送りいたします。 
　介護保険料は原則的には年金からの天引き（特別徴収）ですが、65歳に年齢到達や広域連合構成市町村外から転入な
ど、新規で第1号被保険者となった場合は、特別徴収に切り替わるまでの間、納付書払い又は口座引落（普通徴収）となりま
す。また、前年度途中で特別徴収が停止となった方も、再び特別徴収へ切り替わるまでの間は普通徴収となります。 

令和４年度介護保険料の決定について 

コンビニ収納について

　世界遺産登録された国頭村の自然豊かなやんばるの森のなかを駆け回るイノシシ
君！！時にはいたずらもするが、 知恵もあり、 食欲もあり、 力もあり、 そんな元気な子
どもに育って欲しいとの思いを込め、 突破力のある「ウリボーキッズ」に決めました。

国頭村子どもの居場所づくり事業（2022年度開所）
学ぶ 食べる 遊ぶ を基本に！！！ほっと安心できる居場所 『ウリボーキッズ』

1
日
の
活
動

13：00 各学校へお迎え

おやつ ・ リラックスタイム

勉強タイム

遊びタイム

18：30 お迎え

お迎えは保護者様にて
お願いします。 
子どもの安全を確認。

学ぶ
子どもたちと向き合い、 学習のサ
ポート・勉強の場の提供により学
びへの意欲が引き出され、 習慣を
身につける。

食べる
大人たちがそばにいて、 一緒にご
はんやおやつを食べる事で、 いの
ちの大切さを学ぶ。

遊び
学年の違う仲間や大人たちと一緒
に遊び、さまざまな体験を通した
交流で繋がりを深める。

　国頭村では、令和4年7月19日（火）～令和5年2月28日（火）まで申請を受け付けております。
　※詳細については、国頭村ホームページで公開していますのでご確認ください。

【支給対象者】①②の両方にあてはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く) 

支給手続き
支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。また、申請者の状況により必要書
類が異なりますので、福祉課までお問合せください。 
申請内容を確認し、支給準備が整い次第、指定口座に振り込みます。 

制度 
低所得の子育て
世帯に対する子
育て世帯生活支
援特別給付金（ひ
とり親世帯以外
分）

内容 

①令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童（障害児の場合、20歳未満）を養育する父母等
（※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。）
令和4年度住民税（均等割）が非課税の方
または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

： 小学校1年生から4年生（各学校迎え）
： 辺土名区兼久コミュニティーセンター内
： 平日（土・日・祝・年末年始を除く） 
： 13：00から18：30まで

対象年齢
場 所
開 所 日
時 間

②

【支給額】児童1人当たり一律5万円 

0980-41-2765 国頭村役場 福祉課

0980-41-2765 国頭村役場 福祉課

0980-41-5711国頭村地域包括支援センター
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7

【開庁日程】

平日夜間開庁
17:15～19：00

休日開庁
9:30～13:30

7月14日(木)

7月31日(日)

8月18日(木)

―

9月15日(木)

9月4日(日)

令和４年8月令和４年７月 令和４年9月

【マイナンバーカード代理受取について】
　やむを得ない理由（病気・身体の障がい・長期出張・未就学児）に
より来庁が困難な場合は、代理人がカードを受け取れます！
　また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請者本人が
外出自粛中の場合についても、当面の間はやむを得ない理由とし
て認められています。
　代理人が受け取りに来庁される際は、必ず顔写真付きの本人確
認書類を申請者本人及び代理人の両者分お持ちください。

国頭村役場住民課(0980-41-2142)までお問い合わせいただ
くか、もしくはホームページでご確認ください。

マイナンバーカードの申請・受取のための臨時開庁について
　平日(8:30～11:30、13:00～17:00)は常に受付していますが、下記日程にて、平日夜間開庁及び休日開庁実施します！
　学業やお仕事で平日日中に来庁することが難しい方など、ぜひこの機会をご利用ください！

【必要なもの】
申請の方は①～③の書類。受け取りの方は①～④の書類

④マイナンバーカード交付通知書
　（役場から送付しているハガキ）
※④の書類を紛失、もしくは申請後２ヶ月経過しても届いて
　いない方はそのままご来庁ください。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方は
　法定代理人の方とご来庁ください。（①の書類持参必須）

国頭村役場 総務課 0980-41-2101 マイナポイント担当
マイナポイント第2弾（最大20,000円分）につきましては、総務課までお問い合わせください。マイナポイント第2弾（最大20,000円分）につきましては、総務課までお問い合わせください。

国頭村役場 住民課 0980-41-2142 マイナンバーカード担当

※公民館・事業所・団体・施設様は申込書をFAXもしくは郵送しますのでお電話ください。 
　役場で受付次第、お電話にて日程調整等させていただきます。 
※個人の方は「マイナンバーカードの出張申請の申し込みがしたい」とお電話ください。

※公民館・事業所・団体・施設様は申込書をFAXもしくは郵送しますのでお電話ください。 
　役場で受付次第、お電話にて日程調整等させていただきます。 
※個人の方は「マイナンバーカードの出張申請の申し込みがしたい」とお電話ください。

役場担当職員が訪問してマイナンバーカードの申請を受付します！
村内の事業所、団体、施設、村民の皆様へ  

TELで予約
実施場所や

日時調整を行います。

申請書記入
暗証番号など

約1ヶ月後

【お知らせ】マイナポイントについて ※令和4年9月末までにカードを申請した方が対象です。

本人確認
・免許証
・保険証など

写真撮影 センターへ
申請書発送
インターネットで申請。

マイナンバー
カード完成
郵送もしくは、

訪問して交付します！

【申請のながれ】

【条件】

【必要なもの】

④暗証番号 ※当日までに暗証番号を決めておいてください。 
 （1）数字のみで４桁→例：1234 （2）アルファベットの大文字と数字を組み合わせて6～16桁→例：1234KUNIGAMI
(1) (2)

※訪問する時間帯【平日の９:30～11:30、13:30～16:00までの間】※原則、1週間前までに予約が必要です。
※申請日から1ヶ月以内に転出予定がないこと。※担当職員が暗証番号を設定することに了承いただけること。 
※訪問する時間帯【平日の９:30～11:30、13:30～16:00までの間】※原則、1週間前までに予約が必要です。
※申請日から1ヶ月以内に転出予定がないこと。※担当職員が暗証番号を設定することに了承いただけること。 

実施場所にて

…申請から受取まで役場窓口に行く必要がない！ポイント1 …申請に必要な写真をその場で撮影します！ …申請に必要な写真をその場で撮影します！ ポイント2

もちろん
無料です!!

①マイナンバー通知カード（お持ちの方のみ）※紛失している場合は紛失届を記入していただきます。 
②住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 
③本人確認書類…Ａ（顔写真付き）を１点、もしくはＢを２点 
　Ａ：運転免許証、旅券、障がい者手帳（身体、療育、精神）、在留カードなど
　Ｂ：健康保険証、介護保険証、年金手帳（証書）、接種証明書、医療受給者証など 

※今後の臨時開庁について※休日開庁は奇数月
　(5月,7月,9月,11月,1月,3月)に１回、平日夜間開庁は月に１回実施予定です。

※緊急宣言発令中の場合、平日夜間開庁は中止となります。
　（休日開庁は実施します。）

①運転免許証、障がい者手帳など顔写真付きの
　本人確認書類１点
　（写真付き証明書が無い場合は保険証、医療受給者証などの書類２点）
②個人番号通知カードもしくは個人番号通知書
　（紛失している場合は「紛失届」を記入していただきます）
③住民基本台帳カード、マイナンバーカード
　(お持ちの方のみ）

【お問い合わせ】

写真は
役場で
撮れます

　絵本をひらく楽しい「体験」と「絵本」をセットでプレゼント
する活動です。抱っこのぬくもりの中で絵本を読んでもらう
心地よさや嬉しさを「すべての赤ちゃん」に届けます。

　事前の参加申込が必須になります。当日の急な参加は基本受付
ませんので、希望者は下記連絡先または直接窓口にお申込みをお
願いします。

令和４年度
国頭村ブックスタートのお知らせ

緑の募金運動は、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づき、森林や緑を守り育てる県民参加の森
づくりや緑化運動を推進するために実施されています。
国頭村では、514,000円を目標額に2月1日から4月30日までの期間募金

運動を行いました。村内においては466,205円の募金が集まりました。皆様
からの募金は(社)沖縄県緑化推進委員会へ納入され、一部は村内の小中学校
の緑化活動及び地域の緑化活動に利用されます。
ご協力頂きありがとうございました。

令和４年 緑の募金運動報告

佐手区

辺野喜区

宇嘉区

宜名真区

辺戸区

奥区

楚洲区

安田区

安波区

ご芳名 金額
企業募金

ご芳名 金額
職場募金

ご芳名 金額 ご芳名 金額

家庭募金

国頭村森林組合
㈱北勝建設
㈲のうけん
㈲仲村電気工事社
㈲浦崎建設
㈲昭建設
㈲北環
国光電気工事社
神山自動車整備工場
前田建設

浜区

半地区

鏡地区

奥間区

桃原区

辺土名区

伊地区

与那区

謝敷区

¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥5,000
¥4,500
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥5,000

北斗園互助会

国頭地区行政事務組合

国頭診療所

奥間小学校

安波小学校

辺土名小学校

国頭中学校

国頭村役場

¥20,000

¥7,200

¥10,000

¥6,500

¥3,500

¥7,000

¥9,055

¥70,485

¥16,365

¥9,000

¥18,400

¥23,600

¥20,600

¥78,600

¥12,000

¥11,000

¥6,800

¥3,000

¥7,600

¥3,600

¥4,000

¥6,000

¥3,400

¥4,000

¥10,000

¥10,000

¥84,500計¥133,740計¥247,965計

対 象 者 国頭村在住で、ブックスタート開催日を基準に満1歳未
満の乳児とその保護者

実施場所・子育て支援センターゆっくいな（くにがみこども園隣接
  の建物）

持 ち 物
参 加 費

・母子健康手帳
※国頭村発行でない母子健康手帳をお持ちの方は、保
　険証などの国頭村在住を証明できるものが必要です。

プレゼントするもの
・ブックスタートパック（絵本１冊、パンフレット等）
・無料

開催期日・令和４年６月より、隔月第３水曜日開催予定！
 8月17日(水)・10月19日(水)・12月21日(水)・2月15日(水)

0980-41-2255国頭村教育委員会 ブックスタート担当

家庭募金

職場募金

企業募金

合 計

¥247,965
¥133,740
¥84,500
¥466,205

ブックスタートとは・・・

～ブックスタートのお申込みについて～

※子育て支援センター「ゆっく
　いな」でもお申込みが出来
　ます！！

緑の
募金

　雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用
保険の給付制度です。厚生労働大臣の指定する教育訓練を
受講し、教育訓練経費の一定の割合に相当する額（最大
20％）（上限10万円）がハローワーク（公共職業安定所）から
支給されます。

教育訓練給付金制度に基づく講座について

①大型免許②中型免許③準中型免許
④大型特殊免許⑤けん引免許⑥大型二種免許⑦普通二種免許
免許取得コース

名護自動車学校
0980-52-2973

各コース １０人まで定員
希望免許、所持免許により異なります。受講料・時限数

雇用保険加入期間、支払い方法、所持免許の条件
等で該当しない講座もあります。

※注意

　12月10日 (土) 開催する第8回国頭トレイルランニング
大会参加者募集を開始しました。

0980-43-5531国頭トレイルランニング大会実行委員会

第8回 国頭トレイルランニング大会参加者募集開始!

申込方法 ①大会専用申込パンフレットの
　専用郵便振替用紙
②大会公式HP・フェイスブック
③沖縄県内スーパースポーツゼビオ3店舗

申込期限 9月30日まで

多くの申し込みをお待ちしております。

参加申し込みを受け付けております。
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【開庁日程】

平日夜間開庁
17:15～19：00

休日開庁
9:30～13:30

7月14日(木)

7月31日(日)

8月18日(木)

―

9月15日(木)

9月4日(日)

令和４年8月令和４年７月 令和４年9月

【マイナンバーカード代理受取について】
　やむを得ない理由（病気・身体の障がい・長期出張・未就学児）に
より来庁が困難な場合は、代理人がカードを受け取れます！
　また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請者本人が
外出自粛中の場合についても、当面の間はやむを得ない理由とし
て認められています。
　代理人が受け取りに来庁される際は、必ず顔写真付きの本人確
認書類を申請者本人及び代理人の両者分お持ちください。

国頭村役場住民課(0980-41-2142)までお問い合わせいただ
くか、もしくはホームページでご確認ください。

マイナンバーカードの申請・受取のための臨時開庁について
　平日(8:30～11:30、13:00～17:00)は常に受付していますが、下記日程にて、平日夜間開庁及び休日開庁実施します！
　学業やお仕事で平日日中に来庁することが難しい方など、ぜひこの機会をご利用ください！

【必要なもの】
申請の方は①～③の書類。受け取りの方は①～④の書類

④マイナンバーカード交付通知書
　（役場から送付しているハガキ）
※④の書類を紛失、もしくは申請後２ヶ月経過しても届いて
　いない方はそのままご来庁ください。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方は
　法定代理人の方とご来庁ください。（①の書類持参必須）

国頭村役場 総務課 0980-41-2101 マイナポイント担当
マイナポイント第2弾（最大20,000円分）につきましては、総務課までお問い合わせください。マイナポイント第2弾（最大20,000円分）につきましては、総務課までお問い合わせください。

国頭村役場 住民課 0980-41-2142 マイナンバーカード担当

※公民館・事業所・団体・施設様は申込書をFAXもしくは郵送しますのでお電話ください。 
　役場で受付次第、お電話にて日程調整等させていただきます。 
※個人の方は「マイナンバーカードの出張申請の申し込みがしたい」とお電話ください。

※公民館・事業所・団体・施設様は申込書をFAXもしくは郵送しますのでお電話ください。 
　役場で受付次第、お電話にて日程調整等させていただきます。 
※個人の方は「マイナンバーカードの出張申請の申し込みがしたい」とお電話ください。

役場担当職員が訪問してマイナンバーカードの申請を受付します！
村内の事業所、団体、施設、村民の皆様へ  

TELで予約
実施場所や

日時調整を行います。

申請書記入
暗証番号など

約1ヶ月後

【お知らせ】マイナポイントについて ※令和4年9月末までにカードを申請した方が対象です。

本人確認
・免許証
・保険証など

写真撮影 センターへ
申請書発送
インターネットで申請。

マイナンバー
カード完成
郵送もしくは、

訪問して交付します！

【申請のながれ】

【条件】

【必要なもの】

④暗証番号 ※当日までに暗証番号を決めておいてください。 
 （1）数字のみで４桁→例：1234 （2）アルファベットの大文字と数字を組み合わせて6～16桁→例：1234KUNIGAMI
(1) (2)

※訪問する時間帯【平日の９:30～11:30、13:30～16:00までの間】※原則、1週間前までに予約が必要です。
※申請日から1ヶ月以内に転出予定がないこと。※担当職員が暗証番号を設定することに了承いただけること。 
※訪問する時間帯【平日の９:30～11:30、13:30～16:00までの間】※原則、1週間前までに予約が必要です。
※申請日から1ヶ月以内に転出予定がないこと。※担当職員が暗証番号を設定することに了承いただけること。 

実施場所にて

…申請から受取まで役場窓口に行く必要がない！ポイント1 …申請に必要な写真をその場で撮影します！ …申請に必要な写真をその場で撮影します！ ポイント2

もちろん
無料です!!

①マイナンバー通知カード（お持ちの方のみ）※紛失している場合は紛失届を記入していただきます。 
②住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 
③本人確認書類…Ａ（顔写真付き）を１点、もしくはＢを２点 
　Ａ：運転免許証、旅券、障がい者手帳（身体、療育、精神）、在留カードなど
　Ｂ：健康保険証、介護保険証、年金手帳（証書）、接種証明書、医療受給者証など 

※今後の臨時開庁について※休日開庁は奇数月
　(5月,7月,9月,11月,1月,3月)に１回、平日夜間開庁は月に１回実施予定です。

※緊急宣言発令中の場合、平日夜間開庁は中止となります。
　（休日開庁は実施します。）

①運転免許証、障がい者手帳など顔写真付きの
　本人確認書類１点
　（写真付き証明書が無い場合は保険証、医療受給者証などの書類２点）
②個人番号通知カードもしくは個人番号通知書
　（紛失している場合は「紛失届」を記入していただきます）
③住民基本台帳カード、マイナンバーカード
　(お持ちの方のみ）

【お問い合わせ】

写真は
役場で
撮れます

　絵本をひらく楽しい「体験」と「絵本」をセットでプレゼント
する活動です。抱っこのぬくもりの中で絵本を読んでもらう
心地よさや嬉しさを「すべての赤ちゃん」に届けます。

　事前の参加申込が必須になります。当日の急な参加は基本受付
ませんので、希望者は下記連絡先または直接窓口にお申込みをお
願いします。

令和４年度
国頭村ブックスタートのお知らせ

緑の募金運動は、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づき、森林や緑を守り育てる県民参加の森
づくりや緑化運動を推進するために実施されています。
国頭村では、514,000円を目標額に2月1日から4月30日までの期間募金
運動を行いました。村内においては466,205円の募金が集まりました。皆様
からの募金は(社)沖縄県緑化推進委員会へ納入され、一部は村内の小中学校
の緑化活動及び地域の緑化活動に利用されます。
ご協力頂きありがとうございました。

令和４年 緑の募金運動報告

佐手区

辺野喜区

宇嘉区

宜名真区

辺戸区

奥区

楚洲区

安田区

安波区

ご芳名 金額
企業募金

ご芳名 金額
職場募金

ご芳名 金額 ご芳名 金額

家庭募金

国頭村森林組合
㈱北勝建設
㈲のうけん
㈲仲村電気工事社
㈲浦崎建設
㈲昭建設
㈲北環
国光電気工事社
神山自動車整備工場
前田建設

浜区

半地区

鏡地区

奥間区

桃原区

辺土名区

伊地区

与那区

謝敷区

¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥5,000
¥4,500
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥5,000

北斗園互助会

国頭地区行政事務組合

国頭診療所

奥間小学校

安波小学校

辺土名小学校

国頭中学校

国頭村役場

¥20,000

¥7,200

¥10,000

¥6,500

¥3,500

¥7,000

¥9,055

¥70,485

¥16,365

¥9,000

¥18,400

¥23,600

¥20,600

¥78,600

¥12,000

¥11,000

¥6,800

¥3,000

¥7,600

¥3,600

¥4,000

¥6,000

¥3,400

¥4,000

¥10,000

¥10,000

¥84,500計¥133,740計¥247,965計

対 象 者 国頭村在住で、ブックスタート開催日を基準に満1歳未
満の乳児とその保護者

実施場所・子育て支援センターゆっくいな（くにがみこども園隣接
  の建物）

持 ち 物
参 加 費

・母子健康手帳
※国頭村発行でない母子健康手帳をお持ちの方は、保
　険証などの国頭村在住を証明できるものが必要です。

プレゼントするもの
・ブックスタートパック（絵本１冊、パンフレット等）
・無料

開催期日・令和４年６月より、隔月第３水曜日開催予定！
 8月17日(水)・10月19日(水)・12月21日(水)・2月15日(水)

0980-41-2255国頭村教育委員会 ブックスタート担当

家庭募金

職場募金

企業募金

合 計

¥247,965
¥133,740
¥84,500
¥466,205

ブックスタートとは・・・

～ブックスタートのお申込みについて～

※子育て支援センター「ゆっく
　いな」でもお申込みが出来
　ます！！

緑の
募金

　雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用
保険の給付制度です。厚生労働大臣の指定する教育訓練を
受講し、教育訓練経費の一定の割合に相当する額（最大
20％）（上限10万円）がハローワーク（公共職業安定所）から
支給されます。

教育訓練給付金制度に基づく講座について

①大型免許②中型免許③準中型免許
④大型特殊免許⑤けん引免許⑥大型二種免許⑦普通二種免許
免許取得コース

名護自動車学校
0980-52-2973

各コース １０人まで定員
希望免許、所持免許により異なります。受講料・時限数

雇用保険加入期間、支払い方法、所持免許の条件
等で該当しない講座もあります。

※注意

　12月10日 (土) 開催する第8回国頭トレイルランニング
大会参加者募集を開始しました。

0980-43-5531国頭トレイルランニング大会実行委員会

第8回 国頭トレイルランニング大会参加者募集開始!

申込方法 ①大会専用申込パンフレットの
　専用郵便振替用紙
②大会公式HP・フェイスブック
③沖縄県内スーパースポーツゼビオ3店舗

申込期限 9月30日まで

多くの申し込みをお待ちしております。

参加申し込みを受け付けております。
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　国頭村では、年4回乳幼児健康診査を実施しています。
　乳児前期健診（生後3か月～9か月未満）、乳児後期健診（生後9か月～12か月未満）、1歳6か月児健診（1歳6か月～2歳
未満）、3歳児健診（3歳6か月～4歳未満）があり、対象の方には役場より案内通知が届きます。母子保健推進員から保護者
の方に受診勧奨の連絡も入れています。
　健診会場では、換気や消毒など、感染対策を取っていますので、お子さまの健康状態の確認のために、予定通り受診する
ようお願いします。やむを得ず欠席する場合は欠席理由について、保健センターや母子保健推進員に連絡を入れていただく
ようお願いします。
　乳幼児健診が未受診の方には、未受診者対策として、保健師より連絡を入れることがありますので、ご協力よろしくお願
いします。

保健センター 0980-41-5767

国頭村各種団体年間行事予定表令和4年

日 行事名曜
2
3
4
5
6
7
10

11
12
13
14

20

24
25
28

火
水
木
金
土
日
水

木
金
土
日

土

水
木
日

安田シヌグ（小）
安田シヌグ（小）
国頭村畜産共進会
親子写生大会
住民健診（休日健診①）
住民健診（休日健診②）
旧盆（ウンケー）　宇嘉区エイサー夏祭り
小中学校閉庁日～12日まで
山の日　旧盆（ナカヌヒー）
旧盆（ウークイ）
第59回国頭郡軟式野球大会～14日まで（予備日8/20～21）
第59回国頭郡ソフトテニス大会（国頭村）（予備日8/28）
第59回国頭郡バレーボール大会（予備日8/21）
第59回国頭郡バスケットボール大会～21日まで
（予備日8/27～28）
小中学校2学期始業式
乳幼児健康診査②
国頭村職域対抗軟式野球大会～9/2まで
（予備日9/3・4）
第31回国頭郡ボウリング大会（予備日9/4）
村県民税（普通徴収）納付月（第２期）その他

8月
日 行事名曜
1
3
10
11
16

18
19
22
23
26
29

木
土
土
日
金

日
月
木
金
月
木

くにがみこども園2学期始業式（3~5歳児）
第13回フリーペアPG大会（安田）
奥間大綱引き
奥小・安波小運動会　国頭村議会議員選挙　沖縄県知事選挙
国頭村敬老会（国頭中学校体育館）
第19回国頭郡ゴルフ大会（予備日9/23）
第70回国頭村陸上競技大会
敬老の日
北斗園風車・米寿合同祝い
秋分の日
国頭村童話・お話大会
小学校交流学習（辺土名小）

9月

乳幼児健康診査のご案内
保健師だより

■今後の乳幼児健康診査の予定：5月26日（木）（実施済）、8月25日（木）、11月17日（木）、令和5年2月9日（木）

保健センター 0980-41-5767

特定健診・特定保健指導実施状況報告
● 今年度も６月より集団健診がはじまり、8月には追加健診も予定しています。６月の集団健診未受診者に対 
　 し、未受診者対策として健診案内通知や訪問を行います。皆様一人一人の健診受診が、国頭村の特定健診
　 受診率向上につながります。今年度も特定健診受診へのご協力お願いします。
● 国民健康保険の方で、住民健診以外で特定健診を受けた方（職場健診・人間ドック等）は、健診データを保健センターまで提供して
　 ください。あなたのデータが国頭村の受診率向上につながります。

● 現在糖尿病重症化予防として、健診結果、レセプトデータをもと
　 に対象となった方へ電話や訪問にて治療内容の確認・保健指導
　 を行っています。対象となられた方はご協力お願いします。 

● 今年度各種がん検診を受診された方で、検査結果が「要精密検
　 査」であった方へ対し、電話や訪問にて精密検査受診の状況につ
　 いて確認を行っています。対象となられた方はご協力お願いし
　 ます。がんは早期治療が重要です。精密検査となった方は早め
　 の医療機関受診よろしくお願いします。

年度

国頭村目標値

R3年度※

R2年度

R1年度

対象者数

1,119人

1,069人

1,068人

受診者数

554人

465人

619人

受診率

49.5％

43.5％

58.0％

60.0％

保健指導率

100％

97.9％

90.0％

国頭村では
特定健診受診率60％、
保健指導率90％を
目指しています。

※速報値…現在集計中の値になります。

※新型コロナウイルス感染状況により、行事・イベント等が実施されな
　い場合もあります。詳しいことにつきましては国頭村役場へお問い
　合わせください。
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