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高額寄付者のご紹介をいたします。
この度は、国頭村に多額の寄付を賜りまして誠に
ありがとうございます。頂きました寄付は、広く国頭
村の村づくりに活用いたします。

西河様は、平成23年度より国頭村へ寄付を行っ
ており、今回で10回目の寄付となります。

自治功労者表彰

国頭村識見監査員の玉城孝氏が、沖縄県町村監
査委員協議会から自治功労者として表彰されまし
た。 多年(5年以上在職)にわたり監査委員として、地
方自治振興に寄与された功績が認められての表彰
です。
例年は同協議会の定期総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
での表彰となりました。

ふるさと納税
高額寄付者様紹介

第14回沖縄県大衆音楽祭
シニア部門大賞受賞

桃原区在住の神山辰也さん（写真中央）が、7月3
日（日）に行われた第14回沖縄県大衆音楽祭に出場
し、「イヨマンテの夜」を歌いシニア部門の大賞を受
賞しました。誠におめでとうございます。国頭村民の
大賞受賞は初となります。当大会は全国大会の県予
選にもなっていて、神山さんは10月23日(日)に岡
山県で開催される全国大会、第38回日本大衆音楽
祭のシニア部門に沖縄県代表として出場します。

沖縄明治乳業による
世界自然遺産登録記念

ヤンバルクイナアイス発売発表

令和4年6月17日(金)に沖縄明治乳業よりやんば
るの世界自然遺産登録記念ロゴをあしらった「ヤン
バルクイナアイス」を21日に発売すると報告があ
り、売り上げの一部は、やんばるの環境保全活動に
充てられます。同社の仲田和男常務より「パッケージ
も味もほとんど変わらない復刻版だ。少しでも保全
活動に貢献できればうれしい」という挨拶を頂きま
した。挨拶を受けて知花村長は「売り上げから頂く寄
付金はヤンバルクイナ保護施設の維持管理やロー
ドキル対策などに活用したい。この商品が広く県民
に届くことで更にヤンバルクイナへの親しみが沸
き、保全活動の機運も高まる」と感謝を述べました。

西河　洋一　様

寄付金額２，０００，０００円
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河川海岸愛護運動及び
空き缶散乱防止クリーン作業を

行いました！

令和４年７月１５日（金）に役場職員による河川・海
岸に対する愛護思想の普及及び空き缶散乱防止ク
リーン対策の啓発を図る為の一環として海浜清掃を
行いました。

クイナ商品券販売開始セレモニー

与那の道の移り変わりを
示す説明板の設置

令和４年７月１日（金）に、クイナ商品券の販売開始
セレモニーがありました。
ご好評につき、完売いたしました。ありがとうござい

ました。
ご購入されてまだ商品券を利用していない方は、
令和４年12月31日（土）までに、村内加盟店にてご
利用ください。

※第2弾としてプレミアム商品券の発行を予定してい
　ます。

国頭村与那の道の移り変わりを示す説明板が新
与那トンネル北側の簡易パーキング内に設置されま
した。
明治大正時代の徒歩道、昭和時代からの車道等、

その時々の歴史や文化を映したものとなっています。
　道づくりに使用した機材も鍬やツルハシから発破、
巨大建設機械へと変化したその移り変わりを通し
て、道が地域とともに歩んできた歴史を感じることが
できます。（設置者：北部国道事務所）

村内において、カラスなどによるごみの散乱被害及
び収集日以外のごみがありますので、ごみの出し方、
ごみの分別について、きちんと守って出しましょう。
ごみの収集日の朝8時30分までに出しましょう。ご
みは、それぞれ分別して決められた日に出しましょう。

【お問い合わせ】
国頭村役場環境保全課（0980-41-2530）までお問
い合わせいただくか、もしくは村ホームページでご確
認ください。 【知りたいテーマで探す住民福祉の中に
「ごみの正しい分け方・出し方」のポスターが添付され
ています。 】

令和４年７月1日（金）
～令和4年12月31日（土）（6ヵ月間）

実 施 期 間：

換金申込期間 令和４年７月４日（月）
～令和５年１月31日（火）（７ヵ月間）

：

ごみの正しい分け方・出し方について

国頭村商工会 0980-41-5116
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国頭村　ＳＤＧｓ取組みの一部

令和４年度 コミュニティ助成事業

だれもが安全な水とトイレを利用できる
ようにし、自分たちでずっと管理していけ
るようにしよう。

目標6 （安全な水とトイレを世界中に）

　人権に関する困りごと、心配事について無料で人権相談所を
開設（年３回開催）。

■人権相談：

　男性職員の育児参加を促進するため妻が出産する場合及び
育児参加のための特別休暇を取得しやすい職場づくりを図る。

■男性職員の育児に係る休暇等の取得促進：

　単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に際し、設置
者へ助成を実施。

■合併浄化槽設置整備：

　毎年度、水質検査計画を策定。本村の水が水質基準に適合し、
安全であることを保障するために、毎月水質検査を行い、その結
果を公表。

■国頭村簡易水道事業：

　女性職員の意識改革を図り、女性職域拡大による職務機会
の付与、キャリア形成支援のための積極的な研修派遣等を実施。

■女性職員の活躍の推進：

未来のために私たちにできることを考え行動しよう― ―

　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実施しているコミュニティ助成事業によ
り、地域の活性化を図るため宝くじの助成金で整備しました。さらなる地域のコミュニティ活動の充実や強化に繋
がります。

令和４年度 国頭村ブックスタートのお知らせ

国頭村×ＳＤＧｓ 水とエネルギーに感謝し、資源を大切にするむらづくり

※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！！

男女平等を実現し、すべての女性と女の
子の能力を伸ばし可能性を広げよう。

目標5（ジェンダー平等を実現しよう）

　テント・イス・テーブル・芝刈り機など区の運営やイベン
ト等に必要な備品の整備を行いました。

　音響備品を中心にグランドゴルフセットなど、区の運営
やコミュニティに必要な備品の整備を行いました。

桃原区 奥間区

　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。対象者の参加申込を
お待ちしております！！絵本の受取のみを希望される方もぜひご連
絡お願いします。
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）

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）

参 加 費 ・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！
 10月19日(水)・12月21日(水)・2月15日(水)

ブックスタートとは・・・

持 ち 物 ・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。

　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。

～ブックスタートのお申込みについて～

0980-41-2255国頭村教育委員会 ブックスタート担当
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令和4年度 国頭村畜産共進会（肉用牛）
国頭村畜産共進会が8月4日（木）に開催されました。今年度も昨年同様に新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、

会場は設けず、出品農家の各牛舎を巡回して行われました。
5農家で14頭の出品があり、若雌一類・二類、高等登録群（母牛、娘牛）の3部門において審査が行われ、優秀牛が選出

されました。
また、本会は北部地区畜産共進会への選出も兼ねており、各部門で優等及び一等を受賞した4頭と2群を北部地区畜
産共進会の参加牛として推薦を予定しています。

【開庁日程】

平日夜間開庁
17:15～19：00

休日開庁
9:30～13:30

9月15日(木)

9月4日(日)

10月20日(木)

10月29日(土)

11月10日(木)

11月27日(日)

【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）

※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

令和４年10月令和４年9月 令和４年11月

より能力の高い家畜の生産により、畜産経営の
安定化と消費者の食の安全・安心を推進するた
め、参加した家畜の改良成果を検証する大会です。

畜産共進会とは

若雌一類

優等賞

一等賞

二等賞

優等賞

一等賞

二等賞

優等賞

一等賞

二等賞

くにみ

ひら3の5

はっぴぃ

まえゆき２の９

みのり

さくらこまち

はるき・はるさくら

ゆりやま・みくゆり

たぁだぁ・あきこ

三愛牧場

ひらよし牧場

宮城 満

三愛牧場

三愛牧場

宮城 満

宮城 満

栄進牧場

三愛牧場

若雌二類

高等登録群

母牛・娘牛

部門 名号 出品者

結果一覧表

若雌一類

若雌二類 高等登録群 母牛・娘牛
くにみ

まえゆき2の9 はるき はるさくら

成績
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■女性職員の活躍の推進：
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令和4年度 国頭村畜産共進会（肉用牛）
国頭村畜産共進会が8月4日（木）に開催されました。今年度も昨年同様に新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、

会場は設けず、出品農家の各牛舎を巡回して行われました。
5農家で14頭の出品があり、若雌一類・二類、高等登録群（母牛、娘牛）の3部門において審査が行われ、優秀牛が選出

されました。
また、本会は北部地区畜産共進会への選出も兼ねており、各部門で優等及び一等を受賞した4頭と2群を北部地区畜
産共進会の参加牛として推薦を予定しています。
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10月20日(木)

10月29日(土)

11月10日(木)
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①運転免許証、障がい者手帳など顔写真付きの本人確認
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　（紛失している場合は「紛失届」を記入していただきます）
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【お問い合わせ】

写真は
役場で
撮れます

令和４年10月令和４年9月 令和４年11月

より能力の高い家畜の生産により、畜産経営の
安定化と消費者の食の安全・安心を推進するた
め、参加した家畜の改良成果を検証する大会です。

畜産共進会とは

若雌一類

優等賞

一等賞

二等賞

優等賞

一等賞

二等賞

優等賞

一等賞

二等賞

くにみ

ひら3の5

はっぴぃ

まえゆき２の９

みのり

さくらこまち

はるき・はるさくら

ゆりやま・みくゆり

たぁだぁ・あきこ

三愛牧場

ひらよし牧場

宮城 満

三愛牧場

三愛牧場

宮城 満

宮城 満

栄進牧場

三愛牧場

若雌二類

高等登録群

母牛・娘牛

部門 名号 出品者

結果一覧表

若雌一類

若雌二類 高等登録群 母牛・娘牛
くにみ

まえゆき2の9 はるき はるさくら

成績
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　自動車の使用者は、自動車の不具合による交通事故や公害の防止を図る観点から、自動車の適切な保守管理
及び点検・整備（日常点検・定期点検等）を実施することが義務となっています。
　内閣府沖縄総合事務局では、自動車の使用者に自動車の点検・整備を確実に実施して頂くため、本年は9月と
10月の2ヶ月間を自動車点検整備推進強化月間と定め、関係
機関及び関係団体の協力のもと「自動車点検整備推進運動」を
実施します。
　「人と車と環境の調和がとれた車社会」を形成するためには、
自動車の使用者一人一人が自己の責任において、日頃から自
動車の保守管理を確実に実施することが大切です。
　自動車使用者の皆様のご理解とご協力をお願い致します。

試験区分 受験資格（※詳細は受験案内をご確認ください）採用
予定数

消防吏員 若干名

・高等学校を卒業した者（令和5年3月末までに卒業見込み
の者を含む）、又はこれと同等以上の学力があると認められ
た者で平成10年4月2日以降に生まれた者、又は救急救命
士免許の資格を有する者で平成5年4月2日以降に生まれ
た者。
・国頭村、大宜味村、東村に令和4年7月8日以前から住所を有
する者、又は本籍を有する者。
・普通自動車運転免許以上の取得者（高校新卒者特例あり）
で、採用後、大型自動車第1種免許を自費で取得できる者。
・令和5年4月以降、管内に居住できる者。

試験区分 受験資格（※詳細は受験案内をご確認ください）採用
予定数

一般行政職
（単純労務）

若干名

・高等学校を卒業した者（令和5年3月末までに卒業見込み
の者含む）、又はこれと同等以上の学力があると認められ
た者。
・平成5年4月2日以降に生まれた者。
・国頭村・大宜味村・東村に令和4年7月8日以前から住所を
有する者、又は本籍を有する者。
・普通自動車運転免許以上の取得者（高校新卒者特例あり）
で、採用後、中型自動車第1種免許以上を自費で取得でき
る者。
・令和5年4月以降、管内に居住できる者。

自動車の点検・整備の確実な実施について

令和５年度
国頭地区行政事務組合 職員採用候補者試験のご案内

内閣府沖縄総合事務局運輸部車両安全課 098-866-1837 098-860-2369 担当:玉寄、安里

国頭地区行政事務組合 総務課 0980-41-5700 https://kunigami.xsrv.jp/

受付期間

試験日時 令和4年10月８日（土）  9：30～
令和4年9月9日（金）～令和4年9月26日（月）

　交通事故など第三者の行為によるケガや病気でも国民健康保険で診療を受けることができます。第三者の行
為によるケガや病気にあった場合は、必ず国頭村役場福祉課へ連絡し「第三者行為による傷病届」を提出してくだ
さい。
　被害者が健康保険で治療を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を国民健康保険が負担したことに
なりますので、後日、国頭村役場福祉課は、その治療費を加害者または、自動車保険会社などに請求します。この請
求に必要な書類が「第三者行為による傷病届出」です。
　加害者から治療費を受け取ったり示談をすませたりすると給付ができなくなる場合がありますので、ご注意くだ
さい！
　示談の前に必ず国頭村役場福祉課まで、ご連絡ください。
１．交通事故
２．他人のペットなどによるケガ
３．不当な暴力や傷害行為によるケガ
４．他者の建物での設備欠陥などによる事故

第三者行為による病気やケガにあってしまったら、まずご連絡を！

0980-41-2765国頭村役場 福祉課 国保係

0980-52-2729那覇地方法務局名護支局

住まいの総合相談窓口

　土地や住宅を購入する際の注意点や、 住宅の新築、およびリフォームに関すること、賃貸住宅における契約関連
トラブルなど、住まいに関する一般的な相談・情報提供も無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。

098-917-2433 (相談時間:平日と第3土日の9:00~17:00 ※12:00~13:00は除く)
住まいの総合相談窓口 (沖縄県住宅供給公社内)

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

　令和6年4月1日から、 相続登記の申請が義務化されます。
　所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引を
進められないといった問題が起きています。
　そこで、所有者不明土地問題を解決するため、 相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など、 様々な制度
がスタートします。
　詳しくは法務局ホームページを御覧いただくか、 お近くの法務局にお問い合わせください。

法務局のホームページ

市区町村が第三者と連絡を取り、医療費の
請求など交渉を行います。
　提出していただいた書類を基に、市区町村が加
害者や損害保険会社などの第三者と連絡を取り、
医療費の請求などの交渉を行います。

❶保険証を使って受診

❹治療費の請求

❺支払い

❸費用の立て替え

❷
届
け
出

届け出がなければ
加害者に請求が
できなくなります！

ココが大事！

加害者

被害者 医療機関

国頭村
（国民健康保険）

法務局 相続登記義務化 

第三者行為による傷病届 事故発生状況報告書

交通事故の場合は、事故証明書

マイナンバーカード（個人番号カード）または
マイナンバーのわかる書類と本人確認書類

同意書 保険証 印かん

届け出に必要なもの
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進められないといった問題が起きています。
　そこで、所有者不明土地問題を解決するため、 相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など、 様々な制度
がスタートします。
　詳しくは法務局ホームページを御覧いただくか、 お近くの法務局にお問い合わせください。

法務局のホームページ

市区町村が第三者と連絡を取り、医療費の
請求など交渉を行います。
　提出していただいた書類を基に、市区町村が加
害者や損害保険会社などの第三者と連絡を取り、
医療費の請求などの交渉を行います。

❶保険証を使って受診

❹治療費の請求

❺支払い

❸費用の立て替え

❷
届
け
出

届け出がなければ
加害者に請求が
できなくなります！

ココが大事！

加害者

被害者 医療機関

国頭村
（国民健康保険）

法務局 相続登記義務化 

第三者行為による傷病届 事故発生状況報告書

交通事故の場合は、事故証明書

マイナンバーカード（個人番号カード）または
マイナンバーのわかる書類と本人確認書類

同意書 保険証 印かん

届け出に必要なもの
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国頭村保健センター 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
8
10
13
16
23
26
29
30

日
土
月
木
日
日
水
土
日

1 土 3 木

12 土

くにがみこども園運動会
赤い羽根共同募金運動（3/31まで） 
第12回国頭村ソフトボール大会
くにがみこども園運動会（予備日）
スポーツの日
離乳食教室②
第59回国頭郡陸上競技大会（国頭村）（予備日10/23）
第20回国頭村職域対抗ボウリング大会
こども議会（予備日10/27）
金剛山祭（旧10月5日）
辺土名小・奥間小運動会
村県民税（普通徴収）納付月（第3期）その他

10月
日 行事名曜

5
9

13
17
20
23
26

土
水

日
木
日
水
土

文化の日
第44回国頭村老人婦人合同スポーツ大会
第31回国頭村児童オリンピック大会
第63回国頭村戦没者秋季慰霊祭
国頭村文化福祉まつり
国頭村文化協会舞台発表会
ツール・ドおきなわ2022
乳幼児健康診査③
第18回ヤンバルクイナカップ沖縄県小学生駅伝競走大会
勤労感謝の日
第10回職場対抗PG大会（鏡地）
県税市町村税徴収強化月間（１１月～１２月）

11月

医療費適正化に努めましょう。
保健師だより

国頭村保健センター 0980-41-5767

特定健診・特定保健指導実施状況報告
● 8月の追加健診にて集団健診は終了いたしました。各医療機関での個別健診は３月末までとなっています。
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。 

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。

年度

国頭村目標値

R4年度※

R3年度※

R2年度

対象者数

1,143人

1,119人

1,069人

受診者数

5人

595人

465人

受診率

0.4％

53.1％

43.5％

60.0％

保健指導率

100％

90.0％

※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。

その他

● 医療費を抑えるためにできること
国頭村では年間に１人あたり390,220円の医療費がかかっています。

・年に１度は健診を受診しましょう。
健診を受診し、自身の健康状態を把握しましょう。
・健診結果に異常が見られた場合は早めに病院を受診しましょう。
早期に病院を受診することは、病気の重症化を予防できます。病気が悪化する前に早めに病院を受診するようにしましょう。
・お薬手帳は１冊にまとめましょう。
お薬手帳には受診している病院の情報が記載されています。お医者さんや薬剤師さんがあなたの健康状態を把握できる
ように、手帳は１冊にまとめましょう。
・お薬を飲みすぎていませんか？
健康状態によっては、受診する医療機関が複数になることがあり、たくさんのお薬が処方されることもあります。中には組
み合わせがわるいことで影響があることも。副作用が出た場合等は、かかりつけ医に相談しましょう。
ポリファーマシーとは…多くの薬を服用しているために、副作用を起こしたり、きちんと薬が飲めなくなったりしている状
態をいいます。
・市販薬（OTC医薬品）もうまくつかいましょう。
症状の軽い風邪等の場合は、市販薬もうまく使いましょう。
※ただし、市販薬でも改善しない場合等は医療機関を受診し、医師の診察を受けてください。

 




