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国頭村の公式ロゴマークです。

第32回国頭村老人グラウンドゴルフ大会
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令和4年度 第46回 北部地区畜産共進会
宮城満氏
はるき号
（母牛）
、
はるさくら号
（娘牛）
高等登録群 ３位入賞
9月22日(木)に北部地区畜産共進会が開催され、国頭村大会で優秀な成績を納めた、桃原区のひらよし牧場より若
雌１類の部“ひら３の５号”、楚洲区の三愛牧場より若雌１類の部“くにみ号”、若雌２類の部“まえゆき２の９号”、辺野喜区
の宮城満氏牧場より高等登録群“はるき号” “はるさくら号”の計４頭が出品されました。
そのうち、高等登録群の部に出品された“はるき号” “はるさくら号”が北部各市町村の代表牛の中で見事３位入賞
を果たしました。
〜畜産共進会とは〜

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。
〜高等登録群とは〜

今年度から新たに追加された部門です。

母−娘にわたる改良の成果の確認と、優良雌牛系統の地域への保留推進と拡大を狙いとした出品部門です。高

等登録の母牛と娘牛の直系２代にわたる２頭を１群として出品されます。

はるき号
（母牛）

はるさくら号
（娘牛）

くにがみこども園うんどう会
令和４年度くにがみこども園運動会は、今年も分散型での開催となりました！3歳児、4歳児、5歳児クラスは
10月1日（土）
にくにがみ屋内運動場で開催し、
「みんなで元気にやんばるたいそう」からスタートしました。
5歳児のエイサー、4歳児のバルーン、3歳児の運動遊び等、各年齢に応じた演技を披露しました。
4歳児、5歳児全員によるバトンリレーは、みんなでバトンをつなぎ白熱した勝負となり、最後まで目
が離せない戦いで会場は大盛り上がりでした。
１０月１３日（ 木 ）に０歳
児、
１歳 児 、
２歳 児は、こど
も園よちよち広場で運動
会 ごっこを 行 い 可 愛らし
い演技を披露しました。

エイサー
（ 5歳 児 ）

バルーン
（ 4歳 児 ）

（ 3歳
かけっこ

運 動 会ごっ
（ 0歳 児から2歳こ
児）

組体操
）
（5歳児

児）

リレー
4・5歳 児 バトン
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国頭村議会議員選挙 当選証書付与式
令和4年9月11日（日）
に投開票された国頭村議会議
員選挙の当選証書付与式が9月13日（火）国頭村民ふ
れあいセンターにおいて行われ、国頭村選挙管理委員
会 金城光正 委員長から10人（島袋晴美、大田孝佳、渡
口直樹、山城弘一、山川安雄、宮城誠、與儀一人、金城利
光、山城正和、知花正寛）の当選人に対し当選証書が手
渡されました。議員の任期は令和4年9月28日から令和
8年9月27日となります。

監査委員

教育委員の辞令交付式

令和4年10月1日付けで山川安雄氏を国頭村

令和４年10月4日に、教育委員に任命された山城美

監査委員に任命いたしました。

保子さんに辞令交付を行いました。任期は令和6年7月

任期は令和4年10月1日から令和8年9月27日

30日までです。

までです。

村教育委員会は山城さんを含めて4人の委員で構成
され、学校教育や生涯教育の充実、文化スポーツ振興
などについて合議・決定します。

国頭村、
大宜味村、
東村との高齢者のみまもりに関する協定の締結および
「令和4年度 離島・過疎地域づくりＤＸ促進事業（高齢者等みまもり支援事業）」の実施について
令和４年9月30日（金）に、国頭村（村長：知花靖）
・大宜味
村
（村長：宮城功光）
・東村（村長：當山全伸）の3村と、株式会
社おきでんＣplusＣ
（代表取締役社長：仲程拓）は、高齢化の
進展に伴う自治体の高齢者みまもり等にかかる業務負担の
増加や、高齢者のみまもりを行うご家族の時間的・経済的負
担の増加という社会課題を解決し、高齢者がいつまでも元気
で笑顔に満ちた暮らしができる社会の構築を目指して、緊密
に連携・協力することを目的に協定を締結いたしました。
急速な高齢化と若年労働力の不足が社会課題となる中、沖縄県内においては、単身高齢者世帯が全国平均を上回
るペースで増加し、離れて暮らすご家族の懸念と地域支援の負担が増加しております。
おきでんＣplusＣの提案する
「新しいみまもり」では、最先端のＩ
Ｔテクノロジーである
「Wi-Fiセンシング技術+ＡＩ」
を活用して、人が訪問するこれまでの方法では実現できなかった“地域全体の高齢者を常にみまもる”体制の構築を目
指しています。
事業内容等については下記までお問い合わせください。

㈱おきでんCplusC
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0120-425- 065（平日：9：00〜17：00）

第５９回国頭村二十歳の集い
旧 盆 の 帰 省 時に合 わせ 、国 頭 村 の 成 人 式 典

「第５９回二十歳の集い」が令和４年８月１０日（水）
に国頭村民ふれあいセンターで開催されました。

出席者は新成人６５人のうち２３人が出席し、会

場には家族も訪れ新成人の門出を祝いました。

当初、令和４年１月５日（水）に式典は予定され

ていました。新型コロナウイルス感染拡大により
中止となりましたが、成人者側の強い要望によ

り、今回延期という形で開催されました。

式典は新成人の前田浩聖さんと村田沙蘭さん

が司会を務め、紹介を受けた新成人それぞれが
両親や地域等へ感謝の言葉を述べました。

第２２回国頭村親子写生大会
令和４年８月5日（金）に国頭村子ども会主催による親子写生大会が国頭村安田区で開催されました。

参加者は小学生１０名、中学生３名の計13名で、
「 世界自然遺産を描こう」をテーマに村出身者や村内出身の美術

教諭等を講師として招き、開催地の安田集落内の風景を描いていました。

令和４年度 コミュニティ助成事業 〜親子でドローン体験会〜
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を活

用して、宝くじの助成金で「はじめてのドローン体験講習会」を令和４年１０月８日（土）にかいぎんインナーフィール

ド国頭で実施しました。

村内の小学５年生から中学３年生までの児童生徒とその保護者１２組22名が参加し、
ドローンの基礎知識につい

て学び、実際に子供たちがドローンの操縦体験を行いました。

近年、
ドローンは人の手では困難な場所における点検業務や上空からの空撮、農作業の人手不足解消・効率化な

ど、様々な分野での活用に期待が高まっています。今回の体験をとおして子供たちは、
ドローンは趣味だけではなく
仕事としての可能性について学び、将来の職業観を育む機会となりました。
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第３４回 ツール・ド・おきなわ２０２２
〜１１月１２日（土）
・１３日（日）開催〜
日本最大級のサイクリングイベントがやんばるで開催！
！

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
「ツール・ド・おきなわ２０１９」
を最後に開催の断念をしていたロードレース部門を３年ぶりに開催いたします。
国内では数少ないUCI（国際自転車競技連盟）公認の「男子チャンピオンレー
ス２１０ｋｍ」。世界レベルの選手の走りをぜひ観戦してください！
！
スタ ート時 間 ６時４５分 〜 ８時００分
フィニッシュ予 想 時 間 １１時４０分 〜 １４時２０分（２１０ｋｍ系）
本大会は、
多くのボランティアの皆さ
まのおかげで開催出来ております。

交通規制についての御協力のお願い

１１月１３日（日）は、沖縄県北部地域（やんばる）で交通
大会への御協力ありがとうございます。 規制が行われます。
地域の皆さまによる会場・沿道で 交通規制の詳しい情報は、http://www.tour-de-okinawa.jp
の応援よろしくお願いいたします。 お問合せ先：ツール・ド・おきなわ大会事務局 0980-54-3174

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
国頭村 ＳＤＧｓ取組みの一部 ― 未来のために私たちにできることを考え行動しよう ―
目標7（エネルギーをみんなに ■再生可能エネルギーの活用と省エネルギー化の促進
そしてクリーンに）
・電気バス観光を導入した国立公園内を周遊する観光施策を展開

すべての人が、安くて安全で現代 ・公用車のハイブリット車導入、電気自動車導入、村内集落外灯のＬＥＤ化を図る
的なエネルギーをずっと利用でき ・景観に配慮し再生可能エネルギーの導入に向けた調査を実施し、促進を図る
るようにしよう。

目標8（働きがいも経済成長も） ■プレミアム付き商品券

み んなの 生 活を良くする安 定した
経済成長を進め、だれもが人間らし
く生産的な仕事ができる社会を作
ろう。
（2025年までに、子どもの兵士を
ふくめた、働かなければならない子
どもをなくそう）

・村内の飲食店などで使用できるプレミアム付き商品券を発行（商工会加盟店
で期間限定で利用が可能）

■超過勤務の縮減や休暇取得の推進（国頭村役場の取組み）

・ノー残業デーを設け、定時退庁の徹底や超過勤務を縮減するために、既存業務
の見直しを行い、事務の簡素化・合理化を推進
・職員が年次休暇を取得しやすい環境づくりに努め、取得日数が少ない職員につ
いて聞き取りを行ったうえで取得を促す。

令和５年度 こども園・保育所の入園手続きについて
申込期間 令和４年11月７日（月）〜11月30日（水）
※土・日・祝祭日を除く

受付場所 国頭村教育委員会
受付時間 9時〜12時／13時〜17時
国頭村内施設名

住所

電話番号

くにがみこども園

国頭村字辺土名
１３５０番地

４１-３０２１

楚洲あさひの丘
へき地保育所

国頭村字楚洲
５１７番地

４１-８８８８

※令和5年度4月のこども園・保育所の利用の手続きを行います。
※令和5年度5月以降の申込は希望日の2カ月前に申請して
ください。
※申請書等の配布を令和４年11月1日
（火）
から教育委員会
で行います。
（村HPでもダウンロードできます。）
※現在、
くにがみこども園、楚洲へき地保育所に入園してい
るお子さんは、継続確認
（現況届）
の手続きが必要です。
令和４年11月15日
（火）
までに申請してください。
国頭村教育委員会
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0980-41-2255

担当：大城

毎年11月は
「児童虐待防止推進月間」
です
（いちはやく）〜
〜 もしかして？ ためらわないで！１８９
児童虐待に関する相談件数は依然として増加傾向に
あり、特に子どもの生命が奪われるなどの重大な事件
が後を絶たず、児童虐待は社会全体で解決すべき重大
な問題となっています。一人ひとりが関心を持ち、子ど
もの笑顔を守りましょう。

■こんなときは すぐに 110を！

○異常な、
どなり声や叫び声、物音、子どものひどい泣き声。
○不自然な傷やあざがある。
○夜遅くに、子どもが一人で外にいる。
など
「虐待を受けているのでは」
と思ったら迷わず、警察、
村の児童相談窓口、または児童相談所等に通告・相談しま
しょう。
お問い合わせ
☆国頭村役場福祉課
☎ ０９８０-４１-５７６７
（保健センター）
／０９８０-４１-２７６５
（福祉課）
☆沖縄県コザ児童相談所 ☎ ０９８-９３７-０８５９
※緊急性が高いと思われる場合は１１０番へ！
！
（いちはやく）
☆児童相談所 虐待対応ダイヤル ☎ １８９

いい

みらい

11月30日は「年金の日」
です！！

ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。

「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額に

ついて、年金記録を基に様々なパターンの試算をすることもできます。

ねんきんネットとは

お客様がインターネットを通じてご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。
２４時間いつでもどこで

も、パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を確認することができます。

ねんきんネットでできること

・ ご自身の年金記録の確認 ・ 将来の年金見込額の試算

・ 電子版「ねんきん定期便」の閲覧 ・ 受給に関する各種通知書の確認
ご利用方法には以下の２つの方法があります。

など

・ マイナポータルからログイン

○日本年金機構ホームページ

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/n̲net/

（ねんきんネット）

・ 日本年金機構のホームページからログイン

やめよう！不法投棄
（ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律）
不法投棄は重大な犯罪です。
・不法投棄は法律で禁止されています。
（ 第16条）

・不法投棄をした個人に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円（法人には３億円）
以下の罰金または併科に処されます。
（ 第25条・第32条）

不法投棄を見つけたら

・一般廃棄物（家庭から出るごみ）の場合は国頭村環境保全課（0980-41-2530）へ連絡してください。

・産業廃棄物（主に業者から出るごみ）の場合は沖縄県北部保健所（0980-52-2636）へ連絡してください。

※不法投棄行為者を発見した場合、むやみに声かけ等を行うと、
トラブルに巻き込まれる可能性がありますので、
行わないでください。

連絡がありましたら、警察と連携して現場確認、調査をします。
○（清潔の保持等）土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めな
ければならない。
（ 第5条）

国頭村役場 環境保全課

0980-４１- 2530

１１月・
１２月は県税・市町村税納税推進月間です。
みなさん、税金の納め忘れはありませんか？
沖縄県と、県内41市町村は連携して全県一斉に納税を推進します。

取組の内容として、納税の催告（文書催告、電話催告、自宅や勤務先への

訪問）、財産調査（給与、年金、預貯金、動産、不動産等の調査）、滞納処分

（預貯金、給与、不動産及び自動車等の差押）などを行います。

県税・市町村税は貴重な財源です。税金は納期限内に納めましょう。

なお、やむを得ない理由で一時的に税金の期限内納付が困難な人は、分

割納付などの方法がありますので、必ず住民課税務係までご相談ください。

国頭村役場 住民課 税務係

0980-４１-５８７７
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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！

【開庁日程】

令和４年１１月

令和４年１２月

令和５年１月

平日夜間開庁
17:15〜19：00

１１月１０日
（木） １２月８日
（木） １月１９日
（木）

休日開庁
9:30〜13:30

（土） １月２９日
１１月２７日
（日） １２月３日
（日）

【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
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

【マイナンバーカード代理受取について】

（紛失している場合は
「紛失届」
を記入していただきます）

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。
※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。）

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）

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）

写真は
役場で
撮れます

※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）

【お問い合わせ】

※今後の臨時開庁について※休日開庁・平日夜間開庁は月に１回実施予定
です。

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。

村内の事業所、
団体、
施設、
村民の皆様へ

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！
【条件】

※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。

もちろん
無料です!!

ポイント1 …申請から受取まで役場窓口に行く必要がない！ ポイント2 …申請に必要な写真をその場で撮影します！
実施場所にて
【申請のながれ】
約1ヶ月後

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

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！

※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。

国頭村役場 住民課

0980-41-2142 マイナンバーカード担当

【お知らせ】マイナポイントについて ※令和4年12月末までにカードを申請した方が対象です。

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 総務課

祝・第２５回半地夏祭り

0980-41-2101 マイナポイント担当

第７０回国頭村陸上競技大会

令和４年９月２４日（土）に半地区公民館前広場で第

令和４年９月１８日（日）かいぎんフィールド国頭で

２５回半地夏祭りが開催されました。会場には区民や

郡大会への選考を兼ねた第７０回国頭村陸上競技大

村内各集落から多くの人が集まり、
ゲストによる三線演

会が台風14号の影響で一時降雨、強風がありました

奏や歌声、太鼓等を堪能しフィナーレは打ち上げ花火

が、
３年ぶりに開催され

が秋の夜空を彩り、
３年ぶり
の行事を楽し
みました。

ました。総 合 優 勝は桃
原区、
２位は奥間区、
３位
は辺土名区でした。
※郡大会は総合3位の
成績でした。
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12月

日

曜

1

木

国頭村各種団体 年間行事予定表
行事名

村学推実践報告会（国頭村教育の日）
地域歳末たすけあい募金運動(12/31まで）

土 第７回国頭村長杯中学生硬式野球大会（12/４）
土 第8回国頭トレイルランニング大会
土 くにがみこども園生活発表会（３〜５歳児）
くにがみこども園2学期終業式（３〜５歳児）
23 金
小中学校2学期終業式
28 水 官公庁御用納め
その他 固定資産税納付月
（第３期）
3
10
17

1月
日

曜

4

水

5

木

6

金

1

日

9 月
21 土
22 日
26 木
28 土
その他

行事名

元日
官公庁御用始め
第53回国頭村新春職域駅伝大会
第60回国頭村成人式
国頭村新春年始会
消防出初式
くにがみこども園3学期始業式（３〜５歳児）
小中学校3学期始業式
成人の日
国頭村産業まつり〜22日まで
第24回チーム対抗PG大会（鏡地）
幼児歯科健診②
くにがみこども園生活発表会（0〜2歳児）
村県民税（普通徴収）納付月（第４期）

※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。

特定健診・特定保健指導実施状況報告

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。
● 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。
● 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
受診者数
年度
受診率
保健指導率
対象者数
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
60.0％
90.0％
国頭村目標値
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
43.5％
100％
465人
1,069人
R2年度
めの医療機関受診よろしくお願いします。

R3年度 ※

1,119人

595人

53.1％

R4年度 ※

1,143人

410人

37.0％

● 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。
国頭村保健センター

※速報値…現在集計中の値になります。

0980-41-5767

保健師だより
LGBTって何？ 〜すべての人が生きやすい社会にするために〜

世の中にはいろいろな人がいます。自分と同じ人は世界中どこをさがしてもいません。考えることも、大切なことも、みん
な違います。ですから「性」に対応する考え方についても、人それぞれ違って当然です。LGBTを理解することで、一人ひと
りの違いを「その人らしさ」
と認め、お互いを大切にすることは、すべての人が生きやすい社会につながってきます。
昨年、本村が世界自然遺産に登録されました。
このような自然環境の中で相互扶助の暮らしを支えてきた村民の多様な生
き方が世界に認められた証であります。人々の多様性も認め、
「みんなちがって、みんないい」を合言葉に、みんなが暮らしや
すい国頭村になってみませんか。

性的思考…いろいろな「好き」のかたち
L Lesbian（レズビアン）
：女性同性愛者（心の性が女性で恋愛対象も女性）
G Gay（ゲイ）
：男性同性愛者（心の性が男性で恋愛対象も男性）
B Bisexual（バイセクシャル）
：両性愛者（恋愛対象が女性にも男性にも向いている）

性自認… いろいろな「心」のかたち
T

Transgender（トランスジェンダー）
：
「身体の性」は男性でも「心の性」は女性というように、
「 身体の性」
と
「心の性」が
一致しないため「身体の性」に違和感を持つ人。
「 心の性」にそっていきたいと望む人も多くみられます。

性別は２色だけでは
ないのです！

虹は性の多様性を受け入れることを表しており、LGBTの象徴とされています。混ざり合う色
のように性はとても多様なのです。まわりと違っても大丈夫。自分らしさ、お互いの違いを大切
にしましょう。

国頭村保健センター

0980-41-5767

