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美しい歌声のＡnlyさん イメージキャラクターグランプリ受賞者 オープニングテープカット

爆笑！沖縄よしもとお笑いライブ 角力大会上位入賞者 昨年に続きクロスカントリー駅伝開催

様々な教室も大盛況 メッシュサポートへ多くの団体等から
寄付がありました

初体験のゆびハブ作り様々な教室も大盛況 メッシュサポートへ多くの団体等から
寄付がありました

初体験のゆびハブ作り

　元気のあるイージマ、働き者がたくさん、を意味する「イージマチューパンジャまつり2015」が２月７、８日２日間
に渡って村民レク広場にて開催されました。村産業まつりとハイビスカスまつり、健康福祉まつりの３つの行事を合同
で行い、昨年に引き続き２回目のまつりとなりました。まつり期間中は天候にも恵まれ、満開となった約1,000品種の
ハイビスカスが出迎え、多彩な企画が催され村内外から多くの来場者が訪れました。島袋秀幸村長はじめ島袋義範村議
会議長や関係者によるオープニングテープカット後に、産業まつりの表彰式が行われ、耕種部門、畜産部門、水産部門
の上位生産者51名が表彰されました。ハイビスカス展示棟では、押し花教室、ハイビスカスの糸を使った手芸小物の作
成教室など様々な体験が行われ、ハイビスカスフォト作品の展示や村民が生産した自慢の作物の展示が行われました。
テナントブースでは様々な伊江島特産物を使った料理が販売され、大盛況となりました。また、琉球ドラゴンプロレス
が初参戦し、鍛え上げられた肉体から繰り出される迫力ある技の応酬や、笑いの要素を取り入れた展開に大きな歓声が
沸きました。ステージでは村内各サークルの発表や、村出身の糸山ゆり子さん、Ａnlyさんのミニライブが行われ大盛り
上がり。笑って健康になろうと沖縄よしもとお笑いミニライブも行われ、村出身芸人の「なみちゃん」が伊江島ネタを
披露し笑いを誘いました。
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村内アマチュアバンドやＵ'i Ｏhanaによる舞台発表でまつりに華をそえました

おなじみ糸山ゆり子さんも大熱唱 体を動かし健康に 伊江島ネタで沸かせた村出身のなみちゃん

将来はプロレスラー！？ プロレスラーとハイチーズ 大迫力のプロレスを間近で観戦

女の子も角力頑張りました 出場者全員がプライドをかけ数々の激戦が繰り広げられました

初開催のフィージャオーラシェ たすきを繋いでゴールを目指せ どれだけ袋に詰めれたかな？

●貸与生の資格

●奨学金の貸与額等

①　伊江村に居住（一時的な居住は除く）している者又は　　
　　　本籍を有する者の子。

②　学校教育法に定める高等学校、大学及び大学院又は　　
　　　これに相当すると認められる学校に在学中の者。

③　学業・人物ともに優秀と認められる者。　　　　　　　　　　　　　　
　　　（学業成績の評価が中以上の者）

④　経済的理由により学資の支弁が困難な者。

●申請受付期間及び受付場所

下記の限度額内で、卒業するまでの期間貸与します。

利息は無利息です。

　伊江村人材育成会では、優れた学生及び生徒であって、経済的な理由により高等
学校、大学、専門学校等への就学が困難な者に対し学資の安定的な貸与を行い、就
学を奨励することを目的として、平成27年度奨学金貸与生を募集します。

期間：平成２７年２月１日～平成２７年３月３１日
場所：伊江村教育委員会（４９－２３３４）

●貸与生の決定方法

伊江村人材育成会の理事会で選考し、決定します。　

（※決定通知は５月中旬ごろ予定）

●その他

●申請に必要な書類（各１通）

貸与決定通知後に誓約書、借用証書、保証人の印鑑登録証

明書等の書類提出があり、その後に正式貸与となります。

最初の奨学金の交付は、６月中旬を予定しています。

●貸与資格

●準備金の貸与額

①　保護者が伊江村に住所を有していること

②　入学準備金の調達が困難であること　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（所得状況等の審査があります）

③　村県民税・国保税等に滞納がないこと

④　連帯保証人が２人いること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（村内に居住し、申請者と別生計の者で満７０歳以下の者）

●申請受付期間及び受付場所

下記の限度額内で、一括貸与いたします。

※高等学校には、高等専門学校を含みます。

※専修学校は、修業年限が２年以上の専門課程が対象です。

　伊江村人材育成会では、平成27年４月に高等学校・専修学校・短期大学・大学へ進学を予定している
生徒・学生の保護者で、入学納入金等の調達が困難な方を対象に、審査の上、入学準備金を無利息で貸
与いたします。推薦入学等で希望校が決まり次第、申請できますのでお早めに申請してください。

期間：平成２６年９月１日～平成２７年３月３１日
場所：伊江村教育委員会（４９－２３３４）

●貸与金の償還方法

●その他

●申請に必要な書類（各１通）

貸与決定通知後に借用証書、保証人の印鑑登録証明

書等の書類提出があり、その後に正式貸与となります。

入学する学校の修業期間内（卒業するまで）に

分割払いとする。

 区　　分 貸　与　額

 高等学校生 月額　４万円以内

 専修学校・短期大学生 月額　５万円以内

 大学・大学院生 月額　６万円以内

①

②

③

④

⑤　

⑥

奨学金貸与申請書

学業成績証明書

学校長の推薦書

戸籍謄本

世帯全員の所得証明書
及び資産証明書

直接教育委員会にて受け取って
ください

在学校・出身校の様式

役場 住民課・戸籍係

役場 住民課・税務係

在学校・出身校の様式
※既卒者は省略可

合格通知書の写し
又は在学証明書

 区　　分 貸　与　額

 高等学校 ３０万円以内

 専修学校・短期大学 ４０万円以内

 大　　学 ５０万円以内

①

②

③

④

入学準備金貸与申請書

家庭状況調書

戸籍謄本

※無収入の場合も提出してください。
※学生は提出不要

世帯全員の所得証明書

直接教育委員会にて受け取って
ください

直接教育委員会にて受け取って
ください

役場　住民課・住民係

役場　住民課・税務係

※無収入、無資産の場合も提出して
　　ください。
※学生は提出不要

入学準備金貸与者の募集について

平成２７年度奨学金貸与生の募集について平成２７年度奨学金貸与生の募集について

入学準備金貸与者の募集について

平成２７年度奨学金貸与生の募集について

入学準備金貸与者の募集について
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ユビキタスネット　ワーク到来ユビキタスネット　ワーク到来ユビキタスネット　ワーク到来
　平成25年度北部広域ネットワーク整備事業（地域整備事業）として導入した伊江村ユビキタスネットワー
ク整備事業が平成27年３月に完成する運びとなりました。
　これにより、家の中はもちろん、道を歩いていても、車に乗っていても、畑でも、フェリーの中でも、
伊江村内のどこに居ても専用のＷｉＭＡＸ端末（情報料等は有料です。）を持つことでインターネットが可能
となり、情報がほしい時も、情報を発信するときも、いつでも手軽に利用できます。

安心・安全な伊江村ユビキタスネット

いつでも
どこでも
だれでも!!!
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への

○依存財源
国や県から交付されたり、借
り入れたお金。地方交付税、
国庫・県支出金、村債、地方
譲与税、交付金など。

○自主財源
自前の収入。村税、諸収
入、使用料および手数料、
分担金および負担金、繰
越金、財産収入など。

○地方交付税
村が標準的な仕事をする際に、不足する財源を穴埋めする
ために国から交付される収入。地方交付税の財源となるの
は、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税などです。内
訳は普通交付税が88%、特別交付税が12% です。

○特別交付税
普通交付税の算定上、
考慮されない特殊な
財政需要に対して交
付されるものです。

用語
解説

平成25年度会計別決算状況 （単位：千円）

平成25年度一般会計決算の概要平成25年度一般会計決算の概要平成25年度一般会計決算の概要

歳入決算額 歳出決算額 差引額 翌年度繰越額 実質収支会　計　名
5,959,885
241,208
1,038,611
64,307
153,883
634,278

5,733,601
191,568
1,004,309
61,490
148,886
561,826

226,284
49,640
34,302
2,817
4,997
72,452

35,857 190,427
49,640
34,302
2,817
4,997
72,452

■ 一般会計
歳入総額 59億5,988.5万円 ■ 一般会計

歳出総額 57億3,360.1万円

鉱産税
542万円（0.2％）

軽自動車税
1,718.5万円（5.1％）
たばこ税
 2,975.7万円（8.9％）

固定資産税
1億6,399.6万円
（49.1％）

村民税
1億2,241.7万円
（36.7％）

農林水産業費
15億6,141.1万円
（27.2％）

総務費
13億9,229.9万円
（24.3％）

教育費
5億2,734.8万円
（9.2％）

民生費
7億9,893.1万円
（13.9％）

消防費1,615.7万円（0.3％）
諸支出金277.8万円（0.05％）
災害復旧費95.0万円（0.02％）

議会費7,211.2万円（1.3％）

土木費
5億7,299.6万円
（10.0％）

公債費
3億312.1万円
（5.3％）

衛生費
2億2,495.2万円（3.9％）

商工費
1億8,235.6万円（3.2％）

労働費 7,819.0万円（1.4％）

農林水産業費
総務費
民生費
土木費
教育費
公債費
衛生費

区　分 決　算　額
15億6,141.1万円
13億9,229.9万円
7億9,893.1万円
5億7,299.6万円
5億2,734.8万円
3億312.1万円
2億2,495.2万円

商工費
労働費
議会費
消防費
諸支出金
災害復旧費

区　分 決　算　額
1億8,235.6万円
7,819.0万円
7,211.2万円
1,615.7万円
277.8万円
95.0万円

平成25年度 決算概要公表決算概要公表決算概要公表決算概要公表

繰入金 1億6,495.0万円（2.8％）

財産収入
1億1,399.9万円
（1.9％）

諸収入・その他
2億7,155.1万円
（4.5％）

繰越金 3億2,496.1万円（5.5％）
村税 3億3,389.7万円（5.6％）

地方交付税
19億5,086.0円
（32.7％）

国庫支出金
7億6,490.5万円
（12.8％）

県支出金 
15億7,566.6万円
（26.4％）

その他
１億6,152.3万円（1.5％）

自主財源
12億935.8万円
（20.3％）

依存財源
47億5,052.7万円
（79.7％）

村債 
2億9,757.3万円
（6.3％）

村税の内訳村税の内訳村税の内訳

自主財源：12億935.8 万円（20.3％）
依存財源：47億5,052.7 万円（79.7％）

一 般 会 計
診 療 所 会 計
国 保 会 計
後 期 高 齢 者 会 計
水道会計（収益）
船舶会計（収益）

（単位：％） （単位：％）

実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負担
比率

̶
伊江村
健全化
判断比率
早期健全
化基準
財政再生
基準

̶ 4.0 ̶

15.00 20.00 25.0 350.0

20.00 40.00 35.0

会計区分 資金不足比率 経営健全化基準

伊江村
水道事業会計

伊江村船舶
運航事業会計

̶

20

̶

※財政健全化法に関しての詳細は、総務省HP
　http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index.html　をご覧ください。

平成25年度健全化判断比率及び資金不足比率の公表平成25年度健全化判断比率及び資金不足比率の公表平成25年度健全化判断比率及び資金不足比率の公表
　平成25年度決算に基づき算定した、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成
19年法律第94号）第３条第１項の健全化判断比率及び同法第22条第２項の資金不足比率
について、同法第３条第１項の規定により下記のとおり公表します。

財政健全化判断比率 資金不足比率
地方公共団体の財政の健全化に関する
法律（平成19年法律第94号）第３条第１
項の規定に基づく健全化判断比率

健全化判断比率のそれぞれの欄において「̶」
と表記されている場合は、実質赤字額、連結実
質赤字額、将来負担額がないことを表す。

地方公共団体の財政の健全化に関する
法律（平成19年法律第94号）第22条第２
項の規定に基づく資金不足比率

各会計の資金不足比率の欄において「̶」と
表記されている場合は、実質赤字額または連
結実質赤字額がないことを表す。

備
考

備
考

　一般会計では、歳入の総額が59億5,988万4,637円、歳出
の総額が57億3,360万1,494円で、差し引き2億2,628万3,143
円となり、繰越明許費（翌年度へ繰り越すべき財源）の
3,585万7千円を差引いた実質収支額は1億9,042万6,143円
となりました。
　歳入は、地方交付税19億5,086万円（32.7％）、県支出
金15億7,566万6千円（26.4％）、国庫支出金7億6,490万5
千円（12.8％）と続いています。
　歳出では、農林水産業費が、村づくり交付金事業、
団体営農地保全整備事業（フナズ地区）、農業基盤整備促
進事業等で、15億6,141万1千円（27.2％）と最も大きく、
次いで総務費が村立診療所人工透析施設整備事業を主
とした沖縄振興特別推進交付金事業（一括交付金事業）
や基金積立等で13億9,229万9千円（24.3％）、続いて施

設入所の介護や居宅介護等の障害福祉サービス事業等
で民生費、次に土木費、教育費の順となっています。
　他自治体と比較し、実質公債費比率が4.0％（沖縄県
11.0％）と指標的にはやや良好な財政運営を行っている
ことが伺えますが、依然として自主財源に乏しく、地
方交付税や国庫支出金、県市支出金等、依存財源（約
80％）に大きく頼らざる得ない状況であります。
　今後は、国による地方創生に向けた新たな事業創設
や地方分権による事務移譲等により、自治体を取り巻
く財政環境が大きく変化する渦中ではありますが、互
いに支えあい、誇りを持って、豊かな気持ちで暮らし
続けられる村づくりに向け、諸々の懸案事項と課題解
決になお一層の努力を傾注する所存でありますので、
村民皆様のさらなる御協力をお願いします。

意見を募集しています。
やんばる交通連携計画

（
素
案
）

意見を募集しています。
やんばる交通連携計画

（
素
案
）への

意見を募集しています。
やんばる交通連携計画

（
素
案
）への

　北部広域市町村圏事務組合では、北部地域における将来の公共交通ネット
ワークに関する実行計画として「やんばる交通連携計画（素案）」を有識者と
関係機関で構成される北部地域交通連携推進事業地域協議会を設置し、内容
についての検討を行い、計画（素案）をまとめましたので、広く住民のみな
さまのご意見・ご提案を反映させるため、平成27年２月20日までパブリック
コメント（意見募集）を実施しています。
　下記、アドレスのホームページよりアクセスしていただき、ご意見をお寄
せください。

http://www.yanbaru-oki.jp/
調査実施主体調査実施主体

北部広域市町村圏事務組合　北部振興対策室　担当：當眞
TEL 0980-52-7049　FAX 0980-54-1619

伊江島広報 （6）



への

○依存財源
国や県から交付されたり、借
り入れたお金。地方交付税、
国庫・県支出金、村債、地方
譲与税、交付金など。

○自主財源
自前の収入。村税、諸収
入、使用料および手数料、
分担金および負担金、繰
越金、財産収入など。

○地方交付税
村が標準的な仕事をする際に、不足する財源を穴埋めする
ために国から交付される収入。地方交付税の財源となるの
は、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税などです。内
訳は普通交付税が88%、特別交付税が12% です。

○特別交付税
普通交付税の算定上、
考慮されない特殊な
財政需要に対して交
付されるものです。

用語
解説

平成25年度会計別決算状況 （単位：千円）

平成25年度一般会計決算の概要平成25年度一般会計決算の概要平成25年度一般会計決算の概要

歳入決算額 歳出決算額 差引額 翌年度繰越額 実質収支会　計　名
5,959,885
241,208
1,038,611
64,307
153,883
634,278

5,733,601
191,568
1,004,309
61,490
148,886
561,826

226,284
49,640
34,302
2,817
4,997
72,452

35,857 190,427
49,640
34,302
2,817
4,997
72,452

■ 一般会計
歳入総額 59億5,988.5万円 ■ 一般会計

歳出総額 57億3,360.1万円

鉱産税
542万円（0.2％）

軽自動車税
1,718.5万円（5.1％）
たばこ税
 2,975.7万円（8.9％）

固定資産税
1億6,399.6万円
（49.1％）

村民税
1億2,241.7万円
（36.7％）

農林水産業費
15億6,141.1万円
（27.2％）

総務費
13億9,229.9万円
（24.3％）

教育費
5億2,734.8万円
（9.2％）

民生費
7億9,893.1万円
（13.9％）

消防費1,615.7万円（0.3％）
諸支出金277.8万円（0.05％）
災害復旧費95.0万円（0.02％）

議会費7,211.2万円（1.3％）

土木費
5億7,299.6万円
（10.0％）

公債費
3億312.1万円
（5.3％）

衛生費
2億2,495.2万円（3.9％）

商工費
1億8,235.6万円（3.2％）

労働費 7,819.0万円（1.4％）

農林水産業費
総務費
民生費
土木費
教育費
公債費
衛生費

区　分 決　算　額
15億6,141.1万円
13億9,229.9万円
7億9,893.1万円
5億7,299.6万円
5億2,734.8万円
3億312.1万円
2億2,495.2万円

商工費
労働費
議会費
消防費
諸支出金
災害復旧費

区　分 決　算　額
1億8,235.6万円
7,819.0万円
7,211.2万円
1,615.7万円
277.8万円
95.0万円

平成25年度 決算概要公表決算概要公表決算概要公表決算概要公表

繰入金 1億6,495.0万円（2.8％）

財産収入
1億1,399.9万円
（1.9％）

諸収入・その他
2億7,155.1万円
（4.5％）

繰越金 3億2,496.1万円（5.5％）
村税 3億3,389.7万円（5.6％）

地方交付税
19億5,086.0円
（32.7％）

国庫支出金
7億6,490.5万円
（12.8％）

県支出金 
15億7,566.6万円
（26.4％）

その他
１億6,152.3万円（1.5％）

自主財源
12億935.8万円
（20.3％）

依存財源
47億5,052.7万円
（79.7％）

村債 
2億9,757.3万円
（6.3％）

村税の内訳村税の内訳村税の内訳

自主財源：12億935.8 万円（20.3％）
依存財源：47億5,052.7 万円（79.7％）

一 般 会 計
診 療 所 会 計
国 保 会 計
後 期 高 齢 者 会 計
水道会計（収益）
船舶会計（収益）

（単位：％） （単位：％）

実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負担
比率

̶
伊江村
健全化
判断比率
早期健全
化基準
財政再生
基準

̶ 4.0 ̶

15.00 20.00 25.0 350.0

20.00 40.00 35.0

会計区分 資金不足比率 経営健全化基準

伊江村
水道事業会計

伊江村船舶
運航事業会計

̶

20

̶

※財政健全化法に関しての詳細は、総務省HP
　http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index.html　をご覧ください。

平成25年度健全化判断比率及び資金不足比率の公表平成25年度健全化判断比率及び資金不足比率の公表平成25年度健全化判断比率及び資金不足比率の公表
　平成25年度決算に基づき算定した、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成
19年法律第94号）第３条第１項の健全化判断比率及び同法第22条第２項の資金不足比率
について、同法第３条第１項の規定により下記のとおり公表します。

財政健全化判断比率 資金不足比率
地方公共団体の財政の健全化に関する
法律（平成19年法律第94号）第３条第１
項の規定に基づく健全化判断比率

健全化判断比率のそれぞれの欄において「̶」
と表記されている場合は、実質赤字額、連結実
質赤字額、将来負担額がないことを表す。

地方公共団体の財政の健全化に関する
法律（平成19年法律第94号）第22条第２
項の規定に基づく資金不足比率

各会計の資金不足比率の欄において「̶」と
表記されている場合は、実質赤字額または連
結実質赤字額がないことを表す。

備
考

備
考

　一般会計では、歳入の総額が59億5,988万4,637円、歳出
の総額が57億3,360万1,494円で、差し引き2億2,628万3,143
円となり、繰越明許費（翌年度へ繰り越すべき財源）の
3,585万7千円を差引いた実質収支額は1億9,042万6,143円
となりました。
　歳入は、地方交付税19億5,086万円（32.7％）、県支出
金15億7,566万6千円（26.4％）、国庫支出金7億6,490万5
千円（12.8％）と続いています。
　歳出では、農林水産業費が、村づくり交付金事業、
団体営農地保全整備事業（フナズ地区）、農業基盤整備促
進事業等で、15億6,141万1千円（27.2％）と最も大きく、
次いで総務費が村立診療所人工透析施設整備事業を主
とした沖縄振興特別推進交付金事業（一括交付金事業）
や基金積立等で13億9,229万9千円（24.3％）、続いて施

設入所の介護や居宅介護等の障害福祉サービス事業等
で民生費、次に土木費、教育費の順となっています。
　他自治体と比較し、実質公債費比率が4.0％（沖縄県
11.0％）と指標的にはやや良好な財政運営を行っている
ことが伺えますが、依然として自主財源に乏しく、地
方交付税や国庫支出金、県市支出金等、依存財源（約
80％）に大きく頼らざる得ない状況であります。
　今後は、国による地方創生に向けた新たな事業創設
や地方分権による事務移譲等により、自治体を取り巻
く財政環境が大きく変化する渦中ではありますが、互
いに支えあい、誇りを持って、豊かな気持ちで暮らし
続けられる村づくりに向け、諸々の懸案事項と課題解
決になお一層の努力を傾注する所存でありますので、
村民皆様のさらなる御協力をお願いします。

意見を募集しています。
やんばる交通連携計画

（
素
案
）

意見を募集しています。
やんばる交通連携計画

（
素
案
）への

意見を募集しています。
やんばる交通連携計画

（
素
案
）への

　北部広域市町村圏事務組合では、北部地域における将来の公共交通ネット
ワークに関する実行計画として「やんばる交通連携計画（素案）」を有識者と
関係機関で構成される北部地域交通連携推進事業地域協議会を設置し、内容
についての検討を行い、計画（素案）をまとめましたので、広く住民のみな
さまのご意見・ご提案を反映させるため、平成27年２月20日までパブリック
コメント（意見募集）を実施しています。
　下記、アドレスのホームページよりアクセスしていただき、ご意見をお寄
せください。

http://www.yanbaru-oki.jp/
調査実施主体調査実施主体

北部広域市町村圏事務組合　北部振興対策室　担当：當眞
TEL 0980-52-7049　FAX 0980-54-1619
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１　対　象
・民間賃貸住宅のトラブルに関する相談（家賃を払ってもらえないので退去してもらいたい、
突然明け渡しを求められた、賃料を上げたい・下げてもらいたい、敷金を返してもらえな
いなど）
・家主・借り主どちらからの相談もＯＫです。
２　弁護士による無料相談
⑴電話相談
・フリーダイヤル（0120－003－703）へお電話下さい、弁護士が直接対応いたします。
・平成27年３月まで
・毎週水曜日　午前10時～12時、午後２時～午後４時、午後５時～午後７時の３コマ実施
・毎週金曜日　午前10時～12時、午後２時～午後４時の２コマ
⑵面談相談
・弁護士会にご予約の電話をお願いします（098－865－3737）
・１コマ（30分）無料
３　この相談は、国土交通省の補助金の交付を受けて実施しています
・事業実施主体は、沖縄弁護士会（那覇市松尾２丁目２番26－６号）
・弁護士が仲介人となって紛争解決のお手伝いをする手続き（ＡＤＲ）の利用も可能となっ
ています。

「住宅セーフティネット基盤強化推進事業」「住宅セーフティネット基盤強化推進事業」
国土交通省が実施する

（裁判外紛争処理手続きの活用等による電話相談や面接相談体制の整備等に係る事業）

役場住民課よりおしらせ役場住民課よりおしらせ

平成27年4月より新しく

ココストア、ファミリーマート、
漁協、郵便局からも
納税できます農協からでもOK！

軽自動車税・固定資産税・村県民税・国保税・後期高齢者医療保険料軽自動車税・固定資産税・村県民税・国保税・後期高齢者医療保険料

組長徴収はなくなります。
納付は下記の金融機関・店舗にてお願いします。

JF全漁連 JAバンク

Coco! ココストアConvenience & Comfort

便利な口座振替!口座振替!口座振替!
便利!
納期ごとに出かける
手間がありません

安心!
現金を持ち歩く必要が
ありません

確実!
うっかり納め忘れる
心配がありません

★民間賃貸住宅相談

昼夜・土・日・祝日いつでも納付できるよ♪

伊江島広報 （8）
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いいじまんちゅ①ボ リ ビ アの
宮 里 裕 子（伊江村役場職員自己啓発等研修中・JICA日系社会シニアボランティア／保健師）

　住民課で保健師として勤務していた宮里裕子です。昨年より自
己啓発等研修のための休業に関する条例・国際協力の制度により
JICA日系社会シニアボランティアとして保健活動をしています。
日本国内での語学訓練等を経て南米ボリビアに派遣されてから半年
が経ちました。私の任地は、コロニア・オキナワというところで、
1954年から琉球政府計画移民として約3,385人ものうちなんちゅ
が入植したところです。病気や幾度の天災に見舞われ、日本への帰
国、隣国アルゼンチン等への移住を余儀なくされた人もおられ、現
在の人口は914人です。しかし、この地にとどまった人々は試行錯誤の上、大型機械による大規模農業
を成功させ、現在では小麦、大豆の大穀倉地帯となっています。そして、昨年８月に入植60周年を迎え
ました。沖縄県から副知事や県内の市町村長らが来賓し、盛大な祝賀会が催されました。任地へ派遣
されてからすぐの私の活動はこの60周年記念祝賀会出席でした。祝賀会に出席されていた村長や副議
長（当時）に久しぶりに、しかも伊江島から遠く離れたこの地で再会できたことは感慨もひとしおで
した。また、激励もいただき、こちらに来たばかりで心細かった私も元気を取り戻せました。
　ここコロニア・オキナワには、県内の各市町村から入植者がおられますが、伊江村からも多数の入
植者がありました。現在は第２移住地在住の山城さん御一家とその御親戚のみとなっていますが、コロ
ニア・オキナワやサンタクルス市街などで活躍されています。そのご様子を次号より皆さんにお伝え
していきたいと考えています。

　伊江小学校（山城祐市校長）５年生が２月４日に、特
別養護老人ホームいえしまを慰問に訪れ、伊江島の村踊
４曲を披露しました。イージマグチでの自己紹介や曲目
紹介、大人顔負けの踊りに入所者からは大きな拍手と歓
声が沸きあがりました。伊江島の村踊は国の重要無形民
俗文化財に指定されており、毎年行われる学習発表会で
は、５年生が各区に伝わる踊りを地域指導者から習い発
表、地域ぐるみで保存、伝承を行っています。
　中真京子園長は「皆さんが踊った村踊はここにいるおじいちゃん、おばあちゃんも踊ったことが
あるはずです。皆さんが大きくなって自分の子や孫に継承し、100年、200年と続いてほしいです。
今日は本当にありがとうございました。」とあいさつしました。
　慰問後、伊江村最高齢者の宮城ハナさん（108歳）からお礼の記念品が手渡されました。

　伊江村出身の渡慶次紘夢さんが専門学校那覇日経ビジネスで、
難関の税理士を目指して頑張っています。税理士試験とは、税法
に関する科目と会計に関する科目の合計11科目の中から、５科目
合格すると税理士試験合格となる国家試験で、毎年、全国で約
50,000人が受験し、各科目の合格率は10％台となっています。試
験は年に１回８月に行われ、12月に発表が行われています。

　渡慶次さんは伊江中学校を卒業後、那覇商業高校に入学し３年生の時に日商簿記検定1級を取得、
那覇日経ビジネスのキャリアビジネス科に入学し、昨年12月に税理士試験の簿記論に合格しました。
現在は８月の財務諸表論、法人税法試験に向けて猛勉強中です。
　渡慶次さんは「初めての税理士試験ということで、簿記論の合格通知を見た時は嬉しいというよ
りも、安心したという気持ちが大きかったです。専門学校に入学して簿記論の学習を始めたころは、
特に難しいと思う所もなく、この調子なら受かるだろうと思っていました。しかし、実際に試験形
式の問題を解いてみて難易度の高さとボリュームの多さに圧倒されて、半分も点数が取れない日々
が続いていました。それでも、地道に学習を進め、早朝から夜遅くまで学校に半日以上いるという
日も珍しくありませんでした。そして、試験まで残り少ない頃に急に点数が上がって、地道にやっ
ていて良かったと思いました。今は、来年の税理士試験に向けて学習を進めています。２科目同時
受験で、なかなか点数が伸びないけど、地道に進めていき、今年は２科目共に合格します！」と力
強くコメントしました。

……………

特別養護老人ホームいえしまを慰問特別養護老人ホームいえしまを慰問

　伊江中学校（山入端きよみ校長）の相撲部員と
20代男性教員５人による相撲対決が１月21日、
同校相撲場で行われました。外部コーチの玉城慎
悟さんによる企画で、３月に卒業する３年生西江
凌君の送別会を兼ねて行われました。昨年は教員
チームが勝利しています。
　 対戦は団体戦３本勝負で行わ

れ、伊江中相撲部出身教
員と西江君の先輩後輩
対決や、担任と生徒
という取組もありました。土俵上では日ごろの先生と生徒という立場
はいっさい関係ない真剣勝負で、体と体が激しくぶつかりあう熱戦が
続きました。
　保護者や関係者が見守る中、日ごろの稽古の成果を発揮した相撲部
員に軍配が上がり、２対１で勝利し昨年の雪辱を果たしました。

　小学１年生から相撲を続けた西江君は「勝負に勝てる喜びと楽しさがあ
るから続ける事ができた。」と話しました。

先生と生徒の相撲対決（伊江中学校）先生と生徒の相撲対決（伊江中学校）

コロニア・オキナワの山城さん御一家・御親戚と
村長・副議長（当時）を囲んで
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満１歳

大城 一瀬（いちせ）くん

性別：男
生年月日：平成26年２月13日生
父：大城 一樹
母：大城 あづさ
行政区：東江上
ぼく三男坊！食欲・体力・
気の強さは、兄姉には
負けません(^o^)

田仲 琉愛（るな）ちゃん
性別：女
生年月日：平成26年2月18日生
父：田仲 恒
母：田仲 久美子
行政区：西江前
いつも笑顔の琉愛ちゃん、
だれからも愛されるやさしい
女の子になってね

友寄 優依奈（ゆいな）ちゃん
性別：女
生年月日：平成26年2月22日生
父：友寄 瑛二
母：友寄 奈美江
行政区：東江前
食いしん坊のゆいな。
お姉ちゃん、お兄ちゃんに
負けないように大きくなーれ。

村の世帯数と人口の比較 （１月31日現在）
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 健康福祉まつりが
チューパンジャま
つり2015と合わせ
て開催され、伊江
島カントリークラ
ブゴルフ場内の特
設コースにて、第２回クロスカントリー大会が
行われました。伊江村総合型スポーツ少年団対
抗駅伝や、伊江中学校部活対抗駅伝、個人の部
に約170名が出場し、スポーツ少年団対抗駅伝
では伊江ＮＹＣが、伊江中学校部活対抗駅伝で
は野球部が、個人の部では内間祐丸君がそれぞ

れ優勝に輝きました。
ゴルフ場内を利用した
起伏の激しいコースに、
競技中つらそうな表情
が見えましたが走り終
えた後は達成感による
笑顔が見えました。

　学校の教材販売を手掛ける宜野
湾市のミュージアム（亀里博文社
長）は１月13日、村内の各区公民
館に図鑑を寄贈しました。亀里社

長は伊江村川平区出身です。
　村役場で行われた贈呈式には８区の区長が集ま
り、同社インストラクターで村出身の玉城紀貴さ
んが「動物や身の回りの不思議がよく分かる図鑑
です。島の子どもたちのために活用してほしい」
と手渡しました。寄贈された図鑑は「なぜなぜ
ベスト図鑑」全20巻です。区長会を代表して川平
区の金城雅人区長は「いつも島のために貢献いた
だき感謝する。
　新しい本が増
え、子どもたち
も喜び笑顔が広
がる。」と礼を述
べました。

図書
寄贈

第2回
クロスカントリー大会クロスカントリー大会クロスカントリー大会

（12）伊江島広報


