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村の世帯数と人口の比較
（6月30日現在）

世帯 総
数 人口

６月３０日、伊江中学校で「第72回伊江中学校運動会」が開催されました。最高の天気に
恵まれ、伊江中健児は各種リレー競技や大綱飛び、エイサーやフォークダンスなど様々な種
目に青春の汗を流しました。フォークダンスでは、恥じらいながらもお互い気遣う姿が見ら
れ、エイサーでは、これまで指導してくれた地域の方へ感謝の気持ちを返す様に、堂々と演舞
をしました。集団演技では、男子の力強い演武と女子のリズミカルなダンスで会場を沸か
せました。
体育主任の宮城史人先生は「3年生の気持ちや頑張りを感じることができた最高の運動
会でした。伊江中学校の運動会は子供たちの頑張りと先生方や地域の方々の協力のもと、
良い運動会を開催することができています。今後も応援よろしくお願いします」と話しまし
た。また、生徒会長の上間仁来さん（川平区）は「今年の運動会は、練習の時から、村民の皆様
に、笑顔や元気を与えることを目標に頑張りました。本番も一人一人が輝き、伊江中ＰＯＷＥＲ
を見せることができたと思います。応援に来てくださった皆様、本当にありがとうございま
した」と充実感たっぷりに話しました。
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● 伊江島の児童・生徒の活躍を紹介します ●
（6月13日～16日）
『高校総体（南九州大会）』
・下門

優生さん（那覇西高校２年生）

ハンマー投げ

高校 生

出場

・山城もとかさん（那覇西高校３年生）

女子七種、やり投げ

・小波津まなかさん（那覇西高校３年生）

円盤投、砲丸投

出場

・諸喜田康平さん（辺士名高校２年生）

ホッケー

≪九州大会へ出場決定≫

・大城

凪海さん（中部商業高校１年生） 三段跳

・照屋

琴美さん（北山高校２年生）

出場

出場

≪全国大会へ出場決定≫

出場

やり投げ

出場

・志良堂茄南さん（北山高校２年生）

4×400ｍリレー、400ｍＨ

・大村

カヌー競技

夏穂さん（小禄高校２年生）

出場

出場

（6月15日～16日）
『第65回全日本中学校通信陸上競技（沖縄）大会』
・橋口

翔さん

・島袋翔琉さん

共通男子100ｍ

優勝

11秒08

共通男子200ｍ

優勝

23秒50

共通男子ジャベリックスロー

3位

中学 生

50ｍ69

・橋口翔さん、島袋翔琉さん、大城心さん、儀保賀丸さん

共通男子400ｍＲ

4位

46秒69

全国大会 頑張ります！
伊江中・西生の相撲部村長へ抱負
６月24日、伊江中学校・西小学校の相撲部の児童、
生徒が伊江村役場を訪れ、島袋秀幸村長へ各大会の結果
を報告しました。（大会結果は右記の通りです）
島袋偉海さん（伊江中学校３年生）は、「大会で好
成績を出すことが出来たのは、僕を支えてくれる両親
や地域のみなさん、学校の先生や仲間たちのおかげだ
と思っています。妹も一緒に全国大会に挑むことが出
来るのは本当に嬉しいです。周りの方への恩返しのた
めにも、チャンピオンを目指して相撲の稽古を頑張っ
ていきますので、これからも応援・激励を宜しくお願
い致します。」と抱負を話しました。

・島袋偉海さん（伊江中学校３年生）
第30回全国都道府県中学生相撲選手
権大会・沖縄県２次予選通過
全国大会（７月28日）派遣決定。
・山城真捺さん（西小学校６年生）
内間悠天さん（西小学校４年生）
第２回わんぱく相撲沖縄ブロック
浦添全島大会優勝
「わんぱく相撲全国大会」（東京都）
（８月４日）派遣決定。
・島袋心海さん（西小学校６年生）
比嘉羽里奈さん（西小学校５年生）
第１回わんぱく相撲女子沖縄ブロック
浦添全島大会優勝
「わんぱく相撲女子全国大会」
（東京都）
（８月25日）へ派遣決定。
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仲宗根

実夢さん（北部農林高校３年生）

２年連続の最優秀賞受賞 おめでとうございます
６月28日に豊見城市立中央公民館で開催
された第67回沖縄県学校農業クラブ連盟大会
の意見発表の部門で北部農林高校３年生の仲
宗根実夢さん（川平区出身）の研究発表が見
事、最優秀賞に輝き、昨年に続き２年連続の
受賞で九州大会への派遣が決定したことを島
袋秀幸村長へ報告をしました。
実夢さんは、伊江中学校を卒業後、北部農
林高校の食品科学科に進学し、商品開発の研
究を行っており、今年の３月には、島らっ
きょうの日に合わせて島らっきょう入りのカ

レーパンやサラダパンを販売、５月には、島
らっきょう大福の試食会を実施したりと伊江
島の新たな特産品開発に精を出しています。
故郷の伊江島を想いながら、島らっきょうと
お菓子のコラボレーションに挑戦し、「将
来、伊江島の食材を使ったオリジナルスイー
ツの専門店を開き、パティシエールとしての
腕を振るいたい！」という夢に向かって一生
懸命に頑張っています。
島袋秀幸村長は「２年連続の最優秀賞を成
し遂げ、仲間と共に報告に来てくれたこと
は、とても嬉しく思いま
す。この快挙は、仲間同士
で試行錯誤をしたり、日頃
の指導者からの支えがあっ
ての賜物だと思います。実
夢さんの夢を、村としても
応援していきますので、こ
れからもさらに研鑽し、活
躍して頂きたい」とお祝い
のあいさつをしました。

早起きは大変だったけど 美味しく出来た！
～子どもが作る「弁当の日」～
７月８日、村内の両小学校５、６年生と中学生
を対象に、“子どもが作る『弁当の日』”が実施さ
れました。
今回、初めての弁当の日となった両小学校の５
年生は、誰もが「１時間、早起きしたよ！」「献
立を考えるのも、作るのも大変だった！」「〇〇
くんの、美味しそう！」と、自分の弁当を自慢し
ながらも、相手の弁当に驚き、弁当作りの話題で
賑わいながら“お弁当”時間を楽しみました。伊
江小学校５年生の友寄愛琉くんは「いつもより１
時間早起きして、お母さんに教えてもらいながら

西小学校

作りました。弁当の中で卵焼きが難しかった。」
と話しました。
献立、買い出し、調理、片付け、帰宅後に弁当
箱を洗うまでの全ての行程を自分で行う『弁当の
日』は、親子のコミュニケーションが図られ、作
る楽しさや食の大切さ、食べることの喜びを自ら
体験でき、高校進学など15歳で親元を離れる伊江
村の子どもたちの自主自立を育む取り組みのひと
つとして、伊江村学力向上推進委員会・家庭教育
部で提案・実施をされており、今年で７年目を迎
えています。

伊江中学校

伊江小学校

奈津子さん
金城

陽子さん
大城

律子さん
儀間
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伊江村婦人の主張大会 最優秀賞に大城陽子さん（東江上区）
東江上区

阿良区

川平区

度から宿題を促すのですが、動

く気配もない。「もう、勝手に

しなさい」と、厳しい口調で叱

りつけると、さらに私の怒りを

倍増させる反抗的な態度をとる

があります。そして、文字との

一言で人を傷つけてしまうこと

した一言が心を和ませ、不意な

中で、ちょっと

日々の暮らしの

持っています。

不思議な力を

『ことば』は

しくて心穏やかな母親像とは程

て、悲しくも私が思い描く、優

り返し渦巻いていました。そし

等々、心の中で不満の感情が繰

い与えてたのが間違いだった」

てくれない」「ゲームなんか買

さん忙しいのに、お手伝いもし

いてくれないんだろう」「お母

心の中は「なんで言う事を聞

陽子

大きな違いは、一度発した言葉

遠くなってくばかりで、「ガミ

大城

は消すことが出来ないという事

ガミおババ」へとまっしぐら。

息子が目の前にいました。私の

です。「一言の命」と言っても

笑いながら言う始末。もう、私

しまいには「お母さん、怒って

ある日、その言葉は私の口か

の心の中は泣いていました。家

過言ではありません。それほど

ら声となり、小学３年生の息子

事や子育て・仕事に追われる中

ばかりいたらシワがふえるで

へと向かっていきました。学校

で、親として子に求める思いと

一言の言葉には大きな力を持っ

から帰宅し宿題もせずに、テレ

自分の余裕の無さがつい子ども

～。」と子どもたちがケラケラ

ビを見ているのです。様々は角

ています。

東江上区

「声は肥」

伊江村婦人会（玉城綾子会長）は、７月12日に改善センターホールで、令和元年度伊江村婦人の主張大
会を開催しました。今大会は、３区の代表が、様々な立場から感じたことを取り上げ、地域社会に向け発
表しました。審査の結果、「声は肥」と題し発表した東江上区代表の大城陽子さんが最優秀賞に選ばれま
した。大城陽子さんは、８月３日（土）に、伊江村で開催される北部地区婦人の主張大会へ出場します。
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葉一つで大きく変わる。だか

達はどう育つか分からんよ。言

と言ってね、言葉一つで子ども

なく、母が「陽子、息吹き分け

が、私の母の教えです。幾度と

また、同時に頭をよぎるの

り返り反省するのです。

ずかったな」と自分の言動を振

かな。」「こんな言い方は、ま

ず「あー今の自分はいけなった

葉を口にしてしまった後には必

まうのです。そして感情的な言

を急かし厳しい口調で言ってし

いね』『最高』です。この三つ

した。それは『いいね』『すご

に、三つの言葉を意識し始めま

のです。そのことをきっかけ

せられるような言葉を言われた

が成長を促され、思いを改めさ

かされました。親である私の方

まったのです。私はハッと気づ

てくれない。」と言われてし

良い所を見つけて、それを褒め

な気持ちだ。お母さんは、俺の

いない事ばかり言って、俺は嫌

「お母さん、いつも俺のできて

される声等、様々な声掛けがあ

雷のような父親の大目玉が落と

声掛け、時には突然やって来る

つける寒風の様な厳しさを含む

ような声かけや、また冬に吹き

のように励まし、刺激を与える

には、夏の暑く照りつける太陽

どもは育つとは言えません。時

ような優しい言葉だけでは、子

す。しかし、春に吹くそよ風の

れてしまったという実験の話で

い言葉は、水の結晶が壊れて乱

晶を作り、逆に暴力的で汚らし

いった思い、他人の干渉は避け

い、我が子さえ良ければいいと

思います。自分さえよければい

や声掛けは重要視されていると

は進みそれを意識した働きかけ

隣同士・地域の繋がりの希薄化

ものの孤食化、引きこもりや近

は、核家族の共働きにより子ど

しかし、昨今、社会の風潮

てもらっているのです。

り巻く多くの肥によって、育て

人の声、上司の声、私自身を取

声、主人の声、子どもの声、友

もちろん先輩だけでなく、親の

いやりの肥」で喜びの輪を広げ

り、子は育っていくのだと。だ

の多くの力を借りて、たくさん

て行きませんか。相手を思う

を言う事を意識しつつ子どもと

こんな話があります。「水の

の肥・心の栄養を掛けてもら

たった一言の肥でどれだけ救わ

ら、もっと柔らかく穏やかな心

てはプラスへと作用する薬であ

結晶」という代表的な実験です

い、育ててもらうのです。

れ、支えられているかは計りし

ている等といった無難な人付き

り、栄養・心の肥しにも成ると

が、それは言葉や文字にはそれ

こんなはずじゃなかったと苦

れません。たかが声、されど

から、子を育てるのも、子を育

いうこと。逆に言えば凶器にも

ぞれに宿るエネルギーがあり、

しくもがいている私も、周りの

声。その声で人を喜ばせ、その

共に過ごす中で次第にお互いの

なるということ。優しい潤いの

水に良い言葉や文字を見せた

子育ての先輩に「大丈夫よ」と

喜びが喜びの肥を生み、喜びと

で育てなさいよ」と諭された事

ある声をかける毎日と、激しく

り、音楽を聴かせると、水の結

いう暖かい肥のおかげで、何度

幸せの輪が広がる地域社会であ

合いより誰の心にでもある「思

汚らしい声をあびせられる毎日

晶は美しい形へと変化し、キラ

も勇気をもらい、前向きな気持

ることを願っています。

てる親も一人ではなく周囲の人

とでは、どちらが身体に良い

キラ輝くそうです。例えば「愛

ちへと方向付けてくれました。

笑顔が増えていきました。

か。そんな母の諭しが頭をよぎ

や感謝」の様な言葉は美しい結

でした。言葉は使いようによっ

り悶々としていた頃、息子から
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沖縄県消防協会北部地区

役員会·教育訓練開催
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初の開催
です！

６月29日（土）沖縄県消防協会北部地区支会第２回役員会及び教育訓練
が本村で初めて開催されました。役員会では、本年度開催予定の「第23回
沖縄県消防協会北部地区消防操法大会」について話合われました。饒平名知
也支会長（今帰仁村消防団長）は「本会を伊江村で初めて開催させて頂き、
光栄に思っております。これからの時期、台風や大雨などに見舞われ、自
然災害等が増えてきます。この役員会・教育訓練を通して、さらなるスキル
アップへ共に取り組んでいきましょう。また、２年に１度開催の操法大会で
は、各消防団がベストを尽くし、素晴らしい大会にしていきましょう」と話
しました。玉城盛栄伊江村消防団長は「沖縄本島や伊是名村、伊平屋村から
お越しいただき、感謝しています。これからも北部の消防団間で意見交換や
共同訓練をしてスキルアップを目指し、有事の際には共に協力し合える体制
づくりに心がけていきましょう」と話しました。
また、教育訓練では、消防署職員による指導のもと、ポンプ車操法の訓練
を行いました。訓練に参加した団員は「消防職員から直に指導してもらう機
会はなかなか無いので、大変、貴重な良い訓練だった。今後も継続して実施
し、消防団の個々のスキルアップを図りたい。」と話しました。

火災を想定した避難訓練を実施！！
６月12日に、沖縄県消防指令センター協力のもと、火災
を想定した避難訓練が特別養護老人ホームいえしま、グルー
プホームいえしま、ＹＹＹ ＣＬＵＢ ＩＥ ＲＥＳＯＲ
Ｔ、ふさと苑、ラ・メールの５事業所で行われました。自動
火災報知設備を作動させ、消火器具や屋内消火栓設備を使っ
た初期消火訓練や負傷者を想定した救護活動も行われ緊張感
のある訓練が実施されました。ＹＹＹ ＣＬＵＢ ＩＥ Ｒ
ＥＳＯＲＴの支配人中川祐介さんは、「火災時には、自分の
役割だけでなく、状況に応じてスタッフ全員が臨機応変に対
応できるよう日頃から心がけることが大切だと思う」と話
し、玉城盛栄消防団団長と玉木伸治副団長は「火災発生から避難誘導までの流れが素晴らしかった。火災発生時
には煙を吸う事に注意し避難してほしい。また、今後も火災予防に取り組んでもらいたい」と総括しました。

関東伊江島城会 ～総会開催～

新会長に玉城秀樹さん
が選任されました！
７月９日、東京都千代田区の日本教育会館で、関
東伊江島城会の総会が開催されました。会員をはじ
め、伊江島ファンや村からも島袋秀幸村長、渡久地
政雄議長らが駆け付け、親睦を深めました。
総会では、2018年度の活動や会計報告がされま
した。役員改選では、３期（９年間）務めました
福原和美さんの後任に玉城秀樹さんが第４代目の
新会長に選任されました。玉城新会長は、「歴代会
長の功績を引き継ぎ、新役員一丸となって同会の発
展のために頑張りたい」と話しました。福原前会長
は、「神奈川県鶴見区で開催した同会創立20周年
を記念した『伊江島の村踊公演関東公演』が一番の

印象に残っている。役員や会員に支えられ任務を全
うすることができた。今後も島のために協力してい
きたい」とあいさつをしました。サプライズで孫か
ら花束や、同級生の伊江中18期生から感謝状や記
念品が贈呈されると大粒の涙を流し、会場から大
きな拍手が送られました。引き続き親睦会が行わ
れ、子どもたちの余興やお楽しみ抽選会、島袋李奈
さんのライブなどが行われました。沖縄県東京事
務所の渡久地一浩所長が、玉城デニー知事からの
メッセージを伝達しました。関東伊江島城会は来年
創立30周年を迎えます。

（7）

伊江島広報

保育所合同夕涼み会
東保育所と中央保育所の合同夕涼み会が７月５日、伊江
村改善センターで開催されました。
両保育所では、「夕涼み会を通して家族と、そしてお友
達と楽しみながら地域との交流を図ること」を目的に開催
しています。今年は、あいにくの天候のため、開催場所を
ミースィ公園から改善センターへと変更しての開催となり
ましたが、会場には満員御礼の大勢の保護者や地域の方が
参加し、賑やかな中、各演目が披露されました。
アニメキャラクターの盆踊りや2020年オリンピック応
援ソング「パプリカ」に合わせた踊りなど、園児たちが思
い切り楽しんだ後は、保護者による可愛いダンスや、
“少
し”変わったラジオ体操が披露され、園児たちは、お父さ
んお母さんたちの晴れ姿に目を輝かせて見入っていまし
た。また、今年は、スペシャルゲストとして、『闘牛戦士
ワイドー』も会場に駆けつけ、園児らと一緒に、ワイドー
ダンスや記念撮影を楽しみました。
夕涼み会では、園児ら、
先生方の甚平や浴衣姿が風
物詩となっており、その色
鮮やかな衣装の華やかさや
園児らの会場からあふれ出
る笑顔に、外の雨は徐々に
晴れていきました。

「１番になりたい！」両保育所開催
６月６日（旧暦５月４日）、伊江大口漁港
にて開催されている海神祭に合わせて、両保
育所においても「パーリ競漕大会」が開催さ
れました。自分達で段ボールに思い思いの色
を塗り、世界に一つだけのパーリ舟に乗り込
む子ども達は気合十分な表情であふれていま
した。スタートの合図で一斉に飛び出し、段
ボールのパーリ舟を（器用に操り）上下に漕
ぎ、上手に前に進みます。どの子も「一番に

中央保育所

★パーリ競漕大会★

なりたい！」と真剣に漕ぐ姿に、
会場内から大きな歓声と声援が送
られました。
大会を終えた子ども達は、
「大きくなったら、
“うっぷぐちぎょこう”の海神祭のパーリ舟にみ
んなと乗りたい」と大きな意気込みを話しまし
た。

東保育所

伊江島広報
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伊江村地域おこし協力隊を紹介します！

名
前：中村 慎吾（なかむら しんご）
出 身 地：千葉県
生年月日：昭和59年3月26日生まれ
（35歳）
趣
味：ダイビング・
カラオケ・ドライブ

【中村慎吾さんについて】
就任されました中村慎吾さんは、２年前から村
の落花生の生産や振興に関する調査業務を行い伊
江村と神奈川県を行き来していました。その時
に、島の魅力や人と関わり、「伊江島の活性化に
携わることをしたい！地域資源を活用した商品開
発などを進め、島のために精一杯頑張りたい！」
と移住を決断しました。農林水産課に席を置き、
伊江島落花生の作り手を増やし、島内外の加工業
者に安定的に落花生を供給するための体制づくり
に取組んでいきます。

伊江村で初めて、地域おこし
協力隊の制度を活用して、７月から約
３年間就任することになりました。伊江島の
ジーマミー（落花生）を肉用牛や島らっきょう
などに続く新たな特産品として振興することが主
な活動内容です。伊江村の方々に１日でも早
く顔を覚えていただけるよう、頑張って
まいりますので、どうぞ宜しくお
願いいたします。

「地域おこし協力隊」って、どういう制度？？
・都市部から人材を迎え入れ、地域の活性化とまちおこしの“一員”として、地域の課
題解決のため、各分野での地域協力活動を行う制度です。
・地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援、農林水産業への従
事、住民の生活支援その他など、協力隊員によって様々な分野に渡り活動します。
・沖縄県内には、既に70名ほどの協力隊員がいて、活動期間は、１年～３年です。
協力隊員が活動することによって、斬新な視点や意見・隊員の熱意が地域に大
きな刺激を与え、行政とは違った柔軟な地域おこし策を展開する効果がありま
す。また、協力隊員自身も、地域に寄り添った活動を行うことにより、自身の成
長や理想の暮らしや生き甲斐発見などの効果も十分に期待できます。

地域・協力隊員・行政の三方による地域おこしの取組を支える大切な制度です。

伊江村のさらなる税収入ＵＰのため頑張ります！
沖縄県名護県税事務所から伊江村へ、令和元年５月16日から翌年の
3月17日までの間、２名の併任職員が派遣されることになりました。
前原

聡さんは「さらなる収納率ＵＰを目指し、伊江村と共に協力

して頑張っていきたいと思います。伊江村のみなさん、宜しくお願い
いたします」と意気込みを話しました。
併任職員の派遣は、村税務職員の徴収技術の向上、滞納整理業務の
強化を主な目的として、月に一度、村内にて村税務職員と共に臨戸訪
問や滞納整理業務を行っていきます。

比嘉

太一さん

前原

聡さん
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伊江村社会福祉協議会 新会長就任
～内間博昭さんから、友寄祐吉さんへ～
６月 28 日、社会福祉協議会の新会長就任に伴い、友寄
祐吉新会長と内間博昭前会長、大城忠蔵副会長が伊江村
役場を訪れ、島袋秀幸村長へ表敬をしました。社協会長
を８年間務めた内間博昭さんは、これまでの社会福祉協
議会の福祉活動や友寄新会長へ託す想いを話されました。
友寄祐吉新会長は、
「社会福祉協議会の理事を８年、副
会長を２年間務められたのは、内間博昭前会長のもと、社
協を支援してくださる地域のみなさま、事務局職員や役
場職員のご協力があったからこそです。新会長に就任し
て身の引き締まる思いですが、大城忠蔵新副会長と共に
協力しながら社会福祉協議会の発展、地域福祉の充実に
努めてまいりますので、ご支援を宜しくお願い致します。」
と話しました。

☆伊江村社会福祉協議会のホームページを
開設いたしました。社協情報
を随時、更新していきますの
で、村民の皆様にご覧いただ
き、ご活用頂きたいです。
https://iesyakyo.org/

７月は県産品奨励月間です。
「県産品奨励月間」が７月１日から 31 日までの間、
沖縄県各地で一斉に行われています。県産品奨励月間
の実施に伴い、伊江村商工会から知念政宏会長と玉城
堅徳副会長、比嘉ナエ子副会長、松田昌太経営指導員
が７月３日（水）に伊江村役場を訪れ、島袋秀幸村長
へ地元産品奨励及び地元企業優先使用運動の要請を行
いました
知念会長は「私たち商工会会員も生産技術及び品質
向上を図り、懸命に努力していきます。伊江村で使用

島袋村長は「伊江村商工会の地元産品優先への想いは、

する物品等についても、優先的に地元産品を使用して

伊江村も同じです。地元の企業と伊江村の活性化は、

頂き、村民にも地元産品優先使用の意識の高揚を図っ

達成すべき伊江村の重要課題のひとつです。同取組み

てもらいたい。
」と述べ要請書を手渡しました。

に対し共に協力し頑張っていきましょう」と話した。

伊江サンタマリア

特別賞！！

伊江島蒸留所限定１

６月 21 日、株式会社伊江島物産センターより代表取締役社長新城良和さん、常務取締役知念
寿人さん、製造主任浅香真さんが伊江村役場を訪れ、島袋秀幸村長へ、
『イエラム サンタマリ
ア』が「第１回東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション」のラム酒部門において、見事５
つの賞を受賞したことを報告しました。この品評会は、日本では初めて開催される酒類品評会で、
日本に輸入されている全世界のウイスキーやスピ
リッツを日本人の繊細な味覚と知識によって評価
することを目的とし開催されました。その中でも、
『イエラム サンタマリア 伊江島蒸留所限定１』
が、国産のラム酒の中で最高位となる「ベスト・ジャ
パニーズラム・オブザイヤー 2019」を、『イエラ
ムサンタマリアゴールド』は銅賞を受賞しました。
新城代表取締役社長は、「今後も、沖縄ラムの普及
と伊江島の PR を行っていく」と話しました。

イエラム サンタマリア

☆国産ラム酒で最高位を受賞☆

伊江島広報
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平成30年度

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業について
特定防衛施設周辺整備調整交付金とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法
律第９条第１項の規定に基づく特定防衛施設が所在する関係市町村に交付されます。

平成30年度
No

実施事業一覧（伊江村）

事業名

概 要

1

伊江村防災行政無線デジタル化整備事業

実施設計一式

2

村道馬場並里線整備工事

街路樹整備：L=434ｍ

3

死亡獣蓄取扱場フォークリフト購入

2.5tフォークリフト１台

4

伊江村畜産総合施設整備計画策定業務

基本構想策定

5

特産品加工施設空調改修工事

S=408.26㎡

6

伊江村総合運動公園野球場備品購入

備品購入：室内備品一式、スポーツ備品一式

7

西江上集落道17号排水路整備工事実施設計

実施設計一式

8

西江前集落道９号道路整備工事（実施設計）

実施設計一式

9

東江上集落道21号道路整備工事

L=199.767ｍ、W=5.0ｍ

10

西江前集落道10号（仮）道路整備工事（実施設計）

実施設計一式

11

公共用備品購入

パワーテント１張、屋外用テーブル100台

12

伊江村立保育所運営事業

人件費：保育士19名

13

伊江村立幼稚園増改築整備工事

伊江幼稚園

14

伊江中学校学習用備品購入

パソコン41台、電子黒板８台、サーバー１台

伊江村立幼稚園増改築整備工事

平成30年度

S=123.64㎡、西幼稚園

東江上集落道21号道路整備工事

S=174.33㎡

伊江中学校学習用備品購入

特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した基金事業一覧

No

基金事業名

概 要

1

伊江村立診療所透析センター維持管理運営事業

診療所透析センターの安定的な維持運営により、地域住民の医療環境の
向上を図る。

2

伊江村救急患者搬送船運営事業

救急患者搬送船の安定的な維持運営により、地域住民の緊急時に伴う医
療環境及び救助活動等の向上を図る。

3

伊江村環境衛生施設維持運営事業

環境衛生施設の安定的な維持運営により、地域住民の生活環境の向上を
図る。

4

伊江村総合運動公園施設維持運営事業

総合運動公園施設の安定的な維持運営により、地域住民等の健康増進や
スポーツ振興を推進することによって地域住民等の福祉の向上を図る。

5

伊江村水道施設整備事業

村全域の水道施設の更新を行うことで、地域住民へ飲料水の安定的な供
給を図る。

6

伊江村立保育所運営事業

村立保育所の安定的な保育運営を行うことで、子育て世代が利用しやす
い保育環境の維持を図る。

詳しいお問合せは

政策調整室

☎49ー5812
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平成30年度

沖縄振興特別推進市町村交付金事業について
平成24年度より、国の新たな沖縄振興策の一つとして、ソフト事業を対象に沖縄振興特別推進交付金が予
算化され、事業を実施しております。この交付金は、沖縄の振興に資する事業等を自主的に選択でき、観光
の振興や産業の振興、文化振興、福祉の増進などの分野から、沖縄振興に資する事業であって、沖縄県の自
立・戦略的発展に資するものなど、沖縄の特殊性に基因する事業を対象としております。
平成30年度は、継続事業として観光施設の整備等を実施し、また人材育成事業として学習支援員の配置、
大会派遣費助成を行いました。また、「アジアユース人材育成・ネットワーク形成事業」による広域連携事
業、産業振興、環境保全、などの各分野で、本村の実情に即した事業を実施しました。

平成30年度
No

実施事業一覧

事業名

概 要

1

伊江村ハブ対策事業

観光地等の清掃を行い、ハブが住処を作りにくい環境の整備を図るとともに、捕獲器によ
るハブの捕獲駆除を行った。

2

伊江村自動車航送コスト負担軽減事業

カーフェリーの自動車航送料を助成することで、村民負担の軽減が図られ、「住みよい村
づくり」の推進と定住条件の改善を図った。

3

優良繁殖雌牛導入事業

優良繁殖素牛（雌牛）の購入に対する補助を行うことで、農家の所得向上と子牛のブラン
ド化の推進を図った。

4

村花・世界のゆり植栽推進事業

村花であるテッポウユリと世界のユリ球根を植栽し、花の島づくりの推進に取り組んだ。

5

観光地クリーン事業

観光地の環境美化及び保全による観光地の景観形成と観光客の受け入れ態勢の強化に取り
組んだ。

6

伊江村観光危機管理計画策定事業

災害時に観光客が安全に避難できるよう、危機管理計画を策定し、観光客の受け入れ態勢
の強化を図った。

7

地域認知度向上支援事業

伊江村の認知度向上戦略の一助として、観光パンフレットの制作と伊江島イメージキャラ
クター（タッちゅん）の立体造形３体を設置した。

8

アジアユース人材育成・
ネットワーク形成事業

３市村（南城市・伊江村・渡嘉敷村）の中学生・高校生とｱｼﾞｱ諸国の若者が互いの国の歴
史や文化を学びあうとともに、地域の課題を語り合うことでグローバルな人材の育成を
図った。

9

観光客誘客環境整備事業

リリーフィールド公園のトイレ及び駐車場を整備し、観光誘客を図った。

10

確かな学力を育む学習支援員配置事業

学習支援員等を配置し、児童生徒の学力に応じた個々の学習指導を行うことで、学力の向
上を図った。

11

各種大会派遣費助成事業

児童生徒のスポーツ、文化活動における地区大会や県大会等への派遣旅費の支援を行った。

12

伊江村型就業意識向上支援事業

島から旅立つ子ども達のため、早い段階からジョブシャドウイングや職業人講話等を実施
し、キャリア教育による就業意識の向上を図った。

13

伊江村文化等発信拠点施設機能強化事業

伊江島はにくすにホールで開催する公演等の充実のため、音響設備の機能強化を図った。

14

伊江村多目的交流センター整備事業

スポーツコンベンションをはじめとする合宿、教育研修等を受け入れるため、施設整備の
基本計画を策定した。

15

水産物高付加価値化推進事業

伊江村で水揚げされる魚類の鮮度保持・向上を目的に、荷捌き施設や漁船等（貸出）に
NANOバブル発生装置を整備し、付加価値を付けた出荷や販路拡大を図った。

16

離島における陸上養殖可能性
調査事業

新たな陸上養殖事業として、海藻養殖等に着目し、事業化に向けた海水調査を実施した。

17

伊江村観光漁業コンテンツ開発事業

新たな観光漁業のコンテンツ導入を図るため、豊かな資源を活用した漁業振興の基本計画
を策定した。

観光客誘客環境整備事業

地域認知度向上支援事業

詳しいお問合せは

政策調整室

アジアユース人材育成・ネットワーク形成事業

☎49ー5812

伊江島広報
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最大

購入費の

２
／
１

電動三輪車･四輪車の 15万円
を補助します!!

電動三輪車または四輪車の購入費
の一部を補助することで、購入時の
負担を軽減し、高齢者または身体障
がい者の方の外出支援を図ります！
①満 65歳以上の方で、運転免許証を有しない
か、運転免許証を返納した者の使用する電動
三輪車または四輪車。
②身 体障害者手帳を所持する者のうち、肢体
障害で歩行が困難な者の使用する電動三輪
車または四輪車。

補助対象車両

電動三輪車等の購入

電動三輪車等の購入は、村内の業者より購入
すること。

購入補助金の額

電動三輪車等購入費の2分の1に相当する額
(但し、100円未満切り捨て)
※補助金の額が15万円を超える場合は、15万
円が上限となります。

※補助金交付には、
購入前の申請が必要です。
村内取扱い業者の見積書、印鑑を持参のうえ、
役場福祉課窓口までお越しください。

【お問い合わせ先】伊江村役場福祉課

0980-49-3160
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消費税増税
に伴う

低所得者向けの介護保険料軽減について
平成27年度から第１段階の低所得者向けに公費を投じて保険料の軽減措置が行われておりましたが、
令和元年10月に予定されている消費税の引き上げに伴い、軽減幅が変わることになります。第１段階を
更に軽減するほか、第２、第３段階にも公費を投じ、保険料の軽減を行うことになります。

消費税増税
前の保険料
消費税増税
後の保険料
（2019年度）

参考

第 1 段階
第 2 段階
第 3 段階

第 1 ランク
33,312 円
55,521 円
55,521 円

第 1 段階軽減後保険料
第 2 段階軽減後保険料
第 3 段階軽減後保険料

第 2 ランク
35,200 円
58,667 円
58,667 円

第 1 ランク
27,761 円
46,268 円
53,670 円

第３ランク
40,843 円
68,073 円
68,073 円

第 2 ランク
29,334 円
48,889 円
56,712 円

第３ランク
34,037 円
56,728 円
65,804 円

保険料率
0.45
0.75
0.75
保険料率
0.375
0.625
0.725

第１ランク（５町村） 第２ランク（７市町村）
第３ランク（17 市町村）
北中城村・西原町
金武町・南城市・本部町・嘉手納町・渡嘉敷村
南大東村・北大東村
豊見城市・東村
与那原町・国頭村・中城村・久米島町・伊平屋村
南風原町・宜野座村
北谷町・八重瀬町
恩納村・今帰仁村・渡名喜村・大宜味村・伊是名村
読谷村
伊江村
座間味村・粟国村

軽減税率について

消費税率引き上げへの準備はできていますか？
今年、10月から飲食料品と新聞を除き消費税率は10％
へ引上げられます。スーパー、ドラッグストア、小売
店、飲食店等で、飲食料品とその他の商品を販売する場
合の消費税率は、軽減税率（８％）と標準税率（10％）
の複数税率になり、レシート、領収書、請求書には、税
率ごとに合計金額を記載する必要があります。
このため、経済産業省では複数税率対応レジ等への買
換え購入・改修経費への補助を実施しています。補助金
を利用する場合は、申請期限があります。

今、お使いのレジは複数税率に対応して
いるか、早めのご確認と準備をお願いしま
す。また、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手
段を使ったポイント還元を支援する「キャッシュレス・
消費者還元事業」への参加受付も実施しています。
お問い合わせは以下の番号（※)

0120-398-111

（通話料無料）

※独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する軽減税率対策補助金事務局になります。

れは
納め忘
？
せんか
ありま

7月は

☆固定資産税
☆国民健康保険税
☆後期高齢者医療保険料

の納付月です。

【お問合せ先】

内閣府沖縄総合事務局経済産業部
■消費税軽減税率、レジ補助等について

ＴＥＬ：０９８－８６６－００３５
ＦＡＸ：０９８－８６０－３７１０
■キャッシュレス・消費者還元事業について

ＴＥＬ：０９８－８６６－１７３１
ＦＡＸ：０９８－８６０－３７１０
固定資産税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納
付はお済みでしょうか。これからの方は、お手元にありま
す納税通知書にてお早めに納付ください。

《納付場所》・農協・漁協・郵便局
・ファミリーマート（コンビニ）
・伊江村役場
《納付期限》 令和元年７月31日（水）
※口座振替の方は、再振替日を7月31日(水）に予定しております。
前日までに、残高確認をお願いします。

お問い合わせ：伊江村役場 住民課 税務係 ℡ 49-2316 国保·後期 ℡ 49-2002

伊江島広報
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はかり検査について

取引や証明に使用するはかりは、２年に１度の定期検査を受けること
が義務付けられています。伊江村内の該当する事業所は、必ず定期検査を受検されます
ようお願い致します。

【対象事業所】

※商品発送等の際、はかりを設置している店舗
※商品やスーパーで計り売り等で使用しているはかり
※病院・学校・保険所・幼稚園・保育所等で使用する
身体検査用の体重計
※給食センターで残量検査に使用するはかり等

※はかりの持ち込みが困難な場合は代検査を依頼してください。
定

期

検査日
時 間
場 所

検 査 日 程
令和元年度 ８月８日（木）
午後１：00 ～午後５：00
伊江港 はにくすにホール

詳細は商工観光課までご連絡下さい。TEL：49-2906（担当

令和元年度

駐留軍等労働者事前募集要項

インターネットで応募する場合

窓口で応募する場合
沖縄支部受付中
窓口受付時間 : 午前9時~午後5時30分

24 時間受付中 スマートフォン対応可能!
労務管理機構のホームページ

応募方法

（土曜・日曜、祝日及び12月29日〜翌年1月3日を除く。
）

http://www.lmo.go.jp を開き
LMO

申込書(指定用紙)に必要事項を御記入の上、
窓口にて御応募ください。

検索

申込書は各区公民館に備えてありますので、
必要事項をご記入の上お申し込み下さい。

求人情報 の 沖縄における事前募集 を御覧ください。

登録
有効期間

受付日の翌日から1年間有効

受付日の翌々日から1 年間有効

登録した時期にかかわらず、登録内容が有効となった日から1年間有効になります。
インターネット又は窓口のいずれか1回の応募で有効になります。

至

窓口応募受付場所
及び問合せ先

大城）

独立行政法人
(エルモ)
駐留軍等労働者労務管理機構
沖縄支部 管理課

読谷

村

運動公園
陸上競技場

嘉手納
運動公園

道の駅 かでな

縄市

沖縄支部

〒904-0202
沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良1058番地1
(道の駅かでな隣り)

TEL
（098）
921-5532

嘉手納
スポーツドーム

ラザ
至 ロータリープ

74

至沖
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伊江村商工会【プレミアム率15％】
マルトク

得 商品券

≪利用期間

令和元年８月１日（木）〜令和２年１月31日（金）まで≫

・１冊１万円（500円券23枚綴り）で購入…

１冊1,500円

※購入は１人２冊までとなっております。

★★★★ ★

販売時間：

午前９時 〜 午後４時
8月１日(木) 西 江 前
2日(金) 東 江 前
良

6日(火) 西 江 上
7日(水) 東 江 上
8日(木) 川

お

商 品 券 販 売 場 所 ★ ★★★★

▶出張販売（公民館）

5日(月) 阿

!
!
得

平

9日(金) 真謝(午前)
西崎(午後)
※どこででも購入できます!!

▶通常販売（商工会）
８月13日(火)〜９月30日(月)
※売れ切れ次第終了いたします。

販売時間：午前９時
(土日祝日

〜 午後４時

正午〜午後１時は除く)

《ご注意》
１．伊江村商工会会員事業所でお使いいただけます。
２．本商品券はつり銭は出ません。
３．商品券は、電気、水道、ガス等の公共料金、医療
機関や買掛金及びたばこ購入はできません。
※たばこ事業法第 36 条第１項により販売禁止
４．商品券の購入者は他人に売買はできません。
５．自社商品の購買には適用できません。
６．商品券の利用を見込んで通常よりも高い価格を設
定するなど、販売事業者が消費喚起の趣旨に反す
る行為をしてはいけません。
７．事業者が当該事業を活用して、事業者としての利
用に供するための物品・サービス等の調達に用い
ることはできません。
８．盗難、紛失または滅失について当会は責任を負い
ません。
有効期限を過ぎますと使用できません。
必ず期限内にご使用下さい。

詳しいお問合せ先は 伊江村商工会 ☎0980-49-2742

伊江島広報
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夏休み期間及び旧盆中のフェリー運航表
夏休み期間運航表

旧盆運航表（旧暦７月15日、16日） ※台風及び悪天候等による欠航等
のお知らせは、防災無線にて午

令和元年7月20日(土）〜8月31日（土） 令和元年8月15日（木）、8月16日（金）
便
1
2
3
4
5

伊江港発
8：00
10：00
12：00
14：30
16：30

本部港発
9：00
11：00
13：30
15：30
17：30

令和元年9月1日(日）から平常運航
便
1
2
3
4

伊江港発
8：00
10：00
13：00
16：00

本部港発
9：00
11：00
15：00
17：00

便

伊江港発

本部港発

1
2
3
4
5
6
7
8

8：00
9：00
10：00
11：00
13：00
14：00
15：00
16：30

9：00
10：00
11：00
13：00
14：00
15：00
16：00
17：30

前6時30分 と45分 に 行 い ま す。
それ以降についても随時行う場
合もありますのでご了承下さい。

※８月16日（金）の
本部発◎13：00便は、
危険物車両専用便のため旅客、
一般車両の乗船は出来ません
のでご了承ください。

お問い合わせ先

伊江港（事前予約）

0980-49-2255

※上記の期間は混む恐れがあります。
車両予約は２か月前から受付ます。

本部港（本部発当日予約）

0980-47-3940

労働安全衛生法に基づく

令和元年８・９月講習会のご案内
令和元年6月28日

小型移動式
クレーン運転技能
講習

受 講 料

免 除 無 し ￥28,014（テキスト代込）
一科目免除有り ￥25,854（テキスト代込）
二科目免除有り ￥23,694（テキスト代込）

日

時

学科
実技

8/20(火) 9:00～17:00
8/22(木) 9:00～18:00

会

場

学科
実技

北部会館３階（名護市宇茂佐の森5-2-7）
ネオパークオキナワ（名護市字名護4607-41）

備

考

吊り上げ荷重1ｔ以上5ｔ未満の小型移動式クレーンの運転業務（道路上の走行を除く)
実技は8/22・8/23いずれか一日です。申し込み順に決定します。

受 講 料

ガス溶接技能講習

職長・
安全衛生責任者
教育

お問い合わせ先

定

員

￥12,084 (テキスト代込)

定

8/26(月)13:00～17:00
8/28(水) 9:30～15:30

北部会館3階（名護市宇茂佐の森5-2-7）
名護商工高等学校（名護市大北4-1-23）

員

日

時

会

場

学科
実技

備

考

可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務

受 講 料

40名

8/21(水) 9:00～17:00
8/23(金) 9:00～18:00

学科
実技

40名

8/27(火)10:00～16:40

会 員 ￥15,972（テキスト代込）
非会員 ￥21,372（テキスト代込）
9/26（木）9:00～17:00

定

員

50名

日

時

会

場

北部会館３階（名護市宇茂佐の森5-2-7）

備

考

建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業の業種において職務に
就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者

受 講 料

フォークリフト
運転技能講習

（一社）沖縄県労働基準協会

9/27（金）9:00～17:00

￥46,320 (テキスト代込)

定

員

20名

時

学科
実技

9/30（月）9:00～18:00
10/1(火)～4(金) 4日間 9:00～17:00

会

場

学科
実技

北部会館４階（名護市宇茂佐の森5-2-7）
ネオパークオキナワ（名護市字名護4607-41）

備

考

最大荷重１ｔ以上のフォークリフトの運転業務（道路上の走行を除く）

日

（一社）沖縄県労働基準協会

TEL

北部支部

0980－54－4700

実技2日目からは8:30～

名護市宇茂佐の森5-2-7（北部会館4階）

FAX

0980－52－7004

伊江島広報
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満１歳

お 誕 生 日 お めでとう!

友寄 みこ（ともよせ みこ）ちゃん

𠮷田 絆朱（よしだ ばんじゅ）くん

性
別：女
生年月日：平成30年７月25日生
母 ：友寄 恵利香さん
行 政 区：阿良区

性
別：男
生年月日：平成30年７月12日生
父 ：𠮷田 和馬さん
母 ：
奈美乃さん
行 政 区：西崎区
𠮷田家のヒーローばんじゅ♡
お姉ちゃん２人に負けずに
強く大きくなあれ♪

とーぷじょーぐ みこ♡
たくさんの元気と幸せをありがとう。
健やかに大きくなぁれ♪

６８９.０ｍｍ

３７５.５ｍｍ

公営企業課：船員

福地

実

(ふくち つばさ)さん

７月１日付けで、公営企業課船舶の甲板員に採用
されました、阿良区の福地翼です。島の表玄関として、
お客様の安心・安全を守り、笑
顔を持って努めてまいりますの
で皆様のご指導、ご鞭撻よろし
くお願いします。

７２１.０ｍｍ
年

翼

生年月日：平成元年10月1日生（30歳）
行 政 区：阿良区

置 場 所
民間飛行場

昨

総雨量

御寄附御礼

設
ハイビスカス園

︻教育委員会︼

︵香典返し︶
●東江上七六五番地 大城 吉雄 様より
故 母 大城シズ様 香典返し
●西江上一六三二番地 金城 文子 様より
故 夫 金城 廣吉様 香典返し
●西江前二一五番地 玉城 敦 様より
故 母 玉城 キク様 香典返し
●川平二三八番地の一 棚原 幸子 様より
故 夫 棚原 一成様 香典返し

︻社会福祉協議会︼

︵香典返し︶
●東江前一九番地の一 松川 光子 様より
故 夫 松川 好賢様 香典返し
●西江前二一五番地 玉城 敦 様より
故 母 玉城 キク様 香典返し
●川平二三八番地の一 棚原 幸子 様より
故 夫 棚原 一成様 香典返し

伊江村
6月の雨量

新人職員紹介

西崎公民館

備

考

７３７.０ｍｍ

最高雨量
６月20日 135.0 ｍｍ

場 所
伊江島空港

５４８.５ｍｍ

最高雨量
６月16日 341.0 ｍｍ

場 所
西崎公民館

績

４５４.５ｍｍ

☆８月の行事予定☆
１日（木） 国保税（第２期）
・村県民税（第２期）発布
無料法律相談
２日（金） 西江前ミニデイ
５日（月） 学校閉庁日（リフレッシュウィーク・８月９日まで）
６日（火） 米軍爆弾処理船ＬＣＴ爆発事故被爆者慰霊祭
西崎ミニデイ
９日（金） 東江上ミニデイ
11日（日）山の日
山あすぃでぃ
12日（月）振替休日
13日（火）旧盆（ウンケー）
・旧盆巡回エイサー
後期高齢者医療保険料（第２期）
東江前ミニデイ
14日（水）旧盆・旧盆巡回エイサー

15日（木）旧盆（ウークイ）
フェリー旧盆運航
16日（金）フェリー旧盆運航
西江前ミニデイ
18日（日）各区対抗ゴルフ大会
20日（火）川平ミニデイ
21日（水）育児サークル
西江上ミニデイ
23日（金）高島市交流事業（夏：８月26日まで）
真謝ミニデイ
25日（日）乳幼児健診
各区対抗ゴルフ大会（予備日）
26日（月）３学校２学期始業式
27日（火）農業委員会総会
28日（水）心配ごと相談
阿良ミニデイ
30日（金）村畜産共進会

