6

IE ISLAND

Jun.2020
No.487

新型コロナに
負けない
村の世帯数と人口の比較 （6月1日現在）
昭和55年 平成12年 令和2年
（40年前）（20年前）
世帯数

5月の
先月比 出生児
数
△2

1,575

2,056

2,265

総人口

5,818

5,394

4,495

△1

2

男

2,859

2,727

2,271

△1

0

女

2,959

2,667

2,224

0
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５月 25 日、JA おきなわ伊江支店女性部が、竹ぼうきや熊手を３学校の児童、生徒たちに
寄贈しました。
JA おきなわ伊江支店女性部は、２ヶ月に１度フリーマーケットを開催し、そこに出店され
た方から頂いた出店料をほうき購入の資金として活用しています。
内間カズエ副部長は「このほうきや熊手は、フリーマーケットに出店された方から集めた
資金を活用して寄贈することができています。大切に使って頂きたいですし、フリーマーケッ
トへも是非、遊びに来て欲しい」とあいさつをしました。
伊江中学校の生徒会役員の玉城叶望さん（西江上区）は、
「たくさんのほうきを寄贈いただき、
ありがとうございました。これからも学校を綺麗にしていく気持ちを心掛け、伊江中学校を
日本一綺麗な学校にしたいと思います」と感謝の言葉を話しました。

☆雨の日も楽しくお散歩♪ ラン♪ラン♪ラン♪

梅雨に入り、雨の日も多くなったこの頃。雨の日でも、楽しくあそぼう♪と、中央保育所
のさくら組さんが『雨の日さんぽ』にでかけました。あいにく出発時に曇り空に変わりまし
たが、園児たちは、お気に入りの雨合羽と長靴を身にまとい気分は上々です！
初めに目に飛び込んできたのは、所庭の水たまり！遊び方はそれぞれです。
そして、ホースで人口の雨を降らして、雨の気分を楽しみました。天井や
葉っぱから落ちてくる水滴をいろいろな容器にいれ、その音を楽しんだり、
溜まった水をこぼすことを楽しんだり、雨の日の楽しみ方を発見しました。

いえじまの文化財 第２回

「伊江島の城山」
指定年月日：昭和42年4月11日
所在地：字東江上グスク原

県名勝指定

「伊江島の城山」は東江上グスク原に所在す
る県指定の名勝です。チャートという岩石から
なる岩山で、本村のみならず県内でも指折りの
景勝地となっています。
城山にはグスク時代（約800〜500年前）の遺跡があり、中国製や徳之島産の焼物などが見つ
かっています。また、城山中腹には「城山御嶽」があり、信仰の対象となっています。
「大折目（ウプ
ウイミ）」という祭祀の際には御嶽の祠や中腹の広場で豊年などの祈願が行われました。
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マスク
マスク・消毒用アルコール等
・消毒用アルコール等の
の御寄贈
御寄贈 ありがとうございました
ありがとうございました
新型コロナウイルス感染症対策について、マスク等を寄贈いただき、誠にあ
りがとうございます。
新型コロナウイルス感染症拡大に関連してマスク等の医療資材の品薄状態が
続き、持続的な確保に苦慮する状況の中、寄贈支援していただいたことは、非
常に心強く感じております。寄贈いただきましたマスク等は、ご厚志に沿って
最大限有効に活用させていただきます。

〜

寄 贈 い た だきました

みなさま

〜

渡辺 サカエ様（N95マスク）・金城幸人様（マスク）・大城あづさ様（マスク）・株式会社伊江島
物産センター（消毒用アルコール：イエラムサンタマリア80）・株式会社FINESS（マスク）・株
式会社アジア技研（マスク）・株式会社アジア測量設計（マスク）・合資会社泉エンジニアリン
グ（マスク）・株式会社沖縄プランニング（マスク）・株式会社シビルエンジニアリング（マス
ク）・株式会社東陽エンジニヤリング（マスク）・伊江村建築設計協力会（事務局：有限会社大
成プラン）（手作りマスク）・有限会社明城建設（マスク）・南西空調設備株式会社（マスク）・
株式会社救命（マスク）・有限会社丸良電建工業（御寄附）・（熊本県）田尻雅様（マスク等）

株式会社伊江島
物産センター

南西空調設備株式会社

株式会社FINESS
（棚原まきさん代理）

伊江村建築設計協力会

有限会社
丸良電建工業

6月定例議会

新型コロナウイルス対策・支援 予算が成立しました！

児童福祉総務費
保 健 衛 生 費
農 業 総 務 費
畜

産

業

費

堆肥ｾﾝﾀｰ運営費
水産業振興費

商 工 総 務 費
船舶会計補助金
教 育 総 務 費

子育て世帯臨時特別給付金・拡充分

1,200千円

抗菌マスク・消毒液・防護服セット等の購入
プレハブ１基・診療用ベッド・イス等の購入
各種補助金事務の補助職員

1,467千円

2,100千円

2,600千円

影響を受けた農業者（花卉・葉物・らっきょう・紅芋 他）へ支援 51,000千円
影響を受けた畜産農家へ支援
農家への堆肥1/2の補助

6,900千円

10,000千円

影響を受けた漁業者へ支援

20,000千円

本部港警備員検温検査等の実施
サーモグラフィ購入

4,600千円

5,300千円

フェリーの自動ドア等の改修・HEPA付空気清浄機設置
大学・専門学校生の保護者に対する経済支援

11,600千円

10,000千円
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新型コロナウイルス感染症の

影響による

減免について

国民健康保険税の

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が10分の3以上減少した世帯に対して、国民
健康保険税の減免を行います。
※前年未申告(同一世帯内に18歳以上の者の未申告)や赤字の場合は、対象外となります。
◇対象世帯

次の①・②に該当する世帯は、申請により国民健康保険税が減免されます。
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を
負った世帯(り患)
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の縮小、廃業などで主たる生計維持者の収
入が下記の様に減少した場合(減収)
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控
除した額)が前年の当該事業収入等の額10分の3以上である場合
イ 前年の所得の金額の合計額が1,000万円以下である場合
ウ 減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が
400万以下である場合
◇減免の対象となる国保税

令和2年2月1日(令和元年度第5期)から令和3年3月31日(令和２年度8期)までの納期限(特別徴
収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
◇必要書類等

● 国民健康保険者証・認印
● 前年の 収入 がわかるもの(確定申告書第1表の控え・収支内訳書・青色申告決算書・売上
帳簿・売上伝票(農協・漁協・太陽の花等)・源泉徴収票)等
● 今年の 収入 がわかるもの(収入が記帳された通帳や帳簿、給与明細の写し、民泊のキャ
ンセル証明書、売上伝票(農協・漁協・太陽の花等)等

※他にも後期高齢者医療保険料ならびに介護保険料の減免もあります。
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新型コロナウイルス感染症による減免判定 簡易フローチャート
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減った。

はい
新型コロナウイルス感染症の影響で
ア．世帯主の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかの収入が令和元年と
比べて10分の3以上減少する見込みである。

いいえ

はい
世帯主の、
イ．令和元年(1月1日から12月31日まで)の合計所
得金額が1,000万以下
ウ．令和元年と比べ10分の3以上の減少をする見込み
みの収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が
400万円以下
のイとウの両方に当てはまる。

いいえ

保険税減免の
対象外です

はい
申請により、
国民健康保険税の一部が減額されます。

● 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少とはどのような場合を指します
新型コロナウイルス感染症や、その拡大防止のための措置による減収を指します。
新型コロナウイルス感染症の影響でないことが明らかな場合(令和元年中の離職等)
は対象となりません。
● 令和元年中の収入・所得について、まだ確定申告ができていません。この場合でも
申請はできますか。
今回の減免の要件である、前年の収入や所得には、確定申告(村県民税の申告)を
された金額を用います。そのため令和元年中の所得の申告をまだされていない場合
は、減免要否の判定をすることができません。申告後にご申請ください。
● 年金のみの所得ですが、減免の対象になりますか。
年金のみの所得は減免の対象外となります。

〈詳しいお問合わせは〉 住民課 保険グループ

☎49-2002 までご連絡ください。
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
傷病手当金は、伊江村国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方（雇い主から給与の支
払いを受けている方）で、新型コロナウイルスに感染または感染疑いのため勤務することがで
きず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。
支給要件

１．対象者（①から④全て該当する方）
① 伊江村国民健康保険に加入しており、給与等の支払いを受けている被用者である方
② 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、
療養のため労務に服することができなくなった方
③ 労務に服することができない期間が３日間連続しており、４日目以降も労務に服することが
できず、４日目以降の日が支給対象期間であること
④ 療養のため労務に服することができない期間に、給与等（休業手当を含む）の全部または一部
の支払いを受けられない方
２．支給対象期間
令和２年１月１日から令和２年９月30日までの間で、労務に服することができなくなった日か
ら起算して３日を経過した日（４日目）から労務に服することができない期間
３．支給金額
直近の継続した３か月間の給与収入の合計額

就労日数

２／３

就労を予定していた日数

４．申請方法
原則として、下の申請書類の提出が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、医療
機関記入用が不要になります。
●国民健康保険傷病手当金支給申請書（世帯主・被保険者・事業主・医療機関記入用）
※申請書類は村ホームページからダウンロードいただくか、住民課窓口にてお受け取りください。
●上記申請書の他に、国民健康保険証、身分証明証（免許証・マイナンバーカード等）、振込口座が
確認できるもの（通帳・キャッシュカードのコピー）、印鑑もご準備お願いいたします。

傷病手当金制度の対象となる方（フローチャート）
あ な た は 傷 病 手 当 金 の 支 給 対 象 か も し れ ま せ ん 。
令和2年1月1日から現在まで、伊江村の国民健康保険
に加入している（加入していた期間がある）

いいえ

対象外
※加入している（いた）健康保険にお問い合わせください。

上記の国保加入期間中、被用者だった（給与等の支払
いを受けていた）期間がある

いいえ

対象外
※傷病手当金は被用者の方が対象となります。

はい
はい

そのうち、新型コロナウイルス感染症に感染もしくは
発熱等の症状により感染が疑われたため、連続して3
日間（待機期間）、仕事をお休みしていた（現在も休
んでいる）期間がある。

いいえ

はい

待機期間後、4日目以降のお休みの期間に、給与等
（有給休暇）の支払いを受けていない

はい

傷病手当金の支給対象の可能性があります。事前に住
民課国保係へご連絡ください。

いいえ
該当の
場合

はい

対象外
※連続した3日間（待機期間）の後の4日目以降が
支給の対象となります。
原則対象外
※有給休暇などで給与等の支払いを受けている場合は
支給対象外となります。
ただし、給与等の日額が傷病手当金の日額より少ない
場合、差額が支給されます。
詳しくは住民課国保係までお問い合わせください。

仕事をお休みされていた期間中、医療機関（帰国者・接触者外来）を受診していますか？

はい

「はい」
（帰国者・接触者
外来受診あり）の場合、
右記の書類が必要に
なります。

1．支給申請書①（世帯主記入用）
2． 〃
②（被保険者記入用）
3． 〃
③（事業主記入用）
4． 〃
④（医療機関記入用）

〈詳しいお問合わせは〉 住民課

いいえ

「いいえ」
（帰国者・
1．支給申請書①（世帯主記入用）
接触者外来受診なし）
2． 〃
②（被保険者記入用）
の場合、右記の書類が
3． 〃
③（事業主記入用）
必要になります。

国保係

☎49-2002
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暑さが厳しくなる時期になってきました。体が暑さに慣れない、湿度が高い日・急に暑くなる
日など…体は体温調節が上手く機能せず、熱中症が起きやすくなります。

このような症状はありませんか？

☆対処方法☆

●手足がしびれる
●めまい、立ちくらみ

軽

●筋肉のこむら返り
●気分が悪い、ぼーっとする
●頭がガンガンする(頭痛)

中

●吐く、吐き気がある
●体がだるい
●意識がもうろうとする

重

●意識がない
●体がひきつる(けいれん）
●真っすぐ歩けない
●体が熱い

☆熱中症の予防のポイント☆

① こまめな水分補給(目安：喉が渇く前に補給しよう！)

② 涼しい環境を作り(室温28℃を超えない、エアコンや扇風機を活用し快適にする)
③ 睡眠・休養・休息をとろう！
④ 食事は3食しっかり食べよう！

マスク熱中症に注意が必要です！

今年は、

日頃の感染予防対策ご協力ありがとうございます。
しかしながら、マスクをしていると喉の渇きに
気づきにくい為、熱中症に繋がりやすいとされています。

予防策として、こまめな水分を摂ることが鉄則です☆
特に高齢者や小さなお子様は、体温調節が上手く機能しなくなる為、注意が必要となりま
す！息苦しくなったりする場合は、一時的にマスクを外して呼吸を整えて下さい☆
※自宅内では、マスクを外すようにして下さい。人と接する場所に行く際には、引き続き
マスクの着用をお願いします。

詳しいお問い合わせは 医療保健課 ☎49-5000

伊江島広報
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働き盛り健診・がん検診（集団）のご案内
今年度は新型コロナ感染症予防対策のため予約制と
しております。受診時の注意点は後日送付する健診
の案内をご覧ください。
《対
象
者》
◎20歳以上40歳未満の国民健康保険及び社会保険扶養の方
◎民泊・漁業・葉タバコ等の方で10月に住民健診を受診できない方
※検査項目は10月の住民健診と同じです。
※人間ドックを受診された方は受診できません。
※がん検診も同時に受けられますが、40歳以上の方が対象です。
《健
診
日》7月18日（土）・7月19日（日）午前のみ
《健 診 場 所》農村環境改善センター
《健 診 受 付 時 間》午前 8：30〜10：30
午後 1：00〜 3：00 ※この時間帯の予約となります。

★乳がん・子宮がん検診《健診と同時に婦人がん検診が受けられます》
《健診日》7月18日（土）のみ（※要予約）《健診場所》農村環境改善センター
《健診・がん検診予約受付期間》 6月24日（水）〜7月3日（金） 午前8：30〜午後5：15 ※土日除く
※がん検診を受ける方は、6月に配布した《がん検診受診券》をご持参ください。
※社会保険に加入されている方（本人）は、各事業所で労働安全衛生法に基づく健康診断が
実施されているため、各事業所(勤務先)にご確認ください。

「働き盛り健診・がん検診」の予約・お問い合わせ先

子育てサポーター養成講座
受講者募集

医療保健課 ☎49-5000・49-2234

本講座は有償ボランティアで
活動してくれる
サポーターを養成する目的で
開催します。

「子育ての手助けをしてほしい人」と「子育てのお手伝いをしたい人」が会員となって行う、
地域の相互援助活動を組織化したものです。
サポーターには、「自身の子育ての経験を活かしながら、空いた時間に地域のお子さんの
サポートをしたい人」や、
「仕事をしながら、自分のできる範囲でサポートしたい人」、
「現
に自身の子どもを育てながら、同時にサポートもしてみたい人」など、様々います。
地域の皆さんで、手助けを必要としているお父さん、お母さんの「力」となり、子どもた
ちの成長を見守ってみませんか。
◆申込みについて◆

・講 座内容：発達障がいの理解と対応
・講 座日程：令和2年７月１6日（木）
・時
間：１０時〜１５時
・会
場：伊江村福祉センター
・受 講 料：無料
（テキスト代）

・定

員：1０名

・申込方法：電話またはFAXにて受付しています。
・申込期日：令和2年７月9日（木）
（定員に達し次第、締め切ります）
・持 ち 物：筆記用具・顔写真（3㎝ ４㎝）
２枚・
感染予防のためマスク着用・自分用
の飲み物持参・弁当

多くのみなさまのお申込みをお待ちしております。

主催：やんばる町村ファミリーサポートセンター・一般社団法人 TAKE-OFF
お問い合わせ・申込先：やんばる町村ファミリーサポートセンター
TEL 0980-43-7551 FAX 0980-43-7554
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風しん抗体検査を
受けましょう！
なぜ？
◇２０１８年以降、全国で風しんの患者数の増加に伴い、今後の風しんまん延を予防するた
めに、
２０１９年４月〜２０２１年３月３１日までの３年間で、下記の対象者に風しん抗体検
査と予防接種を実施いたします。
風しん抗体検査を受けましょう。

検査について

３年間で風しん抗体検査と予防接種を受けること
ができる対象者は伊江村に住所を有する者で、

37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性

昭和

◇風しんの予防接種は予防接種法に基づき公的に行われていますが、上記の世代の方は、
法律に基づく公的な接種を受ける機会がなく、他の世代に比べて風しんの抗体保有率が低
く
（約８０%）
なっているため今回の対象者となっています。
★料 金・・・無料
★検 査・・・血液検査による抗体検査
★結 果・・・来院又は郵送（医療機関によって異なる）
★予防接種・・・検査の結果、予防接種が必要と判断された場合は、検査を受けた医療機
関か、伊江村立診療所にて無料で予防接種が受けられます。

2020年度の対象者

37年4月2日〜昭和47年4月1日生まれの男性

昭和

対象者には青い封筒に入ったクーポン券が届きますので

詳しくは、中身をご確認ください。
また、昨年度、送られた

クーポン券は、今年度までお使いただけます。
ちなみに昨年度の対象者は、

昭和47年4月2日〜昭和54年4月1日 生まれの男性で

す。無くされたという方は、
「再発行」
できますので、医療
保健課までお越しください。

＜その他、
ご不明な点があればお気軽にお電話ください＞

詳しいお問い合わせは 医療保健課 ☎49-2234

伊江島広報

年金の手続きには

国民年金について
お知らせ

マイナンバーカード・印鑑が
必要です。

国民年金の被保険者には次の３種類があります。
第1号被保険者→20歳以上60歳未満の方で、学生や自営業者など
第2号被保険者→会社員・公務員
第3号被保険者→厚生年金・共済組合の被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方
手

続

き

20 歳になった方

印鑑、学生の方は学生証の写し（裏表）

会社を退職した方

退職日が分かる書類（離職票、退職辞令）、年金手帳、印鑑

配偶者の被扶養
からはずれた方

被扶養者からはずれた日がわかるもの、印鑑、年金手帳

国民年金保険料について
★保険料は20歳から60歳になるまで納付が必要です。
①毎月定額16,540円（令和2年度）
※希望により付加保険料（月額400円）
を納めることもできます
②納付方法 国民年金保険料は納付書以外に口座振替・クレジットカードで納めることが出来
ます。
口座振替→預金通帳・金融機関届出印をご持参ください
クレジット→クレジットカードをご持参ください
手続き場所→住民課
1回あたりの納付額

割

引

額

振

２年前納

381,960円

15,840円 4月30日

１年前納

194,320円

4,160円 4月30日

６か月前納

98,110円

当月末振替（割引あり）

16,490円

50円 当月末

翌月末振替（割引なし）

16,540円

なし 翌月末

替

日

1,130円 4月30日、11月2日

※国民年金保険料を納付した方が、年末調整や確定申告などの申告を行うときに納めた
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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★保険料を納めることが困難な方へ★
・
・経済的な理由等で保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請手続きにより保険料
の納付が免除される「全額免除」又は「一部免除」される制度があります。（令和 2 年度の保
険料免除申請は 7 月 1 日から申請できます。）
・
・学生の方は在学期間中の保険料の猶予申請制度もあります。国民年金保険料を未納のままに
せず申請手続き等を行ってください。未納のままにすると、障害年金や死亡など不慮の事態が
発生すると障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合があります。
・
・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上げの減少などが生じ
て所得が相当年度まで下がった場合は、臨時特例措置として本年の所得見込み額を用いた簡
易な 手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
申請対象となる期間 令和 2 年 2 月分〜6 月分まで（7 月分以降は改めて申請が必要）
★産前産後期間の国民年金保険料免除について★
出産予定日又は出産が属する月の前月から４ヶ月の国民年金保険料が免除されます。
取 扱 い：産前産後として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年
金の受給額に反映されます
対 象 者：国民年金第 1 号被保険者
届け出時期：出産予定の 6 ヶ月前から届け出可能
届 け 先：住民課
必要な書類：マイナンバー、親子健康手帳
★障害基礎年金の請求について（20歳から64歳までの方）★
国民年金に加入している被保険者が国民年金法に定める 1 級・2 級の障害者に該当したとき
に請求できます。
また 20 歳前に国民年金法で定める 1 級・2 級の障害者に該当した場合は 20 歳に国民年金
の資格を取得してから請求することができます
★ 遺 族 基 礎 年 金 ★
国民年金に加入中に亡くなった場合は、その方に生計を維持されていた遺族（子のある配偶者、
または子）に遺族基礎年金が支給されます。
※障害基礎年金・遺族基礎年金は、一定の保険料納付要件を満たす必要があります。
★老齢基礎年金の請求について★
65 歳誕生日 3 か月前に日本年金機構から緑色の封筒が届きます
誕生日前日から請求できますので、緑の封筒・印鑑・マイナンバー・年金手帳を
ご持参ください。

詳しいお問合せは 住民課 年金係…☎49-2002

伊江島広報

令和2年４月
オープン♥

伊江村

母子健康包括支援センター
〜妊娠・出産・子育ての総合窓口を設置しました〜

母子健康包括支援センターって、どんなところ？
母子健康包括支援センターとは、妊娠期から出産・子育て中のお母さんまでが、安心し
て出産・育児ができるようそれぞれの状況に合った支援を行うところです。
看護師の資格を持った母子保健コーディネーターや保健師が相談に乗り、必要に応じて
専門相談へつなげたり、解決策を一緒に考えていく場所です。

〜このようなときにはお気軽にご相談ください〜

母子健康包括支援センター

ネーミング募集中♥

❁初めての妊娠で心配
❁母乳やミルクの量が足りているか不安
❁村外から引っ越してきたばかりで、子育てについての情
報がしりたい。（予防接種・乳幼児健診・育児サークル・離
乳食実習など)
❁里帰り出産をしたいけど、どのように進めたらよいか分
からない
❁気持ちが落ち込む
❁産後、身体がしんどい
などなど・・・

例 【那覇市 】

ら・ら・ら・ステーション
【うるま市】：だいすき
【沖縄市】結ぽ〜と など

伊江村らしいネーミング
お待ちしています♥
(LINE・電話・窓口まで)
（締め切り 7月末）

どんなことでもお気軽に窓口やお電話にてご連絡ください。

保健師
渡邉 良子

保健師
前津 拓次

保健師
𠮷田 奈美乃

保健師
内間 恵美子

私たちが
母子担当です。

看護師
小橋川 英恵

（母子コーディネーター）

母子担当
屋宜 月美

登録して
〇妊婦さんや子育て中のママたちへ伝えたい情報を送ります。
チュン♥
〇予防接種や乳幼児健診のお知らせを、対象のお子さんへお知らせします。
また、体調不良等で受診が困難な場合、日程調整を個別LINEで行います。
〇困ったこと、相談したいこと、聞きたいことなど、LINE で相談可能です。
※相談の際など、プライバシーは厳守します。お気軽にご連絡ください。
医療保健課：QR コード

〈詳しいお問合わせ先〉 医療保健課

☎49-5000
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後期高齢者医療被保険者 75歳以上の皆さんへ
令和2年８月から 被保険者証が切り替わります
（有効期限が令和 3 年 7 月 31 日となります）

切替に必要な物
有効期限

令和 2 年

7 月 31 日

被保険者証の
色（ピンク）の
変更はありま
せん。

有効期限

令和 3 年

7 月 31 日

●今お使いの被保険者証
（令和 2 年 7 月 31 日）

●認

印

※各区公民館での切り替え
ができない方は、７月22日
以降役窓口での切り替え
となります。また、新型コ
ロナウイルスの感染状況
によっては日程が変更に
なることもございますの
でご了承ください。

令和 2 年度

後期高齢者医療『被保険者証』切替え日程

7/16(木）

7/17(金）

7/20(月）

7/21(火）

午前９時〜１１時
東江上区公民館
午後２時〜４時
東江前区公民館

午前９時〜１１時
真謝区公民館
午後２時〜４時
西崎区公民館

午前９時〜１１時
川平区公民館
午後２時〜４時
西江上区公民館

午前９時〜１１時
阿良区公民館
午後２時〜４時
西江前区公民館

詳しいお問い合わせは 住民課 ☎49-2002

満75歳以上の後期高齢者医療被保険者の皆様へ健康診断のご案内
健診 集団健診と個別健診の 2 通りの方法があり、年に 1 度受診ができます。
方法 （集団健診と個別健診の両方は受診できません。）
健診日時 ９月に受診券を被保険者本人へ送付し、10 月に改善センターで集団健診を実施します。
・場所 （個別健診を受診する場合は各自で医療機関等に予約して受診してください。受診券
については、住民課へお問い合わせください）
受診する際には受診券、被保険者証をお忘れずに！

詳しいお問い合わせは 住民課 ☎49-2002

6月は村県民税の納付月です。
村県民税の納付は、お済みでしょうか。
これからの方は、6 月上旬に通知してあります納税通知書にてお早めに納付ください。
※口座振替の方は再振替を 6 月 3０日（火）に予定しています。

《納付場所》 農協・漁協・郵便局
ファミリーマート・伊江村役場
納付期限は、令和 2 年

6 月 ３0 日 です！

詳しいお問い合わせは 住民課 税務係 ☎49-2316

伊江島広報
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新 生 活 推 進 協 議 会 より

各種封筒 についての お知らせ
これまでに、新生活推進協議会より配布しておりました
各種封筒は、下記の場所へ設置しておりますので、ご利
用ください。

★役場住民課窓口 ★各区公民館 ★社会福祉協議会
★ JA・郵便局・漁協 ATM 設置コーナー横 ★商店

村内での冠婚葬祭は、新生活推進協議会で
決められている封筒を使用しましょう。

1 村内実施の結婚披露宴について

・受付は必ず置き、祝儀は5,000円以内に
しましょう。
・記念品や料理は簡素にしましょう。
・宴会場（改善センター、公民館等）と家
での二重祝いを自粛しましょう。

2 合格・入学・十三祝いについて

・祝儀は2,000円にしましょう。
・お返しは廃止しましょう。
・料理は簡素にし、茶菓子程度にしましょう。
・十三祝いはなるべく身内で行うようにし
ましょう。

3 出産・誕生祝いについて

・案内を出すようにしましょう。
・祝儀は3,000円にしましょう。
・料理は簡素にし、お返しは1,000円以内
にしましょう。

4 生年・米寿祝いについて

・生年祝いのお祝いは正月2日とし、案内状
を受けた方のみが出席しましょう。
・祝儀は3,000円にしましょう。
（85才以上の祝儀は5,000円以内）
・お返しは1,000円以内にしましょう。
・お祝いの日（当日）以外、その前後のお
祝いの為の祝賀訪問は遠慮しましょう。
・73歳生年祝い当令者は、なるべく記念旅
行を行うようにし、合同祝宴にしましょう。

5 葬儀について

・葬儀を行う家庭は、告別式の時間を自宅
の門に掲示しましょう。
・告別式は聖苑で行い、受付を置き、香典は
従来どおりハダカ1,000円にしましょう。
・お礼状、お返し等は廃止しましょう。
・告別式の供花は廃止し、聖苑の備え付け
の花を使用しましょう。
・告別式には葬儀屋や、寺院の僧、宗教関係
者等第三者を雇わないようにしましょう。

6 七回忌について

・七日ごとの法要は初七日、四十九日の2回
のみの弔問としその他は身内だけで行い
ましょう。
・香典は2,000円とし、お返しは簡素にし
ましょう。
・弔問客への料理は、茶菓子程度にし、餅
や折り詰めは廃止にしましょう。

7 年忌焼香・新十六日について

・身内と案内のあった方々のみ出席し、香
典は2,000円としましょう。
・料理は簡素にし、お返しは1,000円以内
にしましょう。
・新十六日も身内と案内のあった方々で行
うようにしましょう。
・弔問客への料理は、茶菓子程度にし、餅
や折り詰めは廃止にしましょう。

8 新築祝いについて

・祝儀は5,000円にしましょう。
・料理は簡素にし、お返しは1,000円以内
にしましょう。
・新築祝いは、案内を受けた方のみ出席し
ましょう。

〈詳しいお問合わせ先〉 総務課

☎49-2001
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農業委員会からのお知らせ
農業委員の任期が令和２年９月３０日で満了することに伴い、農業委員と農地利用最適化
推進委員の推薦・募集を行います。農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業委員
については、村長の任命制（議会の同意が必要）
、過半を認定農業者、農業者以外の中立的な
立場の方（１名）を含まなければならないこととなっています。また、農地利用最適化推進
委員（※①）については農業委員会が担当地区を定めて委嘱します。農業に精通した方で自薦・
他薦により候補者に応募できます。
※①《農地利用最適化推進委員》
具体的な業務としては、担当地区において、担い手への農地利用の集積・集約化、
耕作放棄地の発生防止や解消等の地域における現場活動を行います。

【募集及び推薦について】

〜農業委員と農地利用最適化推進委員の候補者の共通事項〜
受 付 期 間 令和２年６月１５日〜令和２年７月１５日まで
受 付 時 間 午前８時３０分 〜 午後５時１５分まで（土日祝祭日を除く）
受 付 場 所 役場２階 農業委員会事務局
募 集 方 法 推薦及び応募
推 薦 伊江村在住の農業者等３人以上の連名又は各区区長及び農業者が組織する団体が
推薦 する方法
応 募 自ら委員に応募する方法
申 込 方 法 申込書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて上記受付場所へお申込ください。
受付期限までに直接提出するか、又は郵送してください。なお、郵送の場合は、
受付期限当日までの消印有効となります。
※農業委員と農地利用最適化推進委員の兼任はできません。
ただし、両方の候補者となることは可能です。
※募集要項や各種様式は、村ホームページよりダウンロードして頂くか、農業委員会事務局でお受取り下さい。

詳しいお問合せは 農業委員会事務局 ☎49-3161

【 収 入 保 険 制 度 〜具体的な仕組み〜】
収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収入減少だけでなく、
価格低下なども含めた収入減少を補償する仕組みです。
◎青色申告を行っている農業者（個人・法人）が対象です。
※５年以上の青色申告実績があるものが基本ですが、
青色申告（簡易な方式を含む）の実績が、
制度加入時に１年分あれば加入できます。なお、その場合の補償限度額は、申告実績が５
年になるまで徐々に引き上げていく等の措置が検討されています。
◎当年の収入が基準収入の９割（５年以上の青色申告実績がある場合）を下回った場合に、
下回っ
た額の９割（支払い率）を補填します
※基準収入は、農業者ごとの過去５年間の農産物の販売収入の平均 (５中５) を基本とし、
規模拡大など当年の営農計画等も考慮して設定します。
※補償限度額及び支払い率は複数の割合から選択できます。
※「掛捨ての保険方式」に「掛捨てにならない積立方式」を組合せるかどうかを選択できます。
◎農業者は、保険料・積立金を支払って加入します。
（任意加入）
※保険料は掛け捨てになります。保険料率は、今後変更があり得ますが、現時点の試算（補
償限度８割）では１％（50％国庫補助後）です。
※積立金は自分のお金であり、補填に使われない限り、翌年に持ち越されます。75％の国庫
補助があります。

詳しいお問合せは NOSAI沖縄 北部支所 ☎0980-52-4082
農業委員会事務局 ☎49-3161

17

伊江島広報

伊江村中央公民館図書館の開館時間の変更について
令和２年度６月１日より、伊江村中央公民館図書館の開館時間を下記の通りになります。
変更前

９時００分〜１７時１５分まで

変更後

９時３０分〜１７時００分まで

利用者の皆様には、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

大学や専門学校へ在籍している学生へ給付金を支給します！
伊江村教育委員会では、新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイト収入等が減少し、
生活が困窮し、学びの継続が厳しい状況にある学生等の支援を目的に「学生支援緊急給付金支援
事業」として、給付金を支給します。
◎ 対象者（下記①、②の両方に該当する方が支給対象となります。
①伊江中学校を卒業し、大学等に在籍している学生等。
（大学・大学院・短期大学・高等専門学校の 4 年次及び 5 年次・専門学校）
②学生等または、生計維持者（保護者等）が本村に住所を有している
◎給付金額：一人当たり 10 万円です。
◎申請方法
・「申請書、在学証明書、在学者本人の通帳の写し」を教育委員会へ提出ください。
◎申請期間：令和 2 年 6 月 22 日（月）〜令和 2 年 7 月 31 日（金）
●これまでの「高校卒業後進路調査」に基づき、対象者の保護者宅へ申請書を送付して
います。申請書が届いていない場合は、教育委員会へご連絡ください。
●申請書は、保護者が代理提出することができます。

詳しいお問い合わせは 教育委員会 ☎49-2334

伊江村民俗芸能保存会よりお知らせ
伊江村民俗芸能保存会の役員会が、５月２９日に改善センターホールで開催されました。例年
の総会ではなく、新型コロナウイルス感染症拡大防止で役員会開催の運びとなりました。
総会付議事項を下記のとおり審議し、特に１０月２５日（日）に関東伊江島城会設立３０周年
を記念して神奈川県横浜市鶴見区で開催予定の「伊江島の村踊」関東公演については、コロナ感
染拡大の第二波への懸念が予想されることを鑑み、芸能関係者をはじめ、村民や関東伊江島城会
の皆様の健康と安全を最優先とする判断により、開催中止となりました。
また、１０月３日（土）に開催予定の伊江村民俗芸能発表会については、今後のコロナ感染症
の発生状況をみながら慎重に検討し、開催の可否について判断したいと思います。
議案第１号：平成３１年度（令和元年度）事業報告及び収支決算書の承認について（可決）
議案第２号：令和２年度事業計画（案）及び収支予算書（案）の承認について（可決）
議案第３号：
「伊江島の村踊」関東公演及び令和２年度伊江村民俗芸能発表会の開催中止について（一部可決）
議案第４号：伊江村民俗芸能保存会会則の一部改正（案）の承認について（可決）
議案第５号：役員の一部改選について（可決）

詳しいお問い合わせは 教育委員会 ☎49-2334

7 月の行事予定

１３日（月） 後期高齢者医療保険料発布
１４日（火） 東江上ミニデイ
１５日（水） 育児サークルイルカ
１日（水） 固定資産税第2期
国民健康保険税発布
家畜セリ市
西江上ミニデイ
３日（金） 保育所合同夕涼み会（中止）
西江前ミニデイ
１６日（木） 後期高齢者医療保険証切替
（東江上区・東江前区）
４日（土） 第35回少年少女水泳大会（中止）
６日（月） 民児協定例会／なんでも相談 １７日（金） 後期高齢者医療保険証切替
（真謝区・西崎区）
７日（火） 西崎ミニデイ
西江上ミニデイ
８日（水） こころの相談
１８日（土） 婦人がん検診
阿良ミニデイ
働き盛り健診
社会を明るくする運動（伊江村大会）
（中止）
１９日（日） 働き盛り健診
１０日（金） 婦人の主張大会（中止）
伊江村郷友会総会（中止）
東江上ミニデイ

２０日（月） ３学校１学期終業式
（8月7日に延期）
後期高齢者医療保険証切替
（川平区・西江上区）
２１日（火） 後期高齢者医療保険証切替
（阿良区・西江前区）
フェリー夏季運航（8/31まで）
川平ミニデイ
２２日（水） 阿良ミニデイ
２３日（木） 海の日
２４日（金） スポーツの日
２８日（火） 農業委員会総会
３１日（金） 真謝ミニデイ
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●性別：男 ●生年月日：令和元年６月１０日
●母：島袋 きらら
●行政区：川平区

●性別：男 ●生年月日：令和元年６月３日
●父：谷 直輝 ●母：谷 直美
●行政区：西江前区

御寄附御礼

︻社会福祉協議会︼

〇伊江村字西江上四二七番地
山城 久光 様より
故 母 山城 文子 様の香典返し
〇伊江村字東江前九〇番地
東江 勝治 様より
故 父 東江 守義 様の香典返し
〇伊江村東江前六五一番地の二
宮里 政喜 様より
伊江村字西江上一六三二番地
金城 和廣 様より
伊江村字東江前一四〇番地
大城 茂 様より
伊江村字西江上一七〇番地
宮城 悦子 様より
伊江村字西江前一六七二番地の三
島袋 和代 様より
伊江村役場退職記念として

︻伊江村人材育成会︼

西崎公民館
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〇伊江村字西江上四二七番地
山城 久光 様より
故 母 山城 文子 様の香典返し
○浦添市仲西一丁目ニ番五ー四〇一号
ネクステージカメリアⅡ
山城 敬子 様より
人材育成への寄付として
〇伊江村東江前六五一番地の二
宮里 政喜 様より
伊江村字西江上一六三二番地
金城 和廣 様より
伊江村字東江前一四〇番地
大城 茂 様より
伊江村字西江上一七〇番地
宮城 悦子 様より
伊江村字西江前一六七二番地の三
島袋 和代 様より
伊江村役場退職記念として
〇沖縄市池原二丁目一五ー三五
有限会社 明城建設
代表取締役 山城 重幸 様より
人材育成への寄付として
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伊江村字東江前 38

〒905-0592

【編集】伊江村役場総務課
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●性別：男 ●生年月日：令和元年６月３日
●父：玉城 紀貴 ●母：玉城 睦
●行政区：東江前区

●性別：女 ●生年月日：令和元年６月３日
●父：玉城 紀貴 ●母：玉城 睦
●行政区：東江前区

玉城

●性別：女 ●生年月日：令和元年６月３日
●父：諸喜田 匠 ●母：諸喜田 真里奈
●行政区：阿良区

こうき）くん
島袋 リルウ（しまぶくろ りるう）くん

航輝（たに

うた）さん
詩（たましろ
玉城
がく）くん
諸喜田 七望（しょきた ななみ）さん

最高雨量
5月6日 75.5ｍｍ
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置
場
民間飛行場
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ハイビスカス園

伊江村5月の雨量

●性別：男 ●生年月日：令和元年５月１１日
●父：哲也 ●母：愛梨
●行政区：阿良区
●性別：女 ●生年月日：平成31年４月４日
●父：並里 拓実 ●母：美久
●行政区：真謝区

崎浜 陽日斗（さきはま ひびと）くん
來夢（なみざと くゆ）さん
並里

歳
満１
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