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伊江村職員候補者選考試験（令和3年4月1日採用予定）の実施についてお知ら
せします。

※　次のいずれかに該当する者は受験できません。
（１）日本国籍を有しない者
（２）地方公務員法第16条に該当する者

【第1次試験】
　（１）試験日：令和2年10月25日（日）
　（２）試験会場：伊江村役場　中会議室
　（３）試験日程
　　　10：30 ～ 12：00　 専門試験（保育士）
　　　　　　　　　　　　　　教養試験（臨床工学技士）
　　　12：00 ～ 13：00　 休憩
　　　13：00 ～ 13：30　 職務適応性検査
　　　13：30 ～ 15：00　　　小論文試験
【第2次試験】
　　第1次試験合格者を対象に個人面接を行います。
　　試験の日時、会場等については後日通知します。

令和3年度伊江村職員候補者選考試験の実施について

１　募集職種・受験資格

２　試験日時・試験会場

３　申込手続・受付期間

昭和61年4月2日以降に
生まれた者で、保育士資
格及び幼稚園教諭免許
を両方有する者（令和3
年3月末日までに両方取
得見込みの者を含む。）

令和 3 年 4 月 1
日以降、伊江村
内に居住できる
者

次の書類を提出してください。
　①試験申込書（村ホームページからダウンロードをするか
　　　　　　　　　　　直接役場窓口で受領してください。）
　②住民票抄本
　③免許・資格証明書の写し（保育士、臨床工学技士）
　④返信用の封筒（長3サイズ）及び84円切手

村立保育所におい
て保育業務に従事
します。
※人事交流により
村立幼稚園におい
て勤務する場合も
あります

昭和50年4月2日以降に
生まれた者で、臨床工学
技士免許を有する者

令和 3 年 4 月 1
日以降、伊江村
内に居住できる
者

伊江村立診療所透
析センターにて人
工透析医療業務全
般に従事します。

住居手当：
優遇措置あり
ます。

学歴・免許等・年齢
受験資格募集職種

採用予定人数

保　育　士

申込手続 申込書類

若干名

若干名

臨床工学技士

住所等
従事する業務 備　　考



詳しい応募方法やお問合せは　公営企業課　☎49-2255

伊江村船舶乗組員の募集について

募集人数
勤務場所
勤務形態

給　　与

募集職種
加入保険
資格要件

若　干　名
フェリーいえしま・フェリーぐすく
月～日曜日　７：00 ～ 18：00
（シフト制　土日・祝日勤務有り）
月額　185,000円 ～
（有資格者は優待遇）
船舶職員・機関士
労災・健康・厚生・雇用
海技士免許・機関士免許取得の意
欲があるもの

４　合格者の発表

電話等での合否に関する問い合わせは一切受け付けません。

〒905-0592
伊江村字東江前 38 番地
伊江村役場　総務課　人事担当　(TEL  0980-49-2001)

郵送で申込む場合は、封筒の表に「試験申込書在中」と朱書
してください。受付期間最終日までの消印があるものに限り
受付します。

受験資格審査の結果、試験申込書を受理したときは10月9日ま
でに受験票を郵送します。10月16日までに受験票が届かない
場合は連絡してください。

令和 2 年 8 月 3 日（月）〜令和 2 年 9 月 30 日（水）
（土日・祝祭日を除く）午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分まで

受付期間

申込先
・

問い合
わせ先

受験票
の交付

合格者本人に通知します。
又、伊江村のホームページにおいて合格者の
受験番号を掲載します。

第 1次試験 令和 2年 11 月中旬頃

全員に合否の通知をします。
又、伊江村のホームページにおいて合格者の
受験番号を掲載します。

第 2次試験 令和 2年 12月中旬頃

合格発表期日 方　　　　　　法
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公営企業課　船舶乗組員公営企業課　船舶乗組員



自殺予防週間
（9月 10～16日）

自殺予防週間
（9月 10～16日）
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沖縄県では、自殺者の7 割以上が男性です。
また、50 代、60 代の自殺者がもっとも多く、
自殺の原因・動機は以下の順になっています。 
1.うつ病等を含む心身の「健康問題」 
2.多重債務などのによる「経済問題」 
3.介護・看護疲れ等の「家庭問題」 
私生活や職場での様々な悩みが複数かさな
ることで、自殺に追い込まれている現状が
あります。 

私生活において不安で眠れないといった悩みや、職場での悩み、生きづらさを
感じるなど様々な悩みについての相談窓口です。ぜひ、ご利用ください。

よりそいホットライン 0120-279-338 （24 時間 / 年中無休） 
どんなひとの、どんな悩みにもよりそって、いっしょに解決できる方法を
探します。 

心の健康・いろいろな悩みについて相談したいとき

心の悩みについての相談窓口

新型コロナウィスル感染症関連 心の電話相談 0120-556-338 
受付時間：18時～21歳 30分

こころのほっとチャット【新型コロナ関連】受付：12 時～ 16 時

新型コロナウィルス感染症の影響による心の悩みについて相談 

働く人のメンタルヘルス「こころの耳」 0120-565-455 
電話による相談受付は 月・火：17時～ 22時、 土・日：10時～ 16時 
産業カウンセラー等が、電話、メール、SNSにより相談を受け付けます。

沖縄県の自殺者の現状 

自営業・家族従業員
13.7%

被雇用者・勤め人
25.3%

学生・生徒等
1.6%

警察庁統計より

沖縄県の職業別自殺者割合

無職者
57.8%

不詳 1.6%



申請をされる方は　事前に　福祉課　☎49-5000までお問い合わせください。　　　　　　　　　事前に　福祉課　☎49-3160までお問い合わせください。

詳しいお問い合わせは　福祉課　手帳担当（岸本）　☎49-3160

暑い夏！！エアコン購入一部助成を開始！暑い夏！！エアコン購入一部助成を開始！

　身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方は、ご自身
の手帳の住所を改めて確認し、正しい住所であることをお確かめ下さい。住所変
更がされていないと、適切な福祉サービスを受られないことがあります。
　詳しくは福祉課の担当者までお問い合わせください。

　身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方は、ご自身
の手帳の住所を改めて確認し、正しい住所であることをお確かめ下さい。住所変
更がされていないと、適切な福祉サービスを受られないことがあります。
　詳しくは福祉課の担当者までお問い合わせください。

　新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保、②マス
クの着用、③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められて
います。このような「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

エアコンを利用する等、部屋の温度を調整 
感染症予防のため、換気扇や窓開
放によって換気を確保しつつ、エア
コンの温度設定をこまめに調整 
暑い日や時間帯は無理をしない 
涼しい服装にする 
急に暑くなった日等は特に注意する

・
・

・
・
・

・
・

・

・
・
・

・
・

のどが渇く前に水分補給 
1日あたり１.２リットルを目安に 
大量に汗をかいた時は塩分も
忘れずに

高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症にな
りやすいので十分に注意しましょう。３密（密
集、密接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも
積極的な声かけをお願いします。

気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意 
屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確
保できる場合には、マスクをはずす 
マスクを着用している時は、 負荷のかかる作
業や運動を 避け、周囲の人との距離を十分に
とった上で、適宜
マ スクをはずして
休憩を 

日頃から体温測定、健康チェック 
体調が悪いと感じた時は、無理せ
ず自宅で静養 

・印　鑑　・エアコン購入等助成金交付申請書
・エアコン購入等に要する費用の見積書
・エアコン購入等の理由書

・エアコンの購入（設置費用を含む）又は修理に係る費用のうち最大50,000円
　　　例　　費用：45,000円の場合、45,000円を助成
　　　　　　費用：55,000円の場合、50,000円を助成
　　　　　　　　　　（5,000円は自己負担になります）

・平成３０年３月３１日以前から生活保護受給している方
・平成３０年４月１日以降、生活保護受給開始されている方で、北部福祉事務所か
　らの助成が受けられなかった方
・エアコンを所有していない又は所有しているエアコンが故障している方
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生活保護
受給者の方へ

必要書類

助成金の額

助成対象者

　伊江村で生活保護を受給している方へ、必要と認められた場合にはエアコン購入等費用の一部助成をします。

１．暑さを避けましょう ３．こまめに水分補給しましょう 

２．適宜マスクをはずしましょう

４．日頃から健康管理をしましょう

熱中症予防行動のポイント 新しい生活様式
における

～身障者手帳・精神障害者手帳・療育手帳～
住所変更手続き各種手帳の住所変更手続きはお済みですか？

申 請 を さ れ る 方 は
助成対象になるかどうかを

各種手帳 住所変更手続き



詳細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、対象外です。

次のア又はイに該当する世帯は、申請により国民健康保険税が減免されます。
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)
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
者の収入が減少した場合(減収)

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
前年の所得の金額の合計額が1,000万円以下である
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

ア

イ

１

２
３

申請書(住民課窓口にてお受け取りください)
その他（詳細はフローチャート表の下部に記載）

●
●

新型コロナウイルス感染症の

について国民健康保険税の減免
影響による 

◇対象世帯 

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

※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。

◇減免の対象となる国保税 

◇必要書類等
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国民健康保険者証           
認　印
前年の 　　　　　　  がわかるもの
・確定申告書第 1表の控え 
・収支内訳書　　　　　　　　税務署又は伊江村等の受領印が押印されているもの
・青色申告決算書           
・売上帳簿　　　　　　・民泊の支払証明書       
・売上伝票 (農協・漁協・太陽の花等 )        
・源泉徴収票

・民泊の支払証明書 　　・売上伝票 (農協・漁協・太陽の花等 )    
・収入が記帳された通帳          
・売上帳簿
・年金振込通知書 (6月上旬に日本年金機構から発送されたハガキ）
・源泉徴収票 

・民泊の支払証明書 　　・売上伝票 (農協・漁協・太陽の花等 )    
・収入が記帳された通帳          
・売上帳簿
・年金振込通知書 (6月上旬に日本年金機構から発送されたハガキ）
・源泉徴収票 

●
●
●

◇必要書類等

新型コロナウイルス感染症の影響で世帯主の
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

世帯主の、
ア、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
イ、令和元年と比べ10分の3以上の減少をする見込み
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
のアとイの両方に当てはまる。

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り、収入が減った。

保険税減免の
対象外です

はい

はい いいえ

はい

いいえ

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

収入・経費

今年の 収入・経費 がわかるもの●

｝



〈詳しいお問合わせは〉　建設課　環境衛生係　☎49-3162

〈詳しいお問合わせは〉　建設課　環境衛生係　☎49-3162
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　毎年５月に実施されています「狂犬病予防集合注射」について、
本年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため延期となってお
ります。
　現在、沖縄県獣医師会へ実施要望を提出し、9 月から 10 月
の期間で日程調整を行っておりますが、明確な実施予定日や獣医
師の配置については、未定との報告があります。今後の新型コロ
ナウィルスの感染予防対策状況しだいでは、狂犬病予防集合注
射が実施できないことが予想されますので、可能な限り、飼主さ
ん各自で狂犬病予防注射を受けていただきますようご理解とご協
力を宜しくお願い致します。
　各自で予防注射を受けられた場合は、「予防注射済証又は領収書」と現金５５０円を持参の
うえ、建設課で注射済報告申請をしていただき、「注射済票」をお受け取り下さい。

狂犬病予防集合注射の実施時期について令和 年度2

猫は室内だけで飼いましょう

外には危険がいっぱい！

●外へ出かけている間、ご近所で庭を荒らしたり、排泄したり、
　ゴミをあさるなどして、他人の迷惑になっているかも。
●危険な目に遭っているかも。

室内飼いでも
避妊去勢手術をしましょう。

犬や猫は生後半年くらいで繁殖できるようになり、
一度にだいたい4頭以上の赤ちゃんを1年に2回以上
産むことができます。猫は、1年で1頭が20頭以上になることも。

増やさないためにも

猫を飼うときの約束

〜外で猫にエサをあげている方へ〜

●時間と労力が必要です。
●お金がかかります。
●近所とのトラブルがあるかもしれません

　
●猫を飼える家ですか？
●引っ越しで手放すことになりませんか？

一緒に住める住居が
必要です●家族全員がしつけや世話に協力してくれますか？

●アレルギーの人はいませんか？
●結婚・出産しても飼えますか？

家族の同意が必要です。

●ペットのために
・生殖器の病気になるリスクが減ります。
・欲求不満によるストレスが軽くなります。
・いろいろなリスクが減ることで寿命が延びます。

●問題行動を減らすために
・発情期特有の困った行動（大きな鳴き声・ケンカ）がなくなります。
・オスの攻撃性が減り、しつけがしやすくなります。

無責任にエサだけあげるのは不幸な命をふやすこと
●不妊去勢手術をしましょう。
●エサは決まった猫にだけ、決まった時間にだけ
　あげましょう。

●置きエサはやめましょう。
●フンの掃除をしましょう。
●近所の人たちの理解が必要です。

覚悟が必要です

最後まで責任を持って飼いましょう。



農協・漁協・郵便局・ファミリーマート・伊江村役場 《納付場所》 

納付期限は、令和 2 年  8 月 ３１ 日 です！

村県民税、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、お手元に届い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８月 3１日（月）に予定しています。 

交通事故は年間約38万件発生しています。交通事故による死傷者は約 46万
人にのぼり、1日に約1,260人の方が死傷していることになります。万一の交通事故の際の基本
的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車に、自動車損害賠償責任保険・
共済（自賠責）への加入が法律で義務付けられています。
　また、フォークリフトなどの小型特殊自動車（農耕作業用を除く）についても、公道を一度で
も走行する場合は、自賠責への加入が必要です。

検査対象外軽自動車（125cc 超 250cc 以
下のバイク）および原動機付自転車は、保
険・共済標章（ステッカー）をナンバープ
レート（ナンバープレートに貼付すること
が義務付けられています。これに違反した
場合、30万以下の罰金が課せられます。（自
賠法第 88条）

自賠責は、損害保険会社・共済協同組合を
はじめ、クルマやバイクの販売店などの代
理店でも簡単な手続で加入できます。また、
250cc 以下のバイク（原動機付自転車を含
む）は、一部のコンビニや郵便局、インター
ネットでも加入できます。

被害者1名についての支払
い限度額は、下のとおりです。
　自賠責は、他人を死傷させた際の対人賠償
についてのみ補償する保険です。対物賠償や
運転者自身のケ
ガ等は補償され
ませんのでご注
意ください。

伊江島広報13

お問い合わせ：　住民課 税務係 ☎49-2316　 国保・後期係 ☎49-2002 

８月は村県民税・国民健康保険税
後期高齢者医療保険料の納付月です 

本　土

14,380円

12,600円

10,790円

8,950円

7,060円

原動機付自転車以外の車種の保険料・共済掛金については、損害保険会社・
共済協同組合にお問い合わせください。

継続漏れを防ぐためにも、
なるべく長い契約期間をお選びください。

注）

60か月

48か月

36か月

24か月

12か月

5,640円

5,540円

5,440円

5,340円

5,240円

5,640円

5,540円

5,440円

5,340円

5,240円

5,640円

5,540円

5,440円

5,340円

5,240円

契約期間

死亡 3,000万円

傷害 120万円

後遺傷害
（等級による）

75〜4,000万円

車種

本土離島

原動機付自転車（125cc 以下）

沖縄本島 沖縄離島

補償内容は？

自賠責とは？

保険料・共済掛金は？
2
0
2
0
年
7
月
現
在

自賠責自賠責
ステッカーで確認！◎ステッカーは、満期年ごとに

　色がことなります。

有効期限は
自賠責に

加入しな
いで

運転する
と…

に入っていますか？
切れていませんか！？あなたのバイク

早目の継続
手続きを！

1年以下の懲役
または

（自賠法第86条の3）

50万円以下の
罰金

違反点数 6点
▼

（道路交通法違反103条、
第108条の3）

免許停止
処分等

+

自 賠 責
月

年

7
32

自 賠 責
月

年

7
2

満 期 年 月

手続きは簡単ですワン！
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