
日 Sunday 月 Monday 火 Tuesday 水 Wednesday 木 Thursday 金 Friday 土 Saturday
１ 旧9/27

大安 ２ 旧9/28
赤口 ３ 旧9/29

先勝 ４ 旧9/30
友引 ５ 旧10/1

仏滅 ６ 旧10/2
大安

７ 旧10/3
赤口 ８ 旧10/4

先勝 ９ 旧10/5
友引 10 旧10/6

先負 11 旧10/7
仏滅 12 旧10/8

大安 13 旧10/9
赤口

14 旧10/10
先勝 15 旧10/11

友引 16 旧10/12
先負 17 旧10/13

仏滅 18 旧10/14
大安 19 旧10/15

赤口 20 旧10/16
先勝

21 旧10/17
友引 22 旧10/18

先負 23 旧10/19
仏滅 24 旧10/20

大安 25 旧10/21
赤口 26 旧10/22

先勝 27 旧10/23
友引

28 旧10/24
先負 29 旧10/25

仏滅 30 旧10/26
大安

・東江上ミニデイ
・離島フェア2021
 予定（15日まで）

・民児協定例会 ・西崎ミニデイ ・こころの相談
・プレママカフェ
・いえまーる

・防火デー
・沖縄県広域地震、津波避難訓練
・沖縄県畜産共進会（仮）
・デイケア
・西江前ミニデイ

・第２回伊江村駅伝
 大会

・伊江村民俗芸能発表会
・第27回福祉チャリティー
 ゴルフ（スタート）

・西江前ミニデイ
・第30回北部地区
 グランドゴルフ大会

・西江上ミニデイ
・第29回地区小学校童話、お話、
　意見発表会（宜野座・金武大会）

・川平ミニデイ・家畜セリ市・第27回福祉チャリティー
 ゴルフ（最終日）

・第41回北部地区
 ゲートボール大会

・東江前ミニデイ ・阿良ミニデイ ・やんばるの集い
・いえまーる

・いえまーる・第45回同窓
 バレーボール大会

・デイケア
・真謝ミニデイ

・西幼、小学習発表会
・婦人会ソフトバレー
  大会

・農業委員会
・阿良ミニデイ
・心配ごと相談

・伊江中２年生修学
 旅行（12/3まで）

・学習発表会振替休日・伊江幼、小学習発表会

文化の日

勤労感謝の日

詳しいお問合せは　伊江村役場  総務課　☎49-2001

１００歳 ご長寿おめでとうございます！
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新型コロナウイルス発生により、各種イベント・相談等は中止または延期になる場合がありますので、ご了承ください。

●「いえじま むらのカレンダー」16 ページの、29 日（金）の欄について、「・西江前ミニデイ・村県民税第３期」と
記載の誤りがございました。
　訂正（取消）してお詫び申し上げます。広報誌 9月号

お詫び

編集／伊江村役場総務課　TEL.0980-49-2001
https://www.iejima.org/soshiki/somuka/

伊江村役場総務課 に検索！

・100歳敬老祝い（村長訪問）
・両幼稚園、小学校運動会・東保育所、西保育所まつり
・玉城千春さん（kiroro）伊江小学校講演、伊江村青年会 民家清掃
・ねんきん相談会、年金生活者支援給付金
・農作業安全啓発チラシ
・旧ターミナル飲食テナント出店者募集
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予防の徹底
　　ちゅん！

防災行政無線戸別受信機が新しくなります。
取替のご協力をお願いします。
防災行政無線戸別受信機が新しくなります。
取替のご協力をお願いします。

　災害時の緊急放送や毎日の行政からのお知らせを放送している防災行政無線について、昨年度より
アナログからデジタルへ移行する工事を行っております。
　今年度の工事は、みなさまへ貸与している戸別受信機を11月頃から工事業者が各家庭に訪問し
取替を行います。
　詳しい日程が決まり次第、防災無線等でお知らせいたしますので、設置のご協力をお願いします。

現在設置機種（アナログ対応） 新規機種（デジタル対応）

取替

訂正後▶



　 今年度に、めでたく１００歳を迎える方が４名いらっしゃいます。島袋秀幸村長が自宅を訪ね、内閣総理大臣

祝状や銀杯の贈呈、沖縄県知事祝状と村記念品などを贈呈いたしました。特養老人ホームいえしまとグループ

ホームいえしまに入居されている２名には、磯ひとみ施設長から代理贈呈をしていただきました。

　 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模縮小、短時間とはなりましたが、ご長寿のお祝いを申し上げ、

お喜びいただきました。

おめでとうございます！

知念  靜枝 さん
（東江前区）　 （西江前区）

大城  キク さん
（阿良区）

金城  春子 さん
（阿良区）

幸地  梅 さん

いえじまの文化財　第18回

アミボーシャ内部の様子

　アミボーシャは西崎漁港の西側にある

丘陵上に所在しており、「アミプラシャ」

とも呼ばれています。内部には直径約

８ｍの円形の石積みがあり、その中央

付近に20～30cm程の大きさの線香立て

の石が３つ配置されています。干ばつ

の際には慶良間諸島の方向に向かって

「アミプインショーリニガヤビラ（雨を

降らせてください）」と言って祈願し、

その後は三線を弾いたり、角力を取った

りしたそうです。

　この場所は雨乞い祈願の祭祀所とし

て、本村の水事情のあり方とその歴史

的変遷を知る上で価値が高い場所で

あるため指定されました。

指定年月日：平成21年４月１日　村有形民俗文化財指定

所　在　地：伊江村西江前1736の一部
アミボーシャ

金城春子さん 幸地梅さん

新100歳

アミボーシャ

西崎漁港

※新100歳を迎えるみなさまです。

１０月２日に、伊江幼稚園・小学校運動会、３日に、西幼稚園・小学校運動会が聞かれ

ました。新型コロナウイルスの感染拡大防止により競技時間を短縮しての開催となり

ましたが、各学年が一致団結し、一生懸命に力を出し合い大運動会を盛り上げました。

位
置
に

つ
い
て
ー
っ

やればできる西キッズ　みんなの心で限界をこえろ

太陽のように熱く　全力でかけぬけろ！！
」「

西幼稚園・小学校 運動会

「心が燃える運動会！！  伊江っ子魂で  コロナをぶっとばせ！！」

伊江幼稚園・小学校 運動会

運動 会 開催！！
伊江幼稚園・小学校 西幼稚園・小学校＆
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緑十字機の歴史を後世に

絵画コンテスト開催！！
伊江島タッチュー山の日関連イベント

　 9月16日、東保育所の夏まつりが開催されました。

　 コロナ禍で色々な行事が中止となる中、子ども達に喜

んでほしいとアイディアいっぱいのお祭りとなりました。

　 当日は、じん平や浴衣を着てお祭り気分バッチリの可愛

い子ども達。ゲームやくじ引きコーナーで大いに盛り上が

りました。また、おやつコーナーでは、かき氷、ケーキ、ゼ

リー、プリンなど盛沢山。満面の笑みがいっぱいの一日に

なりました。

　 同日付の８月20日に、この史実を後世に語り継ぎ風化させない事を目的に活動する「伊江島緑十字機を語る会」

（以下「緑十機会」）と「静岡県緑十字機を語り継ぐ会」との間で、オンラインによる交流会が行われました。

　 緑十字機が飛び立った時間（午後６時40分）に緑十機会の渡久地政雄会長が緑十字機に見立てた段ボール

製飛行機を、千葉県木更津空港方向へ飛ばすアクションから交流がスタート。来賓出席した島袋秀幸村長は

「こうした交流や友情の輪が広がりうれしい」と話し、静岡県の草地博昭磐田市長は「市と村の絆が深まるよう

に、史実を磐田市民にも広めていきたい」と述べました。また、内間司伊江緑機会幹事長は「ゆくゆくは映画化

も見据え今後も活動を行いたい。一緒に力を合わせてがんばっていきましょう」と活動への意気込みを話しました。

　 双方は、今後さらに交流

を深めていくことに合意

し、その日の夜11時55分

には静岡県磐田市側にて

当時の状況を寸劇でライブ

配信をし、イベントの幕を

閉じました。

　 8月8日（日）山の日関連イベントとして、昨年の写真コンテストに引続き、『伊江島タッチュー絵画

コンテスト』を開催いたしました。

　 出展作品は、村内外から幼稚園・小学生の部（低学年・高学年）、中学生の部、一般の部と総勢67点

の絵画が公募いただきました。9月18日から10月8日まで伊江港物産センター東側通路にて展示・

投票され、村民や来島者のみなさまの投票により受賞者が選出されます。応募された出展者の皆様、

ありがとうございました。

　 10月１日、イベント事がなかなか開催できない中、子ども達にまつり

の雰囲気を味わって楽しんでもらおうと『納涼まつり』を開催しました。

　 まつりでは、手作りの輪投げや面当て、ヨーヨー釣りなどのゲーム

があり、面当てでは、欲しいお面に狙いをすまし、当たると大喜びして

いました。同じお面を狙っているお友だちには、譲ってあげる姿もみ

られました。おやつには、屋台に見立てたテーブルとおもちゃのお金

で、好きなものをもらい、買い物気分も味わいました。

　 久しぶりのイベントに保育所内は活気付き、

子ども達の楽しそうな笑い声と笑顔あふれる

一日になりました。

なつまつりなつまつり

くじ引きくじ引き

面当て面当て

東
保育所

西
保育所

ヨーヨー
つり

ヨーヨー
つり

映えてる？

納涼
をしたよ

☆まつり納涼
をしたよ

☆まつり

※広報誌イーハッチャー11月号にコンテスト結果を掲載いたします。

“緑十字機の歴史を後世に”

“緑十字機の歴史”とは
　 太平洋戦争で日本がポツダム宣言を受諾した日から５日後の８月19日、降伏軍使を乗せた緑十字機が太平洋

終戦処理の協議文書を持ち、千葉県木更津空港から伊江島まで飛行し、米軍機に乗り換えてフィリピンへ向かった。そ

の後、降伏軍使一行はフィリピンのマニラで会議を終え、８月20日に帰路に向かうが、フィリピンから伊江島に戻り

伊江島で待機していた緑十字機に乗って千葉県木更津空港へ向かう途中、燃料切れにより静岡県磐田市鮫島海岸

で緊急不時着をした。その後、協議文書は無事東京へ届いたが、その時墜落していたら協議文書は届かず、今の平和

は無かったかもしれない。それほど大きな使命を抱え緑十字機は飛んだのである。

オンライン交流会 集合写真
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“緑十字機の歴史を後世に”

“緑十字機の歴史”とは
　 太平洋戦争で日本がポツダム宣言を受諾した日から５日後の８月19日、降伏軍使を乗せた緑十字機が太平洋

終戦処理の協議文書を持ち、千葉県木更津空港から伊江島まで飛行し、米軍機に乗り換えてフィリピンへ向かった。そ

の後、降伏軍使一行はフィリピンのマニラで会議を終え、８月20日に帰路に向かうが、フィリピンから伊江島に戻り

伊江島で待機していた緑十字機に乗って千葉県木更津空港へ向かう途中、燃料切れにより静岡県磐田市鮫島海岸

で緊急不時着をした。その後、協議文書は無事東京へ届いたが、その時墜落していたら協議文書は届かず、今の平和

は無かったかもしれない。それほど大きな使命を抱え緑十字機は飛んだのである。

オンライン交流会 集合写真
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　９月15日、伊江中学校で伊江漁業協同組合による「魚の捌き方・調理教室」が開催されました。
『15歳の島建ちの前に、美味しい魚料理とそのための魚の捌き方を教えたい』という島建ち
教育の一環として毎年行われています。
　初めに、漁協職員の崎浜秀二さんによる29キロのメバチマグロ解体
ショーが行われ、見事な包丁さばきに生徒や教員らが釘付けとなりました。
その後は、各グループに分かれ、組合員の手ほどきのもと、子ども達は
鱗落としや３枚おろしなど慣れない手つきで一喜一憂しながら取組み、
魚汁やムニエルなどの料理を作りました。

　10月11日に、株式会社こころのいちゃりば伊江島民泊協力会（岸本弘子
会長）メンバー44人が、伊江島GIビーチや伊江港荷捌き施設の２班に分かれ、
伊江島の海へ感謝をしながらの海浜清掃を行いました。
　今年も昨年に引続き、新型コロナウイルスにより民泊の受入を中止せざ
るを得なく、厳しい状況が続いています。その状況の中、民泊協力会の
「民泊事業でお世話になっている伊江島の海岸や荷捌き場を綺麗にして、島の観光地を再び輝かせたい」と
いう呼びかけに海浜清掃が行われ、プラスチック袋や漂着物など軽トラック８台分のごみを回収しました。
　岸本会長は「昨年に続き、民泊事業者も含め様々なお仕事の方が大変苦しい時期。だけど、島への感謝の
気持ちを忘れるわけにはいかない。そして、事業再開の希望と共に『綺麗な伊江島を魅せてあげたい』という
想いが集まって今回の海浜清掃ができました。会員のみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。これからも、
みなで協力して綺麗な島を魅せていきたい」と話しました。

～伊江漁業協同組合 魚の捌き方・調理方法を伝授～
「１５歳の島建ちの前に教えておきたい」

いちゃりば伊江島民泊協力会がビーチ清掃！
～伊江島への感謝の気持ちを込めて～
いちゃりば伊江島民泊協力会がビーチ清掃！
～伊江島への感謝の気持ちを込めて～

　10月９日に、村青年会の地域貢献活動として、
清掃ボランティア活動を実施しました。
　高齢者など清掃作業が困難な方々の支援をする
ため、村社会福祉協議会とふさと苑のご協力の
もと、総勢23名が参加し、庭の草刈りや樹木の
剪定作業などを行いました。
　山城孝和青年会長は「４月の新体制発足から、

コロナ禍により青年会としての活動ができずにいた。『何か、島人のためにできることをやろう』と
話し合った結果、この活動の実施に至りました。今後も青年らしい力で地域に貢献できるよう努めて
いきたい」と話しました。

いちゃりば伊江島民泊協力会がビーチ清掃！
～伊江島への感謝の気持ちを込めて～

伊江村青年会
地域清掃ボランティアを実施しました！

　10月８日に、伊江小学校で沖縄県女性デュオKiroroボーカルの玉城千春さんが
「未来へ＃いのちを歌おう」と題して特別授業を行いました。この特別授業は、沖縄

タイムス社のSDGｓ（持続可能な開発目標）企画の一貫で、沖縄の子どもたちが、貧困や
差別のない社会で、夢や希望を持って生きる未来づくりを目指すために行われています。
　特別授業では、読谷中学校の生徒たちと制作したオリジナルソング「命の樹」の弾き語りを通して
命の尊さを伝え、歌手になる夢をくじけながらも諦めず叶えてきた自身のライフストーリーを話しま
した。玉城さんは「みなさんの心の中には、必ず幸せの種があります。どんな花が、いつ咲くのかは誰に
も分からないけれど、一人一人違う素敵な幸せの花を咲かせて欲しいと願っています」と呼びかけました。
　児童を代表して、又吉 結さんは「玉城千春さんの特別授業を通して『夢を諦めないこと』を学ぶこ
とができました。私は将来、ダン
サーかフラのクムになりたいと
思っています。今日の千春さん
の話を思い出して諦めずに練習
を頑張っていきたいです」と感
謝の言葉を話しました。

さば

さば

さば

伊江小学校で特別授業「未来へ＃いのちを歌おう」
～見上げてごらん 叶えてごらん 君の夢 君の希望 やりたいように自由に～

玉城千春さん（Kiroro） 
伊江小学校で特別授業「未来へ＃いのちを歌おう」
～見上げてごらん 叶えてごらん 君の夢 君の希望 やりたいように自由に～

玉城千春さん（Kiroro） 
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玉城千春さん（Kiroro） 
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　11月は「ねんきん月間」、11月30日（いいみらい）は「年金の日」です！
令和３年度の『ねんきん相談会』は、名護年金事務所から職員が来村し下記の日程で行い
ます。

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の
年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

　受給には請求書の提出が必要です。新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができ
る方へ、年金機構から８月下旬頃に請求可能な旨のお知らせを送付しています。同封のハ
ガキ（年金生活者支援給付金請求書）に必要事項を記入し、提出してください。

11月は「ねんきん月間」

日 程 １日目 令和3年１１月17日（水）
２日目 令和3年１１月18日（木）

場 所 伊江村役場 ２階 中会議室

持ち物 身分証明書（免許証・マイナンバーカード・船賃カード）・年金手帳
年金通知のハガキなど

１３時３０分から１７時
  ９時から１２時

ご相談は事前に予約が必要です　住民課　年金係　☎49-2002

　国民年金の受給は、国民年金保険料の納付期間等が25年以上必要でしたが、平成29年8月か
らは、10年以上の納付期間又は免除期間があれば請求できるようになりました。
　伊江村でも、これまで年金の請求ができなかった方が新たに年金を請求し、受給している方
が多数いらっしゃいます。
　保険料の未納や免除申請をしていなく年金受給をあきらめている方、あと何月納付すれば年
金請求ができるかなど、将来の年金について、この機会に確認をしてみませんか？

年金生活者支援給付金

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

封筒が届きます 太枠内を記入して
ください

〈手続き方法〉
切手を貼ってポスト
へ投函してください

請求手続きは
お早めに お問合せ先 『給付金専用ダイヤル』 ☎ 0570-05-4092

又は 役場住民課 年金係 ☎ 49-2002

のお知らせ

みんなで「いいみらい」にしましょう！

詳しいお問合せは　住民課 戸籍係　まで　☎ 49-2002

子どもの戸籍をつくるために
ためらわずにご相談ください

　戸籍とは、人が、いつ誰の子と
して生まれて、いつ誰と結婚し、
いつ亡くなったかなどの身分関係
を登録し、その人が日本人である
ことを証明する唯一のものです。     

　住民票やパスポートは、原則つくることができません。
（一定の要件を満たしていれば、つくられる場合があります。）
資格を取得するため、戸籍の証明を求められることがあります。
　親の遺産を相続する場合に、親子の証明ができないことがあ
ります。

出生届のことで次のような悩みを抱えていませんか

戸籍ってなんですか 戸籍がないとどうなりますか

● 婚姻期間中に夫以外の男性との子を出産予定
● 離婚後300日以内に前夫以外の男性との子を出産予定
● このような場合、法律上、前夫（又は夫）の子であると推定されるため、原則として、
出生届には前夫（又は夫）を記載する必要があります。

● そして、前夫（又は夫）の記載をためらわれてしまう方もおられます。

子どもを無戸籍にしないために解決策を一緒に考えましょう

● 前夫（又は夫）を記載しなくても出生届を提出する方法があります。
   あなたの事情をお聞きした上で、最善の方法をご提案します。
● 戸籍をつくるために裁判の手続きが必要な場合には、弁護士会・日本司法支
　援センター（法テラス）をご案内します。
● まずは、市町村役場または法務局の戸籍相談窓口にご連絡ください。

子どもの戸籍をつくるには

① 前夫（又は夫）を父とする出生届の提出
● 前夫（又は夫）を父として出生届を提出すれば子の戸籍はつくられますが、その子の   
父欄には前夫（又は夫）が記載されるとともに、前夫（又は夫）の戸籍に入ること
になります。
②前夫（又は夫）を父としない出生届の提出
● 法律上、前夫（又は夫）が父と推定されているため、原則として、裁判手続に
よってその推定を否定した上で、出生届を提出することになります。

〒905-0011 名護市字宮里452番地３
那覇地方法務局名護支局　☎0980（52）2729
業務取扱時間　　 ８:30～17:15平日

またはお近くの
法務局（出張所は除く）に
お問合せください。
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交通事故発生時の状況
自動車

シートベルト
着用

98％ 0.3％

トラクター等 トラクター等自動車

（約300人に1人の割合）
21％

（約5人に1人の割合）

シートベルト
着用

12％

シートベルト
着用率

運転者の
死亡率

● 北部地区（0980）52－2752
● 中部地区（098）894－6521
● 南部地区（098）889－3515

● 宮 古 地 区（0980）72－3149
● 八重山地区（0980）82－3497

　秋の農繁期を迎え、農作業時に農業機械を使用する頻度が
増えてくると、農作業事故発生の危険性も高まります。
　沖縄県では、11月の１ヶ月間を「秋の農作業安全運動月間」と
定め、その啓発に努めています。

沖縄県農業機械化推進協議会
【事務局】沖縄県 農林水産部 糖業農産課内（☎ 098-866-2275）

「農作業安全運動月間」です。
毎年、

５月と11月は

服装は、作業に支障のないものを着用すること。
始業時の車輌等の点検は必ず励行すること。
運転作業中は、絶対に子供を近づけないこと。
作業機の脱着には、十分に注意すること。
作業中の調整や詰まりの除去は、機械の回転が止まってから行うこと。
機械の性能以上の無理な作業はしないこと。
傾斜地作業は、横転、横滑りに注意すること。
作業終了が近いからといって決していそがないこと。
作業終了後は、機械の清掃に努めること。
明日への作業のため、休養は十分にとること。
枯葉や雑草の焼却作業は例外的に認められる場合があるが、
その際は市町村等へ届出のうえ、十分注意して実施すること。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

STOP!STOP!

① 傾斜での横転
② ハウス内の狭い箇所で
　 の操作ミス
③ 耕耘機の巻き込まれ

【最近の事故例】

農業機械の安全管理に関するお問い合わせは、最寄りの農業改良普及センター
又は農林水産振興センター農業改良普及課へ

① ② ③

農作業事故
ストップ

伊江電気工事社

伊江村では、住宅・建築関連産業を中心とした地域経済活性化を図るとともに、住宅の改
修・リフォームにより村民が明るくイキイキと安心して快適な生活ができるよう村民の住宅
リフォームを支援します! !

詳しいお問合せは　建設課　まで  ☎49-3162

令和3年4月1日～令和4年1月31日申請期間

手
続
き
の
流
れ

対象住宅

申請者が住んでいる住宅
※ 所有者の承諾書が必要です。

※ 建築後１年を経過していない
　 住宅は対象外

借家もOK!
補助対象者

伊江村

伊江村にお住まいで
村民税等を滞納していない方
伊江村にお住まいで
村民税等を滞納していない方

補助金の額対象工事

補助対象経費の20％に
相当する額
（但し千円未満切り捨て）

村内に本社がある業者
または村内に住んでいる
個人施工業者が行う
20万円以上の工事

村内に本社がある業者
または村内に住んでいる
個人施工業者が行う
20万円以上の工事

最大
30万円工事費の20％を補助します！

対象工事一覧

補助金のお知らせ
伊江村住宅リフォーム支援事業伊江村住宅リフォーム支援事業

「請求書」
を提出

「確定通知書」
が届く

「申請書」
の提出

「実績報告書」
を提出

「決定通知書」
が届く

工事を
開始

補助金が
交付される

①老朽化、災害等による住宅の修繕、改修、補修工事
②住宅の模様替えに伴う工事
③住宅の耐震補強工事
④便所、台所、浴室等の修繕、改修、補修工事
⑤手すり、段差解消、便器等の修繕、改修、補修工事
⑥屋根のふき替え、塗装、防水、断熱工事
⑦外壁の張り替え、塗装、防水、断熱工事
⑧部屋の間仕切りの変更工事
⑨内壁等の張り替え、塗装、断熱工事
⑩建具・開口部の取り換えや新設工事
⑪既存住宅の増築工事
　（10㎡を超える場合は建築確認済証の写しを提出
　すること）

対

　象

対
象
外台風被害の

修復もOK!
台風被害の
修復もOK!

①倉庫、車庫、物置などの工事
②店舗、事務所、工場などの工事
③門扉、ブロック塀、外構などの工事
④庭園、植樹、剪定などの工事
⑤太陽光発電、エアコン、防犯カメラ、テレビアンテ
　ナなどの設置工事
⑥畳、カーペット、カーテンなどの購入・取替のみ
⑦公共下水道接続工事、浄化槽設備の工事
⑧災害などによる保険給付金の対象となる工事
⑨国、県又は市の他の制度において、補助を受ける経費
⑩ベランダ、縁側の新設工事
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　新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、
次の要件に該当する方は、郵便等により投票をすることができるようになり
ました。

　新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、
次の要件に該当する方は、郵便等により投票をすることができるようになり
ました。

※ 濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象ではありません。
※ 投票用紙請求時点で、すでに外出自粛要請等期間が終了している場合には、特
　 例郵便等投票を行うことができません。

感染症法（法律第44条の3第2項）又は検疫法（第14条第1項第3号）の規定による
外出自粛要請を受けた方

検疫法に掲げる措置（隔離・停留の措置）により、宿泊施設内に収容されている方

詳しいお問合せは　伊江村選挙管理委員会　まで　☎49-2001

特定郵便等投票制度について

　近年、農地(牧草地・工芸作物・野菜等)の境界及び農道への除草剤散布によ
り、隣接地の作物立枯れ被害等の報告が増加傾向にあります。
　農地管理作業の際は、右記の事項に注意し周辺農地への配慮をお願いいたし
ます。
　また、牧草等家畜採草地の管理者の皆様においては、
草種(ジャイアントスターグラス他)により隣接農地への
侵攻被害(被覆)等の防止対策を心掛けましょう。
　営農地の管理は、隣接する耕作者間で互いに秩序を
守り、適正な管理に努めましょう！！

散布地周辺の野菜や牧草に除草剤が飛散し付着した場合、作物の立枯被害や
出荷の停止措置、家畜の健康被害(流産・繁殖障害)など多数の影響が懸念さ
れることから、散布を行う際は、天候や風向きなどを考慮し、周辺農地へ飛散
させないよう作業を行ってください。
除草剤の使用に関しては、容器に表示されている製品仕様を確認し、使用基
準等を順守してください。(農薬取締法)

詳しいお問合せは　農林水産課　まで　☎ 49-3161詳しいお問合せは　農林水産課　まで　☎ 49-3161

除草剤散布を行う際の注意事項

農家(農業・畜産)の皆様へお願い農家(農業・畜産)の皆様へお願い

除草剤散布は
周辺農地への
配慮をしよう

製品仕様を
確認しよう

天候や風向き
などを考慮しよう

詳しいお問合せは　建設課　まで　☎４９-３１６２

最後まで責任をもって、飼いましょう。

①完全室内飼育をしましょう
●外へ出かけている時、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。

②きちんと健康管理
●病気にならないためのワクチン注射

●ノミ・ダニ対策などが必要です。

無責任にエサだけをあげるのは不幸な命を増やすこと

猫を飼うときのルール

外で猫にエサをあげている方へ

● 不妊去勢手術をしましょう。
● 置きエサ禁止。
● フンの掃除もしましょう。
● 近所の人たちの理解が必要です。

ミーたちはあっという間に
増えるニャ

①放し飼いはしない
●咬みつき事故や飛び出し事故の心配
●散歩のときもリードは外さない
●犬を制圧できる人がしっかり持つ

③きちんと健康管理
●フィラリア予防
●病気にならないための
　 ワクチン注射
●ノミ・ダニ対策などが必要です。

②市町村に登録し、狂犬病の
　予防注射を受けましょう。

●犬を飼うときは市町村への登録手続きが
　 必要です。
●年１回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です。

犬を飼うときのルール

⑤適正なしつけをする
●「待て」ができるようにしましょう。

●災害時に避難する際も周囲の
　 迷惑にならないと助かります。

●鳴き声や臭いなどで迷惑になら
　 ないようにしましょう。

④近所の人にも気を配る
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侵攻被害(被覆)等の防止対策を心掛けましょう。
　営農地の管理は、隣接する耕作者間で互いに秩序を
守り、適正な管理に努めましょう！！

散布地周辺の野菜や牧草に除草剤が飛散し付着した場合、作物の立枯被害や
出荷の停止措置、家畜の健康被害(流産・繁殖障害)など多数の影響が懸念さ
れることから、散布を行う際は、天候や風向きなどを考慮し、周辺農地へ飛散
させないよう作業を行ってください。
除草剤の使用に関しては、容器に表示されている製品仕様を確認し、使用基
準等を順守してください。(農薬取締法)

詳しいお問合せは　農林水産課　まで　☎ 49-3161詳しいお問合せは　農林水産課　まで　☎ 49-3161

除草剤散布を行う際の注意事項

農家(農業・畜産)の皆様へお願い農家(農業・畜産)の皆様へお願い

除草剤散布は
周辺農地への
配慮をしよう

製品仕様を
確認しよう

天候や風向き
などを考慮しよう

詳しいお問合せは　建設課　まで　☎４９-３１６２

最後まで責任をもって、飼いましょう。

①完全室内飼育をしましょう
●外へ出かけている時、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。

②きちんと健康管理
●病気にならないためのワクチン注射

●ノミ・ダニ対策などが必要です。

無責任にエサだけをあげるのは不幸な命を増やすこと

猫を飼うときのルール

外で猫にエサをあげている方へ

● 不妊去勢手術をしましょう。
● 置きエサ禁止。
● フンの掃除もしましょう。
● 近所の人たちの理解が必要です。

ミーたちはあっという間に
増えるニャ

①放し飼いはしない
●咬みつき事故や飛び出し事故の心配
●散歩のときもリードは外さない
●犬を制圧できる人がしっかり持つ

③きちんと健康管理
●フィラリア予防
●病気にならないための
　 ワクチン注射
●ノミ・ダニ対策などが必要です。

②市町村に登録し、狂犬病の
　予防注射を受けましょう。

●犬を飼うときは市町村への登録手続きが
　 必要です。
●年１回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です。

犬を飼うときのルール

⑤適正なしつけをする
●「待て」ができるようにしましょう。

●災害時に避難する際も周囲の
　 迷惑にならないと助かります。

●鳴き声や臭いなどで迷惑になら
　 ないようにしましょう。

④近所の人にも気を配る
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伊江村
９月の雨量

場　所
西崎公民館

場　所
ハイビスカス園

備　　　　考

備　　　　考総 雨 量

設　置　場　所

昨　年　実　 績

ハイビスカス園 民間飛行場 西崎公民館
最高雨量

９月13日　59.5 ｍｍ

最高雨量
９月１日　108.5 ｍｍ

１３６.５ｍｍ １１８.０ｍｍ １２０.０ｍｍ

３１２.５ｍｍ ２３６.０ｍｍ ２８７.５ｍｍ

国民健康保険税（第4期）・後期高齢者医療保険料(第4期)　
村県民税（第3期）の10月は 国民健康保険税（第4期）・後期高齢者医療保険料(第4期)　
村県民税（第3期）の

《納付場所》　農協・漁協・郵便局・コンビニ（ファミリーマート等）

★口座再振替日　村県民税・国保税→11月1日（月）
　　　　　　　　≪前日までに残高確認をお願いします≫

納付期限：令和３年11月１日（月）

国保税のコロナ減免申請を令和4年3月まで受け付けております！！
詳しいお問い合せは：住民課  税務係 ☎49-2316　国保・後期係 ☎49-2002

10月は

　法務局で家屋滅失登記の申請をしてください。
　滅失登記が完了すると、法務局から登録された内容が役
場へ通知されますので、役場での手続きは必要ありません。
　滅失登記の申請が、12月末日までに間に合わない場合
は、つぎの２．の手続きをしてください。

　滅失登記の詳細は、
那覇地方法務局 名護支局（TEL：0980-52-2123）まで

お問い合わせください。

　所有者または手続きする方の印鑑を持参し、税務係窓口
にて「家屋滅失申告書」を提出してください。
　提出された家屋滅失申告書に基づき職員が現地にて家屋
滅失の確認を行います。

家屋を取り壊したら
　　「家屋滅失手続き」が
　　　　　　　必要です！！

家屋を取り壊したら
　　「家屋滅失手続き」が
　　　　　　　必要です！！

家屋を取り壊したら
　　「家屋滅失手続き」が
　　　　　　　必要です！！

事務所
住居
店舗
倉庫など

お願い
　ちゅん！

詳しいお問い合せは　住民課 税務係　☎49-2316

詳しいお問い合せは　商工観光課　☎49-2906 伊江港ターミナル２階

伊江村の玄関口である港旧ターミナル２階の飲食テナントの出店者を募集します。
海を展望できる開放的な空間で、フェリー乗り場もすぐ近くです。

興味のある方はぜひご連絡ください。

※その他、諸条件については商工観光課事務所でご相談を受けますので気軽にご相談ください。

旧ターミナル飲食テナント
出店者募集

月額家賃

￥100,000-
（消費税・共益費込み）

納付月です。納付月です。

　住宅や倉庫などの家屋の全部、または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。
　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）に存在する家屋に対して課税されるため、必ず取り壊した年の12月
末日までに手続きをしてください。
※手続きがないと家屋滅失の確認ができず、引き続き課税されてしまう原因となる場合があります。
※納税通知書の固定資産明細書を確認いただき、取り壊した家屋が記載されている場合は、手続きをお願いいた
します。

２．登記がされていない家屋を取り壊した場合

１．登記がされている家屋を取り壊した場合
　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）に存在する家屋
が課税の対象となります。
　左記の手続きを12月末日までに行っていただくことに
より、滅失された翌年からその家屋については固定資産税
は課税されません。　
　※年の途中で取り壊しても、その年の年税額は変わりま

せんのでご了承ください。

■課税について

　住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額
が、変わる場合があります。
　住宅が建っている土地（住宅用地）は、「住宅用地に対する課
税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。
　住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があった場合
は、所有者または手続きする方の印鑑を持参し、税務係窓口
にて「住宅用地（変更）申告書」を提出してください。

■住宅用地について

10月１日（金）～11月10日（水）募集期間

畳座 レストラン厨房 畳座 レストラン厨房

※コロナ等の社会情勢も踏まえて家賃に
ついては見直すこともあります。

①伊江村に居住する個人及び事業所を有する法人組織、又はその他団体。
②国税、県税及び村税等を滞納や未納がない事業者であること。
③事業者又はその関係者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を
有することがないこと。
④地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項第２号の規定に該当しないこと。
⑤宗教活動又は政治活動を目的としないこと。
⑥昼食（ランチタイム）営業を行うこと。

参考水道・電気代

約 ￥310,000-
（月額平均）
※水道・光熱費は毎月変動いたします。

面　　積

主要条件

全体 342.8㎡
（厨房67㎡・畳座60㎡・レストラン内190㎡）
※トイレ面積も含む全体面積です。
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伊江村
９月の雨量

場　所
西崎公民館

場　所
ハイビスカス園

備　　　　考

備　　　　考総 雨 量

設　置　場　所

昨　年　実　 績

ハイビスカス園 民間飛行場 西崎公民館
最高雨量

９月13日　59.5 ｍｍ

最高雨量
９月１日　108.5 ｍｍ

１３６.５ｍｍ １１８.０ｍｍ １２０.０ｍｍ

３１２.５ｍｍ ２３６.０ｍｍ ２８７.５ｍｍ

国民健康保険税（第4期）・後期高齢者医療保険料(第4期)　
村県民税（第3期）の10月は 国民健康保険税（第4期）・後期高齢者医療保険料(第4期)　
村県民税（第3期）の

《納付場所》　農協・漁協・郵便局・コンビニ（ファミリーマート等）

★口座再振替日　村県民税・国保税→11月1日（月）
　　　　　　　　≪前日までに残高確認をお願いします≫

納付期限：令和３年11月１日（月）

国保税のコロナ減免申請を令和4年3月まで受け付けております！！
詳しいお問い合せは：住民課  税務係 ☎49-2316　国保・後期係 ☎49-2002

10月は

　法務局で家屋滅失登記の申請をしてください。
　滅失登記が完了すると、法務局から登録された内容が役
場へ通知されますので、役場での手続きは必要ありません。
　滅失登記の申請が、12月末日までに間に合わない場合
は、つぎの２．の手続きをしてください。

　滅失登記の詳細は、
那覇地方法務局 名護支局（TEL：0980-52-2123）まで

お問い合わせください。

　所有者または手続きする方の印鑑を持参し、税務係窓口
にて「家屋滅失申告書」を提出してください。
　提出された家屋滅失申告書に基づき職員が現地にて家屋
滅失の確認を行います。

家屋を取り壊したら
　　「家屋滅失手続き」が
　　　　　　　必要です！！

家屋を取り壊したら
　　「家屋滅失手続き」が
　　　　　　　必要です！！

家屋を取り壊したら
　　「家屋滅失手続き」が
　　　　　　　必要です！！

事務所
住居
店舗
倉庫など

お願い
　ちゅん！

詳しいお問い合せは　住民課 税務係　☎49-2316

詳しいお問い合せは　商工観光課　☎49-2906 伊江港ターミナル２階

伊江村の玄関口である港旧ターミナル２階の飲食テナントの出店者を募集します。
海を展望できる開放的な空間で、フェリー乗り場もすぐ近くです。

興味のある方はぜひご連絡ください。

※その他、諸条件については商工観光課事務所でご相談を受けますので気軽にご相談ください。

旧ターミナル飲食テナント
出店者募集

月額家賃

￥100,000-
（消費税・共益費込み）

納付月です。納付月です。

　住宅や倉庫などの家屋の全部、または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。
　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）に存在する家屋に対して課税されるため、必ず取り壊した年の12月
末日までに手続きをしてください。
※手続きがないと家屋滅失の確認ができず、引き続き課税されてしまう原因となる場合があります。
※納税通知書の固定資産明細書を確認いただき、取り壊した家屋が記載されている場合は、手続きをお願いいた
します。

２．登記がされていない家屋を取り壊した場合

１．登記がされている家屋を取り壊した場合
　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）に存在する家屋
が課税の対象となります。
　左記の手続きを12月末日までに行っていただくことに
より、滅失された翌年からその家屋については固定資産税
は課税されません。　
　※年の途中で取り壊しても、その年の年税額は変わりま

せんのでご了承ください。

■課税について

　住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額
が、変わる場合があります。
　住宅が建っている土地（住宅用地）は、「住宅用地に対する課
税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。
　住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があった場合
は、所有者または手続きする方の印鑑を持参し、税務係窓口
にて「住宅用地（変更）申告書」を提出してください。

■住宅用地について

10月１日（金）～11月10日（水）募集期間

畳座 レストラン厨房 畳座 レストラン厨房

※コロナ等の社会情勢も踏まえて家賃に
ついては見直すこともあります。

①伊江村に居住する個人及び事業所を有する法人組織、又はその他団体。
②国税、県税及び村税等を滞納や未納がない事業者であること。
③事業者又はその関係者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を
有することがないこと。
④地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項第２号の規定に該当しないこと。
⑤宗教活動又は政治活動を目的としないこと。
⑥昼食（ランチタイム）営業を行うこと。

参考水道・電気代

約 ￥310,000-
（月額平均）
※水道・光熱費は毎月変動いたします。

面　　積

主要条件

全体 342.8㎡
（厨房67㎡・畳座60㎡・レストラン内190㎡）
※トイレ面積も含む全体面積です。
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日 Sunday 月 Monday 火 Tuesday 水 Wednesday 木 Thursday 金 Friday 土 Saturday
１ 旧9/27

大安 ２ 旧9/28
赤口 ３ 旧9/29

先勝 ４ 旧9/30
友引 ５ 旧10/1

仏滅 ６ 旧10/2
大安

７ 旧10/3
赤口 ８ 旧10/4

先勝 ９ 旧10/5
友引 10 旧10/6

先負 11 旧10/7
仏滅 12 旧10/8

大安 13 旧10/9
赤口

14 旧10/10
先勝 15 旧10/11

友引 16 旧10/12
先負 17 旧10/13

仏滅 18 旧10/14
大安 19 旧10/15

赤口 20 旧10/16
先勝

21 旧10/17
友引 22 旧10/18

先負 23 旧10/19
仏滅 24 旧10/20

大安 25 旧10/21
赤口 26 旧10/22

先勝 27 旧10/23
友引

28 旧10/24
先負 29 旧10/25

仏滅 30 旧10/26
大安

・東江上ミニデイ
・離島フェア2021
 予定（15日まで）

・民児協定例会 ・西崎ミニデイ ・こころの相談
・プレママカフェ
・いえまーる

・防火デー
・沖縄県広域地震、津波避難訓練
・沖縄県畜産共進会（仮）
・デイケア
・西江前ミニデイ

・第２回伊江村駅伝
 大会

・伊江村民俗芸能発表会
・第27回福祉チャリティー
 ゴルフ（スタート）

・西江前ミニデイ
・第30回北部地区
 グランドゴルフ大会

・西江上ミニデイ
・第29回地区小学校童話、お話、
　意見発表会（宜野座・金武大会）

・川平ミニデイ・家畜セリ市・第27回福祉チャリティー
 ゴルフ（最終日）

・第41回北部地区
 ゲートボール大会

・東江前ミニデイ ・阿良ミニデイ ・やんばるの集い
・いえまーる

・いえまーる・第45回同窓
 バレーボール大会

・デイケア
・真謝ミニデイ

・西幼、小学習発表会
・婦人会ソフトバレー
  大会

・農業委員会
・阿良ミニデイ
・心配ごと相談

・伊江中２年生修学
 旅行（12/3まで）

・学習発表会振替休日・伊江幼、小学習発表会

文化の日

勤労感謝の日

詳しいお問合せは　伊江村役場  総務課　☎49-2001

１００歳 ご長寿おめでとうございます！

10

11月

令和３年

2021.OCT

令和３年
2021 いえじまむらのカレンダーいえじまむらのカレンダー

No.503

村の世帯数と人口の比較（10月１日現在）

女

男

総人口

世帯数 1,578

5,731

2,805

2,926

昭和56年
（40年前）

平成13年
（20年前） 先月比令和３年

９月の
出生児

数
2,077

5,420

2,743

2,677

2,279

4,441

2,253

2,188

2

3

3

0

1

0

1

編集／伊江村役場総務課  〒905-0592  伊江村字東江前38  TEL.0980-49-2001　印刷／（株）ちとせ印刷
読みやすいユニバーサル
デザインフォントを
使用しています。

この印刷物は地球環境に
優しい植物油インキを
使用しています。

新型コロナウイルス発生により、各種イベント・相談等は中止または延期になる場合がありますので、ご了承ください。

●「いえじま むらのカレンダー」16 ページの、29 日（金）の欄について、「・西江前ミニデイ・村県民税第３期」と
記載の誤りがございました。
　訂正（取消）してお詫び申し上げます。広報誌 9月号

お詫び

編集／伊江村役場総務課　TEL.0980-49-2001
https://www.iejima.org/soshiki/somuka/

伊江村役場総務課 に検索！

・100歳敬老祝い（村長訪問）
・両幼稚園、小学校運動会・東保育所、西保育所まつり
・玉城千春さん（kiroro）伊江小学校講演、伊江村青年会 民家清掃
・ねんきん相談会、年金生活者支援給付金
・農作業安全啓発チラシ
・旧ターミナル飲食テナント出店者募集

……………………………… P２
…… P３～４

… P６
………………… P８

…………………………………… P１０
………………… P１４

今月号の OPICST

伊江島イメージキャラクター伊江島イメージキャラクター

伊江島広報伊江島広報
油断大敵
予防の徹底
　　ちゅん！

防災行政無線戸別受信機が新しくなります。
取替のご協力をお願いします。
防災行政無線戸別受信機が新しくなります。
取替のご協力をお願いします。

　災害時の緊急放送や毎日の行政からのお知らせを放送している防災行政無線について、昨年度より
アナログからデジタルへ移行する工事を行っております。
　今年度の工事は、みなさまへ貸与している戸別受信機を11月頃から工事業者が各家庭に訪問し
取替を行います。
　詳しい日程が決まり次第、防災無線等でお知らせいたしますので、設置のご協力をお願いします。

現在設置機種（アナログ対応） 新規機種（デジタル対応）

取替

訂正後▶
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