
　

渡嘉敷村の 世帯数 411 412 1

平成２２年１０月３１日現在

22年 9月末 10月末 比較

世帯・人口数 女 336 332 -4

計 713 709 -4

男 377 377 0

お問い合わせ先 マラソン大会事務局

電話 ０９８－９８７－２３２１

平成２２年度から 「広報とかしき」を発行！



渡嘉敷村の皆様へ

「地デジ準備支援デー｣開催ご案内

日時：１１月２２日(月)  １２：３０～１７：３０

場所：阿波連生活館

日時： １１月２３日(火) ８：３０ ～１４：３０
場所：渡嘉敷港待合所

主催：渡嘉敷村役場・総務省沖縄県テレビﾞ受信者支援センター（デジサポ沖縄）
協力：沖縄県・総務省地ﾃﾞｼﾞﾁｭｰﾅｰ支援実施ｾﾝﾀｰ沖縄事務所・沖縄県地ﾃ～ﾞｼﾞ支援し隊事務所

【当日の実施内容】

①地ﾃﾞｼﾞ受信相談
地ﾃﾞｼﾞを見るには何を準備するの？
地ﾃﾞｼﾞに関するすべての相談を承ります

② 地ﾃﾞｼﾞ受信教室
村内のﾃﾚﾋﾞ受信状況・地ﾃﾞｼﾞﾃﾚﾋﾞの取付・受信不良・
故障等への対応方法をお伝えします

④ 地ﾃﾞｼﾞ受信機の
展示即売会

地ﾃﾞｼﾞﾃﾚﾋﾞ・地ﾃﾞｼﾞﾁｭｰﾅｰの展示即売会
エコポインの申請およびリサイクル処理を行います

③戸別訪問/相談
当日会場へ来れない方・自宅の受信設備を見てほしい方
・・・ご自宅へ訪問し相談に応じます

⑤各支援策の申請
お手伝い

国および県支援策の案内・申請書の作成お手伝いを
行います

お気軽にご相談ください
渡嘉敷村のいち早い完全地デジ化を願っております

映ってますか地上デジタル放送！



阿波連生活館

沖 縄 県 知 事 選 挙

投 票 日 平成２２年１１月２８日（日）

投 票 場 所 渡嘉敷小中学校体育館

県内における不発弾処理については、国・県・市町村が一体となって住

民情報に基づく不発弾探査並びに公共事業に伴う不発弾探査を実施し、そ

の早期処理に努めているところであります。沖縄県においても「広域探査

発掘加速化事業」として民間開発が予定されている箇所、不発弾が埋没し

ているとの情報がある箇所及び過去に周辺で不発弾が発見されていて、安

全確認のために探査を希望する箇所等の調査を行い、探査・発掘箇所の選

定に反映させ、より効果的な不発弾等の探査・発掘を実施していきたいと

考えております。今回の募集は平成23年度に実施する探査・発掘箇所の選

定のための調査です。対象箇所については、以下の①、②の条件をクリア

お問い合わせは 村役場 総務課 企画係 電話 ９８７－２３２１



地方税は、私たちの健康で豊かな

生活の実現に役立てられています！

税を考える週間 11月11日～17日



～相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等

に基づく年金の税務上の取扱の変更について～

この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対

象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の

判決がありました。そこで、このような年金にかかる税務上の取扱いを改めるこ

ととしましたので、お知らせします。これにより、平成17年分から平成21年分ま

での各年分について所得税が納め過ぎとなっている方につきましては、その納

め過ぎとなっている所得税が還付となります。

お手数をお掛けしますが、必要なお手続き（更正の請求又は確定申告など）を

していただきますようお願いいたします。

この取扱いの変更の対象となる方や所得税の還付のお手続きについては国

税庁のホームページ『www.nta.go.jp』をご覧いただくか、最寄りの税務署にお

問い合せ下さい。 北那覇税務署：ＴＥＬ ８７７－８７８７

◆小規模企業共済制度のご案内    

 

 小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたり

した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共

済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。 

 この制度の特徴は、①掛金は全額所得控除。受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑

所得扱いとなります。②共済金の額は、個人事業の廃止で掛金を約年１.５％相当で複利運用した額、

また老齢給付（年齢が満６５歳以上で掛金納付年数が１５年以上）で掛金を約年１.０％相当で複利

運用した額。③急に事業資金が必要になったときは、納付済掛金の８～９割の範囲内で事業資金の

借入れが可能。 

 加入できる方は、常時使用する従業員数が２０人以下の製造業、建設業等（商業・サービス業は

５人以下）の個人事業主及び会社等の役員。掛金月額は、１千円～７万円の範囲内で自由に選べま

す。 

 そして、法律の改正により、平成２３年１月より個人事業主の「共同経営者」も２名まで加入す

ることができ、加入した共同経営者の掛金も全額所得控除の対象となります。 

詳しい内容のお問合せと加入申込みは、商工会、商工会議所、青色申告会、金融機関の本支店の

窓口で取扱いしています。制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。 

 

中小企業基盤整備機構共済制度ＵＲＬ http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html  

中小企業基盤整備機構コールセンター ０５０－５５４１－７１７ 



　　　今年度のインフルエンザワクチンは、新型と季節性が混合されたワクチンで、
　　接種回数は13歳以上が１回接種、1歳～12歳は２回接種します。
　　　接種料金は、南部医療センターで決められた金額で、65歳未満は3,600円（2回目は2,550円）、
　　65歳以上が4,000円となっており、渡嘉敷村に住所を有する方は以下の助成が受けられます。

※予約は必要ありません。
※450名分までの先着順です。

日時 ： 11月１0日、17日、30日（13歳未満2回目のみ）　 場 　所 ： 港待合所、（30日は保健指導所）
時間 ： 13時～17時、（30日は13時～14時） 対象者 ： 満1歳以上の住民登録がある者

※渡嘉敷診療所で接種する
　場合は完全予約制です。

　　渡嘉敷診療所での接種、村外の施設入所の方・入院中の方が村外で接種した場合は、接種し
　た医療機関で全額料金をお支払い頂き、予防接種済証、医療機関が発行した領収証、印鑑をご
　持参のうえ、渡嘉敷村役場民生課まで助成金の申請にお越し下さい。

　　＊世帯に１人でも、課税者がいれば村民税課税世帯となります。
　　　 また、平成22年1月1日以降に転入の場合、渡嘉敷村へ申告のない方は課税世帯とみなし
　　　ます。非課税世帯の方は、平成21年12月31日まで住所のあった市町村が発行する非課税
　　　証明書を民生課まで提出してください。

【　お問い合せ先　】　　渡嘉敷村役場民生課　(大村みわ）　TEL　987-2322

600円 1,950円

(注）
　当日37.5度以上の発熱のある方は、接種できませんのでご注意下さい。

1歳～64歳
課税 3,600円 なし 2,550円 なし

非課税 1,000円 2,600円

65歳以上
課税 2,000円 2,000円

非課税 1,000円 3,000円

年艇 課税区分 接種料金（1回目） 助成額 2回目(13歳未満） 助成額

助成額接種料金（1回目） 助成額 2回目(13歳未満）課税区分

課税
非課税
課税

非課税
600円
600円

年艇

65歳以上

1歳～64歳

2,000円
無料

3,000円
1,000円

1,950円
1,950円

2,000円
4,000円
600円

2,600円

集団接種について

個別接種について



渡嘉敷村

沖縄県知事選挙

28日 旧10/23 29日 旧10/24 30日 旧10/25

27日 旧10/22

座間味昌茂村長
就任式

勤労感謝の日 臨時議会
離島フェアー
２８日まで

24日 旧10/19 25日 旧10/20 26日 旧10/2121日 旧10/16 22日 旧10/17 23日 旧10/18

20日 旧10/15

インフルエンザ
予防接種

小嶺安雄村長
退任式

渡嘉敷村野球大会

17日 旧10/12 18日 旧10/13 19日 旧10/1414日 旧10/9 15日 旧10/10 16日 旧10/11

13日 旧10/8

県知事選挙公示
県知事選挙

期日前投票開始

10日 旧10/5 11日 旧10/6 12日 旧10/77日 旧10/2 8日 旧10/3 9日 旧10/4

第６回鯨海峡とかし
き島一周マラソン大
会ランナー及びボラ
ンティア募集開始

文化の日
村民グラウンド
ゴルフ大会

3日 旧9/27 4日 旧9/28 5日 旧9/291日 旧9/25 2日 旧9/26

１１　月　の 主 な 予 定
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

6日 旧10/1



日曜日 月曜日 木曜日

旧10/28 4日

土曜日金曜日

旧10/26 2日 旧10/29

火曜日 水曜日

旧10/27

旧11/4 10日 旧11/5

1日

旧11/1

3日

旧10/30 9日

12日 旧11/7 13日 旧11/8 旧11/11 17日 旧11/1214日

那覇マラソン 村議会定例会 村議会定例会

7日 旧11/2 8日 旧11/3 11日 旧11/66日5日

16日

19日 旧11/14 20日 旧11/15 旧11/18

旧11/9 15日 旧11/10

24日 旧11/19

高速船マリンライ
ナードック入り
１６日まで

消防訓練
婦人検診

23日21日

１２　月　の 主 な 予 定

30日旧11/23 29日 旧11/24

御用納め

25日 旧11/20

消防訓練

旧11/16 22日 旧11/17

18日 旧11/13

天皇誕生日
美ら島美化清掃

渡嘉敷村

26日 旧11/21 27日 旧11/22 旧11/25 31日 旧11/2628日




