
男 387 383 -4
3
1

世帯・人口数 ⼥ 335 338
計 722 721

平成２３年６⽉3０⽇現在
23年 5⽉末 6⽉末 ⽐較

 渡嘉敷村の 世帯数 424 422 -2

村役場では東⽇本⼤震災の⽀援の募⾦を実施しています！

-1計 722 721



平成２３年７月３１日（日）完成

平成２３年８月２２日（月）新庁舎での業務開始

平成２３年８月１９日（金）業務終了後～

８月２１日（日）仮庁舎から新庁舎へ移転作業

平成２３年８月１６日（火）落成式





アナログ放送終了まであとわずか！
支援事業の申請期限は７月末までとなっています。

７月以降は、申請できませんので早めに申請をしてください！





特定健診受けましたか・・・？？

5月に村で行った特定健診の受診者数は71名、

受診率は45％でした。今年の受診率目標は61%

なので、受診者数が不足している状況です。元か

ら利用している病院（クリニック等）でも受診券を利

用しての健診受診もできる場合があります。

特定健診の受診が可能な本島の医療機関につい

ては、保健指導所までお問い合わせ下さい。１年

に１度、自分の体の健康チェックをする機会を作る

ようにしてくださいね。

※受診券を無くさないように注意してください！！

民生課 保健指導所 987-2422

健康相談日：毎週火曜日 9:00～15:00

お問い合わせは7月22日までにお願いします！！

日時：平成23年8月19日(予定) 10:00～16:00

問い合わせ先：保健指導所 098-987-2422

「やる気が出ない」、「憂うつ」、「眠れない・眠りが浅い」、

「最近忘れっぽい」・・・等

気になることはありませんか？

体の症状は心の疲れの表れかもしれません。

①相談したいけど、病院に行くには抵抗がある

②誰にも相談できずに悩んでいる

③どこに相談していいのか分からない

など気になっている方、相談してみませんか？

当日は本島の病院で働く医師が来村し、巡回相談を行います。



詳しくは、民生課（保健係）又は保健師までお問い合せください。
TEL : ９８７－２３２２

平成２２年度から、渡嘉敷村では妊婦さんの健康と安全な出産を目的と

して、妊婦健診の際の船舶運賃を往復分助成しています。

～助成条件～

○妊婦さんと赤ちゃんの安全を守るため、３６週目までの健診が助成対象

です

○助成の上限は往復分の４，１４０円までです

○渡嘉敷村に住民登録がある方

○妊婦さん本人のみ（同伴者は助成対象外）

結膜炎が流行しています！

沖縄県内で、「急性出血結膜炎、流行性結膜炎」患者が急増しており、これから流行が拡大されるこ

とが予想されています。感染してしまった場合は、人にうつさないようにすることが大切ですので、下記

を参考に注意しましょう。

【 症状 】

急な発症、眼痛、充血、眼やに、かゆみなど

【 感染経路 】

接触感染、感染力は強い。職場・学校・家庭でのタオルの共有、患者が触れた物を介して感染する。

【 感染した場合 】

・目をこすったり、さわったりしない → 目に触れた手から、人に感染します

・よく手を洗う → 本人、家族ともに石鹸を使用して流水でこまめに手を洗う

・お風呂は最後に入り、浴槽のお湯は捨てる

・洗面器は家族と別の物を使用し、使用後は熱湯をかけ消毒する

・プールは医師の許可が出るまでは禁止

※ウィルスは熱や乾燥に弱いです！

【 学校について 】

学校保健安全法により出校停止 → 医師の許可が出るまでは出校停止になります。



　○平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例が
　あったことから、定期の接種を差し控えていました。

　○平成22年度から、新たな日本脳炎ワクチンが普及され、定期の接種が再開されました。

　○平成7年～平成18年度に生まれた方は、任意接種であったため日本脳炎の予防接種
　を受けていない方、接種回数が不足している方がいます。

　○未接種があるお子様には、平成23年度から順次接種のご案内を行います。
※未接種とは、接種回数の「1期接種3回」を完了していない方

　○渡嘉敷村の予防接種台帳をもとに接種のご案内を送付しますので、転入された方で
　母子手帳の写しを提出されていない方は、必ず民生課まで提出して下さい。

日本脳炎の

予防接種について

【 平成23年度は 】

通常対象者の満3歳になった幼児と 小学3年生・小学4

～　お問い合せ先　～

渡嘉敷村役場　民生課　　TEL　：　９８７－２３２２
保健指導所　　　　　　  　　TEL　：　９８７－２４２２

【 平成23年度は 】

通常対象者の満3歳になった幼児と、小学3年生・小学4
年生の児童へ、日本脳炎予防接種のご案内を行ってお

ります。

その他の年齢の児童につきましては、国内のワクチン

生産量の都合上、平成24年にご案内を行います。

また、平成17年度～平成22年度の期間に、渡嘉敷村

以外で接種を行った方は、母子手帳の写しを必ず民生

課へご提出下さい。

ご案内につきましては、対象者の方へ、個別郵送しま

すので案内文が届くまでお待ち下さい。



※これまで、保険料の全額が免除された期間の年金額は、保険料の全額を納付した場合と比較して３分の１とし
て計算されていましたが、平成２１年４月分からは２分の１として計算されるようになりました。

☆☆全額免除となる所得の「めやす」☆☆

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(扶養親族等の数＋１)×35万円＋22万円

　所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な
場合には、ご本人の申請手続きによって、保険料の納付が「全
額免除」または「一部納付（一部免除）」される制度があり
ます。

※申請者ご本人のほか、配偶者および世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。

※平成２２年７月～平成２３年６月分の申請については、前々年(平成２１年)の所得で審査を行います。

国民年金

全額免除制度

保険料の全額（１ ５ ，０ ２ ０ 円）が免除 

※申請者ご本人のほか、配偶者および世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。

※平成２２年７月～平成２３年６月分の申請については、前々年(平成２１年)の所得で審査を行います。

・４分の１納付（　３，７６０円）→　年金額５／８（21年3月分までは1/2）
・半額納付（　７，５１０円）→　年金額６／８（21年3月分までは2/3）
・４分の３納付（１１，２７０円）→　年金額７／８（21年3月分までは5/6）

保険料の一部を納付、残りの保険料は免除

一部納付は３種類です。それぞれの納付額（平成２３年度）と年金額の計算
は次のとおりです。

一部納付（一部免除）制度

☆☆一部納付となる所得の「めやす」☆☆

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

○４分の1納付 → 78万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

○半額納付 → 118万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

○４分の３納付 → 158万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

（注）一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間の一部免除が無効

（未納と同じ）となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不

測の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。



①

②

③
④

※

※

①
②
③

国民健康保険税の納付はお忘れなく！

民生課　国保係

4.

預金通帳

7月末日

保険税の納付は“口座振替”で！

　保険税の納付には、ぜひ口座振替をご利用下さい。口座振替なら、保
険税を納めに行く手間が省けるだけでなく、納め忘れの心配もないので
安心・確実です。手続きも簡単で一度手続きをするだけで、翌年度以降
も自動的に継続されるので、毎年手続きに行く必要もありません。

口座振替に必要なもの（金融機関でお申し込み）
納税通知書または保険証
印鑑（通帳届出印）

平成２３年度の国民健康保険税の納税通知書を７月初旬にお送りします。

国民健康保険のしくみ
　国民健康保険税は、相互扶助という考えによって成り立っている医療制度です。加入者世
帯の被保険者数や収入などに応じた保険税を負担することにより、万が一、病気やけがをし
たときには、少ない自己負担額で医療サービスが受けられるようになっています。

年度途中で加入した場合は加入した月から、年度途中で脱退した場合は脱退した月の
前月までの分が月割課税されます。
年度途中で４０歳になる人は、４０歳の誕生日が属する月分から介護分が月割課税され
ます。

1.

保険税の納税義務者2.
　世帯主が国保の被保険者であるなしにかかわらず、保険税の納税義務者は世帯主です。
ただし、保険税額は､被保険者のみで計算します。

3. 国民健康保険税の計算方法

納付期限は下記のとおりですので、期限内に納付をお願いします。

納付期限
１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期

年度途中で６５歳になる人は、６５歳になる月の前月まで介護分が月割課税されます。
年度途中で７５歳になる人は、７５歳になる月の前月分まで後期分が課税されます。

　国保税は月割計算です。年度途中で社会保険に加入したり、渡嘉敷村から転
出した場合は、その前月まで国保税を納める事になっています。そのため、すで
に納付していただいた国保税が納め過ぎている場合は還付し、不足の場合は再
計算して納付していただく事になります。

軽減制度
　国保税では、前年の総所得が一定の基準以下の世帯の場合、均等割額と平等割
額の軽減を行っております。その為には、所得税や村民税の申告が不要な方も、申
告が必要です。未申告状態ですと、所得の判定ができないため、軽減制度が適用さ
れません。又、高額療養費の判定の基礎にもなるため、所得の有無にかかわらず、
毎年申告を行う必要があります。

８期

2月末日8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月末日 1月末日



熱中症に気を付けましょう！！
昨年、熱中症の死亡数は1000人以上です！

また、室内での死亡も多発しています。これから更

に暑くなっていくので、熱中症から身を守りましょ

う！

○こまめな水分（塩分）補給

○屋外では帽子・日傘を利用する

○熱帯夜ではクーラーをつける

○風通しを良くして就寝 等

適度に暑さを逃がすことが肝心です。蒸し暑さ・急

な暑さは特に注意が必要です。体の調子がおかしいと

思ったら我慢せずに医療機関にかかってください。

※「熱中症」というと、子ども・高齢者のイメージが強いですが、若年

者の熱中症による死亡例も出ています。若い方々も無理せずに仕事をす

るようにしてくださいね！！ 民生課 保健師

※食中毒に注意してください※
じめじめした梅雨も明けて、いよいよ夏本

番ですね！！

これからの時期は食べ物・飲み物が傷みや

すくなり、食中毒が起こりやすくなります。

「食中毒があった夏」という苦い思い出にし

ないためにも食中毒予防を心がけてください。

①「つけない」・・・・手と調理器具はいつも清潔に！

②「ふやさない」・・・食品はすぐに冷却・すばやく解凍！

③「やっつける」・・・しっかり中まで加熱！

食中毒予防の３か条を守って、元気に夏を過ごしましょう！！

怪しい・・・と思う食べ物は思い切って捨てるようにしましょうね。

民生課 保健師







サツマイモ

（紅イモ等）

ヨウサイ

（ウンチェーバー、

エンサイ、空芯菜）

ミカンの苗木 ゲッキツの苗木

那覇植物防疫事務所 098-868-1679
http://www.maff.go.jp/pps/

お問い合わせ先

アリモドキゾウムシ

（大きさ約6mm）

イモゾウムシ

（大きさ約4mm）

アフリカマイマイ

（大きさ約4～12cm）
ミカンキジラミ

（大きさ約3mm）



ＴＥＬ　９８７－２３２３
ＦＡＸ　９８７－３０８５

　本格的な観光シーズンを迎え、梅雨明け以降少雨傾向が
続いております。村民並びに観光客の皆様には快適に夏を
過ごせるよう、日頃から節水を心掛け毎日の生活を工夫しよ
う。

水は限りある資源です、大切に使いましょう

経済建設課　上下水道係　担当　赤嶺

◎ハブ咬症被害は、私たちの注意によて未然に防止することができます。

◎田畑や草地等への出入り、夜間に歩行する際は十分に注意して下さい。

一年のうちでも気温の高くなるこの時期は、ハブの行動が活発になり

加えてこの時期は、農作業や行楽等で田畑や山野への出入りが多くな

り、ハブ咬症被害も発生していますので注意しましょう。

ハブ咬症注意報
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23日 旧6/23

鯨海峡太鼓

20日 旧6/20 21日 旧6/21 22日 旧6/2217日 旧6/17 18日 旧6/18 19日 旧6/19

16日 旧6/1613日 旧6/13 14日 旧6/14 15日 旧6/1510日 旧6/10 11日 旧6/11 12日 旧6/12

9日 旧6/9

美ら島美化運動
阿波連小学校
ハナリ遠泳

6日 旧6/6 7日 旧6/7 8日 旧6/83日 旧6/3 4日 旧6/4 5日 旧6/5

1日 旧6/1

７ 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

2日 旧6/2

31日 旧7/1

渡嘉敷村

海の日 小中学校終業式
鯨海峡太鼓

フェスティバル
とかしきまつり

旧6/28 29日 旧6/29 30日 旧6/30

渡嘉敷区大綱引き

24日 旧6/24 25日 旧6/25 26日 旧6/26 27日 旧6/27 28日



⽇曜⽇ ⽉曜⽇ ⽊曜⽇
旧7/6 6日

⼟曜⽇⾦曜⽇
旧7/4 4日 旧7/7

⽕曜⽇ ⽔曜⽇
旧7/5

旧7/12 12日 旧7/13

旧7/2 2日 旧7/3 3日

旧7/9

5日

旧7/8

1日

ナカノヒ
（青年会道ジュネ

－）

11日

14日 旧7/15 15日 旧7/16 旧7/19 19日 旧7/2016日

ウンケ－

9日 旧7/10 10日 旧7/11 13日 旧7/148日7日

18日旧7/17 17日 旧7/18

ウークイ
村役場

新庁舎落成式

８ 月 の 主 な 予 定

村役場
新庁舎移転作業

20日 旧7/21

21日 旧7/22 22日 旧7/23 旧7/26 26日 旧7/2725日23日

旧8/2 31日 旧8/3

27日 旧7/28旧7/24 24日 旧7/25

村役場
新庁舎移転作業

渡嘉敷村

28日 旧7/29 29日 旧8/1 30日


