
前 島 09 9

渡嘉敷 475 469 -6
7阿波連 213 220

世帯数 413 409 -4

平成２４年３⽉3１⽇現在

24年 2⽉末 3⽉末 ⽐較

渡嘉敷村の⼈⼝・世帯数

計 697 698 1





一年のうちでも気温の暖かくなる5月～6月は、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。

ハブ咬症注意報 



※補助割合は変動することがあります

※このように、所有者本人が本島の引取業者へ連絡、フェリーで本島へ航送し、業者に引
取って貰うことになります。

泊港での廃棄自動車の引取を引取業者へ依頼
フェリーで本島へ（航送運賃領収証保管）

　　　　　　　　　　　引取業者へ
・預託金の支払い　　　・陸送料の支払い
・廃車手続きに係る手数料の支払い
（引取証明書を受領）

※預託金は車種により変わります。

※補助金の振り込みは多少時間がかかります。（3ヶ月程度）

（業者からの使用済み自動車リサイクル券のＢ券又は引取証明書とフェリー航送運賃領収
証、及び申請者の預金口座のコピーを添えて、役場窓口（民生課環境係）で補助金の申請
手続きをして下さい

自動車所有者の手続きが多少煩雑になりますが後日フェリー運賃の8割が補助されま
す。

自動車リサイクル法　離島支援事業制度をご利用下さい。

ご不明な点がございましたら、村役場　民生課９８７－２３２２まで連絡下さい。

自動車リサイクルを実施中です。

自動車リサイクル法の施行に伴い廃棄自動車の処理方法が変わりました。

　　　　　　　　　　　　○これからの廃棄自動車の処理のしかた

車を廃棄したい（所有者）

※陸送料・手続き手数料は引取業者により変わります

リサイクル券のB券または 引取証明書と航送券（領収証）を添
付し役場（民生課）で申請手続きし　船舶運賃の補助（8割）を
受ける



　◎　5月は赤十字運動月間です。

      ”赤十字の活動資金に皆さまのご支援を”

　◎　墓地を分譲中です

村営前山墓園の墓地永代使用権を分譲中です。

1区画について　510，000円　（永代使用料）と　

年間　3，600円（毎年）　の共益費がかかります。

お問い合わせは

村役場民生課　℡９８７－２３２２

　◎　一世帯　500円　のご協力をお願い致します。

　　（　職場で募金された方の世帯は除きます。
）

赤十字は、国内外で多くの苦しむ人の笑顔が取り戻せるような人道的活動

をしています。「苦しむ人を助けたい」あなたのそのやさしさを赤十字に託して

下さい。　　　　　皆さまのご支援を心よりお待ちしています。

　　日本赤十字社沖縄県支部渡嘉敷村分区



＜既に予診票を持っている方＞
　→　平成２４年度も引き続き助成は実施されるので、スケジュール
　　　通りに接種を受けて下さい。

虐待を発見した人は通告の義務が
　　　　　　あります。その時は　→

「虐待？？」「子育てが辛い・・・」
　　　　　と思った方は

０５７０－０１１－０７７

０５７０－０６４－０００

オレンジリボンは虐待防止の
シンボルマークです

＜初期接種が終わっている、又は今年度から予防接種を始める方
　→　新たに予診票を発行するので民生課まで連絡をお願いしま
　　　す。紛失してしまった場合についても、再発行できるので
　　　下記までお電話下さい。

    ～お問い合せ先～ 

     渡嘉敷村役場 民生課  TEL ： ９８７－２３２２ 

     民生課 保健指導所  TEL ： ９８７－２４２２ 

～～子どもはみんなで育てるものです～～ 
子育てが辛いときは周囲にSOSを発したり、相談して下さい。 

○子宮頸がんワクチン 

○ヒブワクチン 

○小児肺炎球菌ワクチン 
の３ワクチンの接種費全額助成が平成２３年８月より開始されています。 

全国子育て・虐待防止ホットライン 

児童相談所共通ダイヤル 

その他、何かありましたら民生課窓口または

保健係までご相談下さい。 
民生課・保健係 ９８７－２３２２ 

保健指導所  ９８７－２４２２ 



　　電　話/８５４－１１７２
　　開設日/月～金　8時30～18時
　　開設日/土・日・祝　8時30～17時

　　●相談窓口/DV加害者更生相談
　　運営主体/沖縄県更生保護会
　　電　話/８８４－１０１８
　　開設日/毎週水曜日
　　時　間/17時～21時

　　●相談窓口/沖縄県女性相談所

　　時　間/9時～22時

　　●相談窓口/女性の人権ﾎｯﾄﾗｲﾝ

　　電　話/０５７０－０７０－８１０
　　開設日/月～金
　　時　間/8時30～17時15分

　　運営主体/沖縄地方法務局

　　開設日/月～金
　　時　間/8時30～17時

　　●相談窓口/親子電話相談室
　　運営主体/沖縄県教育庁
　　電　話/８６９－８７５３
　　開設日/月～土

  ●相談窓口/
　県立総合教育ｾﾝﾀｰ教育相談室
　電話番号/９３３－７５３７
　開設日/月～金
　時　間/8時30～17時15分

  ●相談窓口/子供の人権110番
　運営主体/沖縄地方法務局
　電話番号/０１２０－００７－１１０
　開設日/月～金
　時　間/8時30～17時15分

  ●相談窓口/
　県立総合精神保健福祉ｾﾝﾀｰ

　電話番号/８８８－４３４３
　時　間/10時～23時

  ●相談窓口/
　自死遺族「分かち合い」の会
　運営主体/総合保健福祉ｾﾝﾀｰ
　電話番号/８８８－１４４３
　開設日/第3土曜日

  ●相談窓口/沖縄いのちの電話

　こころの電話相談
　電話番号/８８８－１４５０
　開設日/月・水・木・金
　時間/9時～11時30、13時～17時

　　●相談窓口/療育から就労まで

  ●相談窓口/中央保健所
　　●相談窓口/
　　沖縄県発達障害者支援ｾﾝﾀｰ
　　電　話/９８７－２１１３

●相談窓口／ているる相談室
　　運営主体/発達障害者支援ｾﾝﾀｰ
　　電　話/９７２－５５１５
　　開設日/月～金
　　時　間/8時30～17時15分

　時　間/14時～16時

　電話番号/８５４－１００５

　時間/9時～11時30、13時～17時
　開設日/月～金

沖縄被害者支援ゆいｾﾝﾀｰ
電　話/８６６－７８３０
開設日/月～金

①女性相談、②男性相談
電　話/①８６８－４０１０
電　話/②８６８－４０１１
開設日時/①火～土、10時～20時
開設日時/②日・月、10時～16時

●相談窓口/

●相談窓口/沖縄県民生活ｾﾝﾀｰ

開設時間/10時～16時

●相談窓口/法テラス沖縄
運営主体/日本司法書士支援ｾﾝﾀｰ

電　話/０５０－３３８３－５５３３
開設日/月～金
開設時間/9時～19時

電　話/８６３－９２１４
開設日/月～金
時　間/9時～12時、13時～16時

●相談窓口/悪徳商法110（県警）
電　話/８６１－９１１０

●相談窓口/
那覇司法書士総合相談ｾﾝﾀｰ
電　話/８６７－３５７７
開設日/火・木　14時～16時
予約受付時間/平日9時～17時

開設日/月～金
時　間/9時30～18時15

●相談窓口/多重債務者相談
電　話/８６６－５０７０
開設日/月～金
時　間/9時～12時、13時～17時

   ～ひとりで悩まないで、まず相談！～ 

 沖縄県では、さまざまな問題に対して、電話相談窓口を開設してい
ます。 
 身近な人に相談できないことでも、ひとりで悩まずに、専門家へ相
談してみましょう。 

こころと体の相談 

死にたい気持ち・遺族の方 

いじめ ・ 青少年 

こども ・ 教育 さまざまな問題 

家 庭 内 暴 力 

経 済 問 題 

お気軽に 

ご相談ください！ 



船舶運賃の割引制度の実施について（お知らせ）

渡嘉敷村では、平成２４年４月１日から船舶運賃の割引を実施いたします。
割引運賃の申請を下記のとおり行いますのでお知らせいたします。

記

対象となる方◎

１．渡嘉敷村に住民登録をしている方

２．沖縄本島や県外に進学している高校生や大学生など（父母またはそのい

ずれかの一方が渡嘉敷村に住んでおり、住民登録を行っている方。）

役場民生課 ℡ ０９８－９８７－２３２２◎申請受付

持参するもの◎

１．印鑑

２．高校生、大学生などは在学証明書及び住民票謄本（本籍地、筆頭者

記載）を提出して下さい。（詳しくは民生課へお問合せ下さい。）

顔写真は役場で撮影いたします。◎

申請書受付◎

１．平成２４年３月１６日（金）～随時受け付けます。

割引運賃適用開始◎

１．平成２４年４月１日（日）乗船から適用になります。

平成２４年３月１５日

渡嘉敷村長 座間味昌茂



「政府統計の統一ロゴタイプ」 
 が決まりました。（平成23年10月18日 総務大臣決定） 

 

総務省 

 このロゴタイプは 

 国の統計調査であること 

 秘密の保護に万全を期していること 
 を証明するマークです。 

 

お問い合わせ 政策統括官(統計基準担当)付統計企画管理官室（総括担当）佐藤、安達 

電話：03-5273-1142 FAX：03-5273-1181 Ｅメール：s-soukatsu@soumu.go.jp  

 コンセプト 

・日本列島と日章旗をイメージ（国の統計調査であることを認識しやすい） 

・棒グラフをイメージ（「統計」であることを認識しやすい） 

2012年4月1日以降、 

国の統計調査の調査票などに 

表示されます。 

このロゴタイプが付された 

統計調査へのご協力を 

お願いいたします。 



ロレム高校

ワクチンで防げる病気があります！
世界中に数多くある感染症の中で、ワクチンで防げる病気—VPD—はわずかです。防げる病気だけでも予防して、大切な子どもたちの命を守りましょう。（B型肝炎・Hib・肺炎球菌・おたふく・みずぼうそう・子宮頚癌・インフルエンザ・その他）

２０１２

診療所で受けられる任意接種(自費)もお勧めです。
詳しくは診療所へお問い合わせください。２０１２年３月　渡嘉敷診療所　



目　　的 ： 渡嘉敷村外の医療機関での専門的な診療が必要な方で、その治療に

長期的かつ定期的な受診が必要となる場合、経済的な負担を軽減し、

適切な受診ができることを目的とする。

対　　象 ： 悪性新生物や不妊治療、精神科など専門的な治療が必要で長期的

かつ定期的な受診が必要な方

助 成 開 始 日 ： 平成24年4月1日から

※詳しくは、民生課または保健指導所までお問い合わせください。

　該当した場合、医療機関からの領収書と船舶運賃の領収書が必要です。

　　　民    生   課（保 健 係）　☎987-2322

　　　保健指導所 （保 健 師）　☎987-2422



今年の特定健診は 

5月１０日（木）・11日（金）です。

    ～お問い合せ先～ 

渡嘉敷村役場 民生課  TEL ： ９８７－２３２２（保健係） 

今年度は健康診査に併せて胃がん検診も同時実施しま

す！！ 

年に一度、自分の体の状態を知るのはとても大切なことで

す。 

是非この機会に健康診査を受けてこれからの人生も健康に

過ごしていけるようにしましょう。 

 

～胃 が ん 検 診 に つ い て～ 
（胃がん検診は2日目の７：００～１１：００に行います） 
   

 ＜注意事項＞   

     ①検査前日の夜9時以降は飲食しないようにして下さい。 

      ②病院からの薬を飲んでいる方は主治医に相談して下さい。 

      ③検査当日は食事・飲み物・ガム・あめ・たばこ等は一切とらないで下さい。 

    

※※以下の方は受診できません※※ 

 
①検査当日に飲食した方 

②妊娠中の方、妊娠の可能性のある方 

③排便困難や、重度の便秘の方 

  ☆3か月以内に急に便秘になった方 

  ☆5日以上便が出ず、下剤を飲んでも便が出にくい方 

  ☆便秘とともに腹痛の既往のある方 

④食道・胃の手術を受けた方 

⑤大腸憩室炎・腸閉塞の既往や人工肛門のある方 

⑥潰瘍性大腸炎、クローン病のある方 

⑦過去のバリウム検査で、重度の便秘やアレルギー症状がでた方 

⑧発熱・体調の悪い方 







５ 月 の 主 な 予 定

19日 旧3/29

母の日グランド
ゴルフ大会

行政懇談会
（渡嘉敷区）

行政懇談会
（阿波連区）

17日旧3/25 16日 旧3/26

10日

13日 旧3/23 14日 旧3/24 旧3/27 18日 旧3/2815日

特定健診 特定健診

8日 旧3/18 9日 旧3/19 12日 旧3/227日6日

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

旧3/13

旧3/20 11日 旧3/21

1日 旧3/11 2日

旧3/17

4日

旧3/16

⽊曜⽇
旧3/14 5日

⼟曜⽇⾦曜⽇
旧3/12 3日 旧3/15

⽕曜⽇ ⽔曜⽇

渡嘉敷村

27日 旧４／７ 28日 旧４／８ 旧４／１29日 ３１日旧４／９ 30日 旧４／１

小中学生
バドミントン大会

26日 旧４／６旧４／２ 23日 旧４／３ 25日 旧４／５24日22日20日 旧3/30 21日 旧４月１ 旧４／４



28日 旧３／８25日 旧３／５ 26日 旧３／６ 27日 旧３／７22日 旧３／２ 23日 旧３／３ 24日 旧３／４

21日 旧３／１18日 旧3/28 19日 旧3/29 20日 旧3/3015日 旧3/25 16日 旧3/26 17日 旧3/27

14日 旧3/24

渡嘉敷小中学校入学式

11日 旧3/21 12日 旧3/22 13日 旧3/238日 旧3/18 9日 旧3/19 10日 旧3/20

渡嘉敷幼稚園入園式

阿波連小学校入学式

4日 旧３／１ 5日 旧３／１ 6日 旧３／１1日 旧３／１ 2日 旧３／１ 3日 旧３／１

４ 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

7日 旧3/17

渡嘉敷村

鯨海峡海開き

昭和の日 振替休日

29日 旧３／９ 30日 旧３／１




