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嘉手納を知ればおもしろくなる！ 生活を楽しくするための広報誌

特集

運動で身体を鍛えて健康づくり

※撮影時のみマスクを外してます。
嘉手納町LINE公式アカウント
友だち募集中！

@kadenaで検索！

嘉手納町の人口(令和3年2月末日現在)
男：6,497人（53） ※（ ）内は外国人住民の内訳
女：6,888人（41）
合計：13,385人
（94）
〈5,643世帯（77世帯）
〉
●出生/10人 ●死亡/15人 ●転入/21人 ●転出/39人

住民票や
所得課税証明書などは
コンビニで！
サービスの利用には
マイナンバーカード
が必要です。

前月との比較
《-23人》

第5次嘉手納町総合計画

施政方針

生涯にわたり健康と夢・希望を育くむ健やかな
まちづくり
【保健・医療・福祉・子育て】

（2）

地域の歴史・文化に誇りを持ち、学び続ける魅
力ある人づくり
【教育・文化】

発展

（1）

信頼

（4） 活力に満ちた賑わいのあるまちづくり 【産業】

継承

全文は嘉手納町ホームページにてご覧になれます。

宏

基本目標
基本理念

（3） 安全・安心で住みよいまちづくり【建設・環境】

（5） 皆でとりくむ協働のまちづくり 【行財政運営】

ひと︑
みらい
輝く交流のまち かでな

嘉手納町総合計画は、将来像である「ひと、みらい輝く交流の
まち かでな」の実現に向けて長期的・総合的な方向性や取り組
みを示す、本町の行政計画の最上位となる計画です。
本町の特性や課題及び社会の動きや町民のニーズを踏まえなが
ら、町民とともに理想的なまちづくりのビジョ
ンとそれを実現するための手法を示す計画とし
て新たに「第5次嘉手納町総合計画」を策定し、
まちづくりに取り組んでいます。

嘉手納町長

當山

令和３年３月２日開会の令和 3 年第２回
嘉手納町議会定例会において、當山宏町長
が施政方針演説を行い、令和 3 年度の町政
運営の基本的な考え方や主要な施策などに
ついての説明を行いました。

令和３年度

将来像

ルス感染症に翻弄された１年で

議員各位のこの度のご当選を心

による最初の定例会であります。

影響を及ぼし、発生から１年が

康や暮らし、社会経済に深刻な

した。本県においても県民の健

３年度における私の町政運営の

等に関する主な取り組みと令和

先立ち、これまでのまちづくり

提出しております。その説明に

行財政運営に関する諸議案等を

下水道事業特別会計予算のほか、

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算、

算、国民健康保険特別会計予算、

る分野に、この新型コロナウイ

コミュニティなど社会のあらゆ

すとともに、医療や福祉、地域

日常生活にも大きな影響を及ぼ

校等により児童生徒や保護者の

けました。また、学校の一斉休

小企業の皆様が深刻な打撃を受

業や観光業、そのほか多くの中

本町でも、町民をはじめ飲食

善を図るべく、議会の協力を得
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令和３年度 町政運営に向けて
本日ここに、嘉手納町議会の

市に端を発したとされるこの感

あったと言えます。中国の武漢

びとなりました。今議会は、去

染症は、瞬く間に世界中に広が

令和３年３月定例会が開会の運
日の町議会議員選挙で

り、未曽有の被害をもたらしま

る１月

期の議員の皆様

からお喜び申し上げますととも

経過した今日においても、コロ

当選された第

に、今後におけるご活躍をご期

ナ禍は依然収束の目処が立たな

い大変厳しい状況が続いており

基本方針、そして主要な施策の

ルス感染症が暗い影を落として

ます。

概要等について申し上げ、議員

おります。
さて、令和２年度を振り返り

て、町独自にあるいは国の予算

本町では、こうした状況の改
ますと、まさに新型コロナウイ

いと存じます。

諸賢のご理解とご協力を賜りた

計予算をはじめ水道事業会計予

今定例会においては、一般会

待申し上げます。

19

17

成し、各種支援策を講じてまい

たるコロナ関連の補正予算を編

を活用してこれまで第５次にわ
ます。

算を提出しているところであり

６次のコロナ対策に係る補正予

の完成を目指して整備工事を鋭

広 場 整 備 事 業 は、 令 和 ３ 年 度 内

近において建築中の比謝川緑地

た。

得支援事業」を実施いたしまし

目的に新規に「雇用促進資格取

型コロナウイルス感染症の対策

納２番地地区」の密集市街地整

長年の懸案であった「字嘉手

るため、小中学校のＧＩＧＡス

いてオンライン学習の導入を図

組みとしては、令和２年度にお

教育環境の充実に向けた取り

経済の急激な悪化により影響
に追われた１年でありましたが、

備事業については、地域の皆様

クールネットワーク整備事業及

意推進しております。

を受けた町民の家計支援として、
そうした中にあっても、本町の

のご理解とご協力をいただきな

このように令和２年度は、新

町独自に一人２万円の生活支援
まちづくりの各種事業は、概ね

び学習者用端末の整備事業を推

りました。

特別給付金を給付したほか、事

がらこれまで事業を進めてまい

進しております。これにより全

順調に進捗を見ております。

月からは、

ての子供たちの学びを保障する

りました。令和２年

移転対象となる方々の住宅の建

とともに、ＩＣＴを活用する環

機能拡充を目指す「道の駅か

業者支援として、新型コロナウ
イルス感染症で影響を受けた町
でな」については、昨年から増

築工事が始まっております。

万円の事業継

築部分の本体工事に着手してお

内事業者に対し
続支援給付金を給付いたしまし

進めている特定地域特別振興事

以上が令和２年度において取

境の実現を図ることとしていま

ります。また、比謝川の河口付

策や町民、事業者向けの支援な

業についても、事業は順調に進

り組んできた本町のまちづくり

す。

ど様々な対策を講じてきたとこ

んでおり、令和２年度に基本設

ろです。

に着手する計画であります。ま

実施設計及び用地物件補償業務

り組みました。令和３年度では、

設計と物件補償調査の業務に取

ては、令和２年度に施設の基本

第三保育所の建て替えに向け

型コロナウイルス感染症への対

化」等に取り組むとともに、新

「地域産業・商店街の活性
対応」

「各種基地問題への
化の振興」

「人材育成・文
育・福祉の向上」

「子育て支援」
「教
や「住宅対策」

えて、更なる「公共施設の整備」

年度は、これまでの成果を踏ま

た、昨年から待機児童対策とし

また、令和３年度においても、

す。

な対策を適切に講じてまいりま

視しながら、必要とされる有効

応についても、町内の状況を注

度から町民の就業機会の創出を

雇用対策としては、令和２年

ます。

けた取り組みも進められており

て新たな認可保育園の開設に向

す。

の主な事業であります。令和３

行政センター駐車場の一角で

た。そのほかにも、感染防止対

10

計及び実施設計を実施していま

国や県、そして町独自の支援
策の実施及び町民、事業者、関
係各位の取り組みにより、町内
における新型コロナウイルス感
染症による影響は、当初に比べ
て幾分落ち着いてきたような感
もしております。しかし、昨年
末から流行の第３波が押し寄せ
ていることから、今年の１月に
は３度目となる沖縄県独自の緊
急事態宣言が発出されるに至り
ました。状況の厳しさは依然と
して続いております。このため
町においては、今定例議会に第
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3

10

リニューアル予定の道の駅かでな

「人に優しいまちづくり」
くり」

引き続き「活力に満ちたまちづ
てきたところであります。

用を行わないよう強く申し入れ

特殊作戦群駐機場の整備工事が

年２月より開始された第３５３

る基地運用について、その影響

よって、騒音と悪臭を発生させ

国に強く要請してまいりました。

を大幅に軽減するよう町として

となっており、ＭＣ︱１３０特

防音対策事業につきましては、

令和３年４月に完了する見込み

においては、基地から派生する

殊作戦機による通称「パパルー

告示後に建築された住宅や店舗、

広大な米軍基地を抱える本町

「町民
指すとともに「公平公正」
事故やトラブル等が依然とし

プ」の使用も終了する予定であ

同時に再発防止の徹底を強く求

てはこうした問題に抗議すると

故も相次ぎました。三連協とし

や酒気帯び運転などの事件、事

に所属する軍人軍属による強盗

ありません。また、嘉手納基地

あり決して容認できるものでは

民の安全な生活を脅かすもので

国から同問題に対する積極的な

軍転協による県外要請の際には、

請 し て き た と こ ろ で あ り ま す。

よう日米関係機関に対し強く要

移転など、有効な対策を講じる

管制機について、同機の駐機場

の可能性が高いＥ︱３早期警戒

このため、悪臭の発生源として

大 き な 問 題 の 一 つ で あ り ま す。

行いたします。

「嘉手納町と基地」改訂版を発

令和元年度より延期されていた

本町の実情の理解に資するため、

ては、多くの基地問題を抱える

また、令和３年度におきまし

組んでまいります。

協としてその解決に向けて取り

いては、町独自に、そして三連

年

月に、Ｃ

も厳しい状況が続いております。
米国は、平成
オスプレイ５機を横田飛

叫ばれる中、本町においては騒

Ｖ︱

転は実施されているものの環境

音や悪臭のため窓を閉めざる
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「文化の薫るまちづくり」を目
「改革刷新」を基本姿勢と
本位」
て後を絶たない状況にありま

大をはじめ、防音住宅に対する

事務所等への防音工事の適用拡

今後二度と、同型機やそのほ

空調施設維持管理費（電気料金）

ります。

手納飛行場における火災やパラ

かの航空機が使用することのな

シュート降下訓練、Ｆ︱

戦闘

す。令和２年度においても、嘉

して嘉手納町のまちづくりに取
り組んでまいります。
嘉手納町の更なる発展に向け
て、令和３年度において取り組

いて引き続き要請してまいり

の助成対象枠拡大等の実施につ

機による部品落下事故などが発

航空機の排気ガスの悪臭問題

いよう注視してまいります。

む主な施策の概要等は次のとお
生しております。

本 町 を 取 り 巻 く 基 地 問 題 は、

めてきたところであります。

発言が聞かれました。これから

ます。

年を迎えた今日において

嘉手納基地から派生する航空

も引き続き解決に向けて力を尽

は、航空機騒音と並んで本町の

行場へ配備しました。同機は嘉

機 騒 音 も、 依 然 と し て 町 民 に

くしてまいります。

こうした諸問題の発生は、町

手納飛行場に飛来しての訓練が

深刻な被害を及ぼしておりま

また令和２年度は、新型コロ

ための飛来が確認されたことか

基準超過日数は依然として高い

を得ない状況が続いております。

ら、三連協として、日米の関係

31

今後とも各種の基地問題につ

予想され、町民の安全性への不

す。所属機に加えて、外来機の

ナウイルス感染症の流行もあり、

戦後

安や負担の増大が危惧されてお

飛来が続いており、騒音の軽減

10

状況にあります。また、平成

感染予防策として換気の徹底が

りました。そうした中、令和元

戦闘機の訓練移

策としてＦ︱

基地問題

りであります。

15

年度、令和２年度と訓練参加の

30

機関に対し嘉手納飛行場での運

15

76
22

施政方針の概要を総合計画に合わせ紹介いたします。

①

生涯にわたり健康と夢・希望を育くむ健やかなまちづくり

高齢者外出支援タクシー料金助成事業
令和３年１月より高齢者外出支援タクシー料金助成
事業を本格導入しており、今後も継続して事業に取り
組みます。
介護予防・日常生活支援総合事業
日常生活を維持・改善するためロコモアップ教室を
令和３年度においても継続実施します。
生活支援体制整備事業
有償での支え合い活動の仕組みを構築します。
在宅医療・介護連携推進事業
在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機
関と介護事業所等の関係者の連携を推進します。
認知症総合支援事業
認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構
築します。また、地域の人や専門職と相互に情報を共
有し合う場として認知症カフェを開催します。
障害福祉
障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の更なる
充実を図るとともに、地域生活支援拠点等の整備を進
めます。また、障害福祉事業所の誘致に努めます。
児童福祉
保育士の処遇改善、人材確保に努めます。待機児童
解消に向けては、老朽化した町立第三保育所の建て替
え、統合及び機能充実についても検討を進めます。ま
た、民間学童の増設及び支援に向けて取り組みます。
母子及び父子並びに寡婦福祉
母子及び父子家庭等医療費助成事業について、引き
続き自動償還払い方式による利便性向上を図り、ひと
り親世帯の負担軽減に努めます。

5
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児童虐待の防止
要保護児童対策地域協議会を中心とした関係機関と
の相談体制の強化を図ります。
妊婦健康診査の公費助成
望ましい回数とされる受診回数14回の助成を継続
実施します。
子ども医療費助成事業
現物給付の対象年齢を中学校卒業まで拡大し、保護
者の経済的負担の軽減を図りながら子どもの健やかな
成長を支援します。
新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症収束の切り札とされるワ
クチン接種が４月以降から実施される予定です。国、
県の主導のもと全町民を対象に、新型コロナウイルス
ワクチンの接種が安全かつスムーズに行えるよう必要
な体制の確保を図り、取り組みます。
健康増進事業
「健康・食育かでな21」に基づき、健康づくりと食
育の推進を図ります。
特定健診
「週末健診」、「ナイト健診」を実施します。
国民健康保険事業
医療費の適正化を図るとともに、国民健康保険税の
収納強化を図り、持続可能な運営に努めます。
後期高齢者医療保険
保険料の均等割額を補助金として支給します。
国民年金
町民の老後の経済的な支えとなる老齢基礎年金のほ
か、障害基礎年金、遺族基礎年金など、町民の生涯を
支える社会保障制度です。関係機関との協力連携のも
と年金制度の周知、相談業務に努めます。

②

地域の歴史・文化に誇りを持ち、学び続ける魅力ある人づくり
特定地域特別振興事業
完成パース

幼稚園

知識や技能の基礎、思考力・判断力・表現力等の基
礎、学びに向かう力・人間性を育むことができるよう、
一人ひとりの発達や特性に応じた教育を推進します。
小・中学校

嘉手納型「小中一貫教育」を掲げ、系統性と連続性
を重視した自己成長力・人や社会とかかわる力を育む
教育を推進し、児童生徒の「生きる力」を培います。
GIGAスクール構想

ICT機器の活用を図り、一斉、個別、協働的な学習
展開に努めます。
特別支援

教育的ニーズを把握するとともに途切れることのな
い一貫した支援を継続するため、教職員研修を支援し
ます。
コミュニティースクール

各小中学校の推進体制を構築し、地域とともにある
学校づくりに取り組みます。
青少年センターの充実

青少年の健全育成の拠点として、学校・家庭・地域
などの諸関係機関と連携を図り、学習支援活動や相談
活動を行います。
子供の貧困対策

子ども支援コーディネーターを配置し、居場所づく
りを行う関係機関との情報共有を図り、就学援助等の
行政サービスにつなげるための支援を行います。
教育施設

令和３年度は、屋良小学校運動場等整備工事、便所・
倉庫建設工事を実施します。
社会教育

社会教育関係団体や指導者の養成、人材の育成に努
めます。令和３年度も地域学校協働活動、放課後子ど

も教室推進事業を継続します。
文化振興

文化芸能発表の場の創出や町民が様々な分野におい
て芸術文化に触れる機会を増やします。
人材育成事業

貸与事業において学資貸与及び入学準備金貸与への
取り組みを継続します。また、助成事業では、優秀な
成績をおさめた町民への報奨金支給を引き続き実施し
ます。
中央公民館

各種講座の開催により、生涯学習の更なる充実に寄
与してまいります。また、令和３年度において、公民
館まつりを開催します。
文化財事業

町指定文化財について、保存・継承への支援を行い
ます。
特定地域特別振興事業

令和３年度において、コミュニティーホール、民俗
資料室及びシェアオフィスで構成された複合施設の整
備工事を行い、令和４年度の供用開始に向け取り組み
ます。
町立図書館

図書館資料及びサービスの充実、町民の図書館利用
を促進します。
社会体育

各種スポーツ教室、講習会、大会等を通してスポー
ツ、レクリエーション活動の推進、普及に取り組み、
町民の健康の保持増進に努めます。
外語塾

優れた国際感覚や語学力、コミュニケーション能力
を有する人材の育成を図ります。英語コンテストにつ
いては、令和３年度も継続して開催します。
広報かでな
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③

安全・安心で住みよいまちづくり

町道6号線整備事業

都市計画マスタープラン

都市計画の基本的な方針を定める都市計画マスター
プランの改定に着手します。
定住促進事業
「新築住宅等の取得補助金」、「建物除却に係る補助
金」、「定住促進奨励金」の３つの制度で構成されてお
ります。最終年度となる令和３年度も同事業の継続実
施を図り、本町への定住促進に努めます。
密集市街地整備事業

都市再生住宅の完成及び道路整備に伴い移転を余儀
なくされる方の物件補償と移転措置を順次行い、地区
内住環境の改善に向け、まちづくり協議会の皆様とも
連携を図りながら、鋭意取り組みます。
住宅リフォーム支援事業

令和３年度においても本事業の需要が見込めること
から、引き続き実施します。
水釜第二町営住宅

各種設計を行い、円滑な事業推進に努めます。

屋良城跡公園及び嘉手納野球場

両施設とも「嘉手納飛行場等周辺まちづくり支援事
業」において、実施設計等に着手しており、引き続き
事業の進捗を図ります。
兼久海浜公園リニューアル事業

令和３年度においては、住民説明会等を開催し、事
業の推進を図ります。
道路整備

生活の基盤である町道の改良工事などを計画的に進
めていき、都市機能の向上と快適で安全なまちづくり
を目指します。
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公共下水道事業

快適な生活環境や河川等の水質保全を図るため、今
後とも水洗化の普及を推進します。
水道事業

防災上の取り組みとして、配水池の耐震化を計画し
ております。令和３年度は、本体の「久得第二配水池」
の建設工事に着手します。
比謝川及び周辺の湧水の有機フッ素化合物による
汚染問題
嘉手納町内の地下水が流れるカーや井戸群について
令和２年度より沖縄県が14地点でモニタリング調査
を実施しているところでありますが、汚染源の特定に
は至っておりません。本調査を今後も継続して実施す
ること、また、汚染源の特定に向け、国、県に対し、
嘉手納基地内への立ち入り調査の実施を求めます。
地球温暖化対策

公共施設の照明器具を段階的に高効率照明へ変更す
るなど、CO₂排出量の削減、抑制に取り組みます。
資源循環型社会の構築

リフューズ（断る）、リデュース（減らす）、リユー
ス（再利用する）、リサイクル（再生利用する）の４
Ｒ運動を基本として、町民及び企業、団体等のご協力
を得ながら、資源ごみ等の収集を行い、ごみ減量化と
再資源化及び適正処理を進めます。地域の環境美化に
ついては、区民一斉清掃の実施や美化活動を率先して
取り組んでいる個人や団体、企業等を支援します。ま
た、ごみの不法投棄やごみ散乱防止の指導に努めます。
飼い犬・飼い猫について

適正飼養の意識啓発を図り、地域の環境保全に取り
組みます。

④

活力に満ちた賑わいのあるまちづくり

比謝川緑地広場整備事業完成パース

中心商店街の活性化をはじめ、既存産業や新規産業
の振興に向け取り組んでまいりました。しかしながら、
新型コロナウイルス感染症の影響により状況が一変し
たことから、令和２年度は、感染症拡大防止対策と社
会経済活動の両立を目指し、事業継続を支援する各種
事業を実施してまいりました。令和３年度においては、
ポストコロナ時代に向けた産業変化等への対応も検討
します。
商工業の振興
商工会や商工事業者との連携を図りながら、各種の
活性化事業に取り組んできました。その一環として実
施している「プレミアム付き野國總管商品券事業」に
ついては、コロナ禍で停滞した消費の喚起を目的に、
令和３年度も継続して実施します。また、「かでな元
気プロジェクト事業」については、事業者の経営力向
上及び販路開拓の支援を目的とした「やる気支援事
業」、町内における創業者の支援を行う「事業者立地
支援事業」、既存商工業者の継続的な発展を支援する
「新規顧客獲得支援事業」等を継続実施します。コロ
ナ禍収束後の回復期に向けた事業者支援を嘉手納町商
工会と連携しながら積極的に実施することで、商工業
の振興に努めます。
各種イベント開催について
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響
により多くのイベントが中止となりました。令和３
年度における野國總管まつりや産業まつり、かでな
GOGOフェスティバル、エイサーまつり等、各種イ
ベントの開催については、今後における新型コロナウ
イルスの感染状況等も十分考慮し、実施方法を検討し
ながら、取り組みます。
道の駅かでな

業者の入居準備を進めるとともに並行して既存施設の
改修工事も実施します。
比謝川緑地広場整備事業
自然学習の場としても活用できる展示室の整備を含
め、令和３年度中の工事完了を予定しており、令和４
年４月の供用開始に向け準備します。
観光協会について
法人化に向けた準備等組織基盤の整備を進めながら、
町の観光資源の発掘と魅力の発信に取り組みます。
情報通信産業

情報通信産業センターに関連企業等が入居し、約
200人が雇用され就業しております。今後も人材育成、
雇用創出、進出企業の支援を図り、町内の情報通信産
業の振興に努めます。
雇用対策
令和３年度も引き続き就職支援活動総合窓口を設置
し、専門の相談員によるアドバイスとサポートを行い
ます。また、令和２年度においてコロナ禍における雇
用情勢悪化への対策として実施した雇用促進資格取得
支援事業を令和３年度も継続し町民の失業率の改善に
努めます。町民の皆様がこの制度を大いに活用し、就
業に繋げていただくことを期待しております。
農業振興・水産振興
農家の生産意欲の向上に資するため、各種補助金制
度等による支援を継続します。水産業振興については、
漁民の活動支援や後継者の育成支援に努め、魅力ある
漁業の振興を目指します。また漁獲量の向上を図るた
め、漁民への補助金制度による支援に努めます。

本町の観光拠点である「道の駅かでな」の機能拡充
を図るためリニューアル事業を実施しております。令
和４年１月以降の供用開始に向け、令和３年度中の工
事完了を予定しており、完了後においては、新しい事
広報かでな
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⑤

執行体制と行財政の運営等

防災行政

大規模自然災害等に備えるとともに、防災・減災及
び迅速な復旧復興に資する施策を、総合的な計画とし
てまとめ、強靭な地域づくりの推進をめざすため嘉手
納町国土強靭化地域計画の策定に取り組みます。また、
地域住民の防災意識の啓発、自主防災組織の強化や避
難訓練の実施等についても継続的に取り組みます。
確かな行政サービスのについて

令和３年度においても、すべての職員の個々の能力
が十分発揮できるようオンライン研修や少人数研修な
どで、各種研修の実施に努め、職員の意識改革と資質

の向上を図り、業務執行体制の確立に向けて取り組み
ます。
ふるさと納税

新たな返礼品開発を行うことにより寄付の増額を図
るとともに、寄付者からの思いを施策に反映できるよ
う取り組みます。
人口減少対策

令和３年度において「人口減少対策検討事業」を実
施し、町の現状の調査、分析等を行うとともに人口の
増加に寄与する有効な施策の検討に取り組みます。

令和３年度一般会計予算案
水道事業会計予算案、３特別会計予算案
一般会計予算

水道事業会計予算 水道事業収益
水道事業費用
資本的収入
資本的支出

国民健康保険特別会計予算

後期高齢者医療特別会計予算
下水道事業特別会計予算

11,275,857千円

369,702千円
343,532千円
95,665千円

470,597千円

1,922,405千円

266,341千円
369,588千円

以上、令和３年度の町政運営に当たり、私の基本方針と主要な施策の概要等について申し上げてまいりました。
社会経済情勢の急速な変化に的確に対応しつつ、更なる町政の発展と町民福祉の増進に向け全職員の総力を上げて
諸施策を遂行してまいります。議員諸賢並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和３年３月２日
嘉手納町長
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當

山

宏

特集

運動で身体を鍛えて健康づくり

5.7%

39.1%

57.3%

3.6%
40代
（135人）

42.2%

53.3%

4.4%
50代
（188人）

40.4%

ウォーキングをしよう

す る よ う な も の で は な く、「 早 歩 き 」 程 度 の

健康づくりのための運動は、息を切らして

ものです。

とで、構えてしまうとなかなか実行できない

すが、どんな運動をすれば良いかといったこ

の予防などに効果があることが知られていま

運動には、健康・体力づくりと生活習慣病

年齢層別にみると、
「はい」は「16 〜 19 歳」が 62.8% と最も高くなります。
「いいえ」
は、「20 代」から「50 代」が各 50% 台で、運動をしない人が半数以上を占めます。

町民の健康づくりのため、運動不足の解消

30代
（110人）

続して行うことができ、安全で効果的な健康

づくりになります。

嘉手納町では、町民が健康的な生活習慣を

意識しウォーキングを日課として習慣づける

ウォーキングは

キロコースと３キロコー

ためウォーキング大会を毎年開催しています。

スに分かれているので運動が苦手な方でも気

軽に完歩することができます。

会場では同時に、こころとからだの健康展

を開催し、健康について学べるパネルを掲載

しています

みんなで健康に

嘉手納町ではウォーキング大会をはじめと

した各種運動イベントを実施し、健康づくり

を推進しています。

運動が継続するポイントとして、地域にお

ける取組みに参加するきっかけになるよう仲

間をつくり、楽しみながら運動すると継続し

ます。

一人では不安な方は、ご家族やお友達と一

緒に運動を行いみんなで健康になりましょう。

10

4月号

2021

広報かでな

が一つの課題となっております。

50.5%

町民の２人に１人以上が

8.0%

43.2%

このような運動は、生活の中で無理なく継

5

適度な運動をしていない

％ と、 ２ 人 に

6.3%
20代
（95人）

51.6%

日本では近年、家事や仕事の自動化や交通
手段の発達により身体活動量が低下しており、
近年の生活習慣病増加の一因となっています。
運動をよく行っている人は、高血圧、糖尿
病、骨粗しょう症などの病気にかかるリスク
の低下、また、寝たきりなどを減少させると
いわれています。
嘉手納町民の健康づくりと食育を総合的か
」の中間評価のために実施した

つ計画的に推進するための計画である「健康・
食育かでな
調査によると、
「適度な運動（ 分以上継続し、
・

汗ばむ程度）をしますか」という質問に対し、
「はい」と答えた町民は

１人以上人が適度な運動をしていないことが
分かりました。

適度な運動の有無（年齢層別）

運動を指しています。

3

100%
80%
60%

4.7%
32.6%
62.8%
16〜19歳
（43人）

30

1

48.1%
46.2%
60〜64歳
（106人）

43

40%
20%
0%

21

無回答
いいえ
はい

2

1

ルームランナー

ラットプルダウン
新 た に 追 加 さ れ た 筋 力ト
レーニングマシン。
頭上にあるバーを下に引く筋
トレです。背中を鍛えたいとき
におすすめです。他にも、手
を逆手にしたり、下ろしたバー
を首の後ろに持っていくことで
他の部位も鍛えることが可能
です。

人 気のルームランナーも最
新型になりました。
健康増進センター6階からの
眺めの良い屋内でランニング
やウォーキングが行えます。一
定のペースを身体に覚えさせた
り、悪天候時のランニングとし
て使用できます。

嘉手納町健康増進センター館長

嘉手納町健康増進センターは、
皆様の健康づくりを応援します。

いり い

しょう ご

入井 省吾さん

健康増進センターは、主に中高年の方がよく利
用されています。リニューアルによって筋トレマシ
ンが新しくなったので、若い世代にもどんどん利
用していただきたいです。常時スタッフがおります
ので筋トレマシンの使い方等、分からないことが
あれば気軽に声をかけてください。また、プール
やトレーニングでは無料のレッスンもあります。
ぜひ健康増進センターを利用して、健康になり
ましょう。

筋力トレーニングマシンが強化
筋トレマシンを入れ替えさらに追加し、今
までより多くの部位を鍛えることが可能にな
りました。
筋トレマシン

鍛えられる部位

マルチプレス

胸、肩

ラットプルダウン

背中

アブドミナル＆バック

腹、腰

レッグカール
＆エクステンション

太もも前
太もも後

アダクション
＆アブダクション

太ももの内側
太ももの外側

健康増進センターについて
住

所

嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリープラザ6F

電

話

098-956-1230

メール
平

日

土日祝日

kadena-kenkou@fosta.co.jp
9：30 ～21：00
10：00 ～18：00

（年末年始はお休みとなります。）
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健康増進
センター HP

健康増進センターの

9

トレーニングルーム
リニューアルオープン

健康増進センタートレーニング室
が リ ニ ュ ー ア ル オ ー プ ン し ま し た。
ほとんどのマシンが新型機種に変わ
り ま し た。 こ の 機 会 に ぜ ひ ご 利 用 く
ださい。
筋力トレーニングマシンは今まで
種類の部位を鍛えることができま
し た が、 リ ニ ュ ー ア ル 後 は 種 類 の
部位を鍛えることが可能になりまし
た。その機器の一部を紹介します。
ま た、 こ の リ ニ ュ ー ア ル は 防 衛 省
所管の特定防衛施設周辺整備調整交
付金を活用して行われました。
4

寒い日も大丈夫！ 温水プール
健 康 増 進 センターにはト
レーニングルームの他にも温
水プールがあります。
水の中では物の重さが 軽
減されるため、体重の負荷が
軽くなり関節への負担が少な
くなります。利用料等はHPの確認をお願いします。

嘉手納町新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業

第

6弾

嘉手納町では新型コロナウイルス感染症対策に係る第６弾の支援事業といたしまして、町民1人につ
き町内で使える商品券5,000円分の配布及び1世帯につき町内小規模店舗商品券5,000円分を配布し、
町民の生活を支援いたします。
また学生や高校２・３年生への支援、子育て世帯に対する支援をはじめ、企業・事業者の支援に取組
みます。

町民の皆さまへ

生活支援商品券
配布事業

町民の生活を支援するとともに、地域経済の回復を図るため、
商品券及び飲食業等専用商品券を配布する。
町民１人につき：町内で使える商品券
5,000 円分
１世帯につき ：町内小規模店舗商品券 5,000 円分

嘉手納町消費喚起
プレミアム商品券事業

落ち込んだ域内経済を回復させるため、20％プレミアム付き
野國總管商品券を販売する。
販売価格：１冊 10,000 円（プレミアム 20％）
※10,000 円で 12,000 円分の商品券が購入できます。

担当課

担当課

産業環境課

商工振興係（内線 325）

商工振興係（内線 325）

学生の皆さまへ

経済的な影響を受けている大学生等に対して、必要な経費の
一部を地域の実状に応じて支援する。
対象者：大学、大学院、短大、専修学校生（令和３年４月時点）
給付額：県内３万円、県外５万円

大学等学生応援
給付金事業

担当課

社会教育課

社会教育係（内線 262）

経済的な影響を受けていることが懸念される新高校２年生及
び３年生の保護者に対して修学等に係る費用の一部を支援する。
対象者：新高校２・３年生の保護者（令和３年４月時点）
給付額：１人 2 万円

高校２年生・３年生
応援給付金事業

担当者

社会教育課

社会教育係（内線 262）

企業の皆さまへ

感染症拡大により、影響を受ける事業者に対して事業全般に
広く使える給付金を支給する。
対象者：売上高が 5％以上減少した町内事業者
給付額：10 万円

事業継続支援
給付金

担当課

中小企業者
感染症対策支援事業

子育て世帯の
皆さまへ

子育て世帯
応援給付金
給付事業

産業環境課

産業環境課

商工振興係（内線 325）

感染症の拡大防止のため、専門家による個店巡回等を未実施
店舗に対し実施し、対策にかかる経費を補助する。
対象事業：専門家派遣／対策経費（※上限 20 万円）
担当課

産業環境課

商工振興係（内線 325）

子育て世帯を支援するため、児童手当を受給する世帯に対し、
「子育て世帯応援給付金」を支給する。
対象児童 1 人：2 万円
※児童手当の令和 3 年４月分の対象となる児童。
※同年３月分の児童手当の対象であれば、４月から新高校
１年生も対象となります。
※本町で児童手当を受給している方は申請不要。
※公務員の方は、要申請。
担当課

子ども家庭課

児童福祉係（内線 271）

〇各事業の詳細につきましては、担当課までご連絡ください。

嘉手納町

代表番号：956－1111

広報かでな

2021

4月号

12

2

嘉手納外語塾卒業式

27

2

19

野球大会に使用される優勝旗を
制作、贈呈

中央公民館大ホールにおいて第22回嘉手納外語塾
卒業式及び基地内インターンシップ報告会が行われま
した。
基地内インターンシップ報告会では、卒業生が米軍

水釜にある中古車販売店「ケンプス・カデナ」の

たい ら かつ し

基地内のインターンシップで経験したことをプレゼン

平良勝志さんは、学童軟式野球大会の嘉手納読谷ブ

テーションで発表しました。

ロック大会で使用される優勝旗を制作し、県野球連

ひ

卒業式は、卒業生による「かぎやで風」で幕を開け、
が ひで かつ

比 嘉 秀 勝 塾長からの式辞、卒業生全員によるスピー
チが行われました。
な

小峯妃奈さんが選ばれました。

2

24

平良さんは「野球をしている子どもの数が減ってい
るので、今回の贈呈が増えるきっかけになればと思い

２月19日に行われたベストインターン賞授賞式では

こ みね ひ

な か ん だ か り さとし

盟少年学童副部長の仲村渠聡さんへ、贈呈しました。

ます。3月の大会では、子どもたちには怪我無く臨ん
でいただきたいです」と話しました。

嘉手納飛行場航空機目視調査

２月24日、道の駅かでな展望場において、町基地対策協議会による嘉手
納飛行場の航空機目視調査が行われました。
本調査は、嘉手納飛行場における航空機の運用状況を把握するために平
成20年度から実施されているものです。
今回の調査は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、調査時間の
短縮、調査実施者数の削減等、通常より規模を縮小して実施しました。
調査の結果、午前８時から午前12時までの間に、離着陸やタッチ＆ゴーなどで航空機を目視確認できた回数は70
回、最大騒音はF-15戦闘機が急旋回した際に観測した97.8デシベルでした。

基地被害に関する苦情は

0800-200-4665へお寄せください。
0800-200-4665
へお寄せください。基地渉外課

苦情を入れる際は、いつ、どこで、どのような被害を受けたかをできるだけ具体的にお伝えください。

13
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町内の各学校で卒業式・修了式

嘉手納中学校

屋良幼稚園

嘉手納幼稚園

屋良小学校

嘉手納小学校

3月、嘉手納町の各学校において卒業式、修了式が行われました。
7日には、嘉手納中学校において、計147名の卒業生が保護者や恩師の見守る中、思い出を胸に旅立ちました。
と

か しきみち る

卒業生代表として渡嘉敷通瑠さんは、3年間支えてくれた先生方、15年間育てていただいた家族に感謝を述べ、最
後に「今日、私たちは嘉手納中学校で学んだ事を胸に羽ばたいていきます。私たちは力を合わせて素晴らしい未来を
築いていきます」と答辞を述べました。
また、17日は屋良幼稚園で41名、嘉手納幼稚園で66名の園児が修了証書を受け取り、18日には屋良小学校で50名、
嘉手納小学校で107名の児童が卒業を迎え、涙と笑顔で学び舎に別れを告げました。
広報かでな
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生活、子育て、趣味、イベント等の最新情報をお届けします。新しい情報をチェックしてください！

information
町民インフォメーション

生活情報

令和３年度

集団健診・婦人がん集団検診のお知らせ

新型コロナウィルス感染症拡大防止の対策として、１日の受診人
数を制限し、全ての集団健診を予約制とします。
〇集団健診［基本健診・がん検診等］
健診日
東区

中央区
週末①

北区
・
南区

５月18日（火）
５月19日（水）
６月１日（火）
６月２日（水）

受付時間
8：30 〜11：00

8：30 〜11：00

６月27日（日） 8：30 〜11：00

西区

西浜区
週末③

100名
55名
55名
55名
100名

７月６日（火）

55名

７月７日（水）

55名

７月８日（木）

8：30 〜11：00

７月９日（金）
週末②

定員

８月11日（水）

８月24日（火）

100名
55名

8：30 〜11：00

８月25日（水）

55名
100名
55名

９月26日（日） 8：30 〜11：00

100名

週末④ 10月23日（土） 8：30 〜11：00

100名

週末⑤ 12月19日（日）

屋良地区体育館・
図書室
中央区
コミュニティーセンター
役場
エントランスホール

役場
エントランスホール

55名

７月31日（土） 8：30 〜11：00

８月12日（木）

55名

健診場所

8：30 〜11：00
13：00 〜14：30

午前：100名
午後： 55名

役場
エントランスホール
西区コミュニティー
センター

東区
中央区
北区
・
南区

15

受付時間

定員

役場
エントランスホール
役場
エントランスホール
役場
エントランスホール

健診場所

マンモ30名 屋良地区体育館・
５月19日（水） 13：00 〜14：30
子宮頸がん40名 図書室
６月２日（水） 13：00 〜14：30
７月６日（火）

マンモ30名 中央区コミュニティー
子宮頸がん40名 センター

13：00 〜14：30

マンモ30名 役場
子宮頸がん40名 エントランスホール

西区

８月12日（木） 13：00 〜14：30

マンモ30名 西区コミュニティー
子宮頸がん40名 センター

西浜区

８月25日（水） 13：00 〜14：30

マンモ30名 総合福祉センター
子宮頸がん40名 （4階）

広報かでな

７月８日（木）

2021

4月号

下記に電話をして、希望の集団健診（検
診）の日時をお伝えください。（30分刻み
の予約枠になります。）
※受付時間をお守りください。

各健診ともに定員がございますので、な
るべく早めに予約をお取りください。ご協
力をよろしくお願いします。
予約電話番号 956-1111
(町民保険課・健康予防係)
新型コロナウィルス感染症防止のための
対策にご協力をお願いします。

総合福祉センター
（4階）

〇婦人がん集団検診［乳がん・子宮頸がん］
健診日

予約について

体温測定

手洗い

密閉回避

密集回避

マスク着用

密接回避

以下のいずれかに該当する場合は、受診
を控えてください。
・発熱（37.5℃以上を目安）咳などのかぜ
症状、強いだるさ、味覚障害、などの症
状がある方
・健診までの２週間以内に発熱及び風邪症
状のあった方
・健診までの２週間以内に、本人または同
居家族等で感染が拡大している県外・国
外の渡航歴がある方
・健診までの２週間以内に、新型コロナ
ウィルス感染症の患者やその疑いのある
者と接触歴がある方

マイナンバーカードの夜間交付を行います。

教えて！国民健康保険（vol.195）
短期被保険者証の更新について

お仕事などで平日の開庁時間に
役場へご来庁できない方は、夜間
交付をご利用ください。受取につ
いては、事前に予約が必要です。
必ずお電話にて事前予約をお願いします。

国保税に未納がある世帯で高校生以下（18歳に達する
日以後の最初の３月31日まで）の方には、納付の状況に
かかわらず６ゕ月の短期被保険者証を交付しております。
R2年10月１日交付の高校生以下の短期被保険者証の
有効期限がR3年３月31日までとなっています。
早めに切替え手続きをしていただきますよう、お願い
いたします。

※交付については、マイナンバーカードを申請後、「個人番号
カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」
（ ハガキ）を
送付している方が対象です。

夜間開庁

４月15日（木）午後８時まで

また、マイナンバーカードに関する申請書作
成等の相談をご希望の方は、事前にご連絡くだ
さい。

【4月の国保夜間・休日窓口のお知らせ】
休日窓口：25日（日） 午後１時～５時
お問い合わせ

ご予約・お問い合わせ

町民保険課 国民健康保険係
TEL：956-1111（内線163、164）

町民保険課 住基年金係
TEL：956-1111（内線141、144）

年金だより

夜間窓口： ８日（木） 午後８時まで

進学したら『学生納付特例制度』の手続きを！

学生納付特例制度の承認は、年度ごとに行われますので、継続を希望される方は毎年忘れずに申請を！
学生納付特例は、世帯主の所得に関係なく、学生本人の前年所得が128万円以下であれば、申
請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度の対象となる学校は大学（大学院）、短大、高校、専門学校、専修学校、及び各種学校
＊夜間、定時制課程や通信制課程の学生の方も含まれます。
＊各種学校にあっては、修業期間が１年以上ある学校の学生は利用できます（私立の各種学校に
ついては都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。）

①学生納付特例の承認された期間は老齢基礎年金の受給期間に算入されますが、 年金額の計算には入りません。
②学生納付特例期間の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であればさかのぼって納められます（追納）
③学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、
万が一のときにも安心です。
【手続きに必要な書類】
● 国民年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
● 認印
● 本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
● 在学期間がわかる在学証明書（原本）または学生証（裏面に有効期限、学年、入学年月日
年金機構 HP
の記載がある場合は裏面も含む）の写し
※学生本人に扶養親族がいる方、障害がある方、失業・天災等の事情がある方は、別途ご相談ください。

日本年金機構では、制度や手続きについてわかりやすく動画でご案内しています。（QRコードからHPへ！）
お問い合わせ

町民保険課

住基年金係

TEL：956-1111（内線141、147）

４月２日～８日は「発達障害啓発週間」です
４月２日は、国連が定める「世界自閉症啓発デー」です。厚生労働省では４月２日～８日までを「発
達障害啓発週間」とし、自閉症をはじめとする発達障害への理解促進のための啓発活動を行っています。
自閉症をはじめとする発達障害は、脳機能の発達が関係する障害です。見た目には気づきにくい特
徴があり、誤解されることも多くあるのが現状です。この機会に発達障害について正しく理解し、障害のある方と
その家族が暮らしやすい社会づくりを目指していきましょう。
また、福祉課障害福祉係では「障害者相談支援事業」を行っており、障害のある方やそのご家族などからさまざ
まな相談に応じ、必要な情報の提供や福祉サービスの利用支援、関係機関との連絡調整等を行っております。地域
で暮らすなかでの困りごとや悩みごとなどがございましたら、電話や窓口でお気軽にご相談ください。
お問い合わせ

福祉課

障害福祉係

TEL：956-1111(内線277、189)
広報かでな
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新年度の始まりです。健康づくりを心がけましょう
成人・高齢者・その他と妊産婦・乳幼児の健康相談日を分けて設け、利用しやすい体制にして
おります。ぜひ、ご利用ください。
◎総合相談：毎週木曜日
（祝祭日、年末年始を除く）
対

象

時

間

場

所

◎すこやか相談：毎週火曜日
（祝祭日、年末年始を除く）

成人・高齢者・その他
午前９時～午前11時30分
町役場

保 健 師
だ よ り

保健師室

「日頃の健康管理について相談したい」、「食事について聞
きたい」等、お気軽にご利用ください。（健診・人間ドック
の結果説明も対応します）
～持ってくるもの～
・健診結果（私の健康ファイル）、お薬手帳等
お問い合わせ

町民保険課 健康予防係
TEL：956－1111（内線155、165）

対

象

妊産婦・乳幼児

時

間

午前９時～午前11時30分

場

所

町役場

保健師室

「妊娠中の健康管理について聞きたい」
「子
育ての相談をしたい」、「日頃の健康管理に
ついて相談したい」等、お気軽にご利用く
ださい。
～持ってくるもの～
・母子(親子)健康手帳等
お問い合わせ

子ども家庭課 母子保健係
TEL：956－1111（内線156、157）

障害児福祉手当・特別障害者手当制度について
県では、精神または身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要としている方の負担を軽減するため、在宅の
重度障害児（者）に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しております。

支給対象者
支給
制限
手当額
支給
申請手続
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障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする
20歳未満の在宅の重度障害児で、福祉事務所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象とはなりません。
⑴ 施設に入所（通所を除く）している場合。
⑵ 政令で定める公的年金を受給している場合。

特別障害者手当

精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を
必要とする20歳以上の在宅の障害者で、福祉事務所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象とはなりません。
⑴ 施設に入所（通所を除く）している場合。
⑵ 病院又は診療所に3 ヶ月以上継続入院している場合。

手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、または同居している配偶者及び扶養義務者の前
年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。
障害児福祉手当

月額

14,880円（令和３年４月現在）

特別障害者手当

月額

27,350円（令和３年４月現在）

毎年２月、５月、８月、11月の４回に分けて、その前月分までの３ヶ月分を、届け出た金融機関の口座に
振り込みます。
認定請求書に、住民票謄本の写し、認定診断書、所得状況届、所得証明書などの必要書類を添て、嘉手納町役場
福祉課 障害福祉係へ提出してください。
なお、認定請求書などは嘉手納町役場 福祉課又は中部福祉事務所地域福祉班にあります。
申請に関することなど、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
嘉手納町役場 福祉課 障害福祉係
電話番号 098-956-1111（内線189）
沖縄県中部福祉事務所 地域福祉班
電話番号 098-989-6603
2021

4月号

上下水道料金の支払いは便利な口座振替で！
上下水道料金のお支払いは、「納付書払い」と「口座振替払い」がありますが、安心・便利な口座振替をおすす
めしております。お手続きは、ご利用の取扱金融機関でできます。
取扱金融機関

琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・コザ信用金庫・沖縄県農業協同組合（JA）・ゆうちょ銀行

以下の３つをご準備いただき、取扱金融機関で手続きをお願いいたします。
①通帳
②通帳印
③お客様番号（納付書や検針表に記載されています。例：100-123456-789）
手続きのしかた

※お客様番号が不明な場合は、嘉手納町役場上下水道課までお問合わせください。

口座振替日
上下水道料金は毎月概ね６日～18日頃に、メーター検針をします。
その分の料金を月末に算定して、検針の翌月20日に銀行口座から引落しします。
１回目口座振替日：検針の翌月20日
２回目口座振替日：（１回目で引落しができない場合）１回目引落しの翌月８日

※口座振替日が土日祝日の時は翌営業日に引落しされます。

お問い合わせ

上下水道課

TEL：956-4439

軽自動車税（種別割）減免申請のご案内
●身体等に障害のある方、又はこれらの方と生計を同じくする方が、その身体等に障害のある方のために専ら使用
する軽自動車等は減免の対象となる場合があります。
・対象となる所有者（納税義務者） → 障害者本人、又は障害者と生計を一にするもの。
・対象となる台数
→ 障害者1人につき1台のみ（普通車、軽自動車、バイク等を含む）。
・減免の対象となる使用目的
→ 通院・通学等。
申請期間

必要書類

令和３年５月６日（木）～令和３年５月31日（月）※土日祝日を除く

※申請を希望する方は下記必要書類をご持参の上、納期限までに申請してください。
※申請期間を過ぎた場合は一切受付できませんのでご注意ください。

①障害者手帳等

②運転する方の運転免許証

④自動車検査証

⑤軽自動車所有者（納税義務者）の印鑑

⑥申請者（窓口に来る方）の印鑑

※①～④の書類は原本の提示となります。

③軽自動車税納税通知書

⑦マイナンバーがわかる書類

●構造上専ら身体障害者の利用に供するための軽自動車、公益のために直接専用する軽自動車は減免の対象となる
場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ

税務課

軽自動車税担当

TEL：956-1111（内線133）

新築住宅等の補助事業について
申請期間

令和４年３月まで（新築住宅等の完成後、建物登記も完了後に申請）

※ただし、面積要件、定住が見込めるか等確認する為工事（解体）前に事前協議が
必要。（住民基本台帳に記録されない外国人向け賃貸住宅は対象外等）

嘉手納町内に新築の住宅・分譲マンション・アパート建設などの住宅等を取得す
る町内外の方（個人又は法人）に対し、定住の促進及び地域の活性化を図るため、
補助金(奨励金)を交付します。②の補助は解体する前、①の補助は工事着手する前
までに事前協議が必要です。
①新築住宅等取得補助金 ☆住宅及び分譲マンションを取得し居住した個人 50万円／戸
☆賃貸住宅を取得した個人又は法人 30万円／戸：上限300万円
②建物除却補助金
①の住宅を取得するために建物等を除却した者 除却費の半額：上限30万円
③定住促進奨励金
①の住宅等を取得した者に対し、その住宅等に係る固定資産税相当額の一部を５年間補
助（固定資産税を全額納付後その年度３月までに申請が必要）
※③奨励金については令和９年度まで

詳しくは、嘉手納町公式ホームページから検索できます。
受付窓口・問合わせ先

都市建設課

都市計画係

TEL：956-1111（内線332、339）
広報かでな
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【児童扶養手当】障害年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さまへ
「児童扶養手当」が変わります
令和３年３月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
１ 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。
・令和３年３月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児
童扶養手当として受給できるようになります。
２ 支給制限に関する所得の算定が変わります。
・令和３年３月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課
税公的年金給付等(※)が含まれます。※障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手当を受給するための手続き

・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
・それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、嘉手納町での申請が必要です。
支給開始月
・通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため
児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和３年３月１日に支給要件を満たしている方は、
令和３年６月30日までに申請しますと、令和３年３月分の手当から受給できます。
お問い合わせ
子ども家庭課 児童福祉係 TEL：956-1111（内線122）

町税（町県民税（普通徴収）・軽自動車税（種別割）・固定資産税）の口座振替をご利用の
皆さまへ
町税の口座振替に係る領収済通知書について

「口座振替領収済通知書」
（ハガキ形式）を一斉に送付しておりましたが、令和3年4月振替分より廃止します。今後、
納付確認につきましては、預貯金通帳を記帳してご確認ください。なお、軽自動車税（種別割）の「車検用納税証
明書」につきましては、これまでどおり送付いたします。
また、確定申告の際に「口座振替領収済通知書」をご利用していた方は、毎年4月に送付している「固定資産税
納税通知書」をご利用ください。

※今後も「口座振替領収済通知書」が必要な方は、税務課

納税係までお申し付けください。

町税の口座振替不能通知書について

残高不足の理由で町税の納付を口座振替できなかった場合に送付していた「口座振替不能通知書」
（ハガキ形式）
を令和3年4月振替分より廃止します。
口座振替ができなかった場合は、銀行・コンビニ等で納付可能な督促状を送付しますが、督促状発送前にご連絡
いただければ、納付書を送付することも可能ですので税務課納税係までお問い合わせください。
お問い合わせ

税務課

納税係

TEL：956-1111（内線134、135）

その他の情報

令和３年度 不発弾等探査要望箇所（第１回）について
沖縄県では、「広域探査発掘加速化事業」実施し、不発弾等の早期処理に向け取り組んでいます。
安全確認のため不発弾等の探査・発掘を要望される方は、総務課までご連絡ください。
下記全てに該当しているもの。※条件をクリアしていても、探査が実施できないことがあります。詳しくはお問い合わせください。
探査予定面積が100㎡を超えること。
地主及び小作人が不発弾等探査・発掘に同意（同意書を添付）していること。

対象条件

⑴
⑵

※調査・探査・発掘時期については、後日、沖縄県職員より連絡がきます。

受付期限

令和３年５月11日（火）

探査費用

個人負担はありません。※期限以降は、通年実施の住宅磁気探査支援事業の受付となります。

お申込み
お問い合わせ
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総務課

管財防災係

TEL：956-1111（内線224、225）

沖縄県知事公室防災危機管理課
4月号

不発弾対策班

TEL：866-2143

令和３年度

スポーツ事業計画

助成事業（スポーツ等）

令和3年度スポーツ事業につきまして、下記のと
おり開催します。
事 業 名 称

対象

定員

実施期間

スポーツ指導
者等講習会

スポーツ
関係者

60人

5月12日（水）

職域親善
ボウリング大会

町内職場
団体等

100人

6月11日（金）

アクアサイズ
教室（９回）

町民

職域親善ソフ
トボール大会

町内職場
団体等

350人

町民

30人

ゴルフ教室
（９回）

補助金（研修等助成金）

町内児童生徒及び町民が、研修や交流事業に参加
する際にかかる個人負担の軽減を図るための補助金
・県外研修や国外研修など（公共団体の主催または
共催による事業に限ります）
※他の補助金等と重複して支給は出来ません。

報

7月2日（金）～26日（月）
30人
（毎週月・水・金）祝日除く

10月8日（金）

町民スポレク
大会

町民

10月31日（日）

職 域 親 善ター
ゲ ット バ ード
ゴルフ大会

町内職場
団体等

嘉手納町
ウォーキング
大会

町民

町民新春マラ
ソン大会

町民

100人

・国又は県を代表して国外へ派遣される者

9月1日（水）～22日（水）
（毎週月・水・金）祝日除く

町民

・県を代表して県外へ派遣される者
・スポーツの分野で県の記録を更新した者
・県内外での展覧会等において特に優秀な成績を修
めた者
（例）沖展、県内外の各種コンクール
各種競技等派遣補助

11月19日（金）

公的団体が主催する事業で、県外（国内に限る）
大会へ派遣される際の経費の一部を補助する

11月21日（日）
350人

・町内在住者で団体及び個人が県大会で選抜され代
表権を得た者

令和4年1月15日（土）

・町内在住者が町外の団体に属し、県大会で選抜さ
れ代表権を得た者

※事業内容及び実施期間は変更になる場合があります

お問い合わせ

お問い合わせ

嘉手納町教育委員会 社会教育課 社会体育係
TEL：956-1111（内線265、266、267）

嘉手納町教育委員会 社会教育課 社会体育係
TEL：956-1111（内線265、266、267）

社会教育学級

金

町内在住で、教育、芸術、文化及びスポーツの分
野において、特に優秀な成績を修めた個人に対して
支給する報奨金

8月16日（月）～20日（金）
予備日8月23日（月）

体 力・ 運 動 能
力 調 査（ 新 体
力テスト）

奨

補助金のおしらせ

社会教育学級に対し、補助金を支給します。
『社会教育学級』とは？ → 文化、体育、レクリエーションを含む「組織的な教育活動」を行う団体のこと。
条

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

件

１学級10名以上であること。
参加者の７割以上が本町に住所を有する、または本町に在勤・在学する者であること。
年間の開催回数が４回以上、合計時間が240分以上であること。
特定の政党、宗教、営利に関する活動または事業でないこと。
他の補助金及び施設利用等に関する減免の援助を受けていないこと。

補助金額

上限５万円
４月１日から翌年２月末日までの活動経費を対象とする。
対象経費

学級の運営に関する経費（個人の作品制作等の材料費、食糧費等は対象外）
申込期間

令和３年４月１日（木）～５月７日（金）
申請に必要な書類は、社会教育課(役場3階)からお受け取りいただくか、嘉手納町役場・教育委員会のWebサイ
トからダウンロードしてください。
申込・問い合わせ

嘉手納町教育委員会

社会教育課

社会教育係

TEL：956-1111（内線264、262）
広報かでな
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令和３年度

人事異動一覧

①退

職（令和３年３月31日）
定年退職
前 原 信 昭
定年退職
具志堅 穂津美

総務課 管財防災係長
教育指導課屋良幼稚園教頭

②人事異動（令和３年４月１日）
〇管 理 職
中央公民館館長

幸

地

淳

次（昇任

社会教育課主幹兼中央公民館館長）

〇係長級職
上下水道課水道施設係長
教育指導課屋良幼稚園教頭
総務課行政係長
総務課管財防災係長
企画財政課財政係長
税務課資産税係長
子ども家庭課子育て支援センター係長
子ども家庭課第二保育所係長
子ども家庭課第三保育所係長
都市建設課施設管理係長
教育総務課教育総務係長
教育総務課学校給食共同調理場係長
社会教育課社会体育係長
教育総務課教育総務係主査

徳 里
兼 本
吉 留
喜屋武
喜屋武
島 袋
又 吉
玉 城
津波古
奥 間
奥 間
髙 良
宮 平
新 垣

政 道
若 子
千 紘
渉
将 太
靖
陽 子
睦月子
香 織
アーラン
篤 樹
学
永 彰
かおる

（昇任
（昇任
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動

都市建設課施設建設係）
教育指導課屋良幼稚園教諭）
教育総務課教育総務係長）
税務課資産税係長）
総務課行政係長）
社会教育課社会教育係長）
子ども家庭課第三保育所係長）
子ども家庭課子育て支援センター係長）
子ども家庭課第二保育所係長）
上下水道課水道施設係長）
企画財政課財政係長）
都市建設課施設管理係長）
教育総務課学校給食共同調理場係長）
教育指導課教育指導係主査）

与那覇
眞榮城
金 城
喜 納
花 城
平 地
上 村
幸 地
新 垣
久 貝
新 城
宮 城
古 謝
仲村渠

美 乃
孝 子
那津奈
昌 吾
史 哉
幸 子
翔 太
ちひろ
麻衣子
章 乃
裕 喜
泉
新 作
永 太

（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動
（異動

町民保険課住基年金係）
税務課税務係）
社会教育課文化振興係）
総務課人事係）
福祉課社会福祉係）
教育指導課嘉手納幼稚園）
教育総務課教育施設係）
町民保険課戸籍係）
中央公民館町史文化財係）
子ども家庭課第三保育所）
企画財政課財政係）
総務課）
都市建設課都市計画係）
上下水道課水道施設係）

〇一般職
総務課人事係
総務課行政係
企画財政課財政係
税務課税務係
子ども家庭課児童福祉係
子ども家庭課第三保育所
都市建設課施設建設係
教育総務課教育総務係
教育総務課学校給食共同調理場
教育指導課嘉手納幼稚園
社会教育課社会教育係
町民保険課戸籍係
上下水道課水道施設係
都市建設課都市計画係

予算査定
中部衛生 正副管理者会議
中部市町村会 中部地区医師会へ
協力要請（ワクチン接種）

町長日誌

十二日

庁議
中部市町村会

令和三年二月十一日〜三月十日

十五日

予算査定

二月

十六日

予算査定
嘉手納町国保運営協議会

2

正副会長会議

十七日

嘉手納町観光協会設立準備委員会

管理職会議
自治会館管理組合

十八日

嘉手納町基地対策協議会 目視調査

中部衛生 組合議会（２月定例会）
中部市町村会
月定例会

二十二日

２月定例会

十九日

二十四日

比謝川行政事務組合
総合教育会議

出納検査

定例会

二十五日

沖縄県総合事務組合

4月号

二十六日

2021

基地内インターンシップ報告会

広報かでな

第４回沖縄空手道選手権大会

卒業式

／

21

二十七日
〃

～
24

嘉手納外語塾

庁議

三月

一日

３月定例議会

一般質問検討会議

二日

五日

3

図 書 館瓦版
今回は新年度初めの広報紙という
ことで、今さら聞けない嘉手納町立図書館を
Q＆A方式で答えます。

嘉手納町立図書館ってどこ？

交
番

ロータリープラザの４Fに図書館がありま
す。地下に駐車場があり、他に２時間無料
のコインパーキングも周辺にございます。

沖

局

衛

防

縄

特別号!

本の貸出冊数、返却期限は？
貸出冊数及び返却期限
【貸出冊数】図書・雑誌併せて10冊以内（紙芝居
は２冊まで）
【貸出期間】15日以内

※従来の貸出冊数10冊から20冊へ、貸出期間を２週間
から４週間へ当面の間、変更しております。是非活
用ください☆

【団体貸出し】町内の学校・保育所・支援センター・
サークルなどへ資料をまとめて貸出
致します。

ー
タリ
ロー ザ
プラ

ロータリー
広場

今更だけど。
もっと知って
ほしいから！

ココの 4 階

いつ利用できるの？
開館時間、休館日は下記の通りです。
【開館時間】
火～金 ９時～20時 学習室は21時まで
土・日 10時～18時
【休館日】
毎週月曜日・祝祭日・慰霊の日・毎月第4木曜日・
年末年始・特別整理期間

どれくらいの本があるの？
蔵書冊数は約８万７千冊！
毎 年 約1,500冊 の 一 般 書・ 児 童 書 及 び 約
２千冊の絵本・紙芝居・雑誌を購入しています。
きっとお探しの本が見つかります。リクエストも
承ります。

【令和３年度行事予定のご案内】

図書館は、色々なイベントや展示会・工作も
やってるよ!!
○としょかん通帳１周年＆図書館祭り
○慰霊の日パネル展
○七夕短冊飾り
○夏休み企画
○お月見茶会
○ぬいぐるみお泊り会
○ハローウィンイベント ○親子お泊り会
○雑誌・本の譲渡会
○クリスマス工作

【子育てコーナー】
大型絵本・子育て本あります。読み聞かせや
イベントを行っています。パズルもあるよ～

読谷村立図書館も使えるよ
嘉手納町と読谷村は、相互の図書館を両町
村民が利用することについて協定を締結して
おります。
当館は月曜日が休館日ですが、読谷村立図
書館の休館日は火曜日。両方使えるって便利
でお得～ !!
さあ、両館を使いこなす達人になってみよう!!

【お問い合わせ】

嘉手納町立図書館

TEL 957-2470

広報かでな

2021

4月号

22

新型コロナウイルス感染拡大防止のため各行事は延期または
中止する可能性がございますのでご了承ください。

町民カレンダー
日

曜日

１

土

２

日

３

月

憲法記念日

４

火

みどりの日
こどもの日

５

水

６

木

７

金

８

土

９

日

10
11

開 催 時 間

開 催 場 所

グッジョブ・サポート・嘉手納

午前10時～午後5時

役場エントランスホール

月

中央区あしびなー会

午前10時〜午後1時

中央区コミュニティーセンター

火

南区かりゆし会

午前10時〜午後1時

南区コミュニティーセンター

グッジョブ・サポート・嘉手納

午前10時～午後5時

役場エントランスホール

すこやか健康相談

午前9時～11時30分

役場保健師室

水

東区がんじゅう会

午後2時〜4時

東区コミュニティーセンター

13

木

総合健康相談

午前9時～11時30分

役場保健師室

操体教室

午前10時～11時30分

総合福祉センター4階

北区百の会

午前10時〜午後1時

北区コミュニティーセンター

14

金

15

土

16

日

17

月

18

火

水

20

木

21

金

22

土

23

日

24

月

25

火

26

水

27

木

28

金

29

土

30

日

31

月

広報かでな

ニコニコ歯科健診

受付午後1時～1時30分

総合福祉センター3階

グッジョブ・サポート・嘉手納

午前10時～午後5時

役場エントランスホール

東区集団健診

受付午前8時30分〜11時

屋良地区体育館

西浜区ことぶきの会

午前10時〜午後1時

西浜区コミュニティーセンター

グッジョブ・サポート・嘉手納

午前10時～午後5時

役場エントランスホール

すこやか健康相談

午前9時～11時30分

役場保健師室

東区集団健診

受付午前8時30分〜11時

屋良地区体育館

婦人検診

受付午後1時〜2時30分

屋良地区体育館

西区ゆんたの会

午前10時〜午後1時

西区コミュニティーセンター

総合健康相談

午前9時～11時30分

役場保健師室

操体教室

午前10時～11時30分

総合福祉センター4階

行政相談

午後2時〜4時

嘉手納町総合福祉センター４階

グッジョブ・サポート・嘉手納

午前10時～午後5時

役場エントランスホール

1歳6か月児健診

受付午後1時～2時

総合福祉センター3階

中央区あしびなー会

午後2時〜4時

中央区コミュニティーセンター

南区かりゆし会

午後2時〜4時

南区コミュニティーセンター

グッジョブ・サポート・嘉手納

午前10時～午後5時

役場エントランスホール

すこやか健康相談

午前9時～11時30分

役場保健師室

西区ゆんたの会

午後2時〜4時

西区コミュニティーセンター

乳幼児フォロー健診

受付午後1時～2時

総合福祉センター3階

総合健康相談

午前9時～11時30分

役場保健師室

操体教室

午前10時～11時30分

総合福祉センター4階

北区百の会

午後2時〜4時

北区コミュニティーセンター

東区がんじゅう会

午前10時〜午後1時

東区コミュニティーセンター

グッジョブ・サポート・嘉手納

午前10時～午後5時

役場エントランスホール

2021

4月号

5月

令和3年

●嘉手納町役場
☎ 956-1111
●基地被害苦情110番
☎ 0800-200-4665

12

19

23

行 事 名

ひと、みらい輝く交流のまち かでな

通 話 料 無 料。24時 間365日
対応。音声ガイドにて対応い
たします。

●社会福祉協議会
☎ 956-1177
●嘉手納町中央公民館
☎ 956-4142
●嘉手納町立図書館
☎ 957-2470
●嘉手納町商工会
☎ 956-2810
●かでな振興（株）
☎ 957-1414
●防衛施設周辺整備協会
☎ 956-0750
●嘉手納警察署
☎ 956-0110
●ニライ消防本部
☎ 956-9914
●環境美化センター
☎ 982-8221
●東 区
☎ 956-3179
●中央区
☎ 956-6223
●北 区
☎ 956-3928
●南 区
☎ 956-4688
●西 区
☎ 956-4544
●西浜区
☎ 956-4541
●夜間・休日高齢者
相談窓口(比謝川の里)
☎ 957-3000
平日夜間:午後5時15分以降
休日(土、日、祝日):24時間対応

●屋良小学校
☎ 956-2214
●嘉手納小学校
☎ 956-2264
●嘉手納中学校
☎ 956-2263
●嘉手納高等学校
☎ 956-3336

５月

2021
令和3年

中 央 公 民 館 講 座

全８回

全６回

手帳術を使って
「今」を見直す終活
５月10日～６月28日
毎週月曜
10：00 ～12：00

た か

え

す

か

～楽しい曲に合わせて
リズムストレッチ～
期間

お り

師：髙江洲 香織 氏
（終活カウンセラー検定１級）
（整理収納アドバイザー）
定 員：15名
資料代：1,000円
場 所：嘉手納町中央公民館 視聴覚室
講

エコ・ナチュラル
フードクッキング

真美健康体操

～エンディングノートを
書いてみよう～
日時

各３回

５月11日～６月15日
毎週火曜
10：00 ～12：00
た

か

ら

き よ

期間

み

師：多嘉良 清美 氏
（真美体操インストラクター）
定 員：15名
持ち物：タオル、飲み物、運動靴
場 所：嘉手納町中央公民館 大ホール
講

（ロータリープラザ2F）

（ロータリープラザ5F）

真美体操とは…
ジャンルにこだわらず、

リズムダンス
ジャズ・ヨガ
エアロビクス
手具体操まで

５月14日～５月28日
毎週金曜
10：00 ～13：00

た か は し

か

よ

み

師：高橋 加代美 氏
（ナチュラルフードコーディネーター）
（NPO食育インストラクター）
定 員：15名
持ち物：エプロン、頭巾
材料代：3,000円 ※事前徴収致します。
場 所：嘉手納町中央公民館 調理室
講

（ロータリープラザ5F）

今話 題の

何でもできる欲張りな体操です !

申込み

～環境に配慮しながらの食事や
お菓子作り、調理法を学びます～

ド」も
「ローフー作り
ます♪

嘉手納町中央公民館（ロータリープラザ2F）

対
象： 一般成人（町民及び町内在職者）
受講料： 無料 ※筆記用具はご持参ください。
受付期間： 令和3年4月14日(水) ～ 27日(火)〈土・日・祝日除く〉 午前9時〜午後5時＜正午〜午後1時除く＞
申 込 先： TEL 956-4142 ※キャンセルされる場合は、講座開始3日前までにご連絡お願いいたします。

※講座中に撮影した画像等は、嘉手納町広報活動（広報誌、報告書、展示会等）に使用いたします。

水なれクラス
初級クラス
水なれ・中級
水なれクラス

無料体験会
4/6
4/7
4/8
4/9

〜全身ストレッチ〜

教室開始
4/13
4/14
4/15
4/16

●毎週月曜 18：00 〜
☆ワンコイン体験会 4月5日（¥500）
●料金 ¥800

営業時間

火曜
水曜
木曜
金曜

全身ストレッチ

各教室生徒募集

こどもスイミング

※定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。ご不明な点がございましたら、フロントまで問い合わせください。

増進塾

アクアエクササイズ
19：00 〜20：00

土

11：00 〜12：00

水・金

お問い合わせ

18：30 〜19：30

嘉手納町健康増進センター

ちょっとハードな筋トレ
レッスン！運動初心者の方
にもオススメです♪

火曜…19：30 〜20：00

10

9

18 21

時
時

月

増進塾

平日 時半 〜
土日祝 時 〜

全身ストレッチ

無料レッスン
紹 介

こどもスイミング

4月

お知らせ

TEL 956-1230

ご寄附ありがとうございました（社会福祉協議会への寄付について）
＜嘉手納町字屋良＞

発行／嘉手納町役場

眞榮城 昌子様より

編集／企画財政課

故 夫 眞榮城玄徳様の香典返しとして

〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地

100,000円（令和３年２月１日）

TEL098-956-1111（内線232） 印刷／（株）
尚生堂

