
座間味村役場

座間味村役場代表★夜間・休日の急患 

　阿嘉・慶留間出張所
　那覇出張所 (乗船券予約・貨物積載)
　公営企業課 船舶窓口(座間味港)

 座間味診療所
 阿嘉診療所
 座間味歯科クリニック
 座間味村保健センター(阿嘉)
 座間味保健指導所(座間味)

 金融機関　 座間味郵便局
　　　　　  阿嘉郵便局

 電力　沖縄電力座間味連絡所(中村電気） 　
　　　 　

 上下水道　座間味村役場公営企業課
 

 LPガス   

 電話の故障

 座間味島ADSL申込み
 座間味島ADSL故障
 阿嘉・慶留間ブロードバンド申込
 阿嘉・慶留間ブロードバンド故障(月～土)
 

座間味小中学校　098-987-2030　　座間味幼稚園　987-2852
阿嘉小中学校　　098-987-2123　　阿嘉幼稚園　　987-3360
慶留間小中学校　098-987-2141

座間味村漁業協同組合
座間味村商工会
座間味村観光案内所（観光協会）

　　　

098-987-2311
098-987-2625
098-868-4567
098-987-2614

098-987-2024
098-987-2002
098-896-4575
098-987-3321
098-987-2154

098-987-2221
098-987-2101

 098-987-2227
 

 098-987-2320

 098-987-2937
 098-987-3994

局番なし113
携帯から 0120-444-113

局番なし116

 0120-248-995　 NTT
 098-871-2803　 NTT
 0120-930-262　 NTT

098-987-2015
098-896-4321
098-987-2277

 http://www.vill.zamami.okinawa.jp

〒901-3496　
沖縄県座間味村字座間味109

緊急連絡先は②ページに

座間味村民べんり帳
 2013

*役場各課電話番号は裏表紙をご覧ください

座間味石油商会座間味給油所
座間味石油商会阿嘉給油所



緊急・災害時

②座間味村民べんり帳

夜間や土日祝日の診療を希望される際や、救急搬送が必要な時は

医師に直接連絡せず、座間味村役場　098-987-2311へご連絡ください

急患

火災

台風など自然災害で被害にあったとき

事件・事故

海の事故

那覇警察署座間味駐在所(座間味島)　098-836-0110　内線533

座間味村役場　098-987-2311
台風時は暴風警報発令と同時に村役場に対策本部が設置され、消防団員
が村内の見まわりをしながら24時間体制で待機します。

座間味村役場　098-987-2311
村内に消防署はありませんが、役場職員を中心とする消防団員が消火活動
に当たります。　※　村内では野焼きは禁止されています。

局番なしの 118  番で海上保安庁へ通報してください。

　座間味診療所　　987-2024
　　　■　診療時間　平日9：00～12：00　14：00～17：00
　　  　水曜午後は往診で不在です。
　阿嘉診療所　　　 987-2002
　　　■　診療時間　平日9：00～12：00　14：00～17：00　

消防は987-2311役場へ

役場では、心停止（心臓マヒ）を起こした人を救うための
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置をすすめています。
○フェリーざまみ、クイーンざまみ船内、村役場庁舎１階、
  慶留間公民館、座間味・阿嘉両診療所などに設置

AED



座間味村民べんり帳③

大きな地震や津波が来ることを想定し、
災害に備えましょう。

①非常持ち出し品を準備してください。

②離島では食品がなくなります。
　村備蓄もありますが、観光客にも
　提供しなければなりません。飲料水と
　非常食は家族の人数×３食×３日分を
　各家庭で用意しておいてください。

③家の中や敷地内で倒れやすいものを固定してください。
　消火器は準備されていますか。

④連絡方法や落ち合う場所を家族で決めてください。

　☆ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル　局番なしの１７１
　　(ガイダンスに沿って録音・再生できます）

　☆各携帯電話会社の災害伝言サービスを体験利用してみませんか
　　
　

懐中電灯　ラジオ　
いつも飲んでいる薬
メガネ　雨具　防寒具
軍手　帽子　はきもの
衛生用品　現金など　

〇大きな揺れ、小さくても長い揺れを感じたら海から離れて！
・津波が見えてからでは逃げ切れません。絶対に見に行かないこと、
  揺れを感じたら海から一刻も早く離れることです。
・“より遠く”ではなく、“より高く”逃げましょう。
・すぐに逃げるために、非常持ち出し品を準備しておきましょう。

〇災害時は村がお知らせする情報に耳を傾けて
・災害時の情報は、防災無線で住民の皆さんにお知らせします。
　風評にまどわされずに行動してください。
・携帯ラジオ、携帯電話の電池切れがないよう日頃から注意しましょう。

〇地域で助け合って避難してください
・緊急避難する際は、ご近所のお年よりや体の不自由な方のお手伝いを
　お願いします。深夜の場合は、逃げ遅れのないよう声を掛け合って。

いつも飲む
　くすり

ご家庭の備えをチェック！
飲料水と非常食は家族の３食３日分用意を。



④座間味村民べんり帳

村議会　　議会事務局　987-2143　

選　挙　　選挙管理委員会　987-2311　　

条　例　　総務課　987-2311

座間味村の概要
□　総面積　16.74ｋ㎡  
□　人口　H24年4月末現在912人（座間味島587 阿嘉島263 慶留間島62)
□　 H24年度　一般会計予算　1,300,900千円
□ 　H23年観光入込客数　71,143人

組　織
□　村   長　宮里　哲 みやざと さとる　　任期　～25年5月31日 

□　教育長　仲地　勇 なかち　いさむ　　　任期　～26年3月31日

座間味村議会は７名の議会議員で運営されており、現職の任期は平成26年９月27
日までです。定例会は年4回（3、6、9、12月）開かれ、傍聴することができま
す。傍聴のお申込みは議会事務局098-987-2143まで。なお、議事録は順次ホー
ムページで公開しています。http://www.vill.zamami.okinawa.jp/gikai
　議会議員… 中村秀克(慶留間54番地)　宮里祐司(座間味128番地)
          大城　晃(座間味56番地)  金城勝英(阿嘉130番地)
                         金城善昇(阿嘉148番地)　 金城弘昭(阿嘉54番地)

                         宮里清之助(座間味145番地)

座間味村の選挙人名簿に登録されている方には、選挙前に投票所入場券を郵送しま
す。投票会場は村内３カ所で、投票日に投票所へ行けない方は、公示または告示の翌
日から投票日の前日までに、役場の選挙管理委員会事務所で期日前投票することが
できます。

条例とは村が法令の範囲内において制定する独自の法規のことで、村の様々な仕事
の根拠となります。条例は村長が公布しますが制定・改廃は議会の議決が必要です。
座間味村の条例・規則は村のホームページでご覧いただけます。　
http://www.vill.zamami.okinawa.jp/

村の木：琉球松
村の花：ケラマツツジ村政

村　章

広報ざまみ

区長さんが配布しています



座間味村民べんり帳⑤

各種ご相談

行政の仕事についての相談・苦情
　行政相談…行政相談委員　松田美智代　　
　　　　　沖縄行政評価事務所　098-867-1100

役場へのご要望やご意見
　○行政サービス改善窓口…　村役場代表　　　　
阿嘉・慶留間担当　 大村真雄　(阿嘉・慶留間出張所　987-2625)
座間味島担当     田中英理子　(総務課　987-2311)
　○インターネットご意見窓口…座間味村ホームページから　　
　　　　　http://www.vill.zamami.okinawa.jp/　

いやがらせやいじめ、人権侵害についての相談
　人権擁護委員…　宮里眞美　（座間味島地区担当)　　
　　　　　　　　　垣花康雄　（阿嘉・慶留間地区担当）

生活が困窮している方からのご相談
福祉相談…村役場住民課　896-4045

福祉についての様々なご相談
　民生委員…委員長　宮里幸正　　(座間味区西・阿佐地区担当)
　　　 伊是名秀子　(座間味区東地区担当)
 糸嶺　勇　　(阿真地区担当)
 垣花康雄　　(阿嘉地区担当)
 仲村芳明　　(慶留間地区担当)

妊娠、出産、子育てについてのご相談　村役場住民課　896-4045
　母子保健推進員…　宮里眞美　　(座間味島地区担当）
　　　　　　　　　　宮平洋子　　(座間味島地区担当) 　　　　

　　　              豊島倫子　　(阿嘉・慶留間地区担当）

警察安全相談…沖縄県警本部相談電話　098-863-9110　

年金相談…ねんきんダイヤル　0570-05-1165　

(敬称略  各委員さんの連絡先は役場にお尋ねください)

座間味村教育委員会について　　教育委員会事務局　987-2153

教育委員会は、教育の方針や施策を決定する機関として自治体の長から独立して設
置されています。本村では市村志津子教育委員長、喜屋武栄弘委員、金城哲雄委員
喜屋武敦委員が仲地勇教育長とともに村の教育行政に取り組んでいます。



⑥座間味村民べんり帳

各種証明

住民票、戸籍、印鑑証明などは住民課で、納税証明発行は総務課で発行し
ます。阿嘉・慶留間出張所でも発行しています。認印をお忘れなく!

□住民票の写し
　抄本 300円　(お一人だけ掲載されているもの)　　
　謄本 300円 + ご家族一人増すごとに100円追加 (4人家族なら600円）

□戸籍の写し
　抄本　１通　450円　
　謄本　１通　450円　
　改製原戸籍　１通　750円　
　除籍謄本　 １通　750円
　戸籍附票   １通　300円

□印鑑証明
　印鑑登録(カード発行)400円
　印鑑証明　１通　300円

□住基カード
　カード作成　500円　
　電子証明書　500円　

　※住基カードは写真付きで作れば身分証明書として便利です。電子証明
書はE-TAXなどの電子申告をされる際に必要で、住基カードに読み込みし
ます。

□パスポート
　座間味村に住民票のある方は住民課窓口で申請できます。他市町村に本
籍がある場合は事前に抄本(未成年の方は謄本)を取り寄せてください。

□身分証明ほか
　身分証明　300円　　　婚姻、離婚、養子縁組など各種届出証明　300円
　

□所得証明、納税証明書

住民課　  896-4045
総務課　  987-2311
阿嘉出張所　 987-2625

住民票や戸籍請求の際には、ご本人

確認書類のご提示が必要です。

1枚でよいもの…運転免許証、

顔写真付き住基カード　船舶免許　

2枚おもちいただくもの…健康

保険証　年金証書　年金手帳

本人確認書類をお持ちください

住民票、戸籍、印鑑証明書、所得証明・納税

証明を発行します(午前中申請分は15時以降

受取)。村税、国保税、水道料金や各種使用

料の納付もできます。

阿嘉・慶留間出張所をご利用ください



座間味村民べんり帳⑦

各種手続き

転入された方は…
□役場住民課での手続き　(役場本庁舎１階)

□教育委員会での手続き　(役場本庁舎2階)

住民課　896-4045

どなたにも必要な手続き

国民健康保険・国民年金に

ご加入の方は

５歳未満のお子さんのいる方

65歳以上の方は

0歳から中学校卒業前の

お子さんがいらっしゃる方は

お子さんの小中学校、幼稚園への転入手続きは教育委員会においでください。

座間味村教育委員会　987-2153

住民票の移動(転入届け）
前の住所地からの転出証明をおもちください
船の運賃が割引になる離島住民カードの申請

新児童手当の申請
　…住民票・所得証明書・医療保険証が必要です

乳幼児医療手続き… 保険証をおもちください

介護保険資格取得届け … サービス受給者の方
は受給資格証明書をご持参ください

新しい保険証の発行等　
(社会保険加入の方は職場で手続きを)

こんな時は…　各種届出には身分証明と印鑑をご持参下さい。

□他の市町村に住民票を移す時は…住民課で転出手続きを行い、
　国保保険証と乳幼児医療資格証明書などを返還してください。
　(総務課税政担当にもお申し出ください)
□妊娠したら…親子健康手帳交付と定期健診船賃免除を申請してください。
□子どもが生まれたら…生まれてから14日以内に届け出てください。届け
　出は全国どこでも受け付けますが、①国保資格取得届　②出産一時金　
　支給申請　③乳児医療届出　④新児童手当　⑤出産祝金の申請は村で。
□ご家族が亡くなったら…すみやかに届け出て火葬許可をもらってくださ
　い。全国どこの役所でも受け付けます。
□結婚するとき…全国どこの役所でも受け付けますが、あらかじめお二人
　の戸籍謄本を取り寄せておもちください。

転入されたら各字の区長さんにご一報を

座間味村では村内５字(集落）の区長さんが世話役として地域の取りまとめを行
っています。村からのお知らせなども区長さんを通じて配られますので、転入さ
れた方は、お住まいの地区の区長さんにご一報ください。(区長氏名はP.14に）



ごみとリサイクル

⑧座間味村民べんり帳

　　　分別して、村指定ごみ袋をご利用ください。
　　　　　★家庭ごみは、決められたとおり分別して指定ごみ袋に入れ
            指定曜日の朝8時30分までに収集場所に出してください。
★座間味島では各ステーションごと、阿嘉島、慶留間島では各戸での収集です。
★生ごみは袋に入れず、水をよく切ってお出しください。
★座間味島と阿嘉・慶留間では収集日や収集方法が異なります。役場でお渡しす
る一覧をご覧ください。

　　　　使用済み食用油を回収しています。
　　　　使用済食用油、工業用油を回収し沖縄本島へ搬出しています。
　　ペットボトルに入れ漏れないようにふたをして、燃やすごみの収集日に出し
てください。

　　　　毎週金曜は古紙を回収します。
　　　　　①新聞・ちらし　②本類・雑誌・雑がみ　③段ボール　④牛乳パック
　それぞれに分けて、ひもなどでしばり出してください。指定袋に入れる必要は
ありませんが、濡れるとリサイクルできないので雨の日は出さないでください。

　　　　家電リサイクルの集荷は、役場にご連絡ください。
　　　　　冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機は、メーカーによって
リサイクル料金が異なります。メーカー(テレビや冷蔵庫は大きさも)をメモして郵便
局でリサイクル券を購入し、産業振興課に集荷を依頼してください。

□事業ごみはクリーンセンターへ直接持ち込んでください。
　民宿の生ごみなどの事業ごみはクリーンセンターへ直接持ち込んでください。

　*座間味クリーンセンター持込時間 月～土　午後１時～5時　　　　　　
　*阿嘉クリーンセンター持込時間 月～金　午前11時～正午　午後１時～４時

 ※廃材などの産業廃棄物、バッテリー、パソコン、消火器は持ち込めません。

　産業振興課 987-2312

廃車にする際は、購入したディーラーなどに連絡し、本島の引取業者
に渡してください。引取業者からの「使用済自動車引取証明書」とフェリーの
領収証を添え、産業振興課に申請されるとフェリー運賃の8割が戻ってきます。

　　　自動車リサイクル時のフェリー運賃８割が戻ります

生ごみ処理機の購入補助をご利用ください
3万円を上限として、家庭や事業所での生ごみ処理機購入
金額の半額を助成します。産業振興課までお問い合わせください。

ご利用ください
座間味村の施策



座間味村民べんり帳⑨

上下水道 　公営企業課　987-2320

節水にご協力ください!

※住民の皆さんに節水していただくために、本村の水道料金は

　 使用量が増えるほど単価が上がる体系となっています。

□水道についてのお問い合わせは公営企業課へ。
　水道の開栓や料金のお問い合わせ、水道についてお困りのことがありま

したら、村役場公営企業課にご連絡ください。

　(上下水道料金は自動引き落としをご利用ください)　

□美しい海を守るため、下水道に接続してください。
　海の観光地である座間味村では、雑排水が海に流れ出ることを防がなく

てはならず、全集落で下水道を整備しています。　美しい海を守るため、

未接続の事業所やご家庭は、早期に宅内工事をお願いします。なお、接続

工事に関しては貸付がありますので、公営企業課までお問い合わせくださ

い。

座間味村では数年来の少雨傾向による慢性的な渇水で、制限給水を行うこ

とが多くなっています。
事業所内、ご家庭で呼びかけ合い、節水にご協力ください。

　・洗面や食器洗いはため洗いしましょう

　・トイレは大小のレバーを使い分けましょう

　・温水になるまでのシャワー水も有効利用しましょう

　・食器の油分は紙で拭いてから洗いましょう

　・水道管、水タンクなどに漏水がないか定期的にチェックしましょう

　・雨水、井戸水などを有効利用しましょう。

　・節水器具の取り付けや、使った水の再利用を考えましょう。

　・お客様にも、シャワーやダイビング機材洗浄水の節水をお願いしましょう。

水道水は１分間
の出しっぱなしで
約12リットル。
こまめに閉めま
しょう!

座間味村ホームページで、村内のダムや堰の最新の貯水率がご覧になれます。
http://www.vill..zamami.okinawa.jp

                  上下水道は公営企業課(座間味港ターミナル)が担当しています



医療・保健・福祉

⑩座間味村民べんり帳

住民課　896-4045

　　　国民健康保険
　　 職場の医療保険のご加入者を除く74歳までの村民はすべて座間味村
国民健康保険にご加入いただきます。村では年に１回集団健診(特定健診)
及び沖縄本島での契約医療機関での健診を実施し、特定健診対象者(40～
74歳)には、受診料の一部を補助していますのでぜひ受診してください。

　　　健康づくり事業
　　　40歳以上の国保加入者の方を対象にメタボリック予防の特定保健指
導を行っているほか、皆さんの健康づくりを支援しています。
○どなたでもご参加いただける運動教室の実施
○村内２カ所の診療所での禁煙外来
○沖縄本島から精神科医師が来村しての心の健康相談

　　　長寿(後期高齢者)医療制度
　　 75歳以上の方または、65歳以上74歳未満の方で一定の障害がある方
が加入し、所得に応じた保険料を負担していただきながら運営する医療制
度です。保険料納付についてのご質問などは、お気軽に住民課まで。

　　　国民年金
　　 国民年金は、老後だけでなく万一の病気・けがによる障害、また働
き手を亡くしたときに年金を支給し生活を支えることを目的とする国の制
度。未納のままでは年金を受給できなくなることがありますが、退職や失
業の際には保険料を減免する制度がありますので役場にご相談ください。

　　　障害者福祉
　　 

 

　　 病気やけがで障害が残った場合、身体障害者手帳を申請できます。手
帳が交付されると、税制上の優遇、公共料金やNHK放送受信料減免が受けら
れ、補装具の給付や、重度の方には医療費助成や障害者手当があります。

　　 高齢者福祉
　  　島を支えて来てくださった先輩たちに、住みなれた島でいつまで
も安心して暮らしていただきたい…。座間味村民共通の願いが、24年10月
の座間味偕生園開所でかたちになりました。



座間味村民べんり帳⑪

住民課　896-4045

　　 妊娠、乳幼児、子育て支援
　　子どもは島の宝。自然豊かな島で安心して妊娠、出産、子育てができ
るよう、座間味村では様々な支援を行っています。母子保健推進員が生後
４カ月までに赤ちゃんのお宅を訪問して様々なご相談に乗る「こんにちは
赤ちゃん事業」、「親子健康相談」などを実施。
保健師や母子保健推進員(推進員名は３ページに掲載)にいつでもご相談く
ださい。

小さな村の、顔の見えるサービスです。
健康のこと福祉のこと、なんでもご相談ください。

[介護、託児所、障害者支援がひとつになった
　座間味偕生園が開所]

夜間も介護サービスを提供できる老人福祉施設、お障害者の方たちの活
動を支援する場。これらを一つの建物で実現する福祉複合施設が、社会
福祉法人沖縄偕生会の協力で24年10月１日に開所。
島ならではのあたたかいサービスを目指します。

[座間味村の子育て支援]

●妊婦定期健康診査のため、本島の病院に通う際の
船舶料金を14回まで公費で負担しています。
●出産祝い金３万円を支給しています。
●９歳以下の小児肺炎球菌、５歳未満のヒブワクチン、また中学生を対
象とした子宮頸がんワクチン接種を公費助成します。
●第２子の幼稚園入園料、保育料は半額、第３子からは無料です。
●スポーツ大会などで小中学生が本島に出る際の派遣費を助成します。

[島外で専門的医療を受ける方に船舶運賃を助成]

専門的な医療または検査のため、長期的かつ定期的な治療が必要となる
場合、治療目的で渡航する船舶運賃を半額補助しています。お子さんな
ど付き添いが必要な場合は、保護者お一人に限り半額を補助します。

[いきいきふるさと訪問事業]
本島内の施設や病院に入所または長期入院されている高齢者、障害者の
方を対象に、生まれ育った島に一時帰宅していただく支援をしています。

ご利用ください
座間味村の施策



くらしの問い合わせ先　

⑫座間味村民べんり帳

□村営住宅　　総務課　987-2311
　座間味村の村営住宅は64戸。空室が出しだい、入居者を募集します。

□原付標識交付　　総務課　987-2311
　原付を購入したら販売店からの譲渡証を持参し総務課で登録してください。

□自動車検査　　総務課　987-2311
　３月と１０月に座間味島と阿嘉島で、自動車検査と検査前の整備を行っ

ています。日程は、はり紙や村内放送でお知らせします。

□失業保険　　産業振興課　987-2312
　失業保険を受給中の方は、決められた日に雇用保険受給者資格証と、失

業認定申告書を産業振興課にご持参ください。

□建物を建てるとき　　産業振興課　987-2312
　建築を計画するときは、土地の「地目」(用途)を調べましょう。農地の

場合は転用の届出が必要ですのでご注意ください。また建物を建てる際は

建築確認申請書を提出し、確認を受けて着工してください。

□道路や街路灯について　　産業振興課　987-2312
　村道の陥没や土砂崩れなどの危険カ所や街路灯の故障はご連絡ください。

□産業や観光(自然保護)について　　産業振興課　987-2312
　農水産業、商工観光と自然保護についてのお問い合わせは産業振興課が

伺っています。各地区の農業委員さんも農業の相談に乗ってくれます。

船舶運賃補助による産業支援を行っています。
　沖縄本島から肥料を仕入れる際、また農水産物や家畜を出荷する
際の船舶運賃を補助します。産業振興課にお問い合わせください。

離島住民運賃割引運賃をご利用ください。
　座間味村に居住し住民登録のある方、または進学のため座間味村外に転
居した高校生、大学生、専修学校生(両親のどちらかが座間味村に住んで
いる方)は、離島住民割引運賃で村営フェリーと高速船に乗船できます。
「離島住民カード」の提示が必要ですので住民課で申請してください。

ご利用ください
座間味村の施策



座間味村民べんり帳⑬

□墓地公園　　産業振興課　987-2312
　座間味村では村内各地区で墓地公園を造成し分譲しています。

お気軽にお問い合わせください。

□犬の登録　　産業振興課　987-2312
　犬を飼ったら村役場で登録してください。(登録料3,000円)

鑑札を交付しますので、常に飼い犬につけておくようにしましょう。なお

村内に動物病院はありません。

動物夜間診療案内（本島中南部）平日午後８時～午前０時　098-833-6067

□公共施設の利用　　　　総務課　987-2311　
　座間味島総合センター、阿嘉島総合センター、座間味コミュニティセン

ターなどの利用については、総務課が受け付けます。

(有料　※村民の利用は申請により減免を受けられることがあります)

□不発弾をみつけたら　　総務課　987-2311
　不発弾をみつけたら、絶対に触らずに役場消防係に通報してください。

役場では年に1～2回不発弾処理隊に処理を依頼しています。

□阿嘉・慶留間ブロードバンド　総務課　987-2311
　阿嘉島と慶留間島のインターネット接続は、村独自の無線ブロードバン

ド「ホエールネット」が提供。お申込みはNTT西日本098-871-2803または

役場総務課まで、接続不良等の際はヘルプデスク0120-930-262までご連絡

ください。座間味島ではＡＤＳＬ(申込みは116)が提供されています。

□船舶インターネット予約　　座間味村観光案内所　896-4070
　会員制システム「アイランダーズネットワーク」の村民メンバーに登録
すると、フェリーざまみ・クイーンざまみをネット予約できるほか、運行
状況のメール配信を毎朝受けられます。登録料千円、更新料なし。

□テレビの共同アンテナ組合　共聴組合長まで
　座間味村内の地上波テレビ受信は、すべての地区で有線共聴となってい
ます。転入や新築の際は、地区の共同アンテナ組合長に加入をお申し込み

ください。各組合長の連絡先は役場総務課987-2311までお問合わせくださ

い。なお、衛星放送は各家庭でBSアンテナをご用意ください。

その他のさまざまなお問い合わせは　　村役場代表　987-2311



地域活動　

⑭座間味村民べんり帳

  

区　長　…　区長さんは地区運営の最高責任者であると同時に、村職員に
代わって役場の様々な仕事をお手伝いいただく事務委託先でもあります。
　※　住民の各区長のご了承を得て電話番号を掲載いたします。

　座間味区長　宮里 芳和　　座間味31-3　090-1943-2432
　阿佐区長　   清水 鈴枝   　阿佐33 090-5470-6001
　阿真区長　   糸嶺　 勇  　 阿真32-1 090-3795-0136
　阿嘉区長　　喜屋武栄弘　 阿嘉10 090-7387-8077
　慶留間区長　中村　 学  　 慶留間56 090-8290-2130

老人会長　…　楽しく健康に過ごせるよう65歳以上の方が交流しています。
　座間味老人クラブ　宮里 順之　
　阿嘉老人クラブ　　垣花 康雄

婦人会長　…　地域の美化や、各種催しへの協力を行っています。　
　座間味婦人会　　又吉 文江　　 
　阿佐女性の会　　宮平 初美
　阿真婦人会　　　宮里 美智子
　阿嘉婦人会　　　安彦 悦子

青年会長　…　地域で様々なボランティアを行っています。　
　座間味青年会　　又吉 泰平
　阿嘉青年会　　　大柳 公也
　慶留間青年会　　前田 正樹

PTA会長　…　保護者だけでなく、地域の方の準会員も募集しています。
　座間味幼小中学校　阿武 靖士
　阿嘉幼小中学校　　鴨谷 昌人
　慶留間幼小中学校　糸嶺 直生

子ども文庫会長　…　運営を応援してくださる会員を募集しています。
　くじら文庫(座間味コミュニティ２階)　岸　絵美
　こじか文庫(阿嘉総合センター和室)　　大島利香

　

座間味村では各島、各区での地域活動が活発に行われています。
地区の方々と交流しながら、地域づくりにご参加ください。

24年度の役員さんをご紹介します。　(敬称略）

　　　　村役場代表　987-2311



座間味村民べんり帳⑮

　　　　村役場代表　987-2311

■ 24年４月、阿嘉・慶留間出張所を開設しました。
阿嘉島、慶留間島の住民の皆さんのご不便を解消するため、各種証明
の発行申請や公共料金の納付を受け付ける出張所を阿嘉港に開設しました。

■ 県証紙を販売しています。
役場会計課窓口で県証紙を取り扱っています。村内での運転免許証更新やパス
ポート申請の際にご活用ください。
※運転免許証更新の詳細については座間味駐在所へ。

■ フェリー、高速船の離島住民割引運賃が始まりました。
平成２４年度から開始された、村営フェリーと高速船の離島住民割引運賃の適
用を受けるには、離島住民カードの提示が必要です。住民課で申請を受け付け
ています(手数料無料)。転出される際は、カードを返納してください。

■ 証明写真の撮影サービスを役場で行ってます。

パスポート、運転免許証、また離島住民カード用の写真を５００円で撮影します。

■ 環境美化を行うボランティア団体を補助します。

港湾や海浜の清掃を行ったり花木を植えるなど、村内の環境づくりに尽力する団

体を支援する補助金があります。詳しくは総務課までお問い合わせください。

■ 村税収納率の高い地区に、報奨金として還元しています。

税は地域社会の会費のようなもの。地域に住む人が税という形で負担し合うことに

より、福祉や教育、消防・救急、ゴミ処理といった様々な住民サービスが成り立ち

ます。村税の期限内納付にどうぞご協力ください。役場では、収納率が高い地区に

対して、規模別に1位と2位に報償金を授与し、地域に還元しています。

■ 一括交付金の使いみちを引き続き募集しています。

沖縄振興一括交付金の座間味村での使いみち公募にご協力いただきましてありが

とうございました。村では皆さんのご提案を参考に、事業計画を進めています。

引き続きご提案を受け付けていますので、総務課までお寄せください。

■ 第四次総合計画ができました。

村づくりについて村民が共有する“道しるべ”となるのが、座間味村第四次総合

計画です。住民代表の審議会委員のご意見を伺いながら、役場の若手職員を中心

としたプロジェクトが作成しました。役場で差し上げていますので、ご一読くだ

さい。

新しいサービスのご紹介

お知らせ　

村づくりにご協力ください

ご利用ください
座間味村の施策



 
 

座間味村民べんり帳　平成25年3月　座間味村役場　総務課発行

この冊子へのご意見をお聞かせください　098-987-2311  pub-com@vill.zamami.okinawa.jp

座間味

　１便

　２便

　３便

４便

阿　嘉 座間味村内航路ダイヤ

料金：
大人片道 300円
小学生　 150円

４月～10月

11月～３月

発　　　　　着　　　　 発　　　　　着

 

07：45 　　08：00　　08：00　　08：15

11：45 　　12：00　　12：15　　12：30

14：30 　　14：45　　15：30　　15：45

17：30 　　17：45　　17：45　　18：00

17：20 　　17：35　　17：35　　17：50

本日の船舶運航状況・みつしまダイヤ・バスダイヤは
座間味村携帯サイトでご覧になれます。
URL http://www.vill.zamami.okinawa.jp　

座間味村 村内公共交通のご案内　　　　公営企業課　987-2614

公共施設、防災、村営住宅、納税や所得証明は総務課へ

戸籍、住民票などの発行と健康づくり、福祉、国保は住民課へ

観光と産業、道路、ごみのお問合せは産業振興課へ

上下水道については公営企業課へ

村営船舶の運行や料金については公営企業課船舶係へ

各種お支払いについては会計課へ　

小中学校、幼稚園、文化財については教育委員会へ

議会傍聴についてのお問合せは議会事務局へ

座間味村社会福祉協議会

阿嘉・慶留間出張所 (阿嘉港ターミナル)

慶良間空港管理事務所

987-2311

896-4045

987-2312

987-2320

987-2614

987-2344

987-2153

987-2143

987-2084

987-2625

987-2794

座間味村役場 電話番号案内　8：30～17：15　　市外局番098

● 村内航路「みつしま」が一日４往復しています。

座間味と阿嘉を一日４往復する村内航路。座間味村の三つの島に住む人たちをつ
ないでほしいとの願いを込めて、村内の小学生が「みつしま」と名づけました。

● 座間味島内バスをご利用ください。

座間味港と古座間味ビーチ、阿佐公民館、阿真キャンプ場

の４つの停留所を行き来する村営バスが平成23年度

から運行しています。毎月のダイヤはバス停

や村ホームページでご確認ください。

料金：大人300円　
通学の小中学生と、75歳以上の方は無料

阿佐

阿真

座間味港

古座間味


