
児童養護施設 （平良）
保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する

児童を入所させて、養護し、自立支援を目的とします。

知的障害児施設 （平良）
知的障害児を入所させ保護するとともに、独立自活に必要な知的技能

を与えることを目的とします。

知的障害者更生施設 （平良）
18歳以上の知的障害者を入所させて保護するとともに、その更生に必

要な指導及び訓練を行うことを目的とします。

知的障害者授産施設 （平良）
18歳以上の知的障害者で雇用される事が困難な者を入所させ、自活に

必要な訓練を行うとともに職業を与えて自活させます。

身体障害者授産施設 （平良）
身体障害者で雇用されることの困難な者または生活に困窮する者を入

所させ、訓練を行い職業を与え自活させることを目的とします。

心身障害者小規模作業所 （平良、城辺）
「小規模作業所なんくる」では重度知的および身体障害者を大正とし、

生活リズムを身につけさせる機能訓練を行っています。

「城辺町心身障害者小規模作業所」では、知的・身体障害者を対象に

軽作業を行っています。

精神障害者共同作業所 （平良、城辺、伊良部）
「作業所若葉」では小物作り、農作業、地域活動参加等を行っています。

「小規模作業所やすらぎ」では農作業等を行っています。

「フレンドリッチニューサシバ」では、生活指導訓練（清掃・食事の準

備及び片づけ等）、軽作業、地域交流を行っています。

地域生活支援センター（平良）

「地域生活支援センターひらら」では“地域づくり発信地”をめざし、

くつろぎの場の提供や各種パーティー等、地域交流事業を行っています。

養護老人ホーム （平良）
身体上もしくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により自宅に

おいて養護を受けることが困難な65歳以上の者を入所させ、養護する

ことを目的とします。

介護老人福祉施設 （平良、城辺、下地、伊良部）
常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者が入所対象となります。

介護老人保健施設 （平良、下地）
病状安定期にあり、入院治療をする必要はないがリハビリテーション

や看護・介護を必要とする要介護者を入所対象としています。

＜心身障害者小規模作業所＞
心身障害者小規模作業所 （利用者10人程度）
城辺字長間1419-1 Tel 0980-７7-7930
対象：知的・身体障害者

＜精神障害者共同作業所＞
小規模作業所やすらぎ （利用者５人程度）
城辺字西里添788 Tel 0980-７7-7800
対象：精神障害者

＜介護老人福祉施設＞
宮古の里 （定員60人）
城辺字下里添1042-455 Tel 0980-７7-2595

＜精神障害者共同作業所＞
フレンドリッチニューサシバ（利用者10人程度）
伊良部字国仲527-2 Tel 0980-７8-3221
対象：精神障害者

＜介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＞
松風園（定員30人）
伊良部字長浜1025-3 Tel 0980-７8-5111

＜介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＞
しもじ長生園 （定員50人）
下地字嘉手苅660-2 Tel 0980-７6-3330

＜介護老人保健施設＞
ゆうゆう

シルーバーケア悠々 （定員80人）
下地字嘉手苅660-1 Tel 0980-７4-7000

精神障害者関係

心身障害者関係

児 童 関 係

老 人 関 係

入所の手続き等については下記までお問
い合わせてください。

Irabu

Ikema

Kurima

Miyako

平良地区にある施設
＜児童養護施設＞、＜知的障害児施設＞

漲水学園 （定員 児童養護30人、知的障害20人）
平良字西仲宗根745-5 Tel 0980-７2-4960

＜身体障害者複合施設＞
（療護、授産、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、短期入所）

青潮園 （定員 入所５０人）
平良字下里2632-1 Tel 0980-７2-7795

＜知的障害者更生施設＞
あけぼの学園 （定員30人）
平良字西仲宗根745-5 Tel 0980-７2-1660

ふれあいの里 （定員30人）
平良字西仲宗根1327-1 Tel 0980-７3-5305

＜知的障害者授産施設＞
みやこ学園 （定員 通所40人）
平良字下里3107-243 Tel 0980-７3-7770

＜心身障害所小規模作業者＞
小規模作業所なんくる （利用者10人程度）
平良字下里3107-232 Tel 0980-７2-7825
対象：重度知的及び身体障害者

＜地域生活支援センター＞
地域生活支援センターひらら 〈利用者１０人程度）
字西里１４７２－１６０ Tel 0980-７2-６６６８

＜精神障害者作業所＞
作業所若葉 （利用者10人程度）

−平良字西里５ １ Tel 0980-７2-8403
対象：精神障害者

＜養護老人ホーム＞
宮古厚生園 （定員50人）
平良字西仲宗根745-7 Tel 0980-７2-2422

＜介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＞
宮古厚生園 （定員70人）
平良字西仲宗根745-7 Tel 0980-７2-2422

＜介護老人保健施設＞
栄寿園 （定員100人）
平良字下里2662 Tel 0980-７3-6481

伊良部地区にある施設

下地地区にある施設

城辺地区にある施設●宮古島市 (生活福祉課) 77-4901
(障がい福祉課） 77-4900

●多良間村 (民生課) 79-2623

社会福祉協議会

●平良 72-3193

●城辺 77-7930

●下地 76-2270

●上野 76-2540

●伊良部 78-5973

●多良間村 79-2679
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※平成19年3月31日現在

※平成１9年3月31日現在

３.社会福祉協議会

社会福祉協議会は、社会福祉事業法に基づき、都道府県、各市町村に設置されている機関であ

る。福祉サービスを必要する者が、心身ともに健やかに育成され、又は、社会、経済、文化その

他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に

応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助することを目的として

設置されている。
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(2) (2) (2) (2) (4) (2) (14)

29 29 24 21 18 5 126
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女

２）宮古管内民生委員・児童委員配置状況

定数

現員

男

電 話

0980-77-8661

0980-77-7930

宮古島市社会福祉協議会下地支所 0980-76-2270

宮古島市社会福祉協議会上野支所 宮古島市字上野字新里４２０－２ 0980-76-2540

宮古島市社会福祉協議会伊良部支所 宮古島市伊良部字前里添１１０１ 0980-78-5973

多良間村社会福祉協議会 多良間村字仲筋１６０ 0980-79-2679

宮古管内社会福祉協議会

宮古島市平良字東仲宗根６７６－９

宮古島市城辺字西里添７８８－３

宮古島市下地字上地６２８－７

住 所名 称

宮古島市社会福祉協議会

宮古島市社会福祉協議会城辺支所

１）宮古管内民生委員・児童委員協議会会長・副会長名簿

民児協名 役職名

宮古島市
第一民児協

会 長

宮古島市
第二民児協

会 長

会 長

城辺民児協 副会長

〃

会 長

副会長

会 長

副会長

会 長

副会長

池間 和彦

下地 久雄

下地・上野
民児協

奥平 玄孝

宮里 敬一

砂川 惠正

砂川 美枝子

宮国 惠成

仲村 尚司

島尻 実正

仲里美智子

島尻 昭子

氏 名 電話番号

７２－３６５７

７２－３８３３

７７－７０３９

７７－７４４８

７７－７０３９

７８－４２５９

７６－６７００

７６－２３０３

７９－２６２１
大木・吉川・大道・嶺間・仲筋多良間村民児協

伊良部民児協

担当地区名

保良・吉野・新城・七又・皆福・福東・福中・福西・福
北・福南・西東・仲原・加治道・比嘉・長北・長南・長
中・西西・吉田・西中・下北・下南・砂川・友利

伊良部・仲地・国仲・長浜・佐和田・池間添・前里添

来間・川満・洲鎌・与那覇・上地・高千穂・入江・嘉手苅
宮国・名嘉山・大嶺・上野・野原・高田・豊原・新里

漲水・北西里・根間・下屋・仲屋・旭・高阿良・東川根・
仲保屋・保里・荷川取・宮原・高野・添道・下崎・成川・
福山・西原・大浦・大神・島尻・狩俣・池間・前里

南西里・神屋・大三俵・上角・前比屋・出口・大原・馬
場・腰原・羽立・東・栄・富名腰・久貝・松原・七原・地
盛・山中・野原越・細竹・盛加

７９－２７４５

７８－４９０２
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