
令和４年12 月時点

市町村名
民生委員児童委員

協議会名
定数

（内主任児童
委員定数）

区域名

1 国頭村
国頭村民生委員児童委員協
議会 24 (2)

浜区、半地区、比地区、鏡地区、奥間区、桃原区、辺士名区、宇良区、伊地区、与那
区、謝敷区、佐手区、辺野喜区、宇嘉区、宜名真区、辺戸区、奥区、楚洲区、安田
区、安波区

2 大宜味村
大宜味村民生委員児童委員
協議会 19 (2)

田嘉里区、謝名城区、喜如嘉区、饒波区、大兼区、大冝味区、上原区、根路銘区、塩
屋区、屋古区、田港区、押川区、大保区、(白浜区/宮城区)、江洲区、津波区

3 東村
東村民生委員児童委員協議
会 8 (2) 高江区、宮城区、川田区、平良区、慶佐次区、有銘区

4 今帰仁村
今帰仁村民生委員児童委員
協議会 26 (2)

今泊区、兼次区、諸志区、与那嶺区、仲尾次区、崎山区、平敷区、越地区、謝名区、
仲宗根区、玉城区、呉我山区、湧川区、天底区、勢理客区、渡喜仁区、上運天区、運
天区、古宇利区

5 本部町
本部町民生委員児童委員協
議会 36 (2)

水納・瀬底区、崎本部区、健堅区、大浜区、谷茶辺名地行政区、渡久地区、大東山行
政区、伊豆味区、伊並行政区、浜元行政区、謝花行政区、具志堅区、新里区、備瀬
区、豊川行政区

6 名護市
名護市第一民生委員児童委
員協議会 16 (2)

久志区、豊原区、辺野古区、二見区、大川区、大浦区、瀬嵩区、汀間区、三原区　安
部区、嘉陽区、天仁屋区、底仁屋区

7
名護市第二民生委員児童委
員協議会 36 (2)

大西区、大南区、宮里区、為又区、宇茂佐区、屋部区、中山区、旭川区、勝山区　山
入端区、安和区

8
名護市第三民生委員児童委
員協議会 24 (2)

源河区、稲嶺区、真喜屋区、仲尾次区、川上区、田井等区、親川区、振慶名区、山田
区、伊差川区、仲尾区、我部祖河区、古我知区、呉我区、内原区、饒平名区、我部
区、運天原区、済井出区、屋我区

9
名護市第四民生委員児童委
員協議会 33 (2)

喜瀬区、幸喜区、許田区、数久田区、世冨慶区、東江区、城区、港区、大東区、大中
区、大北区

10 恩納村
恩納村民生委員児童委員協
議会 20 (2)

名嘉真区、喜瀬武原区、安富祖区、瀬良垣区、太田区、恩納区、南恩納区、谷茶区、
冨着区、前兼久区、仲泊区、山田区、真栄田区、塩屋区、宇加地区

11 宜野座村
宜野座村民生委員児童委員
協議会 12 (2) 松田区、宜野座区、惣慶区、福山区、漢那区、城原区

12 金武町
金武町民生委員児童委員協
議会 26 (2) 金武区、並里区、中川区、伊芸区、屋嘉区

13 伊江村
伊江村民生委員児童委員協
議会 13 (2) 東江上区、東江前区、阿良区、西江上区、西江前区、川平区、西崎区、真謝区

14 伊是名村
伊是名村民生委員児童委員
協議会 7 (2) 伊是名区、仲田区、諸見区、内花区、勢理客区

15 伊平屋村
伊平屋村民生委員児童委員
協議会 7 (2) 田名区、前泊区、我喜屋区、島尻区、野甫区

16 うるま市
うるま市勝連民生委員児童
委員協議会 25 (2) 南風原、平安名、内間、平敷屋、津堅、浜、比嘉

17
うるま市与那城民生委員児
童委員協議会 25 (2) 照間、与那城西原、与那城、饒辺、屋慶名、平安座、桃原、上原、宮城、池味、伊計

18
うるま市具志川東民生委員
児童委員協議会 45 (2)

具志川、田場、赤野、宇堅、天願、昆布、栄野比、川崎、西原、安慶名、大田、上江
洲、みどり町1～6丁目

19
うるま市具志川西民生委員
児童委員協議会 44 (2)

上平良川、平良川、兼箇段、米原、赤道、江洲、宮里、喜仲、塩屋、豊原、高江洲、
前原、志林川、新赤道、川田

20
うるま市石川民生委員児童
委員協議会 37 (2)

曙、南栄、城北、中央、松島、宮前、東山、旭、港、伊波、嘉手苅、山城、石川前
原、東恩納、美原
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21 沖縄市
美東中学校区民生委員児童
委員協議会 26 (2) 高原、比屋根、与儀、大里

22
沖縄東中学校区民生委員児
童委員協議会 26 (3) 古謝（下）、東桃原、泡瀬、泡瀬第一、泡瀬第二、海邦町、泡瀬第三

23
宮里中学校区民生委員児童
委員協議会 23 (3) 宮里、美里仲原町、東、古謝（上）、吉原、明道、城前

24
美里中学校区民生委員児童
委員協議会 31 (3) 池原、登川、知花、松本、美里

25
越来・安慶田中学校区民生
委員児童委員協議会 34 (3) 照屋、安慶田、嘉間良、室川、住吉、越来、八重島

26
コザ中学校区民生委員児童
委員協議会 32 (2) センター、胡屋、中の町、園田

27
山内中学校区民生委員児童
委員協議会 28 (2) 諸見里、山里、山内、久保田、南桃原

28 読谷村
読谷中学校区民生委員児童
委員協議会 42 (3)

上地、宇座、喜名、儀間、座喜味、瀬名波、高志保、渡慶次、都屋、長浜、波平、波
平団地、親志、横田レイクビラ

29
古堅中学校区民生委員児童
委員協議会 36 (2)

伊良皆、楚辺、渡具知、大木、大湾、比謝、比謝団地、古堅、大添・ミサワ、長田、
牧原、比謝矼

30 嘉手納町
嘉手納町民生委員児童委員
協議会 28 (2) 東区、中央区、北区、南区、西区、西浜区

31 北谷町
北谷町民生委員児童委員協
議会 48 (3)

上勢区、桃原区、栄口区、桑江区、謝苅区、北玉区、宇地原区、北前区、宮城区、砂
辺区、美浜区

32 北中城村
北中城村民生委員児童委員
協議会 32 (2)

喜舎場、仲順、熱田、和仁屋、渡口、島袋、屋宜原、瑞慶覧、石平、安谷屋、荻道、
大城、県営北中城団地、美崎

33 中城村
中城村民生委員児童委員協
議会 39 (2)

伊集、和宇慶、南浜、北浜、津覇、奥間、浜、安里、当間、屋宜、添石、伊舎堂、
泊、久場、登又、新垣、北上原、南上原、サンヒルズタウン、県営中城団地、県営中
城第二団地

34 宜野湾市
宜野湾市普天間中学校区民
生委員児童委員協議会 33 (2)

野嵩1区自治会：野嵩1丁目一部・野嵩2丁目一部・野嵩3丁目一部
野嵩2区自治会：野嵩2丁目一部・野嵩3丁目一部
野嵩3区自治会：野嵩4丁目・普天間1丁目一部
普天間1区自治会：普天間１丁目一部
普天間2区自治会：普天間１丁目一部・野嵩2丁目一部
普天間3区自治会：普天間2丁目
新城区自治会：新城1丁目・新城2丁目一部
喜友名区自治会：新城2丁目一部・喜友名1～2丁目・伊佐1丁目一部

35
宜野湾市真志喜中学校区民
生委員児童委員協議会 43 (3)

伊佐区自治会：伊利原団地・伊佐1丁目一部・伊佐2～4丁目・大山3丁目一部
大山区自治会：大山1丁目～2丁目、3丁目一部、4丁目～7丁目・伊佐1丁目一部
真志喜区自治会：真志喜1丁目～3丁目・字真志喜番地、字宇地泊番地一部、字大謝名
番地一部
宇地泊区自治会：字宇地泊番地一部、大謝名５丁目一部、字大謝名番地一部
大謝名区自治会：大謝名1丁目・大謝名2丁目一部・大謝名4丁目一部・
　　　　　　　　大謝名5丁目一部(宇地泊区・大謝名団地除く)
大謝名団地自治会：大謝名団地・大謝名5丁目一部　　　　　　　　　　　　　　　嘉
数ハイツ自治会：嘉数4丁目一部
上大謝名区自治会：大謝名2丁目一部・大謝名3丁目・大謝名4丁目一部

36
宜野湾市嘉数中学校区民生
委員児童委員協議会 38 (2)

嘉数区自治会：嘉数1～3丁目・嘉数4丁目一部
真栄原区自治会：字佐真下番地・真栄原1～3丁目・字真栄原番地・我如古1丁目
　　　　　　　　一部・字我如古番地
我如古区自治会：我如古1丁目一部・我如古2～4丁目・字我如古番地
宜野湾区自治会：宜野湾1～3丁目

37
宜野湾市宜野湾中学校区民
生委員児童委員協議会 27 (2)

長田区自治会：長田1～4丁目・志真志1～4丁目
愛知自治会：愛知1丁目一部・愛知2丁目～3丁目、神山1丁目・県営愛知高層住
　　　　　　宅・赤道1丁目一部
中原自治会：赤道1丁目一部・赤道2丁目・上原1丁目～上原2丁目・野嵩1丁目
　　　　　　一部・字赤道・愛知1丁目一部・愛知2丁目一部
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38 西原町
西原町第一民生委員児童委
員協議会 38 (2)

幸地、幸地ハイツ、棚原、徳佐田、森川、千原、上原、翁長、坂田、呉屋、
津花波、西原台団地、安室、桃原、池田、小波津、小波津団地、県営西原団地、幸地
高層住宅、坂田高層住宅

39
西原町第二民生委員児童委
員協議会 28 (2)

小橋川、内間、内間団地、掛保久、嘉手苅、小那覇、平園、兼久、与那城、
美咲　我謝、西原ハイツ

40 浦添市
浦添市第一民生委員児童委
員協議会 29 (2)

仲間1～3丁目、字前田、前田1･2･4丁目、安波茶1～3丁目、字大平270～466・3丁目、
経塚全域

41
浦添市第二民生委員児童委
員協議会 35 (2)

城間1～3丁目、宮城1～3丁目3番・3丁目5番～全域・4丁目6番～全域、屋富祖　　全
域、伊祖1･2丁目、大平1丁目、仲西1･2丁目

42
浦添市第三民生委員児童委
員協議会 31 (2)

内間全域、勢理客全域、宮城3丁目4番・4丁目1～5番・5丁目･6丁目、仲西3･4　　丁
目、沢岻1･2丁目、大平2丁目、大平467～531

43
浦添市第四民生委員児童委
員協議会 30 (2) 牧港全域、港川全域、字城間2001・2621～3019・4丁目、伊祖3～5丁目

44
浦添市第五民生委員児童委
員協議会 16 (2) 西原全域、当山全域、前田3丁目

45 那覇市
那覇第一民生委員児童委員
協議会 27 (2)

【安謝小・曙小校区】

字安謝3～16，20～98，101～104，182～276番地,292，617～666番地
安謝1～2丁目（全部）　字銘苅308～323，335番地　　銘苅３丁目8～9番
曙（全部）　港町（全部）　字天久（全部）

46
那覇第二民生委員児童委員
協議会 33 (2)

【若狭小・天妃小校区】

前島3丁目（全部）　松山（全部）　若狭（全部）　久米（全部）　辻（全部）
通堂町（全部）　西（全部）　東町（全部）

47
那覇第三民生委員児童委員
協議会 36 (2)

【泊小・那覇小校区】

字安里66～69，72～73，91番地1，95～112，122～138，147～164，170～172，174，
491～521番地、
字上之屋（全部。ただし、47番地は除く）、上之屋1丁目（全部）
泊1丁目1～64番地9　　　泊2丁目1～105番地　　泊3丁目（全部）
おもろまち1～2丁目（全部）
久茂地1丁目6～12番　　久茂地2～3丁目（全部）　前島1～2丁目（全部）
牧志1丁目（全部）　牧志2丁目1～5，11～25番　　松尾2丁目1～2，5～11番

48
那覇第四民生委員児童委員
協議会 31 (2)

【城岳小・那覇小校区】

泉崎（全部）　古波蔵3丁目1～14番　　　楚辺1～3丁目（全部）
壺川1～2丁目（全部）　　壺川3丁目1～5番地　　樋川1丁目1～4，13～17，19番
旭町（全部） 　久茂地1丁目1～5番
松尾1丁目（全部）　松尾2丁目3～4，12～22番

49
那覇第五民生委員児童委員
協議会 24 (2)

【銘苅小・天久小校区】

字銘苅173，179～183，186，188～192，199～229，239，241， 266～269，
288～294，301～305番地
銘苅1～2丁目（全部）　　銘苅3丁目1～7，10～23番、　末吉町3丁目39～47，59番地
字古島1～15，17～20，25～26，28～29，33～34番地、
おもろまち3丁目（全部）　　おもろまち4丁目1～21番　　天久1～2丁目（全部）

50
那覇第六民生委員児童委員
協議会 28 (2)

【壷屋小・神原小校区】

字安里7～10，13～17，21～25，29～30，36～65，70～71，74～86,89～94
（91番地1は除く），113～121，165～169，173，175～190,196～200，205番地
安里1～3丁目（全部）、　字上之屋47番地、
壺屋1丁目1～34番　壺屋2丁目1～4，16～26番
牧志2丁目6～10番，　牧志3丁目1～24番
樋川1丁目5～12，21～22，25～26番　　樋川2丁目（全部）　　松尾2丁目23～24番
寄宮1丁目（全部）　　寄宮2丁目1～28番



令和４年12 月時点

市町村名
民生委員児童委員

協議会名
定数

（内主任児童
委員定数）

区域名

民生委員協議会を組織する区域

51
真和志第一民生委員児童委
員協議会 25 (2)

【松島小・真嘉比小校区】

首里末吉町1丁目4～203番地
首里末吉町2～4丁目（全部。ただし、3丁目39～47，59番地は除く）
字古島472～542番地　　古島1～2丁目（全部）
真嘉比3丁目1番，2番1～57号，3～5番，6番1～17号，7～20番
字松川295～309，311～324，326～436，452～454，459～479，486～490，
494～531、600～602，700～791，800番地
松島1丁目（全部）　　松島2丁目（全部）
字大道204～211，227～251，300番地　　真嘉比1～2丁目（全部）

52
真和志第二民生委員児童委
員協議会 30 (2)

【大道小・松川小校区】

字安里357～420番地　　字大道1～60，68～173，200～203，212～22番地
壺屋2丁目5～15番
字松川12～66，68～69，133、265～266，274～279，310，325番地
松川1丁目（全部）　　松川2丁目1～18番　　松川3丁目1～15，18～23番
三原1丁目（全部）　　三原2丁目（全部）
繁多川1丁目15～26番　　繁多川3丁目1～2，7～8番

53
真和志第三民生委員児童委
員協議会 25 (2)

【識名小・真地小校区】

識名1丁目16番7～32号，22～25番　　識名2丁目（全部）
識名3丁目3～11番，22番1～16号，22番36号
繁多川1丁目1～14番　　繁多川2丁目（全部）　繁多川3丁目3～6，9～16番
繁多川4丁目1～20，23～24番　　繁多川5丁目（全部）、
字上間166～347，349～353，358～359，389～396番地（389番地3は除く）
字識名（全部。ただし1134～1150，1154～1155番地は除く）
字真地（全部）

54
真和志第四民生委員児童委
員協議会 29 (2)

【与儀小・古蔵小校区】

樋川1丁目18，20，23～24，27～36番
字与儀9～24，415，41～65，79～88，90～96，114～121，123～128，176～187，
200～241，244～245，315～320，364～380，394～404番地，417～425番地
与儀1丁目（全部）　　与儀2丁目1～22番
古波蔵1丁目1～34番　　古波蔵2丁目1～32番　　古波蔵3丁目15～23番
古波蔵4丁目（全部）
寄宮3丁目（全部）　　樋川1丁目18，20，23～24，27～36番
字国場721～729，754，757～760，764～769，772～773，775～778，899～901，
978～987，998～1001，1015～1187，1190～1193１番地

55
真和志第五民生委員児童委
員協議会 17 (1)

【仲井真小校区】

字上間144～165、348，354～357，360～388，389番地3，397～598（598番地1は除く）
602～609，612，619～621，634～655，670～673番地
字国場1～147，150～156，183～433，871～877，907～977，1002～1014番地
字仲井真 （全部）

56
真和志第六民生委員児童委
員協議会 30 (2)

【上間小・真和志小校区】

字上間120，124，141～143，598番地1，613～615，618，656番地1,
上間1丁目（全部）　字国場148～149，157～182，511～541，551～555，667～720，
730～7，843～870，878，1188～1189番地
字識名1134～1150，1150～14155番地 ,
識名1丁目1～15番,16番1～6号、33～43号、17～21番
識名3丁目1～2，12～21番，22番17～35号，22番37～38号　　識名4丁目（全部）
長田1丁目1～24番　　長田2丁目（全部）
三原3丁目（全部）
字寄宮142～174番地　　寄宮2丁目29～38番　　寄宮3丁目（全部）

57
首里第一民生委員児童委員
協議会 24 (2)

【城北小・大名小校区】

首里赤平町（全部）　　首里石嶺町1丁目（全部）
首里石嶺町3丁目257，266～271（267番地６は除く），273～333番地
首里大名町1～2丁目（全部）,
首里大名町3丁目1～141番地
首里儀保町（全部）
首里久場川町1丁目（全部）　首里久場川町2丁目1～87，89～134番地
首里末吉町1丁目1～3番地
首里平良町1丁目1～98番地　　首里平良町2丁目1～140番地
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58
首里第二民生委員児童委員
協議会 27 (2)

【城西小・城南小校区】

首里池端町（全部）　　首里大中町（全部）　　首里金城町1～4丁目（全部）
首里寒川町（全部）　　首里赤田町（全部）　　首里崎山町 （全部）
首里汀良町1～2丁目（全部）　　首里汀良町3丁目1～63番地（42番地1は除く）
首里当蔵町（全部）　　首里桃原町（全部）　　首里真和志町（全部）
首里山川町（全部）　　首里鳥堀町1～3丁目（全部）　　首里鳥堀町4丁目1～100番地
首里鳥堀町　５丁目（全部）
繁多川4丁目２1～22番、25番
字松川437～451，455～458，480～485，532～542番地　　　松川3丁目16～17番

59
首里第三民生委員児童委員
協議会 28 (2)

【城東小・石嶺小校区】

首里石嶺町2丁目（全部）　　首里石嶺町3丁目1～256，258～265，267番地6，272，
334～376番地 ,　　首里石嶺町4丁目（全部）
首里久場川町2丁目88，135～155番地
首里汀良町3丁目42番地1，64～114番地　　首里鳥堀町4丁目101～146番地

60
小禄第一民生委員児童委員
協議会 29 (2)

【宇栄原小・高良小校区】
字宇栄原446～447，458～462，476，489，493～501，503～515，522，527，577，
595，620～621，625～630，633～637，642～644，652～655，657～662，666，668～
788，792～795，797～804，807～811，813～826，853～863，865，867～874，907，
911，920，925～943(938番地2～3は除く)，946～948，950～952，956～958，968～
971(968番地2～3，968番地9は除く)，976～978，979～988，994～999，1006～1011，
1013～1029，1036，1053番地
宇栄原4丁目（全部）　　宇栄原5丁目1～2，7，11～12，28～30，32番
宇栄原　６丁目（全部）
字小禄663，665，1059，1061～1097，1238～1241，1280～1285，1287～1307，
1344～1345，1350～1351，1353～1354，1363～1369，1371～1388，1394～1399，
1401～1407，1410，1422～1444，1448，1450，1454～1456，1458～1478，
1481～1534，1594，1596～1667番地
小禄1丁目30～42番　　  小禄2丁目3～11番地    　小禄3丁目（全部）
小禄4丁目3番地4番地9～11
字具志（全部）　　具志1～3丁目（全部）
字高良（全部）　　高良1～2丁目（全部）
字宮城（全部）　　宮城1丁目（全部）

61
小禄第二民生委員児童委員
協議会 31 (3)

【小禄小・小禄南小・垣花小校区】
字小禄1～477，520～553，556～557，559～585，587，595～602，611，619，
631～633，635～644，646～662，664，666～700，703～706，710～711，728～729，
732，750～841，843～887，889～894，901～933，935～937，941～942，
950，959～985，990，992～993，1000，1012，1017～1024，1027，1098～1099，
1100，1103～1212、1346～1349，1370，1412,1535～1541，1797～1855番地
小禄1丁目1～29番　　　小禄2丁目1～2番地、　小禄4丁目1～2番地，4番地1～8，
4番地12～16，5～22番地、　　小禄5丁目18番地
字田原1～105，169，182，192193，196，201，204，206，210，221，225～229～231，
240～241，243，249～251，255，257，260～262，276，281，283，296～323，326～
327，332～334，427～430番地
田原2丁目（全部）　　田原3丁目1，3～5番地，11番地3～7，12番地
田原4丁目（全部）
字宇栄原938番地2～3，953～955番地，959～967番地，968番地2～3，968番9，
979～986,1000～1005，1012番地
奥武山町（全部）　　垣花町（全部）　　字鏡水（全部）　　鏡原町（全部）
住吉町（全部）　　山下町（全部）

62
小禄第三民生委員児童委員
協議会 28 (2)

【さつき小・金城小校区】
宇栄原1～3丁目（全部）　　高良3丁目（全部）
赤嶺1丁目1～16番地　　　　赤嶺2丁目1～15番地  　   字赤嶺(全部)
字大嶺（全部） 　字安次嶺（全部）   金城（全部）
田原1丁目（全部）　 田原3丁目2，6～10番地，11番地1～2，11番地8～11
字当間（全部）
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63 豊見城市
豊見城市第一民生委員児童
委員協議会 31 (2)

宜保、平良、高嶺、上田、上田山川、豊見城、とよみ、旭ヶ丘、豊見城高層団地、高
安、北分譲、豊見城団地、豊見城団地南、豊西、豊見城県営団地、主任児童委員

64
豊見城市第二民生委員児童
委員協議会 30 (2)

豊崎、平和台、保栄茂、伊良波、エコシティーとはしな、我那覇、名嘉地、瀬長・田
頭、与根、座安、渡橋名、渡嘉敷、翁長、上田県営団地、渡橋名県営団地、翁長県営
団地

65
豊見城市第三民生委員児童
委員協議会 28 (2)

タワーサイドハイツ、真玉橋、高安台、グリーンハイツ、根差部希望ヶ丘、豊見城
ニュータウン、饒波、長嶺、桜ケ丘・ユートピア、長堂、金良、嘉数、嘉数ヶ丘、真
玉橋団地、真玉橋県営団地、根差部

66 糸満市
糸満市第一民生委員児童委
員協議会 30 (2)

南区、前端区、新川区、新川区・市営親田原団地、新島区、新屋敷区、新屋敷区・市
営真謝原団地、上之平区、西区、町端区、町端区・第一市営住宅、西川町・照屋、照
屋東、ガタ原・県営真栄里団地、ガタ原・潮崎町

67
糸満市第二民生委員児童委
員協議会 35 (2)

大川区、県営浜川団地、浜川原・市営浜川団地、県営西崎団地、西崎1～3丁目・6丁
目、パークタウン阿波根、西崎第2団地・航空局宿舎、西崎ニュータウン、
兼城ハイツ、兼城、座波、賀数、大田原・県営賀数団地、武富、武富・北波平、　武
富ハイツ、阿波根、雇用促進住宅・浜原、潮平、潮平西原、県営潮平高層住宅

68
糸満市第三民生委員児童委
員協議会 27 (2)

豊原、与座、大里、桃原ニュータウン、国吉、真栄里、真壁、新垣・県営新垣団地、
真栄平・宇江城、伊敷・糸州、　　名城、小波蔵、喜屋武、福地・山城・南波平、束
辺名・上里、伊原、米須、大度　さつきの城、摩文仁

69 八重瀬町
八重瀬町第一民生委員児童
委員協議会 35 (2)

東風平、伊覇、上田原、屋宜原、富盛、世名城、高良、志多伯、当銘、小城、宜次、
外間、友寄、第一団地、白川ハイツ、大倉ハイツ、屋宜原団地、外間団地、東ハイ
ツ、外間高層、県営屋宜原団地

70
八重瀬町第二民生委員児童
委員協議会 19 (2)

具志頭、新城、後原、大頓、玻名城、安里、与座、仲座、港川、長毛、大頓団地、長
毛団地

71 南城市
玉城民生委員児童委員協議
会 23 (2)

親慶原団地、志堅原、親慶原、堀川、垣花、富里、仲村渠、當山、百名、屋嘉部、新
原、糸数、玉城、喜良原、中山、船越、奥武、愛地、前川

72
知念民生委員児童委員協議
会 16 (2) 志喜屋、久手堅、山里、安座真、具志堅、知名、知念、海野、吉富、久原、久高

73
佐敷民生委員児童委員協議
会 26 (2)

津波古、小谷、新里、兼久、佐敷、手登根、伊原、屋比久、外間、仲伊保、冨祖崎、
新開、新開県営第一団地、つきしろ、仲伊保団地

74
大里民生委員児童委員協議
会 30 (2)

西原、南風原、平良、嶺井、嶺井団地、古堅、福原、島袋、当間、銭又、仲程、高宮
城、平川、グリーンタウン、稲嶺、目取真、湧稲国、大城、稲福、真境名、大里団
地、第二団地、ニュータウン

75 与那原町
与那原町民生委員児童委員
協議会 33 (2)

当添・板良敷・港・江口・中島・新島・森下・浜田・与原・大見武・上与那原・東
浜・県営江口

76 南風原町
南風原町第一民生委員児童
委員協議会 34 (2)

字与那覇、字宮城、字大名、字新川、字東新川、字宮平、北丘ﾊｲﾂ、宮平ﾊｲﾂ、　　字
兼城、兼平

77
南風原町第二民生委員児童
委員協議会 32 (2)

字本部、字喜屋武、字照屋、字津嘉山、字山川、字神里、兼本ﾊｲﾂ、第一団地、　第二
団地
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78 久米島町
久米島町民生委員児童委員
協議会 23 (2)

字比屋定、鳥島、銭田・島尻、イーフ、比嘉、謝名堂・泊・奥武、真我里・山城、儀
間（北・東）、儀間（南・西）、嘉手苅、仲地・山里、具志川・仲村渠、大原・北原

79 渡嘉敷村
渡嘉敷村民生委員児童委員
協議会 4 (1) 渡嘉敷区、阿波連区、渡嘉志久区

80 座間味村
座間味村民生委員児童委員
協議会 5 (2) 座間味、阿佐、阿真、阿嘉、慶留間

81 粟国村
粟国村民生委員児童委員協
議会 3 (1) 粟国村区

82 渡名喜村
渡名喜村民生委員児童委員
協議会 2 (1) 渡名喜村地区全域

83 南大東村
南大東村民生委員児童委員
協議会 7 (2) 字在所、字北、字南、字新東、字旧東、字池之沢

84 北大東村
北大東村民生委員児童委員
協議会 3 (1) 港、中野、南

85 宮古島市
平良第一民生委員児童委員
協議会 32 (2)

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

86
平良第二民生委員児童委員
協議会 35 (2)

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

87
伊良部民生委員児童委員協
議会 21 (2) 伊良部、仲地、国仲、長浜、佐和田、池間添、前里添

88
城辺民生委員児童委員協議
会 24 (2)

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、長中、長南、西西、吉田、西中、上区、下南、砂川、友利

89
下地上野民生委員児童委員
協議会 18 (2)

川満、洲鎌、与那覇、上地、高千穂、嘉手苅、入江、新里、野原、千代田、高田、宮
国、大嶺、名加山、上野、豊原、来間

90 多良間村
多良間村民生委員児童委員
協議会 5 (2)

仲筋地区、嶺間・大道区
大木・吉川区

91 石垣市
石垣市第一民生委員児童委
員協議会 29 (2)

平得、真栄里、大浜、磯辺、宮良、白保、桃里、伊原間、平久保、野底、於茂登、開
南、三和、川原

92
石垣市第二民生委員児童委
員協議会 24 (2) 登野城、大川、美崎町、八島町

93
石垣市第三民生委員児童委
員協議会 33 (2) 石垣、新川、新栄町、浜崎町、名蔵、川平、崎枝、桴海

94 竹富町
竹富町民生委員児童委員協
議会 18 (2)

竹富区、小浜区、黒島区、波照間区、豊原区、大原区、大富区、古見区、美原区、
上原区、西表区、白浜区、舟浮区、鳩間区

95 与那国町
与那国町民生委員児童委員
協議会 8 (2)  東地区・西地区・嶋中地区・比川地区・久部良地区

2481 193


