
地区 番号 自治会名 公民館所在地 電話番号 自治会長名

具志川地区

1 具志川自治会 具志川381番地 973-3407 高江洲　朝美
2 田場区自治会 田場822番地1 973-6069 安慶名　敏雄
3 赤野区自治会 赤野1124番地 973-9212 座間味　清
4 宇堅自治会 宇堅1019番地 973-3558 兼城　賢栄
5 天願区自治会 天願76番地 972-3573 照屋　勇
6 昆布区自治会 昆布1832番地327 972-3574 名嘉山　兼順
7 栄野比自治会 栄野比357番地2 972-3551 謝花　スミ子
8 川崎自治会 川崎202番地 972-3471 金城　善信
9 西原区自治会 西原467番地 973-3427 屋宜　秀信
10 安慶名区自治会 安慶名3丁目18番7号 972-6052 前濱　繁幸
11 平良川自治会 平良川350番地1 973-6059 藏根　勝秀
12 上平良川自治会 喜屋武371番地 973-3493 幸喜　勇
13 兼箇段区自治会 兼箇段871番地2 973-3552 濱端　義正
14 米原区自治会 兼箇段1561番地1 973-3431 小谷　力雄
15 赤道区自治会 赤道345番地 973-3432 宮里　賢昭
16 江洲自治会 江洲14番地 973-3001 安里　義輝
17 宮里自治会 宮里157番地 973-9013 照屋　聡
18 喜仲自治会 喜仲3丁目6番5号 979-0503 新垣　恒雄
19 上江洲自治会 上江洲345番地1 973-3502 上江洲　安俊
20 大田区自治会 大田219番地1 973-3555 玉榮　勝
21 川田区自治会 川田259番地 973-3556 上江洲　ハツ子
22 塩屋区自治会 塩屋472番地7 973-1936 大城　朝順
23 豊原区自治会 豊原253番地 973-1312 吉田　兼安
24 高江洲自治会 高江洲54番地3 973-3571 仲宗根　昌安
25 前原自治会 前原229番地1 973-4635 照屋　淳
26 志林川区自治会 高江洲913番地 973-9009 上江洲　實
27 新赤道自治会 赤道972番地101 973-6076 仲本　博道
28 みどり町一・二丁目自治会 みどり町2丁目8番18号 974-5480 友寄　秀憲
29 みどり町三・四丁目自治会 みどり町3丁目13番5号 974-5839 照屋　建二郎
30 みどり町五・六丁目自治会 みどり町5丁目7番8号 972-5606 金地　陽子

石川地区

31 曙区自治会 石川曙2丁目7番35号 965-4780 伊波　幸人
32 南栄区自治会 石川436番地1 964-4263 與古田　ゆかり
33 城北区自治会 石川2丁目32番18号 965-2111 宮里　弘喜
34 中央区自治会 石川2丁目2番11号 965-0528 石川　稔
35 松島区自治会 石川1丁目27番7号 964-2325 西原　洋子
36 宮前区自治会 石川1丁目49番9号 965-1113 町田　宗康
37 東山区自治会 石川東山本町1丁目17番3号 965-4297 池原　トモ子
38 旭区自治会 石川東山2丁目11番2号 965-4520 竹下　實
39 港区自治会 石川赤崎2丁目11番1号 965-4964 石川　武美
40 伊波区自治会 石川伊波29番地 965-1807 伊波　善和
41 嘉手苅区自治会 石川嘉手苅366番地 964-4350 山城　稔
42 山城自治会 石川山城389番地6 965-4233 山城　喜明
43 石川前原区自治会 石川東恩納947番地6 965-7021 豊濱　光則
44 東恩納区自治会 石川東恩納480番地1 964-3255 石川　栄
45 美原区自治会 石川東恩納1524番地 965-4713 仲宗根　洋子

勝連地区

46 南風原区自治会 勝連南風原255番地 978-2235 牧門　司
47 平安名区自治会 勝連平安名655番地1 978-2237 高屋　渥美
48 内間区自治会 勝連内間980番地 978-2238 内間　幸枝
49 平敷屋区自治会 勝連平敷屋4068番地 978-2231 西新屋　光男
50 津堅自治会 勝連津堅27番地 978-7510 玉城　盛哲
51 浜区自治会 勝連浜91番地 977-8450 奥村　靖彦
52 比嘉区自治会 勝連比嘉125番地 977-7227 新門　剛

与那城地区

53 照間区自治会 与那城照間1115番地1 978-2233 仲井間　光子
54 与那城西原自治会 与那城西原99番地 978-2236 上門　康和
55 与那城自治会 与那城142番地 978-2230 仲田　満
56 饒辺自治会 与那城饒辺303番地1 978-2232 宮城　政和
57 屋慶名自治会 与那城屋慶名1098番地 978-2228 森根　隆
58 平安座自治会 与那城平安座409番地2 977-8127 五嶋　眞智子
59 桃原自治会 与那城桃原400番地3 977-8182 宮里　亜矢子
60 上原自治会 与那城上原79番地 977-8166 東泊　正輝
61 宮城自治会 与那城宮城163番地 977-7924 名護　徹
62 池味自治会 与那城池味937番地 977-8256 登川　行雄
63 伊計自治会 与那城伊計237番地 977-7373 玉城　正則
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