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ようこそ、久米島町へ！ 

ようこそ、久米島町へ！！！  

みなさまの転入を、心より歓迎いたします。 
 

転勤でいらっしゃった方、久米島が気に入ってお住まいになる方、家庭のご都合などでお住まい

になる方、島留学でいらっしゃった生徒さん・・・きっと人それぞれ、様々な背景でこの久米島

町へお越しになったのだと思います。このようなご縁を、大切にできればと思っております。 

 

そして、みなさまの中にはひょっとしたら、久米島にとっての「当たり前」がわからず、不安に

思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方に少しでも安心していただきた

く、この冊子をつくりました。 

 

久米島には都会のような便利さや、お金があれば何でも手に入るような豊富なサービスはありま

せん。ですが、住んでいる人どうしで、助け合いながら暮らす文化があります。皆様にもぜひ、

そのような「目には見えづらい豊かなつながり」の中に加わっていただきたいな、と思っており

ます。ですので、そのようなつながりの中に加わっていただくとっかかりになるよう、町の文化

や集落の紹介、行事予定や「町への関わり方」についても少し紹介させていただいております。 

 

しかし、紙面の都合もあり、あくまでささやかな、概要のみのご紹介となります。何かわからな

いことがあれば、職場やご友人の方はもちろん、役場の職員や同じ集落に住む人、島ぐらしコン

シェルジュ(移住・定住に関する相談窓口)など、色んな人、色んな部署に相談してみて下さい。

出来る範囲にはなってしまいますが、色んな方がきっと、皆さんを歓迎し、助けてくださるはず

です。 

 

そして暮らしに慣れ、余裕が出てきたときに、もし他に困っている方がいらっしゃれば、同じよ

うに助けていただけると、我々は大変うれしく思います。 

 

前置きが長くなりました。いずれにせよ、みなさまの久米島町での暮らしが実りあるものであり

ますよう、一助となれれば幸いです。  

 

島ぐらし応援団・久米島町役場・久米島 島ぐらしコンシェルジュ 一同 
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久米島町の概要 
沖縄県久米島町は、沖縄本島から西に約100kmに位置する、離島の町です。平成14年、島に

あった2つの村（具志川村：ぐしかわそん、仲里村：なかざとそん）が合併して誕生しまし

た。島の随所に優れた景勝地を擁するとともに、歴史的、文化的遺産や風土的景観にも恵ま

れ、島全体が県の自然公園に指定されています。 

また、近年では、海洋深層水を複合的に利用した産業創出と発電実証実験など、革新的な取

り組みも進められています。 

久米島町のここがすごい！ 
１．歴史・伝統がすごい！…琉球ー中国との貿易の中継地でもあった久米島。数々の史跡や 

 伝統、昔ながらの信仰も残っています。 

２．産業がすごい！…「コメ島」から「クメ島」という説もあるほど、かつては稲作が盛ん

 であった久米島。今でも農業が主要産業です。また、漁場の中に島があると言われるほ

 ど、魚も豊富です。その他、久米島紬や泡盛、海洋深層水関連の産業も盛んです。 

３．自然がすごい！…島の中央には、ラムサール条約に登録された渓流・湿地が。クメジマ

ボタル、キクザトサワヘビといった固有種も多く、かけがえのない自然が残っています。 

人口 7,863人(2019年1月末現在) 

アクセス 

【飛行機】 

・那覇-久米島便が 1日約7便就航していま

す。(約30分) 

・7月中旬～8月末まで、羽田-久米島直行

便が1日1便就航します。 

【フェリー】 

那覇泊港(とまりん)-久米島兼城港便が1日1

～2便就航しています。(約3～4時間) 

面積 63.65㎢ 

年間平均気温 23.1℃ 

 教育機関 

保育所5箇所、幼稚園2園、小

学校6校、中学校2校、高校1校 

医療機関 
2箇所(公立久米島病院、球美の

島診療所) 

主要な施設 

久米島町役場(仲里庁舎、具志

川庁舎)、あじま～館、久米島

博物館、具志川農村環境改善セ

ンター、ふれあい公園、ホタル

ドーム、パークゴルフ場、旧久

米島中学校(運動施設)など 
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久米島には、大小32の集落があり、字(あざ)と呼ばれています。 

字ごとに歴史や文化は様々。お住まいの字の特色を楽しんでみて下さいね！ 

①～⑱は旧仲里(なかざと)村、⑲～㉜は旧具志川(ぐしかわ)村です。 

今でも、「具志川」「仲里」と日常的に呼ばれます。 

おおた 

なかどまり 

とりしま 

にしめ 

おおはら 

 1670年に出来た集落。兼城港は渡唐

船の寄港地で貿易の重要拠点だった。 

飲食店や民宿など賑やかなエリアも。

ふれあい公園は島民憩いの場。 

大田、鳥島と並び商店街を形成。北側

高台は宅地造成され、新しい街並み。 

硫黄鳥島の噴火に伴い、移住者により

できた集落。七嶽神社は町指定史跡。 

1670年に統合して出来たとされる。

国指定重要文化財の上江洲家がある。 

廃藩置県後、首里・那覇の禄を失った

氏族が入植、荒地を開墾し定住した。 

ナガタケ松並木を基準に、1920年大

原から分離独立。久米島空港がある 

仲村渠に隣接。古くから土地が狭かっ

たことなどにより何度か移転した。 

島の北部に位置する。国指定史跡の

具志川城跡が北海岸にある。 

君南風殿内(ちんべーどぅんち)が所

在。雨乞いや祭祀も行われる。 

3つの集落が1670年に合併。「山里ゆ

んたく市場」では旬の野菜が手に入る 

丘陵地形上に立地。西銘に隣接し、そ

の境界は素人には分かりにくい。 

上江洲の西側に位置し、元の水田地帯

を隔てている。 

きたはら 

ぐしかわ 

なかんだかり 

なかち 

やまざと 

うえず 

くまじ 

かねぐすく 
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東シナ海を望む宇江城岳を源に、白瀬

川が南流。見事な松並木が集落を守る 

島の北部。海岸の平地は比屋定シンバ

ルと言い、肥沃な水田地帯だった。 

久米島で最も高所の集落。湧水に恵

まれ、格安で汲むことも可能。 

久米島紬の生産が最も多い。海岸

には海洋深層水関連施設が並ぶ。 

美しいフクギ並木や旧家が残る。

県指定天然記念物の大ソテツも。 

明治時代、糸満・渡名喜・粟国

出身の漁師を中心に出来た集

落。 

ダイビングやハテの浜への拠点

「フィッシャリーナ」が整備。 

久米島最大の平野の中心に位置。大

きめの商業施設が集まる。 

低湿地帯に挟まれ、東西に伸びる細

長い砂州上に形成された集落。 

島の名前としては、西奥武は「オー

島」、東奥武は「オーハ島」。 

ビーチもあり、観光の中心地。久米

島町誕生と同時に出来た新しい集

落。 

もとは具志川間切に属していた。小高

い丘に集落がある。 

もとは山城や本島からの移住者により

形成される。曲→真我利→真我里。 

島外からの移住者によって形成。貝塚

があり、開元通宝等の銭貨が出土。 

山岳と海に面する集落。南端の「鳥の

口」からは、冬に鯨が見れることも。 

戦前は砂糖や久米島紬の取引などで、

中心的商業地として栄えた。 

兼城との境を白瀬川が流れ、儀間とは

道一本隔て隣接。病院などの施設も。 

やまぐすく 

まがり 

ぜんだ 

しまじり 

ぎま 

かでかる 

まじゃ 

うね 

ひやじょう あがりおう 
いりおう 

とまり うえあか
したあか 

じゃなどう 

まどまり 

うえぐすく 

ひが 
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 スケジュール(2019年度) 
 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

主な行事 

  

 

 

 

 

 

   

旬の 

沖縄食材 

      

季節 

      

平均気温 
21.4℃ 24.0℃ 26.8℃ 28.8℃ 28.6℃ 27.4℃ 

服装 

      

 

 

 

・ヨットレース 

・集落外清掃 

・特定健診 

・事務所健診 

・乳幼児健診 

・狂犬病予防注射 

・海洋深層水の日 

・ハーリー大会 

 (鳥島 儀間 真泊) 

・慰霊祭 

・角力大会(真謝) ・東京-久米島直行便 

 (7/13～8/31) 

・球美友結の会@東京 

 (久米島ファンの集い) 

・角力大会(儀間、謝名堂) 

・角力大会(仲地)

・兼城獅子舞 

・古典民謡大会

・ハワイアンフェスティバル

・久米島まつり(大綱曳き) 

・旧盆、エイサー 

・角力大会(西銘) 

スイカ 

パパイヤ 

島とうがらし 

レンブ 

うりずん豆

パッションフルーツ 
マンゴー 

モロヘイヤ 

もずく 

グァバ 

バナナ 

パイン 

シークヮーサー(青) 

半袖 

梅雨 夏 

晴れの日は 

日差しが痛い！ 

台風シーズン 

暴風雨、停電注意！

スコールが 

多い 

ゴーヤ 

オクラ 

キハダマグロ 

シイラ 
サザエ 

ヤコウガイ 

クメジマボタルは 

4月中旬～5月上旬！ 

・海開き 

・入学式 

・久米島ホタル祭り 
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月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

    ・楽天キャンプ 

・久米島紬の日 

 

      

      

℃ 25.0℃ 22.1℃ 18.6℃ 16.7℃ 17.0℃ 18.8℃ 

      

・角力大会(仲地) 

・兼城獅子舞 

・古典民謡大会 

・ハワイアンフェスティバル 

・古武術 国際セミナー 

・久米島車エビフェスタ 

・町新年会 

・成人式 

・のんびりウォーク 

・乳幼児健診 

・卒業式 

・町民運動会 

・集落内清掃 

・久米島マラソン 

・町産業まつり 

・ふれあい駅伝大会 

・集落外清掃 

※予定は変更の可能性があります。 

※「旬の沖縄食材」の時期は、生育環境や年ごとの気候によって異なります。 

レンブ 

うりずん豆 

シークヮーサー(黄) 

アーサ 

グァバ 

クワン草 
茎ニンニク 

タンカン 

 

冬 

長袖・上着 長袖 

※1981-2010の20年間の観測値平均を元に算出しています 

長袖 

暴風雨、停電注意！ 

(フリース、 
防風素材の服など) 

くもり、雨が多く風も強い 

体感気温は思ったより低い 

キハダマグロ 

葉野菜、じゃがいも、にんじん、

玉ねぎ…冬場は本土でも採れる野

菜が豊富！ 
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結婚・子育て・教育 
各種制度の内容や利用方法が島外とは異なったり、都会で整備されているサービスが久米島

では整備されていない場合もあります。ご注意下さい。 

結婚 
久米島では、島内のホテル等で挙式することができます。結婚披露宴助成金もあります。 

  ▶披露宴助成金の問い合わせ：役場・町民課 TEL:098-985-7123 

妊娠・出産 
・妊娠：福祉課に届出ください。母子健康手帳を交付します。 

・出産：久米島病院にて産婦人科の外来診療あり(週１回程度)。出産可能な医療施設が島内

に無く、島外で出産する必要があります。出産後は町民課まで届出ください。 

・助成金・支援制度：不妊治療費助成や妊婦健診、出産助成金などの支援制度があります。 

  ▶妊娠・出産に関する支援問い合わせ：役場・福祉課 TEL:098-985-7124 

子育て 
●保育所：事業所によりますが、預かり時間は大体7:30-18:30、生後4ヶ月～４歳児までが預

かり対象です。入園申し込みなど、詳細は役場・福祉課までお問い合わせ下さい。 

  ▶保育所に関する問い合わせ：役場・福祉課 TEL:098-985-7124 

●幼稚園：町立幼稚園が２箇所あります。5歳児の1年保育のみ。通園時間は8:15-12:15で

す。週2回は、お弁当持参での通園となり、弁当持参日は午後２時が降園時間となります。 

●学童保育と預かり保育について：学童保育はありませんが、「預かり保育」と呼ばれる保

育事業を実施しています。幼稚園に通う園児(5歳児)のみが対象です。 

  ▶幼稚園・預かり保育に関する問い合わせ：久米島町教育委員会 TEL:098-985-2287 

●検診と予防接種：乳幼児健診は年3回実施しています。町に住民登録をしている乳幼児及び

児童の定期予防接種は、無料(払い戻し方式)で受けることができます。 

  ▶検診や予防接種に関する問い合わせ：役場・福祉課 TEL:098-985-7124 

●ファミリーサポートセンター：子どもを一時的に預かってもらいたい保護者と（おねがい 

島ぐらし情報 
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会員）預かることができる人（まかせて会員）をおつなぎしています。 

  ▶ファミサポに関する問い合わせ：役場・福祉課 TEL:098-985-7124 

●子育てサークル：「くめじまーま」「わらゆん」「子育てカフェ」等の団体が活動中。 

教育 
●小学校：島内に６校。お住いの地域により校区が決まっております。 

●放課後こども教室：各小学校で学習支援、スポーツ教室などを行う「放課後こども教室」

があります。活動曜日や時間は学校や季節、教室により異なります。 

●中学校：島内に2校。アメリカへの短期留学派遣や県外との交流を積極的に実施。学習支援

員を各授業に配置するなど、学力の向上にも取り組んでいます。 

  ▶小中学校・子ども教室に関する問い合わせ：久米島町教育委員会 TEL:098-985-2287 

●高校：島内には沖縄県立久米島高校1校です。普通科・園芸科があります。 

  ▶高校に関する問い合わせ：沖縄県立久米島高等学校 TEL:098-985-2233  

●久米島高校魅力化プロジェクト：県外からの入学生を募集する離島留学や、ハワイにある

姉妹都市コナへの短期留学、町営塾「久米島学習センター」などを行っています。 

  ▶高校魅力化に関する問い合わせ：役場・企画財政課 TEL 098-985-7122 

生活 
交通手段 
●自家用車：島内での移動は車が基本です。共働き家庭では1人１台車を持っている方も。 

 梅雨～台風時期は湿気と塩害によりすぐに車がさびてしまうので、メンテナンスが必須。 

●バス：町営バスが空港線（往路・復路）／一周線（右廻り・左廻り）／島尻線／嘉儀山線 

 の４路線運行しています。 

●タクシー：雨の日などは利用者が増え、なかなかつかまらないことも。初乗り500円ほど。 

●運転代行：車も運んでくれるタクシーです。お酒を飲んだ時に便利です。  

ゴミ出し 
●燃えるゴミ・燃えないゴミは、島内の商店で専用のゴミ袋を購入し利用する必要がありま

す。その他、ゴミの出し方に関するポスターを配布しています。詳細は環境保全課まで。 

  ▶ゴミ出しに関する問い合わせ：役場・環境保全課 TEL 098-985-7126 
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危険な生き物 

 
 

 

本土から転入された皆様は特に、台風が恐ろしく思えることでしょう。油断は禁物ですが、

ちゃんと備えておけば、必要以上に怖がる必要はありません。例えば、以下のような対策を

行いましょう。 

・家の周りを片付ける：室内にものをしまったり、固定するなど、風で飛ばされないように

しましょう。 

・窓を補強する、浸水対策をする：テープやダンボールなどで窓を補強しましょう。また、

新聞紙で窓の桟や隙間を詰めるなど、浸水対策をしましょう。 

・物資や非常用品を確保する：飲料水や生活水、食料、懐中電灯などを確保しましょう。 

・避難所が開設されたら明るい時間帯に自主避難する：役場仲里庁舎、具志川農村環境改善

センターが避難所となります。 

・台風が来ている時は外出しない：外出は危険です。出歩かないようにしましょう。 

美しい自然の中で過ごせるのは、久米島ならではの体験です。ですが、危険な生き物も生息

しています。十分注意しましょう。 

【陸の危険生物】 

・ハブ:夜行性で、草むらや穴などに生息しています。咬まれたら命をおとすことはほとんど

なくなりましたが、後遺症を残す場合があります。 

・アーサ虫:1～2mmほどの虫で、2～5月の海岸沿い・昼から夕方に多く見られます。咬まれ

た部位ははれたり、かゆくなります。肌の露出を避け、虫除けスプレーを使用しましょう。 

【海の危険生物】 

ハブクラゲ、カツオノエボシ、アンボイナなど、様々な危険生物がいます。詳細は沖縄県HP

「海洋危険生物について」で検索下さい。 

ハブクラゲ カツオノエボシ アンボイナ ハナミノカサゴ 

写真提供：沖縄県衛生環境研究所 

台風対策 
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旧暦(太陰暦)と伝統行事 
久米島の伝統行事は、太陰暦を元に開催されています。従って、年度によって行事の月日が

変わってきます。代表的な行事としては、次のようなものがあります。 

●トゥシビー(生年祝):旧暦1月2日～13日。生まれ年と同じ干支の年に、無病息災を祈願する

行事です。 

●ジュウルクニチ(十六日祭)：旧暦1月16日。あの世のお正月とも言われ、親族総出で行う供

養です。お墓参り、料理をお供えし、ウチカビ(打紙:あの世のお金)を燃やして送ります。 

●シーミー(清明祭):旧暦3月頃行われる先祖供養で、ジュウルクニチと同様、重箱料理を用意

し、親族で供養をします。 

●旧盆:旧暦7月13日～15日。ウンケー（お迎え）、ナカヌヒー（中日）、ウークイ（お送

り）の計3日をかけて各家庭で行われる先祖供養です。エイサーも行われます。 

冠婚葬祭 
●結婚式:久米島の結婚式は賑やかで、数百人規模で開催することが一般的です。余興に力が

入ることでも有名。ご祝儀の相場は1万円ほどです。 

●葬式:香典の金額は関係やご年齢にもよりますが数千円ほど。服装は、男性は喪服用のかり

ゆしウェアと黒いスラックス。女性は、七分丈の袖の喪服用ワンピースなどが一般的です。 

マナー 

●ウタキ(御嶽):神女が神様と交流する神聖な場所です。島内でも各所にあります。御嶽では

騒がないようにしましょう。 

●草刈り、庭掃除:草刈りや落ち葉掃き、庭掃除をこまめにするようにしましょう。 

●沖縄言葉:沖縄言葉には本土出身者にはわかりづらい微妙なニュアンスがあります。例え

ば、「おじい」「おばあ」といった言葉は、失礼に当たる場合もあり、注意が必要です。 

模合(もあい) 

「毎月メンバーから決まった金額を集めて、集めたお金を順番に誰かがもらう」という仕組

の飲み会です。本土における頼母子講・無尽講に相当する相互扶助システムが起源とされて

います。ゲスト参加も一般的。仲良くなった方から、お誘いがかかるかも？ 

沖縄・久米島の常識 
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久米島町では、良い町、良い島づくりを目指し、行政や民間、色々な方が、様々な

活動を行っています。ぜひ加わってみてくださいね。 

●久米島 ドリー部チャレンジ！:町民・行政・議会による、第2次久米島町総合計画

「夢つむぐ島」の実現に向けた取組です。新規チーム立上げも歓迎！ 

●ラジオ局「FMくめじま」:町民のみなさんがパーソナリティとして登場する、み

んなの放送局です。出演にお誘いがかかるかも？チャンネルはFM 89.7MHzに！ 

●くめじま共創局:「島ぐらしコンシェルジュ」(島コン)が運営する、「やりたいこ

と」があり、パートナーを探している人同士をつなげる活動です。 

▶連絡先:FMくめじま radio@fmkumejima.com(リクエストお待ちしてます！) 

久米島 ドリー部チャレンジ!／くめじま共創局: 島コン info@shimagurashi.net 

まちづくりに関わる 

つながろう 

字(あざ)に加わる 
字(あざ)とは、久米島における集落の単位です。本土だと「自治会」や「町内会」と呼ばれ

ているものにあたります。各字ごとに、区長(くちょう)さんがいらっしゃいます。 

住みやすい集落を維持するために、皆さんで協力したり、支え合いながら活動しています。

字にお知り合いやお友達ができると、より暮らしやすく、楽しい久米島ライフがおくれます

よ！ 

●字に加入すると：字からのお知らせなどが配布されます。公民館がある字の場合は、加入

している住民・団体が利用することができます。 

●字費の使われ方：字の行事や子供会の活動、集落内外清掃、街灯の維持管理など、字のた

めに使われます。 

●字費の金額：毎月500-1500円程度。字ごとに異なります。 

●字の主な行事：やはり字によって異なりますが、「スーンジ(基本的に全員参加の集落清

掃)」や、エイサー、子ども会、敬老会などがあります。 

●字への加わり方 

  役場・総務課へ連絡下さい。各字の区長さんとおつなぎさせていただきます。 

 ▶お問い合わせ：役場・総務課 区長会担当 TEL:098-985-7121 
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離島住民割引カード 

生活インフラの開設 

カードを作ると、飛行機やフェリーの運賃に割引が効きます。 

詳細:役場ホームページより、「離島住民割引カード」で検索下さい。 

●ペットの登録:愛犬がいらっしゃる方は、役場への登録が必要となります。 

 ▶役場・環境保全課 TEL:098-985-7126 

●住所変更:健康保険、年金、マイナンバー、運転免許などの住所変更手続きが必要です。免

許の手続きは久米島交番にて。火曜か金曜、9:30-13:00に実施しています。 

 ▶久米島交番 TEL:098-985-2212 

●障害をお持ちの方:障害者手帳、または障害に関する各種受給者証をお持ちの方は、福祉課

へご相談下さい。 

 ▶役場・福祉課 TEL:098-985-7124 

各種届出 

●水道：水道開設の手続きは役場具志川庁舎で実施しています。 

 ▶役場 具志川庁舎 上下水道課 TEL:098-985-2066 

●電気：電気開設の手続きは沖縄電力が行っています。詳しくはお問い合わせ下さい。 

 ▶沖縄電力 TEL：0120-586-390 

●ガス：島内の事業者は「JAおきなわ」「久米島ガス」の2社です。会社はお住まいのアパー

ト・借家によって異なりますので、大家さんに確認下さい。 

 ▶ＪＡおきなわ久米島支店ガス事業所  TEL:098-985-3415 

 ▶久米島ガス TEL:098-985-3929 

●インターネット:島内の主要施設周辺では公衆wi-fiを受信することができます。旅行者用と

島民用があり、島民用は役場プロジェクト推進課への申請が必要です。 

 ▶プロジェクト推進課 TEL：098-985-7141 

また、各戸にインターネットを引く際にはNTTもしくはauで手続きが必要です。 

 ▶NTT西日本 TEL：0120-116116 

 ▶auショップ久米島 TEL：098-985-2063 

転入したらこれをやろう 
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役場HP 

ようこそ久米島町へ 

 おきレシ(沖縄の食材を 

使ったレシピを紹介す 

るサイト) 

 
KIAC動物病院 

 

台風に備える 

日本気象協会 

 沖縄県 

「海洋危険生物に 

ついて」 

 久米島病院 

外来スケジュール 

 

便利帳 
施設 電話番号 営業時間 休日 備考 

公的施設 

久米島町役場（仲里庁舎） 098-985-7121(代） 8:30-17:15 土日祝・年末年始・慰霊の日   

久米島町役場（具志川庁舎） 098-985-2001 8:30-17:15 土日祝・年末年始・慰霊の日   

久米島町役場 商工観光課 098-851-9162 8:30-17:15 土日祝・年末年始・慰霊の日   

あじま～館（観光協会） 098-896-7010 8:30-17:30 土日祝・体験予約時は開館 ※貸会議室あり 

具志川農村環境改善センター 098-985-2444 9:00~17:30 火・年末年始 貸会議室・大ホールあり 

医療機関 

公立久米島病院 098-985-5555 
8:30-11:00 

13:00-16:00 

毎週日・月・祝・年末年始・

慰霊の日 

※科によって常設診療、外

来診療かが異なります 

※救急外来は24時間対応 

球美の島診療所 098-896-8036 
9:00-12:30 

14:00-17:00 
毎週土曜午後・日・祝祭日   

具志川歯科医院 098-985-2321 
9:00-12:00 

14:30-17:00 
毎週土曜午後・日・祝祭日   

仲里歯科診療所 098-985-7771 
9:00-12:00  

14:30-17:00 
毎週土曜午後・日・祝日   

KIAC動物病院 090-1519-6074   不定期（隔週診療）   

交通 

ＪＡＬグループ 予約・案内 
0570-025-071[有料] 

0570-025-022(会員) 
7:00-20:00 年中無休   

久米商船 098-985-3057 7:30-17:30 年中無休   

警察・消防 

久米島交番(110番） 098-985-2212 大田484-2／免許に関する業務は㈫もしくは㈮ 9:30-13:00 

久米島消防本部（119番） 098-985-3281 嘉手苅970 

海上保安庁 118 海の事件 海の事故の通報 

お役立ちサイト 
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広告 



 

16 


