


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、皆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、この冊子を作りました。

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。皆さまにもぜひ、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きっかけになるよう、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、皆さまを歓迎し、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、皆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。

久米島町・久米島島ぐらしコンシェルジュ一同

-島人みんなで織り上げる未来-
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久米島町はどんなところ？
くめじま

沖縄県久米島町は、沖縄本島から西に約100㎞に位置する離島です。
県内では５番目に大きい島で、行政区面積は63.65k㎡、島の一周道路は約23㎞
です。
平成14年（2002年）に具志川村（ぐしかわそん）と仲里村（なかざとそん）が
合併し久米島町が誕生しました。
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！

歴史・伝統がすごい！

産業がすごい！

自然がすごい！

人口 7578人

世帯数 3985世帯

（202２年１月1日現在）

飛行機 （約30分）
那覇－久米島便 約７便就航

琉球一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。

「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。

島の中央には、ラムサール条約に登録された渓流・湿地があり、クメジマボタルや
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。

年間平均気温 22.9℃

フェリー（約３時間～３時間半）
那覇泊港－久米島兼城港
１～２便就航

全国１位 車えび 海ぶどう

県内１位 紅イモ
生産量

久米島紬 紬発祥の地

国指定重要無形文化財指定

海洋深層水
取水量国内最大
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※予定は変更の可能性があります。
※旬の食材の時期は、生育環境や年毎の気候によって異なります。
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久米島で最も高所の集落で、

湧水も豊富なエリア。



島ぐらし情報

各種制度の内容や利用方法が島外とは異なったり、他市町村で整備されている
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ので、ご注意ください。

結婚

〇若い世代の結婚新生活を支援する制度があります。

〇久米島では、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。

＜結婚に関するお問い合わせ＞

☎ 098-985-7123町民課

妊娠・出産

〇妊娠
福祉課に届出ください。親子健康手帳を交付します。

〇出産
公立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
が島内にはなく、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。

〇助成金・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。

＜お問い合わせ＞

福祉課 ☎ 098-985-7124

子育て

〇保育所（園）
開所時間は7：30～18：30 対象 生後４ヶ月～４歳児までが預かり対象です。

＜お問い合わせ＞

福祉課 ☎ 098-985-7124

〇幼稚園
通園時間は8：15～14：00 対象 ５歳児の１年保育のみ。
町立幼稚園が２箇所あり、令和4年度からケータリング方式の給食が実施されます。

〇預かり保育について
「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、保育時間は18:00までとなります。

＜幼稚園・預かり保育に関するお問い合わせ＞

久米島町教育委員会 ☎ 098-985-2287
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〇健診と予防接種
乳幼児健診は年３回実施しています(乳児・1歳半・3歳・５歳)。乳幼児及び児童の
定期予防接種は、無料で受けることができます。

〇こども医療費助成
助成を受けるためには所定の手続きが必要となります。

＜健診や予防接種、医療費助成に関するお問い合わせ＞

福祉課 ☎ 098-985-7124

〇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（おねがい会員）と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。

＜ファミリーサポートに関するお問い合わせ＞

福祉課 ☎ 098-985-7124

〇久米島町子育て支援センター「にじのひろば」

＜にじのひろばに関するお問い合わせ＞

☎ 098-894-6209

〇小学校 （６校）
お住まいの地域により校区が決まっております。

〇放課後こども教室
各小学校で学習支援、スポーツ支援などを行う「放課後こども教室」があります。
活動日や時間は学校や季節、教室により異なります。

〇学童（２箇所）
詳細は福祉課までお問い合わせください。

〇中学校（２校）
アメリカへ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。

〇高校（沖縄県立久米島高等学校）
普通科・園芸科があります。

〇町営塾（久米島学習センター）
久米島高校生のための町営塾（ほんのもり内）

福祉課 ☎ 098-985-7124

久米島町教育委員会 ☎ 098-985-2287

じんぶん館 ☎ 098-851-7721

沖縄県立久米島高等学校 ☎ 098-985-2233

＜小中学校・子ども教室に関するお問い合わせ＞

＜久米島高校に関するお問い合わせ＞

＜町営塾に関するお問い合わせ＞

＜学童に関するお問い合わせ＞
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交通手段

〇 自家用車：島内での移動は車が基本です。夫婦で１台ずつの方も多いです。

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、メンテナンスが必要！

〇 路線バス：空港線（往路・復路）
一周線（右廻り・左廻り）／島尻線が運行しています。

〇 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。

〇 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。

ごみ出し

〇 燃えるごみ・燃えないごみは、島内の商店で指定ごみ袋を購入し利用する必要があります。
その他、ごみの出し方に関するポスターを配布しています。

＜ごみ出しに関するお問い合わせ＞

環境保全課 ☎ 098-985-7126

生活に関連する施設

保育所（園） 定員 対象年齢

公立 中央保育所 90 ４ヶ月～４歳児

法人

なでしこ保育園 40 ３ヵ月～４歳児

そらなみ保育園 120 ３ヵ月～４歳児

家庭的保育事業わかば 5 ４ヶ月～２歳児

幼稚園 定員 備考

町立
清水幼稚園 なし ５歳児の１年保育のみ

※義務ではありませんがほとんどの
子どもが通っています。仲里幼稚園 なし

※年度によっては待機児童がいる場合もあります。役場HPでご確認ください。

＜ 教育 ＞

ごみ分別表

バス時刻表
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学童保育 定員 校区

一社
風の帰る森学童クラブ 40 大岳・清水・久米島小学校

なないろ学童クラブ 40 仲里・美崎・比屋定小学校

※校区に関しては必要に応じてご相談ください。

その他 概要

町営
久米島町ファミリー
サポート・センター

子どもをみてもらいたい保護者と、みることができる
人をつなげ子育てをサポートする組織

社協
子育て支援センター
「にじのひろば」

生後３ヵ月～就学前の親子、妊婦さんがどなたでも
無料で利用できる施設

法人
こども発達サポート多機能型
事業所ＳＴＡＲ

児童発達支援および放課後等デイサービスを行う
事業所(R4.4～ 2事業所)

小学校 生徒数 備考

町立

清水小学校 ～150 清水幼稚園併設

大岳小学校 ～80

久米島小学校 ～60

仲里小学校 ～140 仲里幼稚園併設

美崎小学校 ～50

比屋定小学校 ～10

中学校 生徒数 備考

町立
久米島西中学校 ～120

球美中学校 ～100

高校 定員（１学年） 備考

県立

久米島高等学校
80 普通科

40 園芸科

沖縄県立大平特別支援学校高等部
久米島高等学校分教室

なし （３～４名／１学年）
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久米島町地域支援交流学習センター 生徒数 概要

町営

町営寮「じんぶん館」 30
久米島高校に通う離島
留学生のための町営寮

町営塾「久米島学習支援センター」 (随時募集中)
久米島高校生のための
町営塾（「ほんのもり」内）

福祉 概要

未来サポートステーション球美 障がい者就労支援事業所

地域活動支援センター「さくら」 地域活動支援センター

わかみず・くめしま・球美の家 居宅介護支援事業所

球美の杜
特別養護老人ホーム、短期入所生活介護（ショートス
テイ）、通所介護(デイサービス)

くめしま
特別養護老人ホーム、認知症対応型通所介護（認知症
デイサービス）、短期入所生活介護（ショートステイ）

まがい友遊苑
グループホーム、認知症対応型通所介護
（認知症デイサービス）

家福みー家・福志士会・わかみず・かりゆし 訪問介護（ホームヘルプ）、通所介護（デイサービス）

※詳しくは福祉課へお問い合わせください。

＜ 医療・福祉 ＞

医療 概要

公立久米島病院
救急外来24時間対応
（診療科によって常設診療、非常設診療があります）

球美の島診療所 休診日/日・祝日

具志川歯科医院 休診日/日・祝日

福祉 概要

久米島町複合型防災・地域交流センター
（ほんのもり）

図書館・学習室・多目的室・緊急時の備蓄倉庫を
併設している2020年にオープンした防災施設。
蔵書数は約16,000冊、今後さらに増える予定。

久米島町健康運動施設「ＳＭＡＰ」
町民のためのスポーツジム。健康運動指導士による
指導が受けられ、利用料は無料。

久米島ホタルドーム トレーニングルームや人口芝の室内運動場。

久米島シーサイドパークゴルフ場 日本パークゴルフ協会認定コースの全45ホール。



台風対策

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、
きちんと備えておけば、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。

〇 家の外の備えを行う（大雨が降る前、風が強くなる前に済ませましょう）
風で飛ばされそうな物は飛ばないように固定したり、屋内へ片付けましょう。

〇 家の中の備えを行う
・ 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、新聞紙等で窓枠の隙間を埋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（生活用水）、食料、懐中電灯などを確保しましょう。

〇 避難場所の確認を行う
避難場所として指定されている場所への避難経路を確認しましょう。
避難所が開設されたら明るい時間帯に自主避難をする。

台風接近中は不要な外出は控え、危険な場所へは近づかない！！

【避難場所】
・久米島町役場 仲里庁舎
・具志川農村環境改善センター
・複合型防災・地域交流センター(ほんのもり)

詳細は町HP
「災害への備え」をご確認ください。

危険な生き物

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。咬まれて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：１～２㎜ほどの虫で、２月～５月の海岸沿い・昼から夕方に多く見られます。咬ま
れた部位は腫れたり、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」をご確認ください。

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
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沖縄・久米島のあれこれ

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。

〇トゥシビー（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。

〇ジュウルクニチ（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。

〇シーミー（清明祭）

旧暦３月頃から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
で供養します。

〇旧盆

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。地域によっては、エイサーも行われます。

旧暦（太陰暦）と伝統行事

冠婚葬祭

〇結婚式
沖縄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。

〇葬式

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、七分丈の喪服用ワンピースなどが一般的です。

マナー

〇ウタキ（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。

〇草刈り、庭掃除

草刈りや落ち葉掃き、庭掃除はこまめに行うようにしましょう。

〇沖縄独特のことば

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
仕組み。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。集会に合わせて飲み会をするのが一般的で、ゲスト参加もよくあります。仲良く
なった方からお誘いがかかるかも？13



離島住民割引カードを作ると、飛行機やフェリーの運賃に割引
があります。詳細は町HP「離島住民カード」をご確認ください。

転入したらこれをやろう！

離島住民割引カード

＜お問い合わせ＞ 町民課 ☎ 098-985-7123

生活インフラの開設

〇水道
水道開設の手続きは、具志川出張所（あじま～館内）上下水道課で実施しています。

〇電気
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ください。

上下水道課 ☎ 098-985-2066

沖縄電力 ☎ 0120-586-390

〇ガス
島内事業者は「JAおきなわ」「久米島ガス」の２社です。お住まいのアパートや
借家によって異なりますので、大家さんにご確認ください。

JAおきなわ久米島支店 ガス事業所 ☎ 098-985-3415

久米島ガス ☎ 098-985-3929
〇インターネット
島内は光回線が整備されています。各戸にインターネットを引く際には、 NTTや
各プロバイダなどにご相談ください。 ＮＴＴ西日本 ☎ 0120-116-116

各種届出

〇ペットの登録
愛犬がいらっしゃる方は、役場への登録が必要になります。

環境保全課 ☎ 098-985-7126

〇住所変更
健康保険、運転免許証などの住所変更手続きが必要です。
運転免許証の手続きは久米島交番にて行えます。

久米島交番 ☎098-985-2212
受付日時 火・金 9：30～13：00

〇お手伝いが必要な方
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、福祉サービスを希望
される方は、福祉課へご相談ください。

福祉課 ☎ 098-985-7124
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自治会（字）に加わる

• 字とは島内における集落の単位で、本土で言う「自治会」や「町内会」にあたります。
そして、自治会ごとに区長さんがいらっしゃいます。

• 字への加入は必須ではありませんが、集落の維持、住みやすい集落作り、そして何
より皆さま自身が地域の方とより良いコミュニケーションをとり楽しい生活を送るため
にも字への加入をおすすめしています。

• 字には字費があり、地区や世帯等により異なりますので住まわれる字や役場にご確
認ください。(一世帯￥500～￥2,000ほどです)

• 字の主な行事としては、スーンジ(集落清掃）やエイサー、子供会、老人会などがあり、
字費もそういった活動や行事に使われます。地区で配布されるお知らせや街灯の
維持管理も字費から出ています。

字への参加方法 字名

集落清掃時に公民館へお越しください

比屋定・上阿嘉・真謝・宇根・泊・西奥武
(東奥武)・イーフ・島尻・嘉手刈・仲泊・
西銘・大原・北原・具志川・仲地・山里・
久間地

区長を直接訪問ください
下阿嘉・謝名堂・山城・真我里・銭田・
儀間・鳥島・上江洲

その他
比嘉・宇江城(山田原)・真泊・兼城・
大田・仲村渠

※集落清掃日程は久米島町役場HP「久米島町年間行事予定表」をご確認ください。

※その他に該当する字、区長さん宅が分からない、その他ご不明な点は、下記まで

ご連絡ください。

区長会担当 ☎098-985-7121

15
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「これってどうすればいいの？」

「お祭りに行きたいけど一人だと不安・・・」

そんな時は定住サポーターズへ！

定住サポーターズは、移住された方が島になじみ、

安心して定住できるようサポートするチームです。

主な活動

〇みーしまんちゅ（新島人）の会「茶話会」
移住者を対象としたゆるい交流会です。
コワーキング仲原家で毎月第２・４土曜14:00～16:00に開催。ご予約不要で誰でも
気軽に参加できます。

〇「ハルサー（畑人）同好会」

「島に来たら家庭菜園をやりたい！」でも畑の経験がなくて・・・という方向けの畑サーク
ルです。

〇地域行事やイベントへの参加

島内で開催される地域行事やイベント、お祭りなどに一緒に参加しましょう！

～お問い合わせは「島ぐらしコンシェルジュ」まで～

コワーキングスペース「仲原家」

Wi－Fi接続やコピー機もご利用いただけます。
ゆんたく（おしゃべり）の場としての利用もどうぞ！

開館時間
火曜日～土曜日
10：00～16：00
※水曜日は午後のみ開館となります。

休館日 日・月曜日、祝日

利用料金
コワーキングスペース １人（１時間）：町民 100円（町民以外 200円）
畳間１回（１時間）： 町民 400円（町民外 600円）

島コンがいるよ！
［真謝20番地］

1６
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便利帳
機関 電話番号 概要

久米島町役場 ㈹098-985-7121

久米島町役場：町民課 098-985-7123 転入・離島カード手続き

久米島町教育委員会（教育課） 098-985-2287 幼稚園、小・中学校

沖縄県教育庁県立学校教育課（那覇市） 098-866-2715 県立小学校

沖縄県立久米島高等学校 098-985-2233 高校

久米島町役場：企画財政課 098-985-7122 高校魅力化プロジェクト関連
（町営寮・町営塾）TEL：098-851-7721

久米島町役場：福祉課 098-985-7124 保育所、学童、老人福祉、障害施設

久米島町役場：環境保全課 098-985-7126 ごみ出し、ペット（犬）の登録

学校給食センター 098-985-2790 アレルギーなど

公立久米島病院 098-985-5555 24時間対応病院

球美の島診療所 098-896-8036 内科

KIAC動物病院（KumeIsland Animal Clinic) 090-1519-6074 第2第4水曜日10:00～15:00（先着順）

沖縄電力 0120-586-390 電気

久米島町役場：上下水道課 098-985-2066 水道

JAおきなわ久米島支店ガス事業所 098-985-3415
ガス
※お住まいのアパート・家によって異なります。

久米島ガス 098-985-3929

NTT西日本 ㈹0120-116-116 Wi-Fi（フレッツ光）

仲里自動車学校 098-985-8132 運転免許証取得

久米島交番 098-985-2212 運転免許証変更・更新

久米島町消防本部 098-985-3281

久米島町

公式HP

KIAC
動物病院

公立久米島病院
外来予約表
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