
　②一部事務組合一覧 （令和４年１月1日現在）

1

企業長　金城　政光

〒901-0494

八重瀬町字東風平1473番地2

℡０９８（９９８）５０１８

南風原町/八重瀬町

沖縄市長　桑江 朝千夫

〒904-2141

沖縄市字池原3394番地

℡０９８（９３７）９９４２

沖縄市/宜野湾市/北谷町

浦添市長　松本　哲治

〒900-0029

那覇市旭町116番地37

（自治会館3階）

℡０９８（９６３）８８６２

県下全41市町村

1.

本部町長　平良　武康

〒905-0209 2.

本部町字北里182番地

  ℡０９８０（４８）３１７１

本部町/今帰仁村

   今帰仁村長　久田　浩也

〒905-0212

本部町字大浜850番地の3

℡０９８０（４７）７１１９

本部町/今帰仁村

設立
収入役に係る規約の変更
会計管理者の設置

消防及び救急に関する事務

倉浜衛生施設組合 【478032】2

5 本部町・今帰仁村消防組合
【478113】 S49.4.1

H17.1.13
H19.4.1

一般廃棄物処理場の設置及び
管理に関する事務

S44.12.26
S45.10.21
S51.2.4
S52.5.23
H19.4.1
H22.4.1

設立
宜野湾市の脱退
宜野湾市の再加入
現組合に名称変更
会計管理者の設置
組合事務所の位置の変更

し尿、塵芥施設及び附属
施設の設置、維持管理に
関する事務

設立
会計管理者の設置
最終処分場の設置及び管理に関する事
務の追加

S48.12.22
H19.4.1
H21.4.1

3
沖縄県市町村自治会館の建設
及び管理に関する事務
　

設立
仲里村及び具志川村の脱退
久米島町の加入
組合事務所の位置の変更
石川市、具志川市、与那城町及び勝連町
の脱退
うるま市の加入
平良市、城辺町、伊良部町、上野村及び
下地町の脱退
宮古島市の加入
東風平町、具志頭村、玉城村、知念村、佐
敷町及び大里村の脱退
南城市及び八重瀬町の加入
会計管理者の設置及び組合事務所の位
置の変更

沿　　　　　革
整理
番号

一部事務組合名／コード番号
管理者名／所在地等／組織する団体

共同処理する事務

南部水道企業団　【478016】
水道事業の経営に関する事務 S37.12.1

S47.5.15
H17.12.31
H18.1.1

H20.3.31
H22.2.1

設立
現企業団に名称変更
東風平町、具志頭村及び大里村の脱退
南城市（旧大里村の区域）及び八重瀬町
の加入
南城市（旧大里村の区域）の脱退
組合事務所の位置の変更

S48.10.1
H14.3.31
H14.4.1
H15.6.24
H17.3.31

H17.4.1
H17.9.30

H17.10.1
H17.12.31

H18.1.1
H19.5.14

4 本部町今帰仁村清掃施設組合
【478091】

沖縄県市町村自治会館
管理組合　　【478075】

し尿、塵芥施設に関する一
切の事務（ただし、収集に
関する事務及び不法投棄
等の処理を除く。）



〒900-0029

那覇市旭町116番地37

（自治会館5階）

℡０９８（９６３）８９１９

那覇市を除く県下全40市町村

南部水道企業団

倉浜衛生施設組合

 沖縄県市町村自治会館管理組合

 本部町今帰仁村清掃施設組合

 本部町・今帰仁村消防組合

島尻消防組合

東部消防組合

中部衛生施設組合

 中城村北中城村清掃事務組合

 金武地区消防衛生組合

中城北中城消防組合

国頭地区行政事務組合

南部広域行政組合

沖縄県町村交通災害共済組合

中部広域市町村圏事務組合

南部広域市町村圏事務組合

 北部広域市町村圏事務組合

八重山広域市町村圏事務組合

比謝川行政事務組合

中部北環境施設組合

那覇市・南風原町環境施設組合

沖縄県介護保険広域連合

沖縄県後期高齢者医療広域連合

南城市長　瑞慶覧　長敏

〒901-0169

南城市玉城字屋嘉部194番地

℡０９８（９４８）２５１２（総務）

南城市/八重瀬町

設立
複合的一部事務組合化
東風平町、具志頭村、玉城村、知念村及
び大里村の脱退
南城市（旧玉城村、旧知念村及び旧大里
村の区域）及び八重瀬町の加入
組合事務所の位置の変更
組合議会議員の定数に係る規約の変更
会計管理者の設置
消防及び救急に係る事務について南城市
（旧佐敷町の区域）の加入
し尿処理施設に係る事務について八重瀬
町（旧東風平町の区域）の加入
共同処理する事務の変更等
現組合に名称変更及び清掃事務を南部
広域行政組合へ移管
組合議会議員の定数に係る規約の変更

消防及び救急業務に関す
る事務

6
組織団体の職員の退職手
当の支給に関する事務
組織団体の非常勤職員に
対する公務による災害又
は通勤による災害に対す
る補償に関する事務
非常勤消防団員に対する
損害補償及び退職報償金
の支給に関する事務
消防作業従事者又は救急
業務協力者に対する損害
補償に関する事務
応急措置業務従事者に対
する損害補償に関する事
務
水防従事者に対する損害
補償に関する事務
消防職員及び非常勤消防
団員に対する賞じゅつ金
並びに受傷者ほう賞金の
支給に関する事務
災害弔慰金及び災害障害
見舞金の支給並びに災害
援護資金の貸付に関する
事務
市町村立学校の非常勤の
学校医、学校歯科医及び
学校薬剤師に対する公務
災害補償に関する事務

S50.10.1
S62.3.13
H17.12.31
　
H18.1.1
　

H18.10.18
H19.4.1
H21.4.1

H21.7.1

H26.4.1
H30.4.1

H30.9.28

島尻消防組合 【478181】7
1.

整理
番号

一部事務組合名／コード番号
管理者名／所在地等／組織する団体

共同処理する事務 沿　　　　　革

沖縄県市町村職員退職手当組合の設立
沖縄県市町村非常勤職員公務災害補償
等組合の設立
沖縄県市町村消防補償等組合の設立
上記三組合を整理統合し、複合的一部事
務組合を設立
共同処理する事務の追加
仲里村、具志川村、久米島総合施設組合
及び久米島消防組合の脱退
久米島町の加入
沖縄県介護保険広域連合の加入
石川市、具志川市、与那城町、勝連町及
び与勝事務組合の脱退
うるま市の加入
平良市、城辺町、伊良部町、上野村、下地
町、宮古島上水道企業団、宮古清掃施設
組合、宮古広域圏事務組合及び宮古広
域消防組合の脱退
宮古島市の加入
東風平町、具志頭村、玉城村、知念村、佐
敷町、大里村及び佐敷町知念村給食セン
ター事務組合の脱退
南城市及び八重瀬町の加入
組合議会議員の選挙区及び定数に係る
規約の変更
組織する団体の名称変更に係る規約の変
更（那覇市・南風原町環境施設組合）
会計管理者の設置及び組合事務所の位
置の変更
沖縄県後期高齢者医療広域連合の加入
解散した東部清掃施設組合、糸満市・豊
見城市清掃施設組合の削除及び組織す
る団体の名称変更に係る規約の変更（島
尻消防組合）

沖縄県市町村総合事務組合
【478156】(複合的一部事務組合）

座間味村長　宮里　哲

S50.4.1
S51.4.1
　
S54.4.1
S63.6.1
　
H14.3.29
H14.3.31
　
H14.4.1
H15.5.9
H17.3.31
　
H17.4.1
H17.9.30

H17.10.1
H17.12.31
　

H18.1.1
H18.5.31

H18.8.3
　
H19.4.1

H19.8.28
H30.4.1

1.

2.
　

　
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



与那原町長　照屋　勉

〒901－1103

南風原町字与那覇226番地

℡０９８（９４５）２２００

西原町/与那原町/南風原町

北中城村長　比嘉　孝則

〒901-2403

 中城村字伊舎堂787番地

ごみ処理施設（青葉苑）

℡０９８（９４２）３１１５

北中城村/中城村

うるま市長　中村　正人

〒904-2201

うるま市字昆布1844番地

℡０９８（９７２）７２０７

うるま市/読谷村/嘉手納町

中城村長　浜田　京介

〒901-2314

  北中城村字大城404番地

℡０９８（９３５）４７４８

北中城村/中城村

1.    消防に関する事務　

金武町長　仲間　一 2.

〒904-1294

金武町字金武7745番地

℡０９８（９６８）２０２０

恩納村/宜野座村/金武町

廃棄物処理に関する事務
（恩納村を除く。）

12 金武地区消防衛生組合
【478253】(複合的一部事務組合) S53.6.1

S54.7.23
S59.1.9
H19.4.1

設立
組合名称の変更（金武地区消防組合）
現組合に名称変更
会計管理者の設置

整理
番号

一部事務組合名／コード番号
管理者名／所在地等／組織する団体

共同処理する事務 沿　　　　　革

S53.6.1
H17.5.2
H18.8.1
H19.4.1

設立
収入役に係る規約の変更
組合議会議員の定数に係る規約の変更
会計管理者の設置

消防及び救急に関する事務
（消防団に関する事務を含
む。）
　

ごみ処理場の設置及び管理に
関する事務

S51.11.1
Ｈ16.1.15
H17.9.9
H18.7.21
H19.4.1
H27.1.1

設立
組合事務所の位置の変更
収入役に係る規約の変更
組合議会議員の定数に係る規約の変更
会計管理者の設置
共同処理する事務及び組合事務所の位
置の変更

中城村北中城村清掃事務組合
【478229】

9

し尿処理施設の設置及び管理
に関する事務（うるま市石川の
区域を除く。）
　

S52.4.1
S55.10.20
H17.3.31
H17.4.1
H19.4.1

設立
現組合に名称変更
具志川市、与那城町及び勝連町の脱退
うるま市の加入
会計管理者の設置

消防及び救急に関する事務 S51.4.1
H17.12.31
H18.1.1
H19.4.1
H21.3.31
H28.4.1

設立
佐敷町の脱退
南城市（旧佐敷町の区域）の加入
会計管理者の設置
南城市（旧佐敷町の区域）の脱退
出張所から分署への名称変更に係る規約
の変更

中城北中城消防組合【478245】11

中部衛生施設組合 【478237】10

東部消防組合　【478199】8



大宜味村長　宮城　功光

〒905-1411

国頭村字辺土名1727番地

℡０９８０（４１）５１００

国頭村/大宜味村/東村

〒901-0401

八重瀬町字東風平965番地

（南部総合福祉センター内）

℡０９８（９９８）８３９０

糸満市/豊見城市/南城市/

八重瀬町/与那原町/南風原町/

西原町/渡嘉敷村/座間味村/

粟国村/渡名喜村/南大東村/

北大東村/中城村/北中城村

座間味村長　宮里　哲

〒900-0029

那覇市旭町116番地37

（自治会館５階）

℡０９８（９６３）８９１９

県下全30町村

整理
番号

一部事務組合名／コード番号
管理者名／所在地等／組織する団体

共同処理する事務 沿　　　　　革

14 南部広域行政組合
【478300】（複合的一部事務組合） S56.4.1

H6.2.9

H11.10.4

H14.4.1

H17.12.31
　
H18.1.1
　
H19.4.1
H20.2.1

H20.7.1
　

H23.4.1

H24.5.1

H26.4.1
H30.4.1

設立
教育研究所の設置及び管理運営に関す
る事務の追加
感染症新法による伝染病隔離病舎事務の
廃止。事務の廃止に伴う浦添市、西原町、
仲里村、具志川村の脱退
西原町の加入及び共同処理する事務の
追加
東風平町、具志頭村、玉城村、知念村、佐
敷町及び大里村の脱退
南城市及び八重瀬町の加入並びに組合
事務所の位置の変更
会計管理者の設置
糸満市が一般廃棄物最終処分場の設置
及び管理運営に関する事務を取りやめ
一般廃棄物最終処分場の設置及び管理
運営に関する事務をごみ処理広域化計画
及び施設整備に関する事務に変更、当該
事務について糸満市の加入
視聴覚教育システムの整備及び管理運営
に関する事務について糸満市の加入
一般廃棄物最終処分場の設置及び管理
運営に関する事務の追加
理事会の設置、議員数及び任期等の変更
糸満市・豊見城市清掃施設組合、東部清
掃施設組合、島尻消防、清掃組合（衛生
に係る事務のみ）の３施設組合と組織統合
（事務を承継）
北中城村及び中城村の加入
ごみ処理広域化計画及び施設整備に関
する事務をごみ処理施設の設置及び管理
運営に関する事務に変更
し尿処理施設・汚泥再生処理センターの
設置及び管理運営に関する事務の追加
組合議会の組織、議員の選挙の方法及び
議員数について変更

設立
豊見城村、仲里村及び具志川村の脱退
久米島町の加入
与那城町及び勝連町の脱退
城辺町、下地町、上野村及び伊良部町の
脱退
東風平町、具志頭村、玉城村、知念村、佐
敷町及び大里村の脱退
八重瀬町の加入
組合議会議員の定数に係る規約の変更
会計管理者の設置及び組合事務所の位
置の変更

S56.4.1
H14.3.31
H14.4.1
H17.3.31
H17.9.30

H17.12.31
　
H18.1.1
H18.9.22
H19.4.10

15 沖縄県町村交通災害共済組合
【478318】

消防及び救急業務に関す
る事務
一般廃棄物処理施設の設
置及び管理運営に関する
事務
ごみの収集、運搬及び処
分に関する事務

1.

2.

3.

視聴覚教育システムの整
備及び管理運営に関する
事務（北中城村、中城村、
西原町を除く。）
教育研究所の設置及び管
理運営に関する事務（北
中城村、中城村、西原町、
南大東村及び北大東村を
除く。）
一般廃棄物最終処分場の
設置及び管理運営に関す
る事務（北中城村、中城
村、南風原町及び離島６
村を除く。）
ごみ処理施設の設置及び
管理運営に関する事務
（北中城村、中城村、南風
原町及び離島6村を除く。）
し尿処理施設・汚泥再生
処理センターの設置及び
管理運営に関する事務
（離島６村を除く。）

1.

2.
　

　
3.

4.

5.

13 国頭地区行政事務組合
【478296】

交通災害共済事業に関する事
務

S55.4.1
H14.11.5

H17.4.1
H18.3.31

H24.4.18
H26.7.28

設立
現組合に名称変更及び一般廃棄物処理
施設の設置及び管理運営に関する事務
の追加
収入役に係る規約の変更
ごみの収集、運搬及び処分に関する事務
の追加
国頭村に駐在所を設置
分遣所を大宜味村から東村へ移転

八重瀬町長　新垣　安弘



理事長　沖縄市長　桑江　朝千夫

〒904-2162

沖縄市海邦二丁目９番３５号

（中部市町村会館2階）

℡０９８（９２９）１６８５

沖縄市/うるま市/宜野湾市

北谷町/嘉手納町/西原町

読谷村/北中城村/中城村

〒907-0002

石垣市字真栄里６７２番地

℡０９８０（８３）７２１９

石垣市/竹富町/与那国町

整理
番号

一部事務組合名／コード番号
管理者名／所在地等／組織する団体

共同処理する事務 沿　　　　　革

16 中部広域市町村圏事務組合
【478351】（複合的一部事務組合）

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

H1.11.1
H6.10.1
　
H11.4.1
　
H17.3.31
　
H17.4.1
H19.4.1
H25.3.29

H28.4.1

H28.11.14

H29.4.1

R3.4.1

17 八重山広域市町村圏事務組合
【478369】(複合的一部事務組合) 1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

理事長　石垣市長　中山　義隆

設立
中部地区伝染病隔離病舎組合を中部広
域市町村圏事務組合に統合一元化
感染症新法による伝染病隔離病舎事業の
廃止
石川市、具志川市、与那城町及び勝連町
の脱退
うるま市の加入
会計管理者の設置
社会福祉法人の指導監査に関する事務
等の追加
クルーズ船の受入れに関する事務の追加
議決方法の特例に係る規約の変更
クルーズ船の受入れに関する事務につい
て北谷町及び中城村の加入
特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業の指導監査に関する事務の追加
障害福祉サービス事業者等の指導及び実
地検査に関する事務の追加

広域市町村圏計画の策定、実
施及び連絡調整関すること。
広域交流事業に関すること。
広域文化事業に関すること。
広域スポーツ事業に関するこ
と。
広域観光開発事業に関するこ
と。
広域物産展示事業に関するこ
と。
広域イベント助成事業に関する
こと。
広域研修事業に関すること。
広域的な人材活用、育成事業
に関すること。
地域づくり支援事業に関するこ
と。
消防等の広域化についての調
査研究に関すること。
介護認定審査会の設置及び運
営に関すること。
中波ラジオ中継放送局施設の
設置及び管理に関すること。

H3.11.1
H11.6.8
　
　
　
H16.3.23
　
H19.4.10
　

設立
伝染病隔離病舎の設置、管理、運営及び
伝染病患者の収容治療に関する事務の
廃止並びに介護認定審査会の設置及び
運営に関する事務の追加
中波ラジオ中継放送局施設の設置及び管
理に関する事務の追加
会計管理者の設置

中部広域計画の策定、当該計
画に基づく事業の実施及び連
絡調整に関する事務
ふるさと市町村圏基金を活用し
た次に掲げる事業の実施に関
する事務
ア 広域交流事業
イ 広域文化事業
ウ 広域スポーツ事業
エ 広域観光開発事業
オ 広域物産展事業
カ 地域イベント助成事業
キ 広域研修事業
ク 地域づくり支援事業
次に掲げる調査研究に関する
事務
ア　中部広域計画に基づく広
  域的な行政課題に関するこ
  と。
イ　広域にわたる振興発展に
  関すること。
社会福祉法(昭和26年法律第
45号)、老人福祉法（昭和38年
法律第133号）及び児童福祉法
（昭和22年法律第164号）に規
定する事務のうち、社会福祉法
人の指導監査に関する事務
クルーズ船の受入れに関する
事務
特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の指導監査に
関する事務
障害福祉サービス事業者等の
指導及び実地検査に関する事
務



理事長　那覇市長　城間　幹子

〒900-0029

那覇市旭町116番地37

（自治会館6階）

℡０９８（９６３）８２１３

那覇市/浦添市/糸満市/豊見城市

南城市/与那原町/南風原町

渡嘉敷村/座間味村/粟国村

渡名喜村/南大東村/北大東村

久米島町/八重瀬町　

〒905-0009

名護市宇茂佐の森五丁目２番地７

（北部会館１階）

℡０９８０（５２）７０４９

名護市/国頭村/大宜味村/東村/

今帰仁村/本部町/恩納村/

宜野座村/金武町/伊江村/

  伊平屋村/伊是名村　

整理
番号

一部事務組合名／コード番号
管理者名／所在地等／組織する団体

共同処理する事務 沿　　　　　革

18 南部広域市町村圏事務組合
【478377】（複合的一部事務組合）

1.

2.

3.

4.

5.

ふるさと市町村圏基金を活用し
た次に掲げる事業の実施に関
すること。
ア　広域観光事業
イ　広域文化事業
ウ　広域的健康づくり、スポー
   ツ及びレクリエーション事業
エ　広域的人材育成及び人
   材活用事業
オ 広域研修事業
カ 地域イベント助成事業
キ 地域間交流事業
ク 地域産業育成事業
ケ 地域づくり支援事業
広域的な振興事業の調査研究
に関すること。
いなんせ斎苑の建設及び管理
運営に関すること（那覇市及び
浦添市に係るものに限る。）。
南斎場の建設及び管理運営に
関すること（糸満市、豊見城
市、南城市、南風原町、八重瀬
町及び与那原町に係るものに
限る。）。
社会福祉法(昭和26年法律第
45号)第30条第１項第１号に規
定する所轄庁が行うこととされ
ている事務に関すること（浦添
市、豊見城市、南城市及び糸
満市に係るものに限る。）。

H4.11.1
H11.5.7
H14.3.31
H14.4.1
H15.2.5
　
　
H17.12.31
　
H18.1.1
H19.4.1
H25.3.18
　
　
　
　

H26.4.1

設立
共同処理する事務の追加
仲里村及び具志川村の脱退
久米島町の加入
介護保険法第14条の規定に基づく介護認
定審査委員会の設置及び運営に関する
事務の削除
東風平町、具志頭村、玉城村、知念村、佐
敷町及び大里村の脱退
南城市及び八重瀬町の加入
会計管理者の設置
広域市町村圏事務組合計画の策定及び
連絡調整に関する事務、広域的火葬場・
斎場建設計画に関する事務及び廃棄物
処理の広域化に係る調査研究に関する事
務の廃止
広域的な振興事業の調査研究に関する事
務の追加
社会福祉法関連事務の追加

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

設立
伝染病隔離病舎の設置、管理及び運営並
びに伝染病患者の収容治療に関する事
務の廃止並びに介護保険法第14条に規
定する介護認定審査会の設置及び運営
に関する事務の追加
北部会館に関する事務の追加
広域的な振興事業の調査、実施及び連絡
調整に関する事務の追加並びに介護保
険法第14条の規定に基づく介護認定審査
会設置及び運営に関する事務の廃止
会計管理者の設置
地方独立行政法人の設置及び管理に関
する事務の追加
北部広域ネットワークの管理運営に関する
事務の追加
北部広域ネットワークの管理運営に関する
事務について国頭村の加入

H4.11.1
H11.5.7

H14.11.28
H15.2.13
　
　

H19.4.1
H21.12.9
　
H28.4.6

R2.2.26

19 北部広域市町村圏事務組合
【478385】（複合的一部事務組合）

理事長　名護市長　渡具知　武豊

広域市町村圏計画の策定、実
施及び連絡調整に関すること。
広域的な振興事業の調査、実
施及び連絡調整に関すること。
広域交流事業に関すること。
広域文化事業に関すること。
広域スポーツ事業に関するこ
と。
広域観光開発事業に関するこ
と。
広域物産展事業に関すること。
地方独立行政法人法に基づく
地方独立行政法人の設置及び
管理に関すること。
北部会館の設置、管理及び運
営に関すること。
地域イベント助成事業に関する
こと。
広域研修事業に関すること。
広域的な人材活用及び育成事
業に関すること。
地域づくり支援事業に関するこ
と。
消防、塵芥及びし尿処理等の
広域化についての調査研究に
関すること。
北部広域ネットワークの管理運
営に関すること



読谷村長　石嶺　傳實

〒904-0202

嘉手納町字屋良1220番地

℡０９８（９５６）９９００

読谷村/嘉手納町/北谷町

〒904－2205

うるま市字栄野比1211番地6

℡０９８（９７２）６６１９

うるま市/恩納村

沖縄県知事　玉城　康裕

〒901-3123

久米島町字大田584番地1

℡０９８（９８５）３４１１

沖縄県/久米島町

那覇市長　城間　幹子

 〒901-1105

南風原町字新川650番地

℡０９８（８８２）６７１３

那覇市/南風原町

沖縄県知事　玉城　康裕

〒900-0035

那覇市通堂町2番1号

℡０９８（８６８）２５７８

沖縄県/那覇市/浦添市

整理
番号

一部事務組合名／コード番号
管理者名／所在地等／組織する団体

共同処理する事務 沿　　　　　革

20 比謝川行政事務組合
【478393】 （複合的一部事務組合）

1.

2.

ごみ処理施設及び一般廃
棄物最終処分場設置並び
に管理に関する事務（北谷
町を除く。）
自治体消防及び非常備消
防に関する事務

設立
介護保険認定に関する事務の追加及び
北谷町の加入
自治体消防及び非常備消防に関する事
務の追加
介護保険認定に関する事務の廃止
嘉手納町助役、収入役廃止による規約の
変更
一般廃棄物最終処分場の設置及び管理
に関する事務の追加
会計管理者の設置
事務局を久得から屋良へ移転

H6.4.1
H11.2.8

H14.4.1

H15.1.23
H15.7.11

H18.1.4

H19.4.1
H31.4.１

那覇市・南風原町環境施設組合
 【478423】

ごみ処理施設の設置、管理及
びごみの適正処理に関する事
務
　

H9.4.1
H17.3.31
　
H17.4.1
H19.4.1
H26.7.3

設立
石川市、具志川市、与那城町及び勝連町
の脱退
うるま市の加入
会計管理者の設置
議員定数の変更

21 中部北環境施設組合【478407】

うるま市長　中村　正人

22

24

沖縄県離島医療組合【478415】

1.

2.

H14.4.1
H17.12.26
H18.3.30
H19.4.1
H22.11.30
H23.11.2

設立
監査委員の選出追加に係る規約の変更
一部経費負担の追加に係る規約の変更
会計管理者の設置
一部経費負担事項の変更
一部経費負担事項の変更

港湾法の規定による港湾
管理者の業務
前号に掲げるもののほか、
規約第1条の目的（那覇港
の開発発展と利用の促進
を図るとともに、適正で能
率的な管理運営を行うこ
と。）を達成するため必要
な事務

那覇港管理組合 【478431】

H9.4.1
H14.3.31

H19.4.1
H21.3.31
Ｈ24.4.1

設立
仲里村及び具志川村の合併に伴う規約の
変更
会計管理者の設置
組合事務所の位置の変更
公益法人地域医療振興協会へ指定管理
委託

ごみ処理施設「那覇・南風
原クリーンセンター」の設
置及び管理運営に関する
事務
最終処分場「那覇エコアイ
ランド」の設置及び管理運
営に関する事務
還元施設「環境の杜ふれ
あい」の設置及び管理運
営に関する事務
還元施設「環境の杜ふれ
あい公園」の整備及び管
理運営に関する事務

1.

2.

3.

4.

H11.11.22
H15.7.22

H16.4.1

H17.12.1
H18.1.4

H19.4.1
H21.8.18
H25.1.24

H31.2.4

設立
ごみ処理施設の管理運営計画及び還元
施設建設に関する事務の追加
還元施設の管理運営計画、最終処分場の
建設及び管理運営計画に関する事務の
追加
組合事務所の位置の変更
現組合に名称変更、共同処理する事務の
変更（施設名称の明記）
会計管理者の設置
組合議会議員の定数に係る規約の変更
還元施設「環境の杜ふれあい周辺の公
園」の整備及び管理運営に関する事務の
追加
「環境の杜ふれあい公園」に施設名称変
更

1.

2.

久米島町における病院の
建設整備及び管理運営に
関すること。
久米島町における医療従
事者の確保に関すること。
　

23



　③広域連合一覧 （令和４年１月1日現在）

嘉手納町長　當山　宏

〒904-0398

読谷村字比謝矼55番地

（比謝矼複合施設２階）

℡０９８（９１１）７５００

 豊見城市/南城市/国頭村/大宜味村/

 東村/今帰仁村/本部町/恩納村/

  宜野座村/金武町/伊江村/読谷村/

 嘉手納町/北谷町/北中城村/中城村/

 与那原町/南風原町/渡嘉敷村/

 座間味村/粟国村/渡名喜村/

 南大東村/北大東村/伊平屋村/

伊是名村/久米島町/八重瀬町/

西原町

うるま市長　中村　正人

〒904-1192

うるま市石川石崎一丁目1番

 ℡０９８（９６３）８０１１

 県下全41市町村

　④協議会一覧（地方自治法第252条の2の2の規定による協議会） （令和４年１月1日現在）

中城村長　浜田　京介

〒901-2314

北中城村字大城503番地

℡０９８（９３５）５７１９

北中城村/中城村

沿　　　　　革

2 沖縄県後期高齢者医療
広域連合【478458】

1

整理
番号

広域連合名／コード番号
広域連合の長／所在地等／組織する団体

共同処理する事務 沿　　　　　革

1.

2.

1 沖縄県介護保険広域連合
【478440】 介護保険法に基づく事務

ア　被保険者の資格の管
   理に関する事務
イ　要介護認定及び要支
   援認定に関する事務
ウ　保険給付に関する事
   務
エ　介護保険事業計画の
   策定に関する事務
オ　保険料の賦課及び徴
   収に関する事務
カ　地域支援事業に関す
   る事務
キ　その他介護保険制度
   の施行に関する事務
ク　前ア－キの事務に付
　帯する事務
障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援す
るための法律に基づく事務
ア　障害支援区分審査判
　定に関する事務
イ　前アの事務に付帯す
　る事務

整理
番号

協議会名／会長名
所在地等／組織する団体

共同処理する事務

H14.7.30
H15.2.27
H15.4.1
H17.3.31
H17.12.31

H18.1.1
H18.4.1
　

H19.4.1
H24.4.5
H25.4.1

H28.3.31
　

設立
共同処理する事務の追加
介護保険事業開始
与那城町及び勝連町の脱退
東風平町、佐敷町、具志頭村、玉城村、知
念村及び大里村の脱退
南城市及び八重瀬町の加入
収入役の廃止並びに地域支援事業に関
する事務及び障害程度区分審査判定に
関する事務の追加
会計管理者の設置
組合事務所の位置の変更
「障害者自立支援法」から「障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律」へと改正されたことに伴う規約
の変更
西原町の加入及び地域支援事業の役割
分担に伴う規約の変更

被保険者の資格の管理に
関する事務
医療給付に関する事務
保険料の賦課に関する事
務
保健事業に関する事務
その他後期高齢者医療制
度の施行に関する事務（保
険料徴収の事務及び被保
険者の便益増進に寄与す
るものとして政令で定める
事務を除く。）

1.

2.
3.

4.
5.

H19.3.5
H25.6.28

設立
経費の支弁の方法に係る規約の変更

中城城跡の保存、管理、
活用に必要な清掃業務及
び使用許可、観覧料、使
用料の徴収等の事務に関
すること。
中城城跡の保存、管理、
活用に必要な管理棟、駐
車場、標識、境界標等の
設置、管理に関すること。
中城城跡共同管理のため
の一部事務組合設立研究
に関すること。

1.

2.

3.

H6.10.1 設立中城城跡共同管理協議会



石垣市長　中山　義隆

〒907-0013

石垣市浜崎町三丁目2番2号

（石垣市水道部庁舎内）

石垣市/竹富町

比謝川行政事務組合

ニライ消防本部消防長　照屋　圭一

〒904-0202

嘉手納町字屋良1220番地

（沖縄県消防指令センター） 

℡０９８（９２１）８１１９

 宜野湾市/石垣市/名護市/糸満市/

 豊見城市/うるま市/宮古島市/

 伊江村/渡嘉敷村/座間味村/粟国村/

 渡名喜村/南大東村/北大東村/

伊平屋村/伊是名村/久米島町/

 多良間村/竹富町/与那国町/

 島尻消防組合/東部消防組合/

 中城北中城消防組合/

 金武地区消防衛生組合/

   国頭地区行政事務組合/

比謝川行政事務組合

1.
2.

3.

設立
沖縄市の脱退（予告脱退）
那覇市、浦添市及び本部町・今帰仁村消
防組合の脱退並びに組合事務所の位置
の変更
組織する団体の名称変更に係る規約の変
更（島尻消防組合）

H23.7.21
H28.3.31
H28.4.１

H30.4.1

整理
番号

協議会名／会長名
所在地等／組織する団体

共同処理する事務 沿　　　　　革

2 石垣市・竹富町合併協議会 H17.3.4
H17.3.28

3 沖縄県消防通信指令施設
運営協議会 消防指令に係る施設の整

備及び維持管理並びに災
害通報の受信、出動指令
その他の指令運用に関す
る事務
前号に掲げるもののほか、
消防指令施設等の運営に
必要な事務
　

1.

2.

設立
休止

合併に関する協議
合併に伴う新市建設計画
の作成
前２号に掲げるもののほ
か、合併に関し必要な事項


