令和元年度那覇市民生委員児童委員連合会事業報告書

1. はじめに
令和元年度は、年号が変わり、自然災害、首里城火災、新型コロナウイルス拡大防止のため事業縮小等
めまぐるしい中、12月1日には全国一斉改選が行われました。全国的な傾向として民生委員・児童委員
（以下、委員）の欠員地区が増加するなかで、那覇市における欠員数は100名を超える危機的状況となっ
ています。
重点活動にも掲げているように、欠員地区解消には広報周知活動として、欠員地域へのポスティングや
委員の「担い手」確保及び住民への周知活動を那覇市、那覇市社会福祉協議会（以下、那覇市社協）及び
関係機関と連携し取り組みました。「地域版 活動強化方策」については、沖縄県民生委員児童委員協議
会の職員をお呼びして、「地域版 活動強化方策」の今後の計画や取り組み方について、三役向けの研修
会を実施しました。
また、那覇市委託事業の全体研修会では、委員活動で最も重要な個人情報等について、沖縄国際大学学
長の前津榮健氏を講師としてお招きし個人情報保護法制の体系から個人情報保護制度の意義・概要につい
て講話してもらい今後の活動について参考になりました。
以下、本年度事業の実施状況について報告いたします。
2. 重点活動
（１）委員活動の環境整備に向け積極的に取り組みをします。
①委員定数や担当地域区割りについて、行政と協働し地域環境変化に即応した適正化を検討します
②活動記録集計結果から地域の課題について検討しその改善に取り組みます。
③民生委員制度の広報周知に取り組み、欠員補充につなげます。
（２）「地域版 活動強化方策」の作成に向けて取り組みます。
（3）行政・社協・自治会及び関係機関と連携し地域力を高め、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推
進します。
3. 事業実施事項
（1）活動基盤の強化
①個別援助活動強化による在宅福祉活動の推進
ア. 那覇市社協委託事業「地域見守り交流事業」を実施し、個別支援援助活動や相談援助活動
を推進した。
イ. 那覇市社協事業「歳末たすけあい見舞激励金事業」を通しながら見守り訪問活動や個別支
援援助活動を推進した。
ウ. 避難行動要支援者名簿から災害時においての支援を必要とする方への同意書（意思確認）
の記入を推進した。
②児童委員活動の強化推進
ア. 各単位民生委員児童委員協議会（以下、単位民児協）において、小・中学校で関わってい
る関係機関との情報交換会を実施。児童委員として密接な連携活動を推進した。
イ. 主任児童委員研修会で、主任児童委員及び会長と各単位民児協エリアの地図を広げ小学校
区・中学校区、隣接校等の再確認を実施した。
③単位民児協基盤強化策の推進
単位民児協の自主運営と機能強化を図ることを目的として、次の活動を推進した。
ア. 各単位民児協の会計事務処理に関する指導支援。
イ. 活動記録用紙の提出を毎月にし、集計ミスの軽減や記入カ所の指導支援。
ウ. 1年未満の新任委員向けの活動記録の記入の仕方についての研修会
エ. 各種専門部会の活動活性化のため、各部会長連絡会等で各単位民児協の現状課題を共有し
改善策について検討した。
オ. なは市民協働プラザ分室は、単位民児協の会議や部会活動などの拠点として有効活用され
た。
カ. その他、委員の資質の向上のため、関連する講演会や研修会等への参加を呼びかけた。
（2）那覇市民生委員児童委員連合会基盤強化策の推進
①欠員地区の解消と補充対策について取組を行った。
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ア． 各単位民児協や市担当部局（福祉政策課）と連携し委員の補充対策に努めた。
（本年度新任委員34名委嘱）
イ． 那覇市退職者説明会にて委員の募集を呼びかけ。
ウ. 各自治会長定例会・まちづくり協議会・保育園長会等へ委員募集の呼びかけ
②各専門部会ごとの連絡会、研修の実施
③委員データベースの整理
ア. 全国民生委員児童委員連合会研修参加履歴、各種表彰受賞歴、役職履歴、退職者・新任者
の個人データー作成
（3）行政・社会福祉協議会等関係機関との連携強化活動
①見守り活動の中で、「緊急医療情報キット」配布の推進、避難行動要援護者名簿に基づく安否
確
認、「地域見守り隊」の結成や欠員対策を目的に地域福祉懇談会を実施。
②世帯更生援助活動の推進
ア. 定例会等において那覇市社協を講師に招き生活福祉資金貸付制度の研修を受け理解促進
に努めた。
※那覇第5民児協（9月）
③児童扶養手当に関する調査・証明について子育て応援課を講師に招き証明事務について勉強会
を実施
4． 諸会議の開催
（１）役員会
13回 （連合会役員 5名 事務局長）
（２）理事会
4回 （単位民児協 会長 16名）※臨時開催含む
（３）評議員会
２回 （単位民児協 正副会長会計 64名）
（４）会長連絡会
12回 （単位民児協 会長 16名）
(5)単位民児協会計・会長合同連絡会
1回
（6）単位民児協会計・監事連絡会 （新型コロナウイルス拡大防止の為 中止）
（7）企画委員会
1回 （民児連副会長1名 単位民児協企画委員16名）
※事務局長不在の為 10月の企画委員会は延期
（8）広報部会
1回 （民児連副会長1名 単位民児協広報部会長16名）
※新型コロナウイルス拡大防止の為 3月の広報部会は中止
※県内研修報告（第1回 広報部会）
（9）主任児童委員代表者会議 1回 （4地区代表 3名）
(10)定期監査
1回 （外部監事 2名）
(11)表彰委員会
1回 （民児連役員 外部委員）
5． 大会、研修会の開催及び県外派遣受講報告
（１）那覇市民生委員児童委員連合会主催
第38回那覇市民生委員児童委員大会（那覇市共催）
期 日 令和元年11月13日（水）
場 所 パレット市民劇場
参加者 281人
被表彰者 83人（永年勤続功労24人、感謝59人）
記念講演： テーマ 『子どもの貧困』那覇市と子どもと地域をつなぐサポートセンター糸
の取り組みから見えてきたこと！！
講 師 山城 忠信 氏 那覇市福祉部保護管理 副参事
城間えり子 氏 那覇市社会福祉協議会 地域福祉課
子どもと地域をつなぐサポートセンター糸 担当CN
（2）那覇市委託事業による研修
①那覇市新任民生委員児童委員研修会
第1回 令和元年6月26日（水） 参加者 12人
第2回 令和元年9月9日（月） 参加者 5人
第3回 令和元年12月16日（月）参加者 12人
第4回 令和2年3月9日（月） ※新型コロナウイルス拡大防止の為 中止
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②那覇市新任民生委員児童委員活動記録研修会
第1回 令和元年11月27日（木） 参加者20人
③那覇市民生委員児童委員全体研修
期 日： 令和2年 2月17日（月） 14：00 ～ 16：00
場 所： 那覇市立中央公民館 ホール
参加者： 147人 福祉政策課 3人
内 容： 「個人情報保護制度の意義としくみ」
講 師： 前 津 榮 健（沖縄国際大学学長）
④那覇市民生委員児童委員地区別合同研修会
ア． 那覇地区民児協合同研修会（参加者：76名）
テーマ： 「18年間の民生委員活動と役員経験から伝えたい事、現在の生きがい」
講 師： 高 良 桂 子 （元 那覇第3民児協会長）
イ．真和志地区民児協合同研修会（参加者：82名）
テ－マ： 「事例学習 事例を共有しながらグル-ワーク」
講 師： 前 川 三 奈 （民児連事務局）
ウ．首里地区民児協合同研修会（参加者：51名）
テーマ： 「児童虐待について」
講 師： 當 眞 郁 子 那覇市母子生活支援センターさくら
エ．小禄地区民児合同研修会（参加者：48名）
テーマ： 「那覇市の防災について」
講 師： 松 田 博 之 （沖縄気象台 業務課 調査官）
⑤児童福祉部・主任児童委員研修会
期 日： 令和元年8月27日（火）
① 真和志地区・小禄地区 10：00～12：00
② 那覇地区・首里地区
14：00～16：00
場 所： 沖縄県立博物館美術館 博物館講座室
参加者： 90名
テーマ： 民生委員・児童委員と学校、支援員との連携強化について
内 容 ・それぞれの役割の紹介（活動内容）
「児童委員活動を深めていくために課題と向き合い、今できる事を探る」
・グループワーク
関係機関との情報交換
・まとめ＆発表
⑥地域福祉部研修会
期 日： 令和元年9月25日（水）14：00～16：00
場 所： 沖縄県立博物館美術館 博物館講座室
参加者： 83名
内 容： ゲートキーパーについて
⑦沖縄県民生委員児童委員協議会総会・研究協議会への参加
ア． 第1回（総会・研究協議会）
期 日 令和元年5月31日（金）13：30～16：30
場 所 沖縄県総合福祉センター
参加者 15人（単位民児協会長）
イ． 第2回（総会・研究協議会）
期 日 令和2年3月18日（水）13：30
場 所 沖縄県総合福祉センター
※ 新型コロナウイルス拡大防止の為中止
ウ. 令和元年度 沖縄県民生委員児童委員協議会 臨時総会
期 日 令和元年12月18日（水）13：30
場 所 沖縄県総合福祉センター
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参加者
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15人（単位民児協会長）

（３）県外研修会等への参加・報告会
①第88回全国民生委員児童委員大会〔福島県〕（主催：全民児連）
期 日： 令和元年10月17日（木）・18日（金）※台風の為、大会中止
場 所： 福島県
②令和元年度民生委員・児童委員のための相談技法研修会（主催：全社協）
期 日： 令和元年8月27日（火）～28日（水）
場 所： 新横浜プリンスホテル（神奈川県）
参加者： 長 堂 和 男（那覇第5民児協）
報告日： 令和2年2月17日（月）※全体研修会で報告
③令和元年度民生委員・児童委員リーダー研修会
期 日： 令和元年9月2日（月）～4日（水）
場 所： 新横浜プリンスホテル（神奈川県）
参加者： 上 原 明 貴（小禄第1民児協）
報告日： 令和元年9月25日（水）※地域福祉部研修会で報告
④全国主任児童委員研修会
期 日： 令和元年8月7日（水）～8日（木）
場 所： びわ湖大津プリンスホテル（滋賀県）
参加者： 宮 良 友 子（那覇第4民児協）
細 田 光 雄（真和志第3民児協）
報告日： 令和元年8月27日（火）※児童福祉部・主任児童委員研修会で報告
⑤平成30年度全国児童委員研究協議会
期 日： 令和2年1月21日（火）～23日（木）
場 所： 東京ベイ幕張ホール（千葉県）
参加者： 村 上 直 惠（真和志第2民児協 会長）
伊 佐 千 代 美（真和志第5民児協）
報告日： 令和2年2月17日（月）※全体研修会で報告
（４）県内大会への参加
①第43回那覇市社会福祉大会
期 日： 令和元年9月20日（金）13：30
場 所： パレット市民劇場
参加者： 225人
被表彰者 36名
②第62回沖縄県社会福祉大会
期 日： 令和元年10月9日（水）13：30
場 所： 沖縄コンベンションセンター劇場棟
被表彰者： 28名
地域福祉活動とその他活動
（１）在宅福祉サービス活動の支援（ふれあいデイサービス活動）
①各地域において開催されている「地域ふれあいデイサービス」への参加協力を行なった。
（２）ネットワークづくりとボランティアの発掘・育成の協力（地域見守り隊活動）
①平野区自治会（平成31年4月25日結成）真和志第4民児協区域
②石嶺ハイツ自治会「シャレード」（令和元年5月15日結成）首里第3児協区域
③あけぼの地域（令和元年6月4日結成）那覇第1民児協区域
④大道区自治会（令和元年9月24日結成）真和志第1民児協区域
⑤松川共同住宅自治会（令和元年10月19日結成）真和志第2民児協区域
⑥安次嶺でいご会「老人クラブ」（令和2年2月7日結成）小禄第3民児協
（3）単位民児協又は那覇市社協主催の地域福祉懇談会及び地域主催行事へ出向き推薦準備会を踏
まえた委員の欠員状況及び委員の活動紹介と募集について自治会、ＰＴＡ等へ説明
①小禄第2民児協 令和元年7月18日（木）
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②真和志第5民児協 令和元年8月17日（土）
③真和志第1民児協 令和元年9月10日（火）
④首里第2民児協 令和元年9月13日（金）
⑤那覇第5民児協 令和元年10月27日（日）天久ピアザ自治会
⑥真和志第2民児協 令和元年11月13日（水）
⑦那覇第5民児協 令和元年12月2日（月）県営天久高層住宅自治会
⑧首里第3民児協 令和元年12月10日（火）
⑨那覇第5民児協 令和2年1月19日（日）銘苅新都心自治会
⑩真和志第2民児協 令和2年2月18日（火）
⑪那覇第1民児協 令和2年3月6日（金）曙1丁目自治会
⑫那覇第4民児協 令和2年3月14日（日）楚辺1丁目自治会
⑬首里第1民児協 令和2年3月19日（木）大名地域まちづくり協議会
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（4）「民生委員・児童委員発 災害時一人も見逃さない運動」の関連活動
①那覇市避難行動要援護者名簿にもとづき、高齢者世帯等の把握、訪問を行った。
（5）「民生委員・児童委員の日 5月12日」事業の推進
①那覇市長「一日民生委員」委嘱状交付及び広報セレモニー
②那覇市長の一人暮らし高齢者宅への友愛訪問（那覇第3民児協地域）
③啓発広報活動
ア． 懸垂幕の掲示（本庁玄関前広場）
イ. パネル展示（本庁ロビー）
ウ. 横断幕掲示（各民児協地域）
エ． 琉球新報論壇記事掲載（民児連会長 新城ヒロ子）
（6）委員活動の広報・啓発活動の実施
①広報誌「うまんちゅだより第21号」（7月1日付け発行4,000部）の発行
②広報チラシ・パンフレットを民生委員・児童委員の日及び活動週間・月間に担当区域内で配布
那覇市並びに那覇市社会福祉協議会、那覇市自治会長連合会との連携・協働及び協力
（１）四者会議（2回）
①第１回
期 日： 令和元年12月20日（金）10：00～12：00
場 所： 那覇市役所本庁舎1001 会議室
参加者： 那覇市民生委員児童委員連合会役員 那覇市自治会連合会役員
那覇市社会福祉協議会 那覇市福祉部他関係部
②第２回
期 日： 令和2年3月30日（月）
場 所： 那覇市役所本庁舎1階 市民会議室
参加者： 那覇市民生委員児童委員役員 那覇市自治会連合会役員 那覇市社会福祉協議会
那覇市福祉部他関係部
※新型コロナウイルス拡大防止の為 中止
（2）那覇市社協主催事業への協力
①平成30年度「地域見守り・交流事業」の実施
②他民児協との懇談会
～引きこもりがちな住民との交流を考えよう
ア． 令和元年5月27日 真和志地区＆小禄地区
イ． 令和元年5月28日 那覇＆首里地区
場 所： 27日（字金城自治会館） 28日（沖縄県立博物館・美術館）
②「第12回かなぐすく地域福祉まつり」への参加
期 日： 令和元年11月9日（土）10：00～16：00
場 所： 那覇市総合福祉センター管内及び周辺個所
内 容： 委員活動広報パネル展示
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③うるく童まつりへの協力
期 日： 令和2年1月18日（土）10：00～16：00
場 所： 小禄駅交通広場及びイオン那覇
内 容： フードドライブ 各単位民児協より食品等の寄付
④世帯更生援助活動の推進と協力
⑤共同募金運動への協力
・赤い羽根共同募金協力（大口募金委員活動 2,680,329）
・赤い羽根共同募金協力（街頭募金活動 449,520円）
・歳末たすけあい募金協力（街頭募金活動 370,819円）
⑥チャリティ事業への協力 （チケット購入 501,000円）
その他関係機関団体の事業・活動等への参加協力
（１）各自治会主催の諸行事等への参加協力
（2）那覇市身体障害者福祉協会への協力
①令和元年度那覇市障がい者美術展
期 日： 令和2年3月13日（金）～15日（日）9：30～18：00
場 所： 県立博物館・美術館 1回県民ギャラリー
協 力： 12人（那覇第4民協4人、真和志第2民協４人、首里第2民協2人、小禄第2民協２人）
※新型コロナウイルス拡大防止の為 中止
（3）調査活動
①令和元年度歳末助け合い見舞い激励金事業への調査協力
調査申請件数167件（那覇市全体218件）※協力民生委員数69名
支給決定件数160件（那覇市全体208件）（否決理由：所得基準、生活保護受給）
（4）他市町村民児協交流研修会
①鹿児島県曽於市大隅区民児協視察研修受け入れ
期 日： 令和元年5月14日（火）14：00～15：30
場 所： 那覇市総合福祉センター 1階展示ホール
参加者： 曽於市大隅区民生委員・児童委員26名 主任児童委員2名 事務局1名 29名
那覇市社会福祉協議会 2名
那覇市民児連役員4名 事務局1名
内 容：小地域での見守り活動や地域交流づくりの取り組みについての意見交換
（5）実習生受入対応
①琉球大学医学部保健学科 地域アセスメント実習生受入れ
期 日： 令和元年6月18日（火）
実習生： 4名
対応者： 宮良吉雄（首里第2） ・ 杉田葉子（小禄第2） ・ 事務局長
②社会福祉士実習生受入れ（相談援助技術） ※事務局対応
NO
期
日
実習内容
人数
依頼先
１
R元年6月4日（火）
民生委員活動について
1名
那覇市社協
２
R元年8月13日（火）
民生委員活動について
4名
那覇市社協
（5）第46回いしみね地域福祉まつり参加協力
期 日： 令和元年8月7日（水）18：00～21：00
場 所： 石嶺児童園グランド
協 力： 首里地区民生委員児童委員協議会
※台風影響のため中止
顕彰
（１）厚生労働大臣表彰
①個人（現職20年以上 2名） 眞榮城嘉政（真和志第3） 大村千代子（首里第1）
②民生委員優良団体 首里第3民生委員児童委員協議会
（2）厚生労働大臣特別表彰
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①定時表彰
ア. 基準日以前1年間において辞職した者で辞職日までに20年以上の在職（14名）
島尻ツエ（元 那覇第2） （故）潟浦ツネ子（元 那覇第3） 知念榮子（元

那覇第

3）
桃原幸子（元 那覇第4） 儀間敏江（元 那覇第4） 大城美智子（元 真和志第2）
比嘉明子（元 真和志第2） 山城正邦（元 真和志第3） 上原宗男（元 真和志第3）
高良禮子（元 真和志第3） 小橋川のえ子（元 真和志第4） 山川千代（元 首里第
2）
イ.

池間洋子（元 小禄第1） 山田義秋（元 小禄第3）
基準日以前1年間において満年齢78歳以上で辞職した者で辞職日までに
15年以上の在職（17名）
瑞慶山良和（元 那覇第1） 玉城セツ（元（那覇第1） 我那覇生保（元 那覇第1）
瑞慶山良祐（元 那覇第1） 棚原和子（元 那覇第2） 平和子（元 那覇第3）
喜納武子（元 真和志第1） 瀨良垣宏明（元 真和志第3） 島尻香雄（元 真和志第

4）
仲嶺勝枝（元 真和志第4） 城間末子（元 真和志第4） 嘉数春雄（元 真和志第5）
當間嗣伎（元 首里第3） 山内昌志郎（元 小禄第1） 照屋清子（元 小禄第2）
上原德子（元 小禄第2） 新崎信子（元 小禄第3）
（3）全国民生委員児童委員連合会会長表彰
①優良民児協団体表彰（活動記録提出100％・定例会出席率90％以上 １団体）
（該当無し）
②永年勤続民生委員・児童委員表彰（現職10年以上 個人12名）
比嘉悦子（那覇第1） 金城由枝（那覇第2） 山城美智代（那覇第4） 大城久美子（那覇第
5）
眞榮田秀子（真和志第1） 伊波ノリ子（真和志第4） 玉城芳子（真和志第5）
伊川加代子（首里第3） 髙嶺初子（小禄第1） 赤嶺ケイ子（小禄第2） 金城幸清（小禄第
2）
赤嶺勝正（小禄第3）
（4）沖縄県知事、沖縄県社会福祉大会表彰、沖縄県民生委員児童委員大会表彰、
九州社会福祉協議会連合会表彰
①沖縄県知事表彰 （現職17年以上 個人11名）
瑞慶山良和（那覇第1） 玉城セツ（那覇第1） 永山佳枝（那覇第1）
國場信子（那覇第3） 野原惠美子（真和志第1） 喜納武子（真和志第1）
山城敏子（真和志第2） 瀨良垣宏明（真和志第3） 島尻香雄（真和志第4）
仲嶺勝枝（真和志第4） 山内昌志郎（小禄第1）
②第62回沖縄県社会福祉大会長表彰 永年勤続功労（現職15年以上 個人17名）
瑞慶山良祐（那覇第1） 安里千代子（那覇第1） 菅原みさ子（那覇第3）
東新川香葉子（那覇第3） 翁長光子（那覇第4） 玉城秀子（真和志第1）
渡嘉敷良子（真和志第4） 伊集栄子（真和志第4） 嘉数春雄（真和志第5）
玉城弘子（首里第1） 德村トヨ子（首里第2） 與座ユキ子（首里第3） 島尻和子（首里第
3）
宮城美笑子（小禄第2） 上原德子（小禄第2） 髙良奈美子（小禄第3） 新崎勲（小禄第3）
③第30回沖縄県民生委員児童委員大会
（功労者表彰 10名）
東恩納寛治（那覇第3） 伊川智子（那覇第5） 大城久美子（那覇第5）
喜納武子（真和志第1） 平良順也（真和志第5） 大村千代子（首里第1）
岸本百合子（首里第2） 當眞嗣伎（首里第3） 波平剛（小禄第2） 髙良奈美子（小禄第3）
（永年勤続表彰 43名）
比嘉悦子（那覇第1） 眞喜志修（那覇第1） 玉寄文代（那覇第1） 具志美千子（那覇第2）
金城由枝（那覇第2） 上里洋子（那覇第3） 山城美智代（那覇第4） 永山眞知子（那覇第
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4）
5）

直井幸子（那覇第4）

宮良友子（那覇第4）

大城久美子（那覇第5）

赤嶺邦子（那覇第

下里恵子（那覇第5） 眞榮田秀子（真和志第1） 津嘉山のり子（真和志第1）
金城千春（真和志第1） 玉城成子（真和志第1） 神村盛里（真和志第2）
友寄安雄（真和志第2） 比嘉スミ子（真和志第3） 伊波ノリ子（真和志第4）
渡具知洋子（真和志第4） 狩俣テリ子（真和志第4） 玉城芳子（真和志第5）
本村ミヨ子（首里第1） 新崎悦子（首里第2） 野里澄子（首里第2） 波平文子（首里第3）
伊川加代子（首里第3） 翁長初美（首里第3） 髙嶺初子（小禄第1） 平川清一（小禄第1）
新垣貞弘（小禄第1） 上原勉（小禄第1） 稲田洋子（小禄第1） 赤嶺ケイ子（小禄第2）
金城幸清（小禄第2） 羽地敏子（小禄第2） 赤嶺洌江子（小禄第2） 赤嶺勝正（小禄第3）
吉浜操（小禄第3） 大城廣子（小禄第3） 平良照子（小禄第3）
④令和元年度九州社会福祉協議会連合会会長表彰 （現職１４年以上 個人12名）
安里千代子（那覇第1） 菅原みさ子（那覇第3） 東新川香葉子（那覇第3）
翁長光子（那覇第4） 玉城秀子（真和志第1） 伊集栄子（真和志第4） 玉城弘子（首里第
1）
德村トヨ子（首里第2）

與座ユキ子（首里第3）

島尻和子（首里第3）

上原德子（小禄第

2）
新崎勲（小禄第3）
（5）那覇市政功労者表彰
（無し）
（6）第43回那覇市社会福祉大会
①特別永年勤続功労（現職15年以上 個人12名）
瑞慶山良祐（那覇第1） 安里千代子（那覇第1） 菅原みさ子（那覇第3）
東新川香葉子（那覇第3） 渡嘉敷良子（真和志第4） 伊集栄子（真和志第4）
嘉数春雄（真和志第5） 與座ユキ子（首里第3） 宮城美笑子（小禄第2）
上原德子（小禄第2） 髙良奈美子（小禄第3） 新崎勲（小禄第3）
②年勤続功労（現職9年以上 個人24名）
具志美千子（那覇第2） 上里洋子（那覇第3） 永山眞知子（那覇第4） 宮良友子（那覇第
4）
直井幸子（那覇第4） 津嘉山のり子（真和志第1） 玉城成子（真和志第1）
金城千春（真和志第2） 神村盛里（真和志第2） 友寄安雄（真和志第2）
比嘉スミ子（真和志第3） 渡具知洋子（真和志第4） 本村ミヨ子（首里第1）
新崎悦子（首里第2） 翁長初美（首里第3） 波平文子（首里第3） 稲田洋子（小禄第1）
新垣貞弘（小禄第1） 上原勉（小禄第1） 羽地敏子（小禄第2） 赤嶺洌江子（小禄第2）
吉浜操（小禄第3） 大城廣子（小禄第3） 平良照子（小禄第3）
（7）第38回那覇市民生委員児童委員大会
①永年勤続功労（現職９年以上 個人24名）
具志美千子（那覇第2） 上里洋子（那覇第3） 永山眞知子（那覇第4） 宮良友子（那覇第
4）
直井幸子（那覇第4） 津嘉山のり子（真和志第1） 玉城成子（真和志第1）
金城千春（真和志第2） 友寄安雄（真和志第2） 神村盛里（真和志第2）
比嘉スミ子（真和志第3） 渡具知洋子（真和志第4） 本村ミヨ子（首里第1）
新崎悦子（首里第2） 翁長初美（首里第3） 波平文子（首里第3） 稲田洋子（小禄第1）
新垣貞弘（小禄第1） 上原勉（小禄第1） 羽地敏子（小禄第2） 赤嶺洌江子（小禄第2）
吉浜操（小禄第3） 大城廣子（小禄第3） 平良照子（小禄第3）
②感謝（6年以上にて退任 個人59名）
高江洲和男(那覇第1) 瑞慶山良和（那覇第1） 玉城セツ(那覇第1) 我那覇生保(那覇第1) 瑞
慶山良祐(那覇第1) 伊波廣志(那覇第1) 下地泰子(那覇第1) 島尻ツエ（那覇第2）
棚原和子(那覇第2) 大城直子（那覇第2） （故）潟浦ツネ子（那覇第3）
知念榮子（那覇第3） 平和子（那覇第3） 儀間敏江（那覇第4） 桃原幸子（那覇第4）
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野原朝枝（那覇第4） 大山喜生（那覇第5） 大城久美子（那覇第5）
（故）大城さつき（那覇第5） 喜納武子（真和志第1） 嘉数睦子（真和志第1）
大城美智子（真和志第2） 比嘉明子（真和志第2） 西平勝治（真和志第2）
山城正邦（真和志第3） 上原宗男（真和志第3） 高良禮子（真和志第3）
瀨良垣宏明（真和志第3） 佐野治（真和志第3） 小橋川のえ子（真和志第4）
島尻香雄（真和志第4） 仲嶺勝枝（真和志第4） 城間末子（真和志第4）
嘉数春雄（真和志第5） 山川孝子（真和志第5） 瀬底美智子（首里第1） 喜名淑子（首里第
1）
本村ミヨ子（首里第1）

山川千代（首里第2）

屋嘉比眞理子（首里第2）

當間芳子（首里第

2）
野里澄子（首里第2） 仲地初子（首里第2） 當眞嗣伎（首里第3） 伊川加代子（首里第3）
儀武美智子（首里第3） 波平文子（首里第3） 池間洋子（小禄第1） 山内昌志郎（小禄第
1）
髙嶺初子（小禄第1） 平川清一（小禄第1） 仲村照子（小禄第1）
照屋清子（小禄第2） 上原德子（小禄第2） 松元敏子（小禄第2）
山田義秋（小禄第3） 新崎信子（小禄第3）
（8）全国社会福祉協議会会長表彰
①永年勤続功労表彰（現職30年以上 個人 2名）
真栄城京子（那覇第5） 島袋カエ子（真和志第2）
②民生委員・児童委員功労表彰（現職15年以上 個人1名）
眞榮城嘉政（真和志第3）
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仲地滉（小禄第1）
金城幸清（小禄第2）

