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那覇バスターミナル (2.4)

沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ (13.1)

沖縄レインボーホテル (9.8)

ホテルグランビュー沖縄 (19.4)

ホテルラッソエアポート (2.2)

ＩＴカレッジ沖縄 (14.1)

インターナショナルリゾートカレッジ (25.9)

沖縄大原簿記公務員専門学校 (2.4)

国際電子ビジネス専門学校 (2.9)

エルケア医療保育専門学校 (2.4)

小禄高等学校 (2.5)

那覇西高等学校 (24.4)

豊見城高等学校 (2.7

古蔵中学校 (2.5

小禄中学校 (34.7)

鏡原中学校 (2.7)

金城中学校 (31.4)

豊見城中学校 (32.8)

良波中学校 (29.8)

城岳小学校 (30.0)

開南小学校 (6.2)

垣花小学校 (10.4)

小禄小学校 (24.2)

高良小学校 (45.2)

宇栄原小学校 (47.8)

金城小学校 (32.3)

小禄南小学校 (22.4)

さつき小学校 (21.3)

田小学校 (25.8)

座安小学校 (9.5)

良波小学校 (25.8)

とよみ小学校 (12.1)

城岳幼稚園 (30.1)

垣花幼稚園 (10.1)

小禄幼稚園 (26.7)

高良幼稚園 (42.2)

宇栄原幼稚園 (43.7)

金城幼稚園 (34.3)

小禄南幼稚園 (19.3)

さつき幼稚園 (23.5)

愛児幼稚園 (22.3)

育英義塾幼稚園 (10.5)

田幼稚園 (25.2)

座安幼稚園 (18.1)

良波幼稚園 (20.4)

とよみ幼稚園 (13.6)

聖マタイ幼稚園 (4.6)

樋川保育所 (10.4)

宇栄原保育所 (37.0)

鏡原保育所 (2.8)

あやめ保育園 (29.0)

いちごえ保育園 (36.2)

こくら保育園 (10.2)

千草保育園 (5.8)

つばさ保育園 (23.8)

はとぽっぽ保育園 (38.8)

ひまわり保育園 (3.0)

ポプラ保育園 (2.6)

よしたけ保育園 (16.8)

たばる愛児保育園 (33.5)

おろく保育園 (25.2)

小禄南保育園 (5.6)

オレンジ保育園 (20.9)

向陽保育所 (1.6)

田保育所 (28.4)

座安保育所 (5.6)

あゆみ保育園 (16.4)

大地保育園 (46.1)

ドレミ保育園 (7.2)

へいわだい保育園 (26.8)

むつみ保育園 (27.1)

あおぞら幼児学園 (31.3)

ありんこはうす (25.0)

いちご園 高良 (15.7)

オキナワインターナショナルスクール (14.2)沖縄産業支援センター内保育園 (14.0)

オロク琉生保育園 (7.5)

キラキラ保育園 (34.8)

くまのこ保育園 (3.8)

三育幼児園 (40.9)

楚辺すみれ保育園 (27.3)

大地ギルフォード保育園 (24.2)

チロリンセンター (2.4)

チロリン幼児園 (5.0)

どんぐり保育園（休止） (18.6)

にじいろ保育園 (33.3)

ハイビスカス協同保育所 (24.1)

はなぞの保育園 (9.2)

ペリー保育園 (10.4)

保育所ちびっこランド楚辺園 (18.6)

保育所ちびっこランド鏡原園 (2.7)

マリヤ幼児園 (1.7)

みのり乳幼児園 (16.8)

ゆうき幼児園 (1.8)

礼邦学園 (39.0)

若草学園 (23.6)

iac International Kids Academy (35.1)

字豊見城自治会幼児園 (44.1)

うえた保育園 (18.0)

我那覇自治会幼児園 (7.0)

しばみつ保育園 (42.9)

しもた保育園 (7.7)

ちゅーりっぷ保育園 (8.6)

にじの丘保育園 (38.4)

のぞみ保育園 (22.6)

平和台幼児園 (28.0)

みのり幼児園 (11.4)

夢の子ベビーハウス (29.6)

すがやま保育園 (26.5)

ナカヤ (3.2)

那覇市療育センター (3.0)

そてつの実 (2.4)

ふれんど (3.3)

そてつ (2.5)

ゆいまーる (25.8)

つばさ (19.0

ふれあいセンター (17.9)

そてつの家 (2.7)

そてつの家2 (2.8)国場川２ (2.8)

ひまわりファクトリー (8.5)

キャンディーズ (24.2)

アシスト (19.5)

花 (14.9)

ゆいホーム花 宇栄原 (15.6)

琉球 (28.4)

さつき荘 (22.7)

うえばる館 (36.8)

島ゆり (25.2)

ゆいホーム花 小禄 (2.9)

ひやみかち小禄 (28.5)

小禄 (11.1)

虹の家 (3.2)

禄寿園 (9.0)

小禄老人福祉センター (15.0)

かりゆしホーム鏡原 (2.2)
寿樂の郷 (2.6)

金城老人憩の家・あしびなー (23.7)

こくら (3.0)

ふれあい楚辺 (24.0)

ゆいホーム花 宜保 (26.7)

豊見城 (18.0)

うえた (18.7)友愛園 (10.3)

ゆいホーム花 渡嘉敷 (34.5)

生の里 (31.2)

平成苑 (3.6)

古波蔵児童館 (2.9)

小規模作業所小禄第１ (2.9)

那覇市総合福祉センター (24.2)

小禄児童館 (15.0)

わくわく児童館 (17.9)

自衛隊那覇病院 (27.4)

川平病院 (2.6)

小禄病院 (2.9)

とよみ生協病院 (4.0)

豊見城中央病院 (10.3)

西消防署小禄出張所 (19.4)

豊見城市消防署 (34.3)

豊見城警察署 (3.2)

南部合同庁舎 (2.7)

海自衛隊第5航空群 (25.6)

航空自衛隊那覇基地・自衛隊那覇病院 (27.7)

那覇空港税関支署・那覇検疫所支所 (3.4)

陸自衛隊那覇駐屯地 (8.9)

第十一管区海保安本部那覇航空基地 (2.7)

郵便事業㈱那覇支店 (2.5)那覇自然環境事務所 (15.6)

沖縄国税総合庁舎 (2.5)

那覇空港統合庁舎 (5.0)

沖縄産業支援センター (14.0)

那覇地方裁判所 (23.8)

那覇家庭裁判所 (22.3)

沖縄刑務所那覇拘置支所 (24.9)

那覇第1地方合同庁舎 (26.2)

本島南部12
0 0.5 1 1.5 20.25 km （注）このマップに表示した海抜高度は、地図の精度の誤差を含んでいますので、参考値としてご利用ください。

　　　このマップに表示した施設の海抜高度は、施設がある付近の代表的な高さです。
　　　このマップに表示した等高線は、各地の代表的な海抜高度から引いたおおよその線です。

(海抜高度区分)

0m

50m

20m

5m

国の施設

県の施設

市町村庁舎

警察署

消防署

病院

保健施設

福祉施設

高齢者福祉施設

障害者福祉施設

幼稚園

中学校

高校

特別支援学校

大学

専修学校

宿泊施設

海水浴場

バスターミナル

保育園

小学校


