
１保育所・学校等

施設名 認定年月日 住所

1 石垣市立平久保小学校 敷地内 平成18年5月31日 石垣市平久保77

2 竹富町立古見小学校 敷地内 平成18年5月31日 竹富町古見88-2

3 竹富町立竹富小中学校 敷地内 平成18年5月31日 竹富町竹富545

4 石垣市立川原小学校 敷地内 平成18年5月31日 石垣市大浜2064

5 与那国町立比川小学校 敷地内 平成18年5月31日 与那国町与那国3031

6 石垣市立大浜中学校 敷地内 平成18年5月31日 石垣市大浜103

7 石垣市立白保中学校 敷地内 平成19年6月14日 石垣市白保268-35

8 竹富町立小浜小中学校 敷地内 平成19年11月20日 竹富町小浜2583

9 与那国町立与那国小学校 敷地内 平成19年12月18日 与那国町字与那国1025

10 与那国町立久部良小学校 敷地内 平成19年12月18日 与那国町字与那国4022

11 石垣市立明石小学校 敷地内 平成21年7月9日 石垣市伊原間249

12 エンゼル保育園 敷地内 平成21年7月14日 石垣市新川300-1

13 与那国町立久部良中学校 敷地内 平成21年10月14日 与那国町与那国4022

14 竹富町立船浦中学校 敷地内 平成21年11月17日 竹富町上原870

15 石垣市立富野小中学校 敷地内 平成21年11月17日 石垣市桴海299-45

16 社会福祉法人石垣福祉会　やしの実保育園 敷地内 平成22年1月7日 石垣市大川５７７－２

17 与那国町立与那国中学校 敷地内 平成22年3月9日 与那国町字与那国1049

18 石垣市立大浜小学校 敷地内 平成22年5月10日 石垣市大浜182

19 与那国町立久部良幼稚園 敷地内 平成22年9月9日 与那国町字与那国4022

20 与那国町立久部良保育所 敷地内 平成22年9月9日 与那国町字与那国4022-281

21 与那国町立祖納保育所 敷地内 平成22年9月9日 与那国町与那国1107

22 竹富町立鳩間小中学校 敷地内 平成22年10月14日 竹富町鳩間588

23 竹富町立波照間幼稚園 敷地内 平成22年12月9日 竹富町波照間8

24 竹富町立上原保育所 敷地内 平成22年12月9日 竹富町上原382

25 竹富町立西表保育所 敷地内 平成22年12月9日 竹富町西表650-1

26 竹富町立大富保育所 敷地内 平成22年12月9日 竹富町南風見仲29-41

27 竹富町立小浜保育所 敷地内 平成22年12月14日 竹富町小浜1923-1

28 まきら保育園 敷地内 平成23年2月7日 石垣市新川2273－3

29 竹富町立竹富保育所 敷地内 平成23年2月24日 竹富町竹富326－1

30 竹富町立黒島保育所 敷地内 平成23年2月24日 竹富町黒島1138

31 竹富町立白浜小学校 敷地内 平成23年4月1日 竹富町西表1499

32 竹富町立波照間小中学校 敷地内 平成23年4月1日 竹富町波照間54

33 石垣市立大川保育所 敷地内 平成23年4月26日 石垣市大川70

34 石垣市立登野城保育所 敷地内 平成23年4月26日 石垣市立登野城890-12

八重山保健所管内（石垣市、竹富町、与那国町）



１保育所・学校等

施設名 認定年月日 住所

35 石垣市立石垣保育所 敷地内 平成23年4月26日 石垣市石垣481

36 石垣市立新川保育所 敷地内 平成23年4月26日 石垣市新栄町75-30

37 石垣市立新栄町保育所 敷地内 平成23年4月26日 石垣市新栄町7

38 石垣市立伊原間保育所 敷地内 平成23年4月26日 石垣市伊原間20-4

39 石垣市立川平保育所 施設内 平成23年4月26日 石垣市川平902

40 竹富町立大原中学校 敷地内 平成23年8月17日 竹富町南風見仲２９－２

41 石垣市崎枝小中学校 敷地内 平成23年9月5日 石垣市崎枝５３０－１８

42 石垣市立ひらくぼ幼稚園 敷地内 平成23年11月18日 石垣市平久保７７

43 石垣市立おおはま幼稚園 敷地内 平成23年11月18日 石垣市大浜１８２

44 石垣市立あかし幼稚園 敷地内 平成23年11月18日 石垣市伊原間２４９－１７

45 石垣市立なぐら幼稚園 敷地内 平成23年12月13日 石垣市名蔵２４３

46 石垣市立名蔵小中学校 敷地内 平成23年12月13日 石垣市名蔵２４３

47 石垣市立かわはら幼稚園 敷地内 平成23年12月13日 石垣市大浜２０６４

48 石垣市立大本小学校 敷地内 平成23年12月13日 石垣市真栄里１１１１

49 竹富町立波照間保育所 敷地内 平成24年1月6日 竹富町波照間１０

50 石垣市立川平小中学校 敷地内 平成24年2月10日 石垣市川平９６９

51 石垣市立わかば幼稚園 敷地内 平成24年2月10日 石垣市川平９６９

52 竹富町立船浮小中学校 敷地内 平成24年3月5日 竹富町西表２４３５

53 竹富町立西表小中学校 敷地内 平成24年3月5日 竹富町西表８６９

54 竹富町立上原小学校 敷地内 平成24年3月5日 竹富町上原３８３

55 竹富町立うえはら幼稚園 敷地内 平成24年3月5日 竹富町上原３８３

56 竹富町立おおはら幼稚園 敷地内 平成24年3月5日 竹富町南風見２０１-８

57 竹富町立大原小学校 敷地内 平成24年3月5日 竹富町南風見２０１-２

58 石垣市立真喜良小学校 敷地内 平成24年4月2日 石垣市新川２０１８－２

59 石垣市立石垣小学校 敷地内 平成24年4月2日 石垣市石垣２０４

60 石垣市立みやまえ幼稚園 施設内 平成24年4月12日 石垣市新川２８２

61 石垣市立みやとり幼稚園 敷地内 平成24年4月12日 石垣市石垣２０７

62 石垣市立しらほ幼稚園 敷地内 平成24年4月23日 石垣市白保７３

63 石垣市立白保小学校 敷地内 平成24年4月23日 石垣市白保７３－１

64 なごみの広場保育園 敷地内 平成24年6月6日 石垣市大浜４３６－１

65 与那国町立ひがわ幼稚園 敷地内 平成24年7月18日 与那国町与那国３０３１

66 与那国町立よなぐに幼稚園 敷地内 平成24年7月18日 与那国町与那国１０２５

67 竹富町立黒島小中学校 敷地内 平成24年7月24日 竹富町黒島１１４０

68 石垣市立登野城小学校 敷地内 平成24年7月27日 石垣市登野城２９０

69 沖縄県立八重山商工高等学校 敷地内 平成25年7月22日 石垣市真栄里180

70 あやぱにキッズ保育園 施設内 平成25年7月24日 石垣市大川208



１保育所・学校等

施設名 認定年月日 住所

71 石垣市立吉原小学校 敷地内 平成25年8月14日 石垣市川平1218-137

72 石垣市立石垣中学校 敷地内 平成25年9月10日 石垣市新川307

73 石垣市立石垣第二中学校 敷地内 平成25年10月15日 石垣市登野城1078

74 沖縄県立八重山農林高等学校 敷地内 平成25年12月9日 石垣市大川477-1

75 石垣市立まきら幼稚園 敷地内 平成26年7月7日 石垣市新川２３５７－１

76 石垣市立おおかわ幼稚園 敷地内 平成26年7月7日 石垣市大川１００

77 石垣市立野底小学校 敷地内 平成27年4月30日 石垣市野底１３８

78 石垣市立野底幼稚園 敷地内 平成27年4月30日 石垣市野底１３８

79 石垣市立あまかわ幼稚園 敷地内 平成27年6月4日 石垣市八島町２－３

80 石垣市立八島小学校 敷地内 平成27年6月4日 石垣市八島町２－３

81 沖縄県立八重山高等学校 敷地内 平成27年6月4日 石垣市登野城275

82 まいふなー保育園 敷地内 平成28年6月22日 石垣市字大浜59-2

83 てぃだぱな保育園 敷地内 平成28年6月22日 石垣市字大浜216-3

84 みやら保育園 敷地内 平成28年7月7日 石垣市宮良1015-12

85 みやら子宝保育園 敷地内 平成28年7月8日 石垣市宮良326-3

86 石垣市立宮良小学校 敷地内 平成28年8月31日 石垣市宮良331-1

87 石垣市立みやなが幼稚園 敷地内 平成28年8月31日 石垣市宮良331-1

88 石垣市立伊野田小学校 敷地内 平成28年9月8日 石垣市桃里168-56

89 石垣市立いのだ幼稚園 敷地内 平成28年9月8日 石垣市桃里168-56



２　医療機関

施設名 認定
ランク 認定年月日 住所

1 医療法人恵山会　下地脳神経外科 施設内 平成18年5月31日 石垣市登野城660-2

2 県立八重山病院附属波照間診療所 敷地内 平成19年11月20日 竹富町波照間2750-1

3 県立八重山病院附属小浜診療所 敷地内 平成20年8月27日 竹富町小浜30

4 県立八重山病院附属大原診療所 敷地内 平成21年11月17日 竹富町南風見201-131

5 医療法人社団桜和会　西表西部歯科診療所 敷地内 平成21年12月9日 竹富町上原５５０－１

6 大山歯科医院 施設内 平成22年2月17日 石垣市新栄町１２－９

7 医療法人緑の会　いそべ歯科 施設内 平成22年3月9日 石垣市大浜1349-81

8 宮良内科胃腸科医院 敷地内 平成22年7月13日 石垣市新川27

9 石垣島徳洲会病院 敷地内 平成22年7月21日 石垣市大浜446-1

10 県立八重山病院附属西表西部診療所 敷地内 平成22年10月14日 竹富町西表694

11 ミルク歯科 施設内 平成23年2月7日 石垣市白保268-29

12 しおがい歯科 施設内 平成23年8月2日 石垣市大川２６２

13 やましろ歯科クリニック 施設内 平成23年8月2日 石垣市登野城６１８

14 サザン歯科クリニック 施設内 平成23年8月2日 石垣市登野城２－６

15 かんな歯科クリニック 施設内 平成23年8月2日 石垣市新川２４４４－１

16 すながわ歯科 施設内 平成23年8月2日 石垣市登野城７０－４

17 大仲歯科 施設内 平成23年10月14日 与那国町与那国２４１

18 とみやま耳鼻咽喉科 施設内 平成24年5月23日 石垣市新川2427-101

19 仲間内科クリニック 施設内 平成24年5月23日 石垣市登野城171-6

20 博愛医院 敷地内 平成24年6月6日 石垣市大川179-7

21 上間歯科 敷地内 平成24年7月27日 石垣市登野城126

22 沖縄県立八重山病院 敷地内 平成24年10月1日 石垣市大川732

23 医療法人ゆいまーる　よなは医院 敷地内 平成26年6月5日 石垣市新川2287番地の35

24 与那国町診療所 敷地内 平成26年6月5日 与那国町与那国129

25 愛島クリニック 敷地内 平成26年9月12日 石垣市真栄里１０８－７

26 上原内科医院 敷地内 平成27年4月2日 石垣市登野城５４８－４

27 竹富町立竹富診療所 敷地内 平成27年8月24日 竹富町竹富323

28 コーラルクリニック 施設内 平成27年11月2日 石垣市浜崎町3丁目3-9

29 竹富町立波照間歯科診療所 施設内 平成27年12月4日 竹富町字波照間6214

30 医療法人　上善会　かりゆし病院 敷地内 平成28年9月8日 石垣市新川2124



３　飲食店

施設名 認定
ランク 認定年月日 住所

1 麺工房 施設内 平成19年7月17日 石垣市真栄里212-1

2 ポーザーおばさんの食卓 施設内 平成19年7月27日 石垣市川平1216-154

3 わかなそば店 施設内 平成19年12月18日 与那国町字与那国3083

4 かーら家食堂 施設内 平成21年7月14日 石垣市伊原間231-2

5 お食事処　はま屋 敷地内 平成22年2月1日 石垣市平得８２０－２

6 喫茶　ヤシの木 施設内 平成22年3月18日 竹富町小浜２５８４

7 スマイルサンド 施設内 平成22年4月20日 石垣市登野城624-101

8 ゆうくぬみ 施設内 平成22年9月10日 石垣市大川10-2

9 yamada 施設内 平成22年10月19日 石垣市大浜504-8

10 石垣島キッズ 施設内 平成23年3月7日 石垣市大川203-1

11 とらオートカフェ 施設内 平成23年5月30日 石垣市新川277-4-1Ｆ

12 回転寿司　鮨人 施設内 平成23年5月30日 石垣市真栄里341-5

13 お食事処　長一楼 施設内 平成23年7月29日 石垣市登野城1396

14 キミ食堂 施設内 平成23年11月18日 石垣市登野城３１９－６

15 はるちゃん（食堂） 施設内 平成23年11月18日 石垣市新栄町５－２４－１Ｆ

16 カビラガーデン 施設内 平成24年5月7日 石垣市川平917-1

17 Kira Akari 施設内 平成24年11月1日 石垣市大川217

18 旬家　ばんちゃん 施設内 平成25年1月18日 石垣市白保13-1

19 白保食堂 施設内 平成25年1月18日 石垣市白保205-6

20 でいご食堂 施設内 平成25年2月12日 石垣市新栄町21-20

21 味処　のりば食堂 施設内 平成25年4月12日 石垣市登野城６１９

22 BAR　NOBU 施設内 平成25年5月27日 石垣市美崎町12ｰ8　1F

23 ガーリックアイランド・ブッセ 施設内 平成25年5月27日 石垣市美崎町12－10

24 そば屋・ニーランの石 施設内 平成25年10月2日 石垣市浜崎町2-3-23

25 フサキリゾートヴィレッジゆんたく 施設内 平成26年1月8日 石垣市新川1625

26 フサキリゾートヴィレッジナチュラ 施設内 平成26年1月8日 石垣市新川1625

27 中華麺処 花舞空（かむあ） 施設内 平成26年2月5日 石垣市真栄里291（南）

28 お好み焼き　あさひ 施設内 平成26年3月18日 石垣市桴海257-1

29 石垣島のんびりカフェ 敷地内 平成26年3月28日 石垣市宮良1004-4

30 ゆうなパーラー 施設内 平成26年3月28日 石垣市白保1960-104-1

31 伊原間　郷の駅 施設内 平成26年6月19日 石垣市伊原間１４－１

32 満八食堂 施設内 平成26年6月19日 竹富町南風見２０１－１４１

33 ＫａｍｕＲｅ（カムレ） 施設内 平成26年6月19日 竹富町南風見２０１－１５３

34 片桐 施設内 平成26年6月19日 竹富町西表６６６

35 食事処　さとや 施設内 平成26年6月19日 与那国町与那国３０９３

36 ガーデン　パナ 敷地内 平成26年7月7日 石垣市崎枝２３９－１４



３　飲食店

施設名 認定
ランク 認定年月日 住所

37 うさぎや新館 施設内 平成26年8月12日 石垣市大川２５０－３　ヨギビル２F

38 うさぎや石垣本店 施設内 平成26年8月12日 石垣市石垣１－１　中村ハイツ１０２

39 カラオケ喫茶　亜細庵 施設内 平成26年9月24日 石垣市登野城２２４－５

40 イタリア料理　ペコリーナ 施設内 平成27年2月4日 石垣市真栄里２０４－３３７

41 コーナーズグリル 敷地内 平成27年3月3日 石垣市大川258－1

42 八重山そば　茶房うふた 施設内 平成27年5月14日 石垣市大浜７８

43 琉球スイーツ庵 施設内 平成27年9月3日 石垣市平得8-5

44 竹富島ガーデンあさひ 施設内 平成27年11月2日 竹富町字竹富163-1

45 ハイビスキャット 敷地内 平成27年11月26日 石垣市石垣２５７－３

46 あいたぺあぺあ 施設内 平成27年12月4日 石垣市石垣25番地　１－C

47 居酒屋ちゅらさん 施設内 平成28年1月29日 竹富町字小浜真地1981番地

48 おいシーサー・遇 敷地内 平成28年2月29日 石垣市川平906-1

49 そば家なかもと 敷地内 平成28年2月29日 石垣市川平904-1

50 Kassi' Bar ゆくい 施設内 平成28年4月22日 石垣市大川209

51 レストランサザンクロス 施設内 平成28年5月23日 与那国町与那国4647-1

52 民謡スナック　浜辺 施設内 平成28年6月14日 石垣市美崎町10-8

53 中国飯店　大富 施設内 平成28年6月14日 石垣市字登野城555-6

４　宿泊施設

施設名
認定
ランク 認定年月日 住所

1 民宿　だいく家 施設内 平成22年3月18日 竹富町小浜７３

2 宿・八重山すてい楽楽楽 施設内 平成23年10月14日 石垣市新川１６４１－６４

3 ホテル花と緑の宿みずほ石垣島 施設内 平成24年6月19日 石垣市大浜５２１－３

4 NICO-STAY 施設内 平成26年3月28日 石垣市川平1218-464

5 ペンションさっぽろ 施設内 平成26年6月19日 石垣市伊原間２－３０２

6 農家民宿マナ 施設内 平成26年11月11日 竹富町古見２０２

7 ラ・ティーダ石垣リゾート 施設内 平成27年1月20日 石垣市川平１８５

8 一日一組宿すかぶら 敷地内 平成27年1月20日 竹富町竹富１４８９－１

9 石垣島ホテルオリーブ 敷地内 平成27年6月16日 石垣市美崎町１－５



５　官公庁施設

施設名 認定
ランク 認定年月日 住所

1 竹富町立大富保健指導所 敷地内 平成18年5月31日 竹富町南風見仲29-40

2 石垣市文化会館 敷地内 平成18年5月31日 石垣市大川14

3 石垣税務署 施設内 平成18年5月31日 石垣市登野城8

4 那覇地方裁判所石垣支部 施設内 平成18年5月31日 石垣市登野城55

5 石垣市市民会館 施設内 平成18年5月31日 石垣市浜崎町1-1-2

6 大濱信泉記念館 施設内 平成18年5月31日 石垣市登野城2-70

7 与那国町教育委員会 施設内 平成18年5月31日 与那国町与那国129

8 石垣港湾合同庁舎 施設内 平成18年5月31日 石垣市浜崎町1-1-8

9 石垣市健康福祉センター 敷地内 平成19年6月4日 石垣市登野城1357-1

10 八重山福祉保健所 敷地内 平成19年12月18日 石垣市真栄里438

11 与那国町保健センター 施設内 平成20年1月8日 与那国町字与那国255

12 与那国町保健指導所 施設内 平成20年1月8日 与那国町字与那国129

13 小浜ふれあいｾﾝﾀｰ 敷地内 平成20年12月26日 竹富町字小浜60

14 竹富町立西表西部保健指導所 敷地内 平成21年11月17日 竹富町上原329-1

15 竹富町役場西表西部出張所 敷地内 平成22年10月14日 竹富町上原584-1

16 竹富町立波照間保健指導所 敷地内 平成22年11月19日 竹富町波照間129

17 西表島東部地区学校給食共同調理場 敷地内 平成24年10月1日 竹富町南風見１９１-５８

18 沖縄県水産海洋技術センター石垣支所 敷地内 平成26年7月17日 石垣市川平８２８－２

19 与那国町複合型公共施設 施設内 平成26年10月16日 与那国町与那国４３７－１７

６　事業所

施設名 認定
ランク 認定年月日 住所

1 八重山郵便局 施設内 平成18年5月31日 石垣市大川12

2 官公労共済会八重山支部 施設内 平成22年8月6日 石垣市登野城72

3 石垣市シルバー人材センター 敷地内 平成22年9月9日 石垣市真栄里402

4 (株)ホクガン石垣工場 施設内 平成24年1月12日 石垣市八島町2-18-2

5 東海交通合資会社 施設内 平成26年9月2日 石垣市新川４３２

７　美術館・博物館・遊技場等

施設名
認定
ランク 認定年月日 住所

1 石垣市立八重山博物館 施設内 平成18年5月31日 石垣市登野城4-1

2 八重山平和祈念館 敷地内 平成22年9月10日 石垣市新栄町79-3



８　その他施設

施設名 認定
ランク 認定年月日 住所

1 セブンスデーアドベンチスト教会 敷地内 平成20年5月29日 石垣市登野城890

2 とのしろ薬局 敷地内 平成21年10月23日 石垣市登野城167

3 はと薬局 施設内 平成21年10月23日 石垣市真栄里301-1

4 くすりのフカヤ 施設内 平成21年10月23日 石垣市平得85-1　1F

5 幸地薬局 施設内 平成21年10月23日 石垣市登野城570

6 新高薬局 施設内 平成21年10月23日 石垣市美崎町9

7 中央薬局 施設内 平成21年10月23日 石垣市石垣12-1

8 ふく薬品石垣新川店 施設内 平成21年10月23日 石垣市新川2423-17

9 美容室COZY 施設内 平成22年7月5日 石垣市登野城924-9

10 カーブス石垣島平得 施設内 平成22年10月6日 石垣市平得121-1

11 ちゅら島薬局 施設内 平成23年6月29日 石垣市新川2432-1F

12 ティーダ薬局 敷地内 平成23年7月27日 石垣市真栄里241-4

13 どんぐりの学童 敷地内 平成24年1月12日 石垣市新川2308-2

14 介護老人保健施設　聖紫花の杜 敷地内 平成24年6月19日 石垣市新川２１２７－２

15 特別養護老人ホーム月桃の里 敷地内 平成24年7月18日 与那国町与那国４１６１－１

16 クリスタル　ガーデン 施設内 平成25年1月18日 石垣市登野城618　山興ビル1F

17 細崎公民館 施設内 平成25年3月12日 竹富長小浜1499

18 ここなつ薬局 敷地内 平成25年10月2日 石垣市新川2287-35

19 小浜民族資料館 施設内 平成25年11月5日 竹富町小浜2

20 こすも薬局 敷地内 平成25年11月25日 石垣市新川29-2

21 八重山厚生園 施設内 平成26年1月8日 石垣市新川1740-2

22 ＢＲＥＥＺＥ石垣島ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 敷地内 平成26年5月30日 石垣市新川６５

23 ケアセンターがんどぅ 敷地内 平成26年7月17日 与那国町与那国２５５

24 お肉屋　健世 施設内 平成26年8月6日 石垣市登野城４８８

25 アイン薬局石垣店 施設内 平成26年10月10日 石垣市真栄里１０８－５

26 わかな肉店 施設内 平成26年11月17日 与那国町与那国60

27 大川公民館 施設内 平成27年2月2日 石垣市大川１００－１

28 楽歩トレーニングクラブ 敷地内 平成27年6月4日 石垣市登野城630-３

29 ココ薬局 敷地内 平成27年7月23日 石垣市大川528-1

30 なみき薬局 敷地内 平成27年7月23日 石垣市登野城1024-4

31 マリーナ薬局 敷地内 平成27年10月27日 石垣市浜崎町3-3-9

32 コーラルケアガーデン 施設内 平成27年11月2日 石垣市浜崎町3丁目3-9

33 やすらぎの杜いしがき斎場 敷地内 平成28年5月23日 石垣市大川1523-1


