
施設名称 所在地 主要用途 交付年月日

1 阿良地区集会施設 伊江村字東江前 集会場 H22.8.9

2 （仮称）グループホームいえしま 伊江村字東江前 老人福祉施設 H23.6.27

3 奥郵便局 国頭村奥 郵便局 H12.6.27

4 国頭村集会施設 国頭村字辺土名 集会場 H21.9.16

5 国頭村新庁舎 国頭村字辺土名 村役場 R4.3.28

6 国頭村幼保連携型総合施設(幼保連携棟) 国頭村辺土名 認定こども園 H31.2.14

7 国頭村幼保連携型総合施設(学童棟) 国頭村辺土名 児童福祉施設(学童) H31.2.14

8 やんばる3村観光連携拠点施設 国頭村奥間 物品販売店 H28.7.27

9 夢感動ﾌｧｰﾑ農産物加工施設新築工事 大宜味村字津波 工場兼店舗 H28.3.22

10 社会福祉法人真正福祉会　ドリーム保育園 本部町字伊野波 保育園 H22.12.24

11 サンエーV21もとぶ食品館 本部町字谷茶 物品販売業を営む店舗 H17.10.21

12 富士産業貸店舗 本部町字大浜 物品販売業を営む店舗 H18.11.6

13 琉球銀行本部支店 本部町字大浜 銀行の支店 R1.5.9

14 （仮称）瀬底ビーチリゾート　宿舎棟 本部町字瀬底 寄宿舎 H19.5.17

15 社会福祉法人真正福祉会　風のわ保育園 本部町字浦崎 保育園 H23.7.11

16 ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞかねひでもとぶ店 本部町字大浜 物品販売業を営む店舗 H23.8.16

17 ドラックイレブン・ダイソー 本部町字大浜 物品販売業を営む店舗 H26.8.28

18 山咲 本部町字山里 有料老人ホーム H24.4.9

19 社会福祉法人真正福祉会　美ら咲保育園 本部町字東 保育所 H24.2.28

20 （仮称）ドラッグストアモリ本部店 本部町東 物販店舗 R2.4.21

21 崎本部公民館 本部町崎本部 集会場 H26.3.11

22 ルー・コンドミニアム新築工事（パナリ館） 本部町崎本部 ホテル・旅館 H30.7.23

23 医療法人　博寿会　もとぶ記念病院　病棟設備工事 本部町石川 病院 H30.8.27

24 光風会　サービス付き高齢者向け住宅 今帰仁村字今泊 寄宿舎 H25.12.4

25 （仮称）クバ・リゾート 今帰仁村字今泊 ホテル H27.8.4

26 運天港旅客ターミナル 今帰仁村字上運天 公共交通機関の施設 H20.4.11

27 今帰仁保育所及び子育て支援センター 今帰仁村字天底 児童福祉施設 H22.3.30

28 プレミアムコースト名護 名護市東江 共同住宅 H20.2.21

29 サンエーV21いさがわ食品館 名護市字伊差川 物品販売業を営む店舗 H21.8.5

30 グループホームこころ 名護市字伊差川 老人福祉施設 H23.12.8

31 ノーブルクリニックやんばる 名護市字宇茂佐 医療施設 H17.12.15

32 ひだか脳神経外科 名護市字宇茂佐 診療所 H21.6.29

33 北部地域循環器系医療支援施設 名護市字宇茂佐 病院 H22.3.15

34 ラ・ペジーブル名護 名護市字宇茂佐 寄宿舎 H22.8.30

35 ケアリゾートうむさの森 名護市字宇茂佐 老人福祉施設 H24.2.13

36 社会福祉法人白銀福祉会　実りの森保育園 名護市字宇茂佐 保育所 H29.3.31

37 特別養護老人ホーム 名護市宇茂佐 老人ホーム R2.8.12

38 社会福祉法人　北福祉会　しらかば保育園 名護市大北 保育所 H25.7.24

39 社会福祉法人　巣立福祉会　すだつ保育園 名護市大北 児童福祉施設 H26.12.19

40 デルフィーノ名護 名護市大南 ホテル H16.1.9

41 （仮称）西松屋名護店 名護市大南 物品販売業を営む店舗 H24.3.26

42 うみのほし幼稚園 名護市大中 幼稚園 H29.6.5

43 国際海洋環境情報センター 名護市字豊原 集会場 H13.11.15

44 みらい３号館 名護市字豊原 事務所 H21.4.17

45 ジャスコ名護店 名護市字名護 物品販売業を営む店舗 H16.4.17

46 サービス付高齢者住宅赤瓦 名護市字名護 有料老人ホーム H27.4.7

47 デェイ施設てぃださん 名護市字為又 有料老人ホーム H23.11.1

48 名護学院 名護市字為又 児童福祉施設 H25.8.9

49 久志診療所 名護市字三原 医療施設 H15.8.13

50 宮脇書店名護店 名護市宮里 物品販売業を営む店舗 H12.10.27
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施設名称 所在地 主要用途 交付年月日地区

51 (仮称)M店舗及び貸医院,貸店舗新築工事 名護市宮里 店舗、一部診療所 H24.4.9

52 ルクソール名護店 名護市宮里 遊技場 H24.7.10

53 （仮称）TPかねひで新大宮店 名護市宮里 店舗（日用品販売） H25.12.2

54 （仮称）ふく薬品新大宮店建設工事 名護市宮里 店舗（日用品販売） H25.12.4

55 利根氏店舗改築工事 名護市宮里 飲食店 H27.8.17

56 (仮)大宮保育園 名護市宮里 保育所 H30.5.28

57 焼肉きんぐ　名護店　新設工事 名護市宮里 飲食店 H30.12.5

58 沖縄トヨタ自動車株式会社　トヨタウン名護店 名護市宮里 自動車ショールーム併用自動車整備工場 H31.1.29

59 屋我地支所 名護市字屋我地 集会場(支所) H28.6.30

60 とらいあんぐる 名護市我部祖河 児童福祉施設等（障害者支援施設：デイケア-） H30.4.17

61 かんな保育園 宜野座村字漢那 保育園 H19.5.28

62 「虹の家」有料老人ホーム 宜野座村漢那 老人福祉施設 H24.7.27

63 住宅型有料老人ホーム　かんなの里 宜野座村漢那 老人ホーム H30.11.7

64 かんな保育園地域子育て拠点施設 宜野座村漢那 児童福祉施設等（障害者支援施設：デイケア-） H31.2.6

65 宜野座村観光拠点施設 宜野座村漢那 集会場一部飲食店 H30.5.10

66 特別養護老人ホーム　でいご園 宜野座村惣慶 老人福祉施設 H26.8.19

67 松田保育園 宜野座村字松田 保育園 H23.4.11

68 (仮称)かねひでジップマート新築工事 宜野座村宜野座 物品販売業を営む店舗 H31.1.7

69 宜野座区放課後児童クラブ施設新築工事 沖縄県国頭郡宜野座村宜野座 児童福祉施設 R4.3.28

70 （仮称）沖縄金武町有料老人ホーム 金武町金武 老人福祉施設、有料老人ホーム H26.3.25

71 ヘルスケアセンター・フィッティングセンター 金武町金武 診療所 H26.5.19

72 海洋療法児童リハビリセンター 金武町金武 児童福祉施設 H26.5.19

73 仮称　杉の子幼児学園 金武町金武 幼保連携型認定こども園 H29.3.8

74 オリーブデイサービス金武 金武町金武 老人ホーム一部デイサービス H29.3.31

75 ナーシングケアハウスぷくじ 恩納村字恩納 老人福祉施設 H28.11.22

76 安住の郷精神薄弱者授産施設 恩納村字安富祖 知的障害者施設 H11.10.7

77 みゆきハマバルリゾート 恩納村字安富祖 ホテル H14.1.25

78 沖縄科学技術大学院大学 恩納村字谷茶 学校 H24.5.31

79 沖縄科学技術大学院大学　チャイルドデベロップメントセンター 恩納村字谷茶 児童福祉施設 H26.9.3

80 沖縄科学技術大学院大学　講堂 恩納村字谷茶 学校（集会場） H27.5.27

81 沖縄科学技術大学院大学（研究棟3） 恩納村字谷茶 学校 H28.2.5

82 ザ・ペリドットスマートホテル 恩納村字谷茶 ホテル H29.6.5

83 沖縄科学技術大学院大学チャイルドデペロップメントセンター第2期整備 恩納村字谷茶 児童福祉施設 H30.8.6

84 沖縄科学技術大学院大学（研究棟4） 恩納村字谷茶 学校 R1.12.9

85 カフ－リゾートフチャク　コンド・ホテル（恩納村冨着計画新築工事【Ｂ・Ｃ棟】） 恩納村冨着 ホテル H26.1.14

86 おきなわビール園 恩納村字名嘉真 飲食店 H23.11.18
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