
施設名称 所在地 主要用途 交付年月日

1 ブリーズベイマリーナアネックス 宮古島市上野 共同住宅 H26.2.19

2 （仮称）シーブリーズカジュアル小肥羊横　新築工事 宮古島市上野 ホテル H29.11.8

3 （仮称）ホテルシーブリーズカジュアル第二期　新築工事 宮古島市上野字宮国 ホテル R2.3.5

4 こもれびの里 宮古島市下地字嘉手苅 社会福祉施設 H11.3.10

5 与那覇地区防災センター 宮古島市下地字与那覇 集会場 H27.7.15

6 松田診療所 宮古島市平良字久貝 診療所 H23.10.26

7 青潮園 宮古島市平良字下里 身体障害者授産施設 H16.3.18

8 （仮称）宮古クリニック 宮古島市平良字下里 診療所（美容整形） H27.6.24

9 （仮）いずみ会館新築工事 宮古島市平良字下里 集会場 H27.8.11

10 スポーツ観光交流拠点施設 宮古島市平良字下里 集会場等 H29.3.13

11 （仮称）宮古島エアポートホテルプロジェクト 新築工事 宮古島市平良下里 ホテル H3.1.26

12 日進電気社屋 宮古島市平良字西里 店舗及び共同住宅 H10.12.18

13 くらはし整形外科クリニック 宮古島市平良字西里 医療施設 H17.10.13

14 サンエーＳＴ宮古 宮古島市平良字西里 物品販売業を営む店舗 H17.12.8

15 カンガルー保育園 宮古島市平良字西里 保育園 H23.4.7

16 いけむら保育園 宮古島市平良字西里 保育園 H28.4.15

17 （仮称）はっぴい保育園　新築工事 宮古島市平良字西里 児童福祉施設 R2.2.26

18 (仮称)宮古島市総合庁舎 宮古島市平良字西里 官公庁舎 R2.12.2

19 （仮称）たびのホテル宮古島　新築工事 宮古島市平良字西里 宿泊施設 R3.6.3

20 セントラルリゾート宮古島 宮古島市平良字西里 宿泊施設 R3.8.6

21 漲水学園・あけぼの学園 宮古島市平良字西仲宗根 社会福祉施設 H24.6.18

22 （仮称）光の園保育園 宮古島市平良字東仲宗根 保育園 H27.12.28

23 スマイル 宮古島市平良字東仲宗根 老人ホーム H28.4.12

24 （仮称）社会福祉法人マーズ　こくふくこ　保育園新築工事 宮古島市平良字東仲宗根 老人ホーム H29.4.4

25 (有)ビジネスソリュウション沖縄店舗 宮古島市平良字松原 物品販売業を営む店舗 H24.10.19

26 サンセット　サザンリッチ 宮古島市平良字松原 共同住宅 H26.12.19

27 （仮）伊良部リゾートホテル新築工事 宮古島市伊良部 老人ホーム H30.6.6

28 老人保健施設「かりゆし」 石垣市新川 社会福祉施設 H12.4.6

29 コーラルベイ石垣島参番館（分譲型　共同住宅） 石垣市新川 共同住宅 H28.5.16

30 （仮称）ケアセンターむつみ　サービス付高齢者向け住宅 石垣市大川 老人福祉施設 H26.5.12

31 海星小学校 石垣市大川 小学校 H29.9.28

32 ホテルＷＢＦ石垣島２新築工事 石垣市大川 宿泊施設一部飲食店 R2.3.9

33 小規模多機能ホーム「つむぎの郷」 石垣市大浜 老人・身体障害者福祉ホーム H19.12.3

34 有限会社ゆいケアサービス 石垣市大浜 老人福祉施設 H23.6.17

35 川平農村集落センター 石垣市川平 集会場 H20.7.18

36 タウンプラザかねひで石垣店 石垣市登野城 物品販売業を営む店舗 H19.7.24

37 よしもとこどもクリニック 石垣市登野城 診療所 H22.3.31

38 裁判所石垣支部（27） 石垣市登野城 官公庁舎 H29.4.25

39 （仮称）ラッソ沖縄　石垣島ホテル新築工事 石垣市登野城 ホテル H29.5.22

40 ホテルＷＢＦ石垣島３新築工事 石垣市登野城 宿泊施設一部飲食店 R2.3.10

41 株式会社きたうち　代表取締役　北内　毅 石垣市登野城 飲食店 R2.10.20

42 東横INN石垣島 石垣市浜崎町 ホテル H21.10.22

43 にいむら内科・胃腸科クリニック 石垣市真栄里 診療所 H19.11.13

44 ケイアンドティ貸店舗 石垣市真栄里 物品販売業を営む店舗 H21.4.22

45 愛島クリニック及び木村氏住宅 石垣市真栄里 診療所 H26.3.3

46 特別養護老人ホーム「まえさと茶寿苑」新築工事 石垣市真栄里 老人福祉施設 H28.3.17

47 石垣紫雲閣 石垣市真栄里 集会場 R1.6.12

48 （仮称）石垣新庁舎 石垣市真栄里東原 市役所 R3.11.17

49 ホテルマリンシティー 石垣市美崎町 ホテル H15.2.20

50 ホテルミヤヒラ新館 石垣市美崎町 ホテル H30.5.30
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51 (仮称）オーシャンリゾート石垣　【棟１】 石垣市宮良 共同住宅 H25.10.10

52 (仮称）オーシャンリゾート石垣　【棟２】 石垣市宮良 共同住宅 H25.10.10

53 (仮称）オーシャンリゾート石垣　【棟３】 石垣市宮良 飲食店 H25.10.10

54 (仮称）オーシャンリゾート石垣　【棟４】 石垣市宮良 共同住宅 H25.10.10

55 （仮称）石垣レンタカーステーション　事務所棟 石垣市盛山東牛種子 サービス業店舗 H25.12.24

56 まるの脳神経クリニック新築工事 沖縄県石垣市字新川竹西 病院 R3.9.7

57 学校法人　大庭学園立　石垣市認定こども園　新栄町こども園 沖縄県石垣市新栄町 こども園 R4.3.24

58 石垣空港旅客ターミナルビル（仮称） 石垣市白保 空港 H25.3.6

59 竹富観光レストラン 竹富町竹富 飲食店 H21.1.27
60 （仮称）竹富島の民宿 竹富町竹富 ホテル H24.7.12
61 アイランドリゾート与那国 与那国町与那国 ホテル H20.4.30
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