
施設名称 所在地 主要用途 交付年月日

1 沖縄銀行大道支店 那覇市安里 銀行 H11.9.1

2 牧志･安里地区第一種市街地開発事業　北敷地施設建築物 那覇市安里 複合施設 H23.10.6

3 嶺井医院新築工事 那覇市安里 診療所 H29.3.7

4 沖縄県住宅開発公社事務所 那覇市旭町 事務所 H26.4.15

5 （仮称）安謝高齢者複合施設 那覇市安謝 有料老人ホーム・老人福祉施設 H21.10.27

6 （仮称）ｲｴﾛｰﾊｯﾄ沖縄安謝店 那覇市安謝 物品販売業を営む店舗 H26.6.11

7 医療法人天仁会　天久台病院外来棟 那覇市天久 病院 H23.1.26

8 沖縄職業総合庁舎（ハローワーク） 那覇市上之屋 官公庁舎 H11.5.20

9 沖縄振興開発金融公庫本店ビル 那覇市上之屋 事務所 H12.4.21

10 （仮称）焼肉きんぐ　那覇新都心店 那覇市上之屋 飲食店 H25.3.8

11 デイサービスセンター琉球苑 那覇市宇栄原 老人福祉施設 H21.6.9

12 （仮称）サンエーうえばる団地店　食品館 那覇市宇栄原 物品販売業を営む店舗 H23.3.29

13 （仮称）サンエーうえばる団地店　ドラッグ館 那覇市宇栄原 物品販売業を営む店舗 H23.3.29

14 ﾜｲｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ宇栄原ﾃﾗｽ 那覇市宇栄原 共同住宅 H26.6.27

15 きららうえばる保育園 那覇市宇栄原 保育所 H30.5.22

16 （仮称）有料老人ホーム　ひまわり 那覇市小禄 老人福祉施設 H23.7.14

17 宇栄原小学校屋内運動場 那覇市小禄 小学校、児童クラブ R3.3.5

18 （仮称）ホリデーメイト貸店舗 那覇市鏡原町 物品販売業を営む店舗 H22.12.10

19 （仮称）ホリデーメイ貸事務所 那覇市鏡原町 銀行の支店 H22.12.21

20 第二ｵﾚﾝｼﾞ保育園新築工事 那覇市金城 保育園 H27.3.31

21 ともかぜ振興会館 那覇市金城 保健センター、集会場 R2.6.30

22 ワイズイン那覇小禄駅前 那覇市金城 ホテル一部店舗（飲食店） R2.6.22

23 小禄駅広場前マンション新築工事 那覇市金城 店舗兼共同住宅 R3.2.1

24 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ久米店 那覇市久米 物品販売業を営む店舗 H27.4.14

25 川平様高齢者複合介護施設 那覇市久茂地 老人ホーム一部デーサービス H25.7.3

26 焼肉きんぐ那覇久茂地店 那覇市久茂地 飲食店 H29.6.30

27 (仮称)那覇市久茂地キャビンホテル 那覇市久茂地 ホテル H30.7.3

28 （仮称）那覇市新文化芸術発信拠点施設 那覇市久茂地 劇場等 R3.7.21

29 沖縄大学 那覇市字国場 大学 H11.5.28

30 ベスト電気国場店 那覇市国場 物品販売業を営む店舗 H12.4.24

31 （仮称）国場複合施設 那覇市国場 児童福祉施設、寄宿舎 H22.12.27

32 （仮称）那覇市地域密着型特養老人ホーム新築工事 那覇市国場 有料老人ホーム H29.5.23

33 （仮称）那覇市国場高齢者介護複合施設新築工事 那覇市国場 老人ホーム一部デイサービス H30.8.29

34 （仮称）沖縄大学健康栄養学部棟新築工事 那覇市国場 学校 H31.1.18

35 那覇市地域密着型高齢者複合施設わらてぃーだ 那覇市国場 老人ホーム R4.2.25

36 SHIKINA　GARDEN（しきなガーデン） 那覇市識名 老人福祉施設 H24.2.9

37 SHIKINA　GARDEN（しきなガーデン） 那覇市識名 老人福祉施設 H24.2.9

38 高齢者複合施設ｱﾌﾟﾚｼｵ真地 那覇市識名 有料老人ホーム、老人福祉施設 H24.9.27

39 しらゆり保育園 那覇市識名 保育園 R1.10.15

40 タウンプラザかねひで　首里久場川店 那覇市首里久場川町 物品販売業を営む店舗 H22.12.20

41 久場川市営住宅（C棟） 那覇市首里久場川町 共同住宅 H26.5.1

42 那覇偕生園 那覇市首里石嶺町 老人福祉施設 H23.11.17

43 沖縄都市モノレール石嶺駅（仮称） 那覇市首里石嶺町 公共交通機関の施設 R1.6.26

44 城南小学校・幼稚園 那覇市首里崎山町 学校・幼稚園 H29.4.14

45 （仮）グループホームやすらぎ首里新築工事 那覇市首里山川町 老人福祉施設 H29.4.19

46 (仮称)赤嶺氏店舗新築工事 那覇市高良 銀行の支店 H25.4.4

47 おきでん那覇ビル 那覇市壺川 事務所 H11.11.5

48 タウンプラザかねひで西町店 那覇市西 物品販売業を営む店舗 H11.8.13

49 （仮称）西町りうぼう 那覇市西 日用品の販売を主たる目的とする店舗 H29.3.22

50 ホテル・トリフィート那覇旭橋 那覇市西 ホテル R1.9.4
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51 （仮称）那覇西一丁目計画 那覇市西 ホテル R3.12.27

52 那覇市民共同墓地及び納骨堂 那覇市繁多川 倉庫業を営ない倉庫（納骨堂） H26.4.16

53 ワイズエステムコート繁多川新築工事 那覇市繁多川 共同住宅 R2.12.7

54 ふく薬品　真嘉比店 那覇市真嘉比 物品販売業を営む店舗 H23.5.17

55 （仮称）サンエーV21食品館真嘉比店 那覇市真嘉比 物品販売業を営む店舗 H23.10.31

56 伊波様高齢者複合介護施設　新築工事 那覇市真嘉比 老人ホーム H26.2.17

57 那覇市立真嘉比幼稚園 那覇市真嘉比 幼稚園 H25.12.3

58 社会福祉法人　あらた会　あらた保育園 那覇市真嘉比 保育園 R1.12.27

59 与儀幼稚園 那覇市与儀 幼稚園 H27.3.17

60 与儀児童クラブ 那覇市与儀 児童福祉施設 H27.3.27

61 （仮称）沖縄セントラル病院複合介護施設 那覇市寄宮 寄宿舎、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、保育所、診療所 H22.12.20

62 (仮称)おもと会那覇地区寄宮複合施設計画 那覇市寄宮 老人福祉施設 H25.3.13

63 ケア・クロッシング寄宮 那覇市寄宮 児童福祉施設等 R1.6.10

64 ながやま保育園 那覇市泊 保育所 H24.4.2

65 （仮称）ホテルSMART CONDO泊 那覇市泊 ホテル H30.11.8

66 Tune Hotel　那覇沖縄 那覇市前島 ホテル H25.8.13

67 金城氏店舗兼共同住宅新築工事 那覇市牧志 ホテル、旅館、店舗 H25.11.5

68 （仮称）パームロイヤルNAHA増築工事 那覇市牧志 ホテル H30.10.16

69 （仮称）山田眼科医院 那覇市松川 診療所 H24.7.5

70 社会福祉法人大竹福祉会　まつやま保育園 那覇市松山 保育所 H24.10.3

71 （仮称）沖縄セルラー本社ビル 那覇市松山 事務所 H25.6.26

72 那覇市津波避難ビル 那覇市松山 複合施設 H28.5.11

73 (仮称)Appreciation　MATSUYAMA　新築工事 那覇市松山 ホテル R1.7.4

74 （仮称）なんくる新館新築工事 那覇市古島 有料老人ホーム H24.10.25

75 （仮称）沖縄フォート貸ビル新築工事 那覇市古島 銀行 H25.3.5

76 教育福祉会館改築工事 那覇市古島 集会場・事務所 H30.8.22

77 （仮称）ワイズ古島1丁目新築工事 那覇市古島 共同住宅 H31.3.6

78 （仮称）ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ若狭店 那覇市若狭 物品販売業を営む店舗 H26.12.5

79 （仮称）金城氏若狭店舗兼共同住宅新築工事 那覇市若狭 ﾎﾃﾙ又は旅館 H29.3.31

80 若狭小学校 那覇市若狭 学校 R4.3.24

81 (仮称)國吉氏共同住宅新築工事 那覇市具志 共同住宅 H25.3.26

82 那覇バス株式会社　具志営業所　新築工事 那覇市具志 路線バス営業所及び付帯施設 R2.6.15

83 那覇市庁舎 那覇市泉崎 官公庁舎 H24.12.28

84 開南幼稚園 那覇市泉崎 幼稚園 H28.3.8

85 琉球新報本社ビル 那覇市泉崎 事務所・劇場 H30.7.3

86 カフーナ旭橋A街区 那覇市泉崎 図書館/商業/事務所/自動車車庫/その他 H30.12.27

87 社会福祉法人大竹福祉会　おおたけ保育園 那覇市曙 保育所 H28.3.16

88 （仮称）那覇市長田介護複合新築工事 那覇市長田 老人ホーム等 H29.3.6

89 （仮称）アクロスプラザ古島駅前　Ｂ棟 那覇市銘苅 飲食店 H29.10.5

90 （仮称）アクロスプラザ古島駅前 那覇市銘苅 物品販売店舗 H29.12.11

91 安岡中学校屋内運動場等 那覇市銘苅 中学校（屋内運動場、武道場、プール） R3.3.24

92 （仮称）小禄宮城プロジェクト　新築工事 那覇市宮城 老人福祉施設 H30.2.20

93 真和志中学校 那覇市大道 中学校 H30.8.29

94 (仮称)フリーベル大道セルカセントロ第二　新築工事 那覇市字大道 共同住宅 R4.2.14

95 垣花こども園 那覇市山下町 児童福祉施設 R1.11.11

96 垣花小学校屋内運動場及びプール改築工事 那覇市山下町 学校 R4.2.28

97 農連市場地区防災街区整備事業防災施設建築物新築工事A-3③地区 那覇市樋川 共同住宅・集会所・保育所・駐車場 R2.2.28

98 神原小学校児童クラブ・地域連携室 那覇市樋川 学校 R3.4.27

99 神原小学校屋内運動場・プール 那覇市樋川 学校 R3.4.27

100 沖縄都市モノレール経塚駅（仮称） 那覇市前田 公共交通機関の施設 R1.6.26

101 那覇市真和志南地区活き活き人材育成支援施設(仮称) 那覇市上間 公民館・図書館 R1.10.16

102 県立那覇Ａ特別支援学校（仮称） 沖縄県那覇市古波蔵 学校 R4.1.28

103 天空の城有料老人ホーム複合施設 糸満市字大度 有料老人ホーム・デイサービス・調剤薬局 H28.6.6
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施設名称 所在地 主要用途 交付年月日地区

104 社会福祉法人　大地の子保育園 糸満市字兼城 保育園 H23.6.22

105 南部整形外科高齢者複合介護施設 糸満市字兼城 老人福祉施設 H24.1.5

106 糸満市役所 糸満市潮崎町 官公庁舎 H14.4.12

107 潮平有料老人ホーム・デイサービス施設 糸満市潮崎町 有料老人ホーム・デイサービス H29.9.21

108 糸満市観光文化交流拠点施設 糸満市潮崎町 複合施設 R3.10.28

109 青葉園障害者福祉ホーム 糸満市字武富 障害者福祉ホーム H21.6.11

110 （仮称）イオンタウン糸満武富 糸満市字武富 物品販売業を営む店舗 H22.12.10

111 サザンビーチホテル＆リゾート 糸満市西崎町 ホテル H21.5.25

112 （仮称）糸満診療所 糸満市西崎町 診療所 H23.9.9

113 障害者就労支援施設イノー 糸満市西崎町 飲食店 H24.3.14

114 ニッシン・楽・働・館 糸満市西崎町 物品販売店舗 H29.1.12

115 プラウディアコート糸満西川 糸満市西川町 共同住宅 H29.9.15

116 真壁幼稚園・保育所 糸満市真壁 保育所 H28.10.31

117 平和祈念公園休憩所 糸満市字摩文仁 集会場等 H19.10.4

118 平和祈念公園国立戦没者墓苑前トイレ 糸満市字摩文仁 公園トイレ H20.3.6

119 すぎの子保育園 糸満市字糸満 保育園 H30.4.23

120 糸満警察署庁舎 糸満市字糸満 警察署 R2.12.27

121 糸満自動車学校　二輪教室棟、実習棟 糸満市字糸満 自動車教習所 R2.6.10

122 第一市営住宅 糸満市字糸満 共同住宅 R3.6.15

123 トヨタカローラ沖縄・糸満店 糸満市字潮平 物品販売業を営む店舗 H31.1.18

124 (仮称）グループホームたまん（複合型福祉施設） 糸満市字真栄里 福祉施設 R4.3.15

125 医療・福祉複合施設「とよさき」 豊見城市字翁長 児童福祉施設 H19.11.1

126 有料老人ホームてぃみぐすく・デイサービス　クルチ 豊見城市字翁長 老人ホーム一部デイサービス H28.8.1

127 田仲医院 豊見城市宜保 医療施設 H17.9.1

128 豊見城市新庁舎 豊見城市宜保 官公庁舎 H31.2.8

129 （仮称）ゆいホーム空とみぐすく 豊見城市平良 児童福祉施設 H22.7.2

130 （仮称）元気な子 豊見城市平良 児童福祉施設 H22.7.2

131 社会福祉法人　まつみ福祉会　もみじ保育園 豊見城市平良 保育所 H26.6.10

132 共に生きる町たいら 豊見城市平良 社会福祉施設 H26.10.15

133 「共に生きる町」たかみね（仮）桜山荘 豊見城市高嶺 障害者支援施設、老人介護施設 H25.4.4

134 アルファスマート豊見城 豊見城市高嶺 共同住宅 H29.5.30

135 メイクマン豊見城店 豊見城市田頭 物品販売業を営む店舗 H16.11.19

136 社会福祉法人そてつ福祉会　大地保育園 豊見城市豊見城 児童福祉施設 H25.4.4

137 南部広域圏南斎場(仮称) 豊見城市豊見城 集会場 H26.7.22

138 デイサービスみんなの倶楽部・みんなの家 豊見城市豊見城 老人福祉施設 H26.12.22

139 空手道会館（仮称）（武道館） 豊見城市豊見城 集会場 H29.5.12

140 空手道会館（仮称）（展示棟、奥の院） 豊見城市豊見城 博物館その他これに類するもの H29.5.12

141 (仮称)アルファステイツ豊見城城址公園新築工事 豊見城市豊見城 共同住宅 R3.1.4

142 沖縄工芸産業振興拠点施設（仮称）新築工事 豊見城市豊見城 展示場 R4.1.13

143 ＯＴＳレンタカー臨空豊崎営業所 豊見城市豊崎 サービス業店舗(ﾚﾝﾀｶｰ） H19.11.7

144 豊見城市立(仮称)豊崎小学校 豊見城市豊崎 学校 H24.4.10

145 豊見城市立(仮称)豊崎幼稚園 豊見城市豊崎 学校 H24.5.1

146 （仮称）琉球日産自動車（㈱）豊崎営業所 豊見城市豊崎 物販店 H25.12.19

147 はぁとあいらんど豊崎 豊見城市豊崎 有料老人ホーム H26.8.8

148 豊崎総合公園市民体育館 豊見城市豊崎 体育館 H28.3.25

149 サンレー豊崎紫雲閣 豊見城市豊崎 葬儀場 H27.4.24

150 ジ・オーシャンテラス豊崎　サンセットテラス 豊見城市豊崎 共同住宅 H29.1.19

151 ジ・オーシャンテラス豊崎　シーサイドテラス 豊見城市豊崎 共同住宅 H29.9.26

152 （仮称）豊崎Ⅲプロジェクト 豊見城市豊崎 共同住宅 H31.3.4

153 （仮称）沖縄・豊崎タウンプロジェクト 豊見城市豊崎 物販店、飲食店、集会場、博物館、展示場、自動車車庫 R2.3.23

154 知的障害者通所授産施設「とみぐすく」 豊見城市渡橋名 知的障害者授産施設 H16.8.9

155 メモリアルホール富士会館 豊見城市字名嘉地 葬祭場 H17.4.21

156 大城様　マンション新築工事 豊見城市字名嘉地 共同住宅 H29.7.14

南部
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157 社会福祉法人地覇田福祉会　ドレミ保育園分園 豊見城市字名嘉地 保育所 H30.3.23

158 知念氏店舗兼共同住宅 豊見城市根差部 店舗兼共同住宅 H25.12.24

159 リヴウェルレイクサイドステージ 豊見城市真玉橋 共同住宅 H20.2.21

160 （仮称）環エステートカンパニービル新築工事 豊見城市字上田 有料老人ホーム一部診療所 H24.8.23

161 （仮称）社会福祉法人満福祉会　みや保育園新築工事 豊見城市字上田古島原 保育園 R4.3.25

162 松岡医院 豊見城市高嶺 診療所 H24.11.20

163 グループホーム　ちゃーがんじゅう 豊見城市与根 寄宿舎（グループホーム） H27.7.15

164 有料老人ホーム順風苑 豊見城市字与根 有料老人ホーム H31.3.28

165 豊見城中央病院 豊見城市字与根 病院 R2.7.29

166 （仮称）嘉数児童福祉施設 豊見城市字嘉数 児童福祉施設 H29.7.4

167 豊見城市消防庁舎建築工事 豊見城市高安 消防署(官公庁舎） H30.7.12

168 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 南風原町字新川 医療施設 H18.3.13

169 かねぐすく保育園 南風原町字新川 保育園 H19.5.28

170 環境の杜　ふれあい 南風原町字新川 スポーツ施設 H19.6.27

171 沖縄小児保健センター 南風原町字新川 診療所他 H21.1.15

172 沖縄県口腔保健医療センター 南風原町字新川 事務所兼診療所 H26.3.28

173 （仮称）南風原新川老人ホーム新築工事 南風原町字新川 老人ホーム兼デイサービス H29.3.27

174 タウンプラザかねひで南風原店 南風原町兼城 物品販売業を営む店舗 H13.8.3

175 堀川工業所サービス付高齢者新築工事 南風原町兼城 老人ホーム兼通所介護施設 H28.1.8

176 地域密着型　痴呆高齢者グループホーム 南風原町喜屋武 老人福祉施設 H26.3.12

177 沖縄県立南風原高等学校 南風原町津嘉山 学校等 H17.8.31

178 サービス付き高齢者向け住宅兼四世帯住宅新築工事 南風原町津嘉山 老人福祉施設、寄宿舎、共同住宅 H25.11.15

179 小規模多機能ホームはえばる 南風原町津嘉山 児童福祉施設等 H26.3.24

180 株式会社カノン社屋 南風原町津嘉山 老人福祉施設 H26.7.24

181 アルファスマート津嘉山 南風原町津嘉山 共同住宅 H31.3.5

182 県営南風原第二団地（１号棟） 南風原町津嘉山 共同住宅 R3.9.29

183 イオン南風原ショッピングセンター 南風原町宮平 物品販売業を営む店舗 H16.6.1

184 （仮称）障害者支援施設「よもぎ学園」 南風原町宮平 障害者支援施設 H26.1.24

185 フレスコアヒルズ宮平 南風原町宮平 共同住宅 H27.10.6

186 社会福祉法人伸芽福祉会　マイフレンズ保育園 南風原町宮平 保育所 H30.4.23

187 グループホームみやひら寮 南風原町宮平 社会福祉施設 R2.3.27

188 東部消防組合消防本部庁舎 南風原町字与那覇 官公庁舎 R3.11.17

189 外間脳神経外科クリニック 南城市大里字大里 医療施設 H16.6.29

190 特別養護老人ホーム　東雲の丘 南城市大里字大城 老人福祉施設 H16.1.5

191 大城様高齢者複合介護施設 南城市大里字稲嶺 老人福祉施設 H24.5.24

192 社会福祉法人愛護福祉会　愛護保育園 南城市大里字稲嶺 保育所 H24.9.21

193 イオンタウン南城大里 南城市大里字高平 物販店舗 H25.3.29

194 （仮称）松の実保育園新築工事 南城市大里字平良 保育所 H30.2.5

195 南城市立大里北小学校（校舎） 南城市大里字嶺井 小学校 R1.11.29

196 南城市立大里北小学校（屋内運動場） 南城市大里字嶺井 小学校 R1.11.29

197 （仮称）サンエーＶ21食品館嶺井店 南城市大里 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 H29.6.19

198 おおざと保育園新築工事 南城市大里 保育所 H30.1.9

199 南城市立　大里中学校 南城市大里字仲間 学校 R3.9.9

200 知念幼稚園 南城市知念宇久手堅 幼稚園 H26.7.17

201 知念小学校内学童施設 南城市知念字久手堅 学童施設 H31.2.6

202 地域観光交流拠点施設 南城市知念 集会場 H27.3.27

203 知名観光拠点施設 南城市知念 集会場 H29.2.1

204 （仮称）サービス付き高齢者向け住宅オリーブ 南城市佐敷字津波古 老人福祉施設 H24.9.17

205 馬天小学校屋内運動場・水泳プール 南城市佐敷字津波古 小学校 H28.3.18

206 馬天学童施設 南城市佐敷字津波古 児童福祉施設 H28.4.11

207 つきしろ学園 南城市佐敷字新里 障害者支援施設 H28.11.30

208 南城市庁舎 南城市佐敷字新里 官公庁舎 H30.6.28

209 船越学童施設 南城市玉城字船越 学童施設 H29.2.24
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210 グループホームあまね・デイサービスあまね 南城市玉城字屋嘉部 老人福祉施設 H27.4.22

211 玉城学童施設 南城市玉城字屋嘉部 学童施設 H29.2.24

212 玉城中学校特別教室棟 南城市玉城字富里 中学校 H29.3.21

213 玉城中学校武道場屋外プール 南城市玉城字富里 中学校 H29.7.27

214 百名学童施設 南城市玉城字百名 児童福祉施設 H28.5.10

215 堀川公民館 南城市玉城字堀川 公民館 H29.1.27

216 有限会社　はっぴー高齢者施設 南城市玉城字前川 有料老人ホーム H29.8.23

217 プロ・サッカーキャンプ等受入施設 南城市玉城字豊里 屋外観覧場 H30.7.31

218 (仮称)株式会社沖縄夢登宿泊施設新築工事 南城市玉城字百名 宿泊施設 R3.10.18

219 与那原中学校 与那原町字与那原 学校等 H22.2.15

220 社会福祉法人　真泉福祉会　東の森保育園分園 与那原町字与那原 児童福祉施設 H25.6.6

221 県営与那原団地（第2期） 与那原町字与那原 共同住宅 H27.7.9

222 沖縄女子短期大学（校舎棟） 与那原町字与那原 大学 H28.12.26

223 沖縄女子短期大学（サークル棟） 与那原町字与那原 大学 H28.12.26

224 （仮称）サンエー板良敷店 与那原町字板良敷仲西当原 物品販売業を営む店舗 H30.5.30

225 グランマーレ東浜ワイズ 与那原町字東浜 共同住宅 R1.11.5

226 与那原町新庁舎等複合施設建設工事 与那原町字上与那原 町役場 R3.6.18

227 新城幼稚園 八重瀬町字新城 学校等 H19.7.3

228 タウンプラザ金秀東風平店 八重瀬町字伊覇 物品販売業を営む店舗 H20.7.28

229 琉球銀行東風平支店 八重瀬町字伊覇 銀行 H21.12.28

230 沖縄銀行八重瀬支店 八重瀬長字伊覇 銀行 H23.2.14

231 具志頭幼稚園 八重瀬町具志頭 幼稚園 H26.4.30

232 あけもどろ学園 八重瀬町具志頭 児童福祉施設 H27.3.18

233 体験観光受入施設 八重瀬町具志頭 旅館 H28.3.30

234 てだこ学園 八重瀬町具志頭 児童福祉施設（障害支援施設） H28.4.22

235 作業棟（あけもどろ学園） 八重瀬町具志頭 児童福祉施設（障害者支援施設） H30.2.22

236 比屋根様貸店舗 八重瀬町字東風平 物販店舗 H20.3.7

237 （仮称）レーヴ八重瀬 八重瀬町字東風平 共同住宅 H25.7.2

238 八重瀬町統合庁舎 八重瀬町字東風平 官公庁舎 H27.2.3

239 東風平みらいっこ保育園 八重瀬町字東風平 保育園 R4.3.30

240 （仮称）イリーゼ沖縄有料老人ホーム 八重瀬町長毛長毛原 老人ホーム H26.2.4

241 結い保育園 八重瀬町字富盛 児童福祉施設 H25.4.4

242 障害者支援施設『太希おきなわ』Ａ棟 八重瀬町字仲座 障害者福祉施設 H26.11.7

243 サービス付高齢者住宅ガーデンヒル 八重瀬町字仲座 老人ホーム兼通所介護施設 H27.8.26

244 緑クリニック 八重瀬町字宜次 診療所 H29.11.27

245 有料高齢者ホーム寿寿 八重瀬町字屋宜原 老人福祉施設 H19.5.24

246 座間味村役場 座間味村字座間味 官公庁舎 H28.2.26

247 座間味幼稚園園舎改築工事 座間味村座間味 幼稚園 H30.7.11

248 渡名喜村東浜ビーチ公衆便所・シャワー室 渡名喜村 公衆便所 H27.10.19

249 渡名喜村南利便施設 渡名喜村 公衆便所 H28.1.12

250 渡名喜村多目的拠点施設 渡名喜村 老人福祉施設 H30.2.15

251 ドラックストアモリ久米島店 久米島町字比嘉 日用品販売店舗 H27.7.29

252 比嘉公民館 久米島町字比嘉 公民館 H29.9.29

253 （仮称）特別養護老人ホーム「球美の杜」・小規模多機能施設「球美の家」 久米島町字嘉手苅 老人ホーム H24.4.27

254 兼城港旅客待合所 久米島町兼城 港湾旅客待合所施設 R3.3.31

255 (仮称)南大東村新保育所新築工事 南大東村字南 保育所 R2.12.28
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