
地区 施設名称 所在地 主要用途 交付年月日

阿良地区集会施設 伊江村字東江前 集会場 H22.8.9

（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

奥郵便局 国頭村字奥 郵便局 H12.6.27

国頭村集会施設 国頭村字辺土名 集会場 H21.9.16

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

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

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

（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

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

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

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

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

プレミアムコースト名護 名護市東江 共同住宅 H20.2.21

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

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

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

ひだか脳神経外科 名護市字宇茂佐 診療所 H21.6.29

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

ラ・ペジーブル名護 名護市字宇茂佐 寄宿舎 H22.8.30

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

デルフィーノ名護 名護市大南 ホテル H16.1.9

（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

国際海洋環境情報センター 名護市字豊原 集会場 H13.11.15

みらい３号館 名護市字豊原 事務所 H21.4.17

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

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

久志診療所 名護市字三原 医療施設 H15.8.13

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

かんな保育園 宜野座村字漢那 保育園 H19.5.28

松田保育園 宜野座村字松田 保育園 H23.4.11

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

みゆきハマバルリゾート 恩納村字安富祖 ホテル H14.1.25

おきなわビール園 恩納村字名嘉真 飲食店 H23.11.18

ワタベウェディング読谷チャペル 読谷村字宇座 集会場等 H18.5.16

沖縄残波岬ロイヤルホテルコンベンションホー 読谷村字宇座 ホテル H22.10.4

ククルリゾート宿泊施設（ホテルむら咲むら） 読谷村字高志保 ホテル H22.8.13

社会福祉法人　生育福祉会　のぐさ保育園 読谷村字比謝 保育園 H22.9.13

冨原氏住宅兼診療所 読谷村字長浜 医療施設 H11.7.22

デイサービスうふどー 読谷村字波平 老人福祉施設 H23.6.29

安慶名学習等供用施設(公民館) うるま市安慶名 公民館 H22.10.1

美原保育園 うるま市石川東恩納 社会福祉施設 H11.11.24

マックスバリュ石川店 うるま市石川 物品販売業を営む店舗 H15.8.29

石川市西地区児童館 うるま市石川 児童福祉施設 H17.3.17

サンエー具志川メインシティ うるま市字江洲 物品販売業を営む店舗 H11.9.29

サンエー具志川メインシティ うるま市字江洲 物品販売業を営む店舗 H16.10.7

ふく薬局 うるま市字江洲 物品販売業を営む店舗 H17.5.26
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地区 施設名称 所在地 主要用途 交付年月日

中部北環境施設組合　ごみ焼却施設 うるま市字栄野比 物品販売業を営む店舗 H16.9.24

沖縄寿光会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ併設住宅型有料老人ﾎｰ うるま市勝連南風原 老人福祉施設 H22.5.15

兼原小学校屋内運動場 うるま市字喜屋武 学校等 H20.3.11

沖縄県IT津梁パーク・中核A棟 うるま市字州崎 事務所 H21.5.26

マックスバリュ　田場店 うるま市字田場 物品販売業を営む店舗 H12.11.2

JAおきなわ豊原出張所 うるま市豊原 銀行等の支店 H23.3.15

キャロット愛ランドマリンターミナル うるま市津堅 旅客待合所 H16.10.7

ジャスコ具志川ショッピングセンター うるま市字前原 物品販売業を営む店舗 H12.11.27

ダイレックス具志川店 うるま市字前原 物品販売業を営む店舗 H21.1.30

すこやか薬局具志川店 うるま市字宮里 物品販売業を営む店舗 H21.8.7

(仮)西原区公民館 うるま市与那城西原 公民館 H22,3,19

デイサービスあわせ 沖縄市泡瀬 老人福祉施設 H16.9.7

（仮称）ﾐｵｼｬﾄｰ泡瀬 沖縄市泡瀬 共同住宅 H19.7.30

高齢者専用賃貸住宅「ラペーシブル泡瀬」 沖縄市泡瀬 児童福祉施設等 H22.3.2

泡瀬北デイサービスセンター 沖縄市海邦 老人福祉施設 H16.8.23

愛聖ホーム｢和」 沖縄市海邦 児童福祉施設等 H21.6.26

なかみねニュークリニック 沖縄市字古謝 診療所 H19.6.12

マツモトキヨシ古謝店（仮サンエーこじゃ別館） 沖縄市字古謝 物品販売業を営む店舗 H23.7.29

ジョイフル古謝店（仮サンエーこじゃ別館） 沖縄市字古謝 飲食店 H23.7.29

（仮称）沖縄徳洲会　介護老人保健施設・認知賞対応型共同生活介護施設 沖縄市胡屋 老人福祉施設 H23.12.21

沖縄労働総合庁舎 沖縄市住吉 官公庁舎 H16.6.3

諸聖徒保育園 沖縄市園田 児童福祉施設 H12.4.26

沖縄銀行　コザ支店 沖縄市園田 銀行 H20.1.18

ゆい花デイサービス・有料老人ホーム 沖縄市園田 老人福祉施設・有料老人ホーム H23.9.13

愛聖クリニック身体障害者デイサービスセンター 沖縄市高原 身体障害者更生援護施設 H13.12.17

まごごろホーム高原 沖縄市高原 児童福祉施設 H19.9.10

サンクレスト高原 沖縄市高原 共同住宅 H20.2.19

マックスバリュ知花店 沖縄市字知花 物品販売業を営む店舗 H11.2.18

ちばなクリニック 沖縄市字知花 医療施設 H14.9.11

沖縄中央病院 沖縄市字知花 医療施設 H15.9.1

タンポポ保育園 沖縄市登川 児童福祉施設 H11.8.4

特別養護老人ホームおきなわ長寿苑 沖縄市登川 老人福祉施設 H12.3.24

美原ケアーサービスセンター 沖縄市登川 老人福祉施設 H17.3.11

小規模多機能型居宅介護おきなわ長寿苑 沖縄市登川 老人福祉施設 H19.7.9

ＪＡおきなわ中部ファーマーズマーケット 沖縄市登川 物品販売店舗 H19.10.17

セルフサポートセンターぴゅあ 沖縄市登川 社会福祉施設 H20.4.23

コザ信用金庫十字路支店 沖縄市東 信用金庫 H21.10.30

美里の杜カシータ 沖縄市松本 老人福祉施設 H20.2.12

中部紫雲閣 沖縄市松本 葬祭場 H23.4.15

琉球銀行コザ十字路支店 沖縄市美里 銀行 H11.11.22

美里女性クリニック 沖縄市美里 医療施設 H16.12.13

スポーツパレスジスタス美里店 沖縄市美里 スポーツ施設 H19.7.25

生協ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ美里・生協美里ハウス 沖縄市美里 老人福祉施設 H22.5.18

ａｕショップ宮里中学前 沖縄市宮里 物品販売業を営む店舗 H15.10.9

ワイズガーデン宮里ヒルズ 沖縄市宮里 共同住宅 H22.9.30

光の子保育園 沖縄市諸見里 保育園 H19.4.10

コザ病院 沖縄市山内 医療施設 H11.11.1

ふく薬局　ふてんま店 宜野湾市上原 物品販売業を営む店舗 H19.12.18

さんだん花ガーデン 宜野湾市宇地泊 老人福祉施設 H23.9.7

中部
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地区 施設名称 所在地 主要用途 交付年月日

ダイコー沖縄社屋 宜野湾市大山 事務所 H16.8.20

サンエー大山シティ 宜野湾市大山 物品販売業を営む店舗 H17.6.30

（仮称）ELGRAN大山店 宜野湾市大山 遊技場 H23.4.11

コザ信用金庫宜野湾支店 宜野湾市我如古 銀行 H12.10.13

宜野湾ガスビル 宜野湾市宜野湾 老人福祉施設 H17.6.16

よつ葉の里 宜野湾市宜野湾 老人福祉施設 H23.7.7

(仮称)桃原様店舗新築工事 宜野湾市野嵩 診療所 H21.10.30

まえはら医院 宜野湾市真栄原 診療所 H11.2.8

サンエーV21まえはら別館 宜野湾市真栄原 物品販売業を営む店舗 H21.6.8

（仮称）宜野湾市グループホーム 宜野湾市真栄原 老人福祉施設 H24.2.16

（株）国際リゾート研究所本社ビル 宜野湾市真志喜 診療所他 H20.10.2

嶺井第一病院 浦添市大平 病院 H19.9.14

サンエーみやぎ食品館 浦添市宮城 物品販売業を営む店舗 H16.5.12

新町・ロータリー地区再開発ＳＢ－２棟 嘉手納町字嘉手納 物品販売店舗 H19.10.26

新町・ロータリー地区再開発（RA棟） 嘉手納町字嘉手納 図書館・事務所等 H20.3.31

ネーブルカデナ 嘉手納町字兼久 物品販売業を営む店舗 H11.4.12

ネーブルカデナ 嘉手納町字兼久 飲食店 H11.4.12

ワイズ北谷 北谷町北前 共同住宅 H22.1.13

美浜セブンプレックス 北谷町美浜 劇場等 H11.4.12

ライオンズ美浜３丁目 北谷町美浜 共同住宅 H20.2.14

北谷宮城郵便局 北谷町宮城 郵便局 H12.6.2

(仮称）サンエーはまがわ店 北谷町宮城 物品販売業を営む店舗 H22.10.1

(仮称）ル・サンク北谷 北谷町吉原 共同住宅 H22.10.25

生活介護事業所　みさき 北中城村美崎 身体障害者福祉ホーム H19.4.12

伊舎堂構造改善センター 中城村伊舎堂 集会場 H11.6.30

奥間コミュニティーセンター 中城村奥間 公民館 H19.3.29

（仮称）ナカグスク 中城村奥間 児童福祉施設等 H23.7.19

老人デイサービスセンターひふみ 中城村北上原 老人福祉施設 H16.3.15

沖縄世界宣教教会保育園及び共同住宅 中城村字南上原 保育園 H19.6.6

サンエーなかぐすく店 中城村南上原 スーパーマーケット H19.10.29

小規模多機能型居宅介護施設「いなほ」 中城村屋宜 老人福祉施設 H19.5.30

サンエー西原シティ 西原町字嘉手苅 物品販売業を営む店舗 H11.11.24

誠和クリニック 西原町字幸地 医療施設 H11.10.28

太田小児科 西原町字小橋川 医療施設 H11.11.24

（仮称）沖縄森永乳業（株）製造棟 西原町字東崎 工場 H20.3.11

（仮称）沖縄北谷町プロジェクト（Ａ） 北谷町砂辺 共同住宅 H20.9.1

（仮称）沖縄北谷町プロジェクト（B） 北谷町砂辺 共同住宅 H20.9.1

沖縄銀行北谷支店 北谷町北谷 銀行 H20.11.18

沖縄銀行大道支店 那覇市字安里 銀行 H11.9.1

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

（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

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

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

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

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

（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

（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

（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

（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
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地区 施設名称 所在地 主要用途 交付年月日

（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

沖縄大学 那覇市字国場 大学 H11.5.28

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

（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

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

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

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

那覇偕生園 那覇市首里石嶺町 老人福祉施設 H23.11.17

おきでん那覇ビル 那覇市壺川 事務所 H11.11.5

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

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

（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

（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

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

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

糸満市役所 糸満市潮崎町 官公庁舎 H14.4.12

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

（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

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

（仮称）糸満診療所 糸満市西崎町 診療所 H23.9.9

障害者就労支援施設イノー 糸満市西崎町 飲食店 H24.3.14

平和祈念公園休憩所 糸満市字摩文仁 集会場等 H19.10.4

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

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

田仲医院 豊見城市宜保 医療施設 H17.9.1

（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

（仮称）元気な子 豊見城市平良 児童福祉施設 H22.7.2

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

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

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

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

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

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

かねぐすく保育園 南風原町新川 保育園 H19.5.28

環境の杜　ふれあい 南風原町字新川 スポーツ施設 H19.6.27

沖縄小児保健センター 南風原町新川 診療所他 H21.1.15

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

沖縄県立南風原高等学校 南風原町津嘉山 学校等 H17.8.31

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

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

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

与那原中学校 与那原町字与那原 学校等 H22.2.15

新城幼稚園 八重瀬町字新城 学校等 H19.7.3

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

琉球銀行東風平支店 八重瀬町字伊覇 銀行 H21.12.28

沖縄銀行八重瀬支店 八重瀬長字伊覇 銀行 H23.2.14

比屋根様貸店舗 八重瀬町字東風平 物販店舗 H20.3.7

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

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

南部
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地区 施設名称 所在地 主要用途 交付年月日

松田診療所 宮古島市平良字久貝 診療所 H23.10.26

青潮園 宮古島市平良字下里 身体障害者授産施設 H16.3.18

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

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

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

カンガルー保育園 宮古島市平良字西里 保育園 H23.4.7

老人保健施設「かりゆし」 石垣市新川 社会福祉施設 H12.4.6

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

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

川平農村集落センター 石垣市川平 集会場 H20.7.18

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

よしもとこどもクリニック 石垣市登野城 診療所 H22.3.31

東横INN石垣島 石垣市浜崎町 ホテル H21.10.22

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

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

ホテルマリンシティー 石垣市美崎町 ホテル H15.2.20

竹富観光レストラン 竹富町竹富 飲食店 H21.1.27

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

八重山

宮古
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