
施設名称 所在地 主要用途 交付年月日

1 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

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

3 (仮称)サンエー大湾東シティ 読谷村字大湾 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売業を営む店舗 H29.8.8

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

5 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

6 イエローハット読谷大湾店 読谷村字比謝 物品販売店舗(自動車整備工場含む) H30.9.11

7 冨原氏住宅兼診療所 読谷村字長浜 医療施設 H11.7.22

8 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

9 沖縄残波岬ロイヤルホテル屋内練習場新築計画 読谷村字長堂 スポーツ施設 H25.2.20

10 （仮称）ザ・ビッグ都屋店テナント棟 読谷村字座喜味 物品販売業を営む店舗 H28.1.13

11 地域密着型サービス事業所　新築工事(仮称) 読谷村字座喜味 特別養護老人ホーム H29.4.14

12 成和ユニテック介護福祉複合施設 読谷村字楚辺 老人ホーム等 H27.6.1

13 (仮称)読谷村瀬名波地区ホテル計画 読谷村瀬名波東原 ホテル R1.10.8

14 イオンタウン読谷北A棟　新築工事 読谷村字上地上地原 物品販売業を営む店舗 R2.12.28

15 カーサ・ダ・ヴィンチ うるま市赤道 共同住宅 H25.2.26

16 フレッシュプラザユニオン赤道店 うるま市赤道 マーケット H30.5.18

17 （仮称）ダイレックスうるま安慶名店 うるま市赤野 物品販売業を営む店舗 H26.12.17

18 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

19  (仮）いちゃりばタウンＢ区画店舗新築工事 うるま市安慶名 物販店舗 H25.8.12

20 （仮称）いちゃりばタウンA区画店舗 うるま市安慶名 物販店 H25.12.4

21 沖縄海邦銀行　安慶名支店 うるま市安慶名 銀行 H27.1.23

22 琉球銀行　具志川支店 うるま市安慶名 事務所(銀行) H29.1.4

23 美原保育園 うるま市石川東恩納 社会福祉施設 H11.11.24

24 シニアデイサービス うるま市石川東恩納 福祉施設(シニアデイサービスセンター) H30.8.29

25 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

26 石川市西地区児童館 うるま市石川 児童福祉施設 H17.3.17

27 Aおきなわ伊波支店新築工事 うるま市石川 物品販売業を営む店舗 H24.6.1

28 デイサービス四つ葉 うるま市石川 老人福祉施設 H24.6.4

29 (仮称)かねひで東恩納店新築工事 うるま市石川 物品販売業を営む店舗 H24.10.30

30 （仮称）仲宗根氏貸店舗新築工事 うるま市石川 物品販売業を営む店舗 H25.11.5

31 （仮称）ドラッグストア モリ石川店新築工事 うるま市石川 物品販売業を営む店舗 H25.12.4

32 たいら保育園 うるま市石川 保育園 H26.5.20

33 （仮称）サンエー石川シティー うるま市石川 物品販売業を営む店舗 R2.6.9

34 れいめいの里 うるま市石川 知的障害者授産施設 R3.5.13

35 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

36 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

37 ふく薬局 うるま市字江洲 物品販売業を営む店舗 H17.5.26

38 津嘉山の杜　ヒルトップカシータ うるま市字江洲 老人福祉施設 H24.5.31

39  メイクマン具志川店増築工事 うるま市字江洲 物品販売店 H25.5.15

40 あかつき保育園 うるま市字江洲 保育園 H25.6.4

41 すながわ内科クリニック うるま市字江洲 診療所 H26.7.7

42 沖縄IT津梁パーク企業集積施設（2号棟） うるま市字江洲 事務所 H26.7.30

43 沖縄IT津梁パーク企業集積施設（3号棟） うるま市字江洲 事務所 H27.3.31

44 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

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

46 国際物流拠点産業集積地域高度技術製造業賃貸工場（3号棟） うるま市勝連南風原 工場 H27.12.28

47 （仮）与勝の里サービス付き高齢者向け住宅 うるま市勝連内間 老人ホーム H27.1.8

48 認知症対応型共同生活介護グループホームかえで うるま市兼箇段 老人福祉施設 H26.10.14

49 （仮称）わくわくほいくえん新築工事 うるま市字兼箇段 保育園 R4.3.8

50 兼原小学校屋内運動場 うるま市字喜屋武 学校等 H20.3.11

沖縄県福祉のまちづくり条例適合証交付施設一覧（中部地区）

令和4年3月末現在
地区

中部



施設名称 所在地 主要用途 交付年月日地区

51 （仮称）医療法人 平愛会有料老人ホーム新築工事 うるま市字喜屋武 有料老人ホーム H24.9.11

52 有限会社　介護サービスたばた うるま市字喜屋武 有料老人ホーム H24.5.16

53 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

54 （仮称）ＩＴ津梁パーク民間ＩＴ施設新築工事 うるま市字州崎 事務所 H24.6.13

55 沖縄IT津梁パーク企業集積施設4号棟新築工事 うるま市字州崎 事務所 H30.6.7

56 （仮称）沖縄ＩＴ津梁パーク企業集積施設（5号棟）新築工事 うるま市字州崎 事務所 H31.2.26

57 沖縄IT津梁パーク アジアITビジネスセンター うるま市字州崎 事務所 R3.3.16

58 デューキッズなないろ　うるま園 うるま市州崎 保育園 R3.11.22

59 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

60 ガストうるま店 うるま市字田場 飲食店 H26.5.12

61 (仮称)A＆W安慶名店新築工事 うるま市字田場 飲食店 H28.4.22

62 のびっ子保育園 うるま市字田場 保育園 H29.1.4

63 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

64 カインズ うるま市豊原 物品販売業を営む店舗、自動車修理工場 H30.12.12

65 くら寿司 うるま市豊原 飲食店 H30.12.12

66 ユニクロ うるま市豊原 物品販売業を営む店舗 H30.12.12

67 ゲオ・セカンドストリート うるま市豊原 物品販売業を営む店舗 H30.12.12

68 ジスタス うるま市豊原 スポーツの練習場 H30.12.12

69 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

70 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

71 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

72 docomo州崎店 うるま市字前原 店舗 H27.8.13

73 (仮称)スーパースポーツゼビオうるま店 うるま市字前原 物品販売業を営む店舗 H28.4.14

74 タウンプラザかねひで うるま市字前原 物品販売業を営む店舗 H30.12.12

75 のびのび保育園分園・美容室ＥＡＲＴＨ うるま市字前原 保育園、美容室 H30.12.12

76 前原どろんこ保育園 うるま市字前原 保育所 H31.3.29

77 農水産業振興戦略拠点施設（直売所棟） うるま市字前原 物品販売業を営む店舗 H30.12.17

78 農水産業振興戦略拠点施設（レストラン棟） うるま市字前原 飲食店 H30.12.17

79 （仮称）焼肉なべしま　うるま店 うるま市字前原 飲食店 R2.2.18

80 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

81 こざくら保育園改築工事 うるま市字宮里 保育所 H22.3.19

82 (仮)西原区公民館 うるま市与那城西原 公民館 H24.10.30

83 ふくよか第2保育園 うるま市与那城屋慶名 保育所 H31.1.24

84 (仮称)玉城クリニック新築工事 うるま市赤道 診療所 H24.7.3

85 デイサービス　エーアンドエス うるま市大田 老人福祉施設 H24.12.6

86 塩屋公民館 うるま市塩屋 自治公民館 H27.4.22

87 （仮称）青いとり保育園（分園） うるま市塩屋 保育園 H30.6.20

88 グループホームかえでテラス うるま市塩屋 寄宿舎 R2.1.28

89 島の風 うるま市川崎 デイサービス R2.1.28

90 （仮称）ひがしの大空保育園 うるま市具志川 保育所 R2.3.23

91 安慶田市営住宅（第１期建設工事） 沖縄市安慶田 共同住宅 H26.3.31

92 安慶田市営住宅建替事業（第２期建設工事）２号棟 沖縄市安慶田 共同住宅 H28.8.2

93 安慶田市営住宅建替事業（第２期建設工事）３号棟 沖縄市安慶田 共同住宅 H28.8.2

94 安慶田市営住宅　4号棟 沖縄市安慶田 共同住宅 H30.12.12

95 デイサービスあわせ 沖縄市泡瀬 老人福祉施設 H16.9.7

96 （仮称）ミオシャトー泡瀬 沖縄市泡瀬 共同住宅 H19.7.30

97 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

98 マックスバリュ泡瀬店 沖縄市泡瀬 物品販売業を営む店舗 H27.1.19

99 ラ・ペジーブル泡瀬2号館 沖縄市泡瀬 老人ホーム H29.4.31

100 沖縄市泡瀬保育所 沖縄市泡瀬 保育所 R1.7.30

101 泡瀬市営住宅建替事業（第１期建設工事）１号棟 沖縄市泡瀬 共同住宅 R2.1.8

102 （仮）社会福祉法人オリーブ福祉会　オリーブ福祉会 沖縄市大里 保育園 R2.10.6

103 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
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104 愛聖ホーム｢和」 沖縄市海邦 児童福祉施設等 H21.6.26

105 愛聖有料老人ホームシンフォニー 沖縄市海邦 有料老人ホーム H25.1.11

106 なかみねニュークリニック 沖縄市字古謝 診療所 H19.6.12

107 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

108 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

109 （仮称）あわせモール2期計画（B棟） 沖縄市字古謝 物品販売業を営む店舗、自動車修理工場 H28.11.28

110 （仮称）あわせモール2期計画（A棟） 沖縄市字古謝 ショールーム（自動車）、自動車修理工場 H28.12.1

111 （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

112 デイサービス一歩胡屋改築工事 沖縄市胡屋 老人福祉施設 H25.1.18

113 (仮称）胡屋高齢者複合施設新築工事 沖縄市胡屋 老人福祉施設 H25.3.14

114 介護老人保健施設おきなわ徳州苑 沖縄市胡屋 病院 H26.3.6

115 こどもの国公園 沖縄市胡屋、北中城村字島袋 公衆便所、授乳室 R4.3.28

116 沖縄労働総合庁舎 沖縄市住吉 官公庁舎 H16.6.3

117 諸聖徒保育園 沖縄市園田 児童福祉施設 H12.4.26

118 沖縄銀行　コザ支店 沖縄市園田 銀行 H20.1.18

119 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

120 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

121 まごごろホーム高原 沖縄市高原 児童福祉施設 H19.9.10

122 サンクレスト高原 沖縄市高原 共同住宅 H20.2.19

123 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

124 ちばなクリニック 沖縄市字知花 医療施設 H14.9.11

125 沖縄中央病院 沖縄市字知花 医療施設 H15.9.1

126 （仮称）知花ﾊｲｻｲ保育園 沖縄市知花 保育所 R2.9.11

127 （仮称）ふく薬局店舗 沖縄市知花 物品販売店舗 R3.8.16

128 沖縄市知花保育所 沖縄市知花 保育園 R4.1.12

129 タンポポ保育園 沖縄市登川 児童福祉施設 H11.8.4

130 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

131 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

132 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

133 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

134 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

135 （仮称）㈲大興不動産店舗新築工事 沖縄市登川 飲食店 H28.11.15

136 （仮称）かねひで登川市場 沖縄市登川 物品販売店舗 R3.7.15

137 なかがみ地域包括センター 沖縄市登川 老人ホーム R3.12.16

138 コザ信用金庫十字路支店 沖縄市東 信用金庫 H21.10.30

139 美里の杜カシータ 沖縄市松本 老人福祉施設 H20.2.12

140 中部紫雲閣 沖縄市松本 葬祭場 H23.4.15

141 明道いぶき保育園 沖縄市松本 保育所 R3.8.29

142 琉球銀行コザ十字路支店 沖縄市美里 銀行 H11.11.22

143 美里女性クリニック 沖縄市美里 医療施設 H16.12.13

144 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

145 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

146 社会福祉法人　希愛会　介護老人福祉施設　琉和の森 沖縄市美里 有料老人ﾎｰﾑ H24.4.6

147 エンズリーフス新築工事 沖縄市美里 (株)チームアルファ H30.5.30

148 みさと虹薬局 沖縄市美里 店舗（薬局） R1.10.29

149 吉原公園 沖縄市美里 公園 R1.11.12

150 中部協同病院 沖縄市美里 病院 R1.12.9

151 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

152 ワイズガーデン宮里ヒルズ 沖縄市宮里 共同住宅 H22.9.30

153 光の子保育園 沖縄市諸見里 保育園 H19.4.10

154 地域密着型介護老人福祉施設森城及びｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 沖縄市諸見里 老人福祉施設 H24.8.16

155 （仮称）沖縄市多目的広場 沖縄市諸見里 体育館及びスポーツ練習場 H30.12.12

156 コザ病院 沖縄市山内 医療施設 H11.11.1
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157 ＴＰ金秀　山内店 沖縄市 物販店舗 H26.3.28

158 桃山公園内体験学習施設 沖縄市山内 集会場 H26.5.21

159 沖縄アリーナ 沖縄市山内 運動競技施設 R3.2.19

160 （同）空飛ぶめだか高齢者施設THE DISCO 沖縄市八重島 有料老人ホーム兼デイサービスセンター R2.7.7

161 (有)ＹＵＭＡ企画様高齢者複合介護施設 沖縄市与儀 老人ホーム H26.9.17

162 社会福祉法人　大信福祉会　グループホームまんた 沖縄市与儀 障害者福祉施設 R3.7.15

163 ﾌﾟﾘﾓｷｯﾁﾝ店舗新築工事 沖縄市比屋根 飲食店 H24.5.7

164 タウンプラザかねひで比屋根市場 沖縄市比屋根 物品販売店舗 H24.12.14

165 （仮）高齢者複合施設有料老人ホーム後原 沖縄市池原 有料老人ホーム兼老人福祉施設 H24.6.7

166 中部和厚園（アイホーム） 沖縄市池原 老人福祉施設 H25.10.31

167 いちゃりばちょうでぃー池原指定居宅介護支援事業所新築工事 沖縄市池原  老人ホーム兼老人デイサービス H29.4.17

168 有料老人ホーム　にへでほーむ 沖縄市大里 有料老人ホーム兼老人福祉施設 H25.1.21

169 一般財団法人沖縄県助産師会母子未来センター 沖縄市中央 助産施設 H25.2.1

170 沖縄警察署庁舎 沖縄市山里 官公庁舎 H25.3.14

171 （仮称）焼肉きんぐ　沖縄美里店 沖縄市美原 有限会社橘高設計 H30.5.30

172 沖縄店舗開発㈱貸店舗 沖縄市美原 銀行の支店 R4.3.25

173 社会福祉法人　大信福祉会　老人・児童福祉施設 沖縄市明道 (有)ウィング建築設計事務所 H30.12.3

174 （仮称）エンズプラザライカム 沖縄市久保田 共同住宅 R1.10.25

175 （仮称）コルディオ中の町ホテル 沖縄市上地 ホテル R3.11.22

176 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

177 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

178 特別養護老人ﾎｰﾑ　新築工事 宜野湾市字地泊 老人福祉施設 H24.6.1

179 宇地泊区公民館 宜野湾市宇地泊 公民館 H27.9.30

180 宇地泊区公民館 宜野湾市宇地泊 公民館 H29.9.30

181 (仮称)有限会社ｸﾞｼｹﾝ商事様貸店舗 宜野湾市大謝名 物品販売業を営む店舗 H26.4.8

182 有料ホーム　すみれ荘 宜野湾市大謝名 有料老人ホーム H27.12.21

183 県営大謝名団地建替工事（第３期） 宜野湾市大謝名 共同住宅 R3.11.17

184 （仮称）サンエー宜野湾コンベンションシティ 宜野湾市大山 物品販売業を営む店舗 H24.6.29

185 ダイコー沖縄社屋 宜野湾市大山 事務所 H16.8.20

186 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

187 （仮称）ELGRAN大山店 宜野湾市大山 遊技場 H23.4.11

188 あっぷる保育園 宜野湾市大山 保育所 H30.9.12

189 コザ信用金庫宜野湾支店 宜野湾市我如古 銀行 H12.10.13

190 （仮称）屋嘉比盛令様マンション 宜野湾市我如古 共同住宅 H25.10.23

191 (仮称)ｻﾝｴｰV21食品館佐真下店 宜野湾市我如古 物品販売業を営む店舗 H26.3.31

192 ポケット保育園 宜野湾市我如古 保育所 H31.1.23

193 宜野湾ガスビル 宜野湾市宜野湾 老人福祉施設 H17.6.16

194 よつ葉の里 宜野湾市宜野湾 老人福祉施設 H23.7.7

195 コザ信用金庫　普天間支店 宜野湾市普天間 銀行の支店 H28.8.23

196 おれんじ嘉数 宜野湾市嘉数 老人ホーム一部デイサービス H26.2.19

197 伊波氏住宅兼店舗 宜野湾市嘉数 社会福祉施設 H27.3.11

198 ねたて内科クリニック 宜野湾市嘉数 診療所 H30.6.4

199 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｽ志真志・ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ志真志 宜野湾市志真志 老人福祉施設 H26.6.4

200 (仮称)桃原様店舗新築工事 宜野湾市野嵩 診療所 H21.10.30

201 タウンプラザかねひで野嵩市場新築工事 宜野湾市野嵩 物品販売業を営む店舗 H30.8.14

202 社会福祉法人輝福祉会　ここわ保育園 宜野湾市野嵩 保育所 H31.1.30

203 まえはら医院 宜野湾市真栄原 診療所 H11.2.8

204 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

205 （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

206 学校法人　カトリック沖縄学園　沖縄カトリック小学校 宜野湾市真栄原 小学校 H27.3.31

207 （仮）グループホーム　真栄原Ⅱ 宜野湾市真栄原 老人ホーム(グループホーム) H29..1.27

208 （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

209 （仮称）社会福祉法人　美ら島福祉会　まなぶ保育園 宜野湾市大謝名 保育所 H24.6.4

中部
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210 JAMES　S．LEE宜野湾ﾋﾞﾙ新築工事 宜野湾市大謝名 事務所 H24.9.11

211 県営大謝名団地 宜野湾市大謝名 共同住宅 H28.7.13

212 （仮称）宜野湾大謝名プロジェクト 宜野湾市大謝名 共同住宅 H30.6.20

213 県営大謝名団地 宜野湾市大謝名 共同住宅 H30.8.1

214 棚原様高齢者 宜野湾市愛知 老人ホーム兼デイサービス一部保育所 H28.2.29

215 介護複合施設　ふれあい愛知の丘 宜野湾市愛知 老人ホーム等 H29.9.7

216 しののめ保育園 宜野湾市新城 保育所 H29.8.21

217 (仮称)伊波トミ子・伊波春彦様住宅付ﾏﾝｼｮﾝ 宜野湾市 共同住宅 H25.2.8

218 社会福祉法人善隣福祉会　特別養護老人ホーム　愛誠園 宜野湾市伊佐 特別養護老人ホーム H30.4.24

219 （仮称）サンエー喜友名店 宜野湾市喜友名 店舗 H30.4.26

220 介護総合施設ケアビレッジふれあい我如古 宜野湾市字佐真下 老人ホーム R2.8.28

221 嶺井第一病院 浦添市大平 病院 H19.9.14

222 (仮称)大平りうぼう新築工事 浦添市大平 物品販売業を営む店舗 H25.7.31

223 やえせAssemble Garden(南棟) 浦添市大平 老人福祉施設 H31.3.5

224 やえせAssemble Garden(北棟) 浦添市大平 老人福祉施設 H31.3.5

225 (仮称)ダイレックス浦添店新築工事 浦添市大平 日用品の販売を主目的とする店舗 R2.11.11

226 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

227 （仮称）宮城貸診療所 浦添市宮城 診療所 H24.10.18

228 （仮）ミルコマンション浦添仲西二丁目 浦添市仲西 共同住宅 H24.4.6

229 県営神森団地 浦添市仲西 共同住宅 H27.5.19

230 県営神森団地　２号棟 浦添市仲西 共同住宅 H29.5.29

231 みかん西原 浦添市西原 老人ホーム H26.7.22

232 有料老人ホーム｢ぶどうの木経塚｣ 浦添市経塚 有料老人ホーム H24.10.4

233 （仮称）ドラッグイレブン経塚店 浦添市経塚 物品販売業を営む店舗 H26.5.27

234 （仮称）ドコモショップ経塚店 浦添市経塚 物品販売業を営む店舗 H26.10.7

235 (仮称)auショップ経塚店新築工事 浦添市経塚 公益事業の店舗 H28.8.29

236 （仮称）㈱ﾒﾃﾞｨｱﾗｲﾝ様　有料老人ホーム新築工事 浦添市経塚 老人福祉施設 H29.9.8

237 安慶名様(学童保育施設)新築工事(ﾗｲﾄﾊｳｽｽｸｰﾙ) 浦添市城間 児童福祉施設 H24.11.1

238 メイクマン浦添本店 浦添市城間 物品販売業を営む店舗 H25.9.19

239 (仮称)比嘉眼科医院 浦添市城間 診療所、薬局 R2.5.12

240 メディカルプラザたろう 浦添市屋富祖 老人福祉施設 H26.10.28

241 浦添市経塚有料老人ホーム 浦添市前田 有料老人ホーム H26.9.19

242 タウンプラザかねひで 浦添市前田 店舗 H27.11.26

243 楠見耳鼻咽喉科 浦添市前田 診療所 H28.3.7

244 沖縄都市モノレール前田駅（仮称） 浦添市前田 公共交通機関の施設 R1.6.26

245 沖縄都市モノレール浦西駅（仮称） 浦添市前田 公共交通機関の施設 R1.6.26

246 浦添看護 浦添市当山 専修学校 H29.4.25

247 (仮称)ｻﾝｴｰ浦添西海岸計画新築工事 浦添市西洲 百貨店・ﾏｰｹｯﾄその他物販店 R1.6.6

248 （仮称）エンズ牧港　新築工事 浦添市牧港 共同住宅 R2.1.31

249 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

250 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

251 南区学習等供用施設 嘉手納町字嘉手納 集会場 H25.6.20

252 北区コミュニティーセンター 嘉手納町嘉手納 コミュニティーセンター(使用形態は公民館） H30.5.25

253 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

254 ネーブルカデナ 嘉手納町字兼久 飲食店 H11.4.12

255 西浜区学習等供用施設 嘉手納町字水釜 公民館（集会場） R2.5.13

256 ワイズ北谷 北谷町北前 共同住宅 H22.1.13

257 一般社団法人　字伊礼郷友会館 北谷町桑江伊平 集会場 H25.10.17

258 JAおきなわ北谷支店、ファーマーズマーケットニライ市場 北谷町桑江 物品販売店舗兼銀行（支店） H27.12.28

259 北谷郵便局 北谷町桑江 郵便局 H28.9.16

260 （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

261 （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

262 沖縄銀行北谷支店 北谷町北谷 銀行 H20.11.18
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263 美原福祉会デイサービス改修工事 北谷町北谷 デイサービス H30.3.30

264 沖縄マツダ販売　北谷店 北谷町美浜 自動車販売店舗 H27.9.28

265 くら寿司沖縄北谷店 北谷町美浜 飲食店 H27.8.6

266 美浜セブンプレックス 北谷町美浜 劇場等 H11.4.12

267 ライオンズ美浜３丁目 北谷町美浜 共同住宅 H20.2.14

268 ベッセルホテルカンパーナ沖縄 北谷町美浜 ホテル H24.4.25

269 北谷町フィッシャリーナ整備事業（仮称）海業振興センター 北谷町美浜 物品販売業を営む店舗 H25.7.17

270 ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷 北谷町美浜 ホテル H30.3.29

271 (仮称)北谷Ｂ街区ホテル 北谷町美浜 ホテル H30.4.27

272 (仮称)ラパン･コンド新築工事 北谷町美浜 ホテル、一部店舗 R1.11.11

273 北谷宮城郵便局 北谷町宮城 郵便局 H12.6.2

274 (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

275 浜川幼稚園 北谷町宮城 幼稚園 H27.3.17

276 (仮称)DSI様ホテル新築工事 北谷町宮城 ホテル R1.12.27

277 (仮称）ル・サンク北谷 北谷町吉原 共同住宅 H22.10.25

278 ニライ消防　北谷消防署庁舎 北谷町字吉原 官公庁舎 R3.6.3

279  ハピネスたまき(仮称)株式会社サポートオフィス老人施設新築工事 北谷町上勢頭 老人福祉施設(老人ホーム) H29.5.30

280 (仮称)エンズ北谷浜川新築工事 北谷町浜川 共同住宅 R3.4.15

281 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

282 アリス保育園 北中城村美崎 保育園 H27.6.15

283 北中城村役場第一庁舎 北中城村喜舎場 官公庁舎 R3.1.21

284 エンズマリーナ in ライカム 北中城村字比嘉東原 ホテル R2.9.3

285 伊舎堂構造改善センター 中城村伊舎堂 集会場 H11.6.30

286 奥間コミュニティーセンター 中城村奥間 公民館 H19.3.29

287 （仮称）ナカグスク 中城村奥間 児童福祉施設等 H23.7.19

288 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

289 ラポール保育園 中城村字北上原砂川原 保育園 H30.10.1

290 沖縄世界宣教教会保育園及び共同住宅 中城村南上原 保育園 H19.6.6

291 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

292 有料老人ホーム　さくら荘 中城村南上原 有料老人ホーム兼住宅 H24.6.6

293 （仮）中城村南上原保育園・幼稚園 中城村南上原 児童福祉施設・学校等 H25.9.30

294 フォレスト 中城村南上原 共同住宅 H28.3.30

295 医療法人　海秀会　うえむら病院仮設仮病室棟建設工事 中城村南上原 病院 R3.3.16

296 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

297 (1階)小規模多機能型居宅介護事業所　(2階)有料老人ホーム 西原町字小那覇 老人ホーム R2.11.9

298 （仮称）沖縄森永乳業（株）製造棟 西原町字東崎 工場 H20.3.11

299 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

300 ハートライフクリニック 西原町掛保久崎原 診療所 H25.8.29

301 誠和クリニック 西原町字幸地 医療施設 H11.10.28

302 太田小児科 西原町字小橋川 医療施設 H11.11.24

303 西原町庁舎等複合施設 西原町与那城 官公庁舎 H26.5.7

304 西原町農水産物流・加工・観光拠点施設 西原町与那城 物販店 R3.3.18

305 ワイズヒルズコート西原 西原町字上原 共同住宅 H27.6.12

306 ワイズグランスカイ西原 西原町字上原宮里 共同住宅 H28.3.7

307 ハートライフ総合ケアセンター 西原町字小那覇 有料老人ホーム H27.5.27
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