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瑞慶山養豚 うるま市 みどり町 1-2 ｲ
具志川市庁舎 うるま市 みどり町1-1-1 72

● カーポート天願サービスステーション うるま市 みどり町2-23-1 71
● カーポートあげなサービスステーション うるま市 みどり町5-23-1 71

すし皮店 うるま市 安慶田426 17
● 福原畜産 うるま市 安慶名 1-2 ｲ

なぎさ本舗京都屋 うるま市 安慶名106-1 67

島ランドリー うるま市 安慶名193 67
兼城ブロック うるま市 安慶名32 54

● ● えんまんランドリー うるま市 安慶名384番地 67
カメラのうえず うるま市 安慶名454 68
有明臨床試験所 うるま市 安慶名498 71-2 ｲ

● 沖縄健康創業株式会社 うるま市 宇堅1322-10 10 ﾛ,ﾊ,ﾆ,ﾎ
● 農業生産法人（有）たいよう うるま市 宇堅135-1 10 ﾛ、ﾊ、ﾆ

(有)ホワイト急便　具志川 うるま市 宇堅572 67
● 具志川石炭火力発電所 うるま市 宇堅657 63-3

● 沖縄県経済連農産加工具志川工場 うるま市 栄野比1006 4 ｲ,ﾛ

● 医療法人和泉会　いずみ病院 うるま市 栄野比1152-3 72 1395人
● 中部北環境施設組合ごみ焼却施設 うるま市 栄野比1211 71-3
● 栄野比給油所 うるま市 栄野比21 71

● タイガー工業㈱ うるま市 栄野比712-2 66
兼島養豚場 うるま市 塩屋 1-2 ｲ

● ドン・キホーテ　うるま店 うるま市 塩屋浜原502－1 71
● （仮称）HOTEL R9 The Yard うるま市塩屋 うるま市 字塩屋浜原445-1、453-4 66-3 ｲ､ﾛ
● （合）諸見里酒造場 うるま市 喜屋武174-1 10
● りゅうせきエネルギー平良川店 うるま市 喜屋武278－1 71

キングランドリー うるま市 喜屋武325-5 67

知念ブロック うるま市 喜屋武327 54
まるいし製麺工場 うるま市 喜屋武830-5 16

● 琉球ダイハツ販売㈱中部うるま店 うるま市 喜仲1-1-1 71
● ● 県立中部病院 うるま市 宮里192 72

● ● 沖縄県立中部病院 うるま市 宮里２８１番地 68-2 イロハ
㈲丸徳商事 うるま市 具志川1461-1 66-3 ｲ,ﾊ 72
きんわん旅館 うるま市 具志川2467-1他 66-3 ｲ,ﾊ
金世建設 うるま市 具志川2734 55
金世生コン（資） うるま市 具志川2734 54

● 具志川東団地 うるま市 具志川2791 72
● ● Smilax Kurichi うるま市 具志川3231-1 66-3 ｲ､ﾊ
● ほうき星 うるま市 具志川3391－3 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ

● 県営田場団地 うるま市 具志川3512 72
(有)協同化工 うるま市 具志川940 11 ｲ,ﾆ,ﾎ

● JAえのびセルフSS うるま市 具志川栄野比21 71
● 伊波牛舎 うるま市 具志川廻原681-1 1-2 ﾛ
● 株式会社りゅうせきライフサポート　与勝店 うるま市 字具志川1460 71

● ● 県営兼原高層住宅排水処理施設 うるま市 兼箇段1311-1 72
● 樋川給油所 うるま市 兼箇段1339-1 71

● 沖縄県衛生環境研究所 うるま市 兼箇段17番地１ 71-2 ｲ
● 沖縄県家畜衛生試験場 うるま市 兼箇段3-1 71-2 ｲ
● 南星農場 うるま市 兼箇段351 1-2 ｲ 2100㎡

沖縄温泉ヘルスパーク うるま市 江洲140-1他 72
㈱ヨナシロ うるま市 江洲332 72 72
諸見里ブロック工場 うるま市 江洲353 54

● ● フジカラーパレットプラザ　具志川メインシティ店 うるま市 江洲450-1 68
● サンエースーパ具志川店 うるま市 高江洲1031-1 72

ホテルニューコートニー うるま市 昆布1275 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

● 昭和化学工業株式会社 うるま市 昆布1455 27 ｲ,ﾛ,ﾇ 有害物質貯蔵施設
● うるま記念病院 うるま市 昆布1832-397 72 820人
● 合同会社キンアグー　昆布豚舎 うるま市 昆布1832-425 1-2 ｲ

総合畜産 うるま市 昆布1832-467 1-2 ｲ
● 丸協農産具志川農場 うるま市 昆布1832-467 1-2 ｲ 1902.3㎡
● 中部衛生施設組合 うるま市 昆布1844 72
● 池宮城養豚場 うるま市 字昆布１８３２－４２５ 1-2 ｲ
● 具志川総合グラウンド うるま市 字大田421番地 72 1280人槽
● 具志川浄化センター うるま市 州崎1 73
● 合名会社　新里酒造 うるま市 州崎12-17 10 ｲ、ﾛ､ﾆ､ﾍ

● 日立建機日本(株)沖縄中央営業所 うるま市 州崎12-34 71
● 日立建機日本(株)沖縄中央営業所 うるま市 州崎12－34 71

● 國場商行中部支店 うるま市 州崎12-38 22 ﾛ
● ● 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター うるま市 州崎12－75 71-2 ｲ
● ● 沖縄バイオ産業振興センター うるま市 州崎5－1 71-2 ｲ
● ● 沖縄ライフサイエンス研究センター うるま市 州崎5番地8 71-2 ｲ
● (有)タマキハム うるま市 州崎8-11 2 ｲ,ﾛ,ﾊ
● ● (有)双葉食品 うるま市 州崎8-14 3 ﾛ
● (有)中頭食品センター うるま市 州崎8-15 17
● ● ㈱デリヨン うるま市 州崎8-21 66-5
● ● 有限会社　双葉食品 うるま市 州崎8番地の14 17
● ● ジーケーフーズ株式会社 うるま市 洲崎12-29 66-5
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特定施設4 特定施設5工場又は事業場の所在地特定施設の状況

事　　業　　場　　名

特定施設1 特定施設2 特定施設3

● ● 沖縄県工業技術センター うるま市 字州崎12番２ 71-2 ｲ 66
● ● 株式会社　沖縄環境保全研究所 うるま市 字州崎7-11 71-2 ｲ
● 農業生産法人　有限会社池宮城畜産 うるま市 勝連字平敷屋2653-1 1-2 ｲ 11 ｲ
● 農業集落排水処理施設（津堅） うるま市 勝連津堅灯台原229-4～8 72 890人

シンセンクリーニング店 うるま市 勝連内間975 67
● 与勝病院 うるま市 勝連南風原3584番地 72
● 琉球ダイハツ販売株式会社PDIセンター うるま市 勝連南風原5099-1 71 0.5㎥ 70-2 2.5㎥
● ● サンエー与勝シティー うるま市 勝連南風原5111 72

● ㈱ｻﾝエーﾌｼﾞｶﾗｰﾊﾟﾚｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ与勝ｼﾃｨｰ店 うるま市 勝連南風原5111 68
● 株式会社スズキ自販沖縄　納品・部品センター うるま市 勝連南風原5192番-24 71

● ● 食のかけはしカンパニー　本社工場 うるま市 勝連南風原5192番地27 2 ｲ 4 ｲ､ﾛ､ﾆ 18-2 ｲ､ﾛ､ﾊ
● ● 株式会社　中村超硬　沖縄工場 うるま市 勝連南風原5194-60 66 65

● ペンション浜比嘉 うるま市 勝連比嘉107-11 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ 72 224人

● (有)与勝興業 うるま市 勝連浜237 55
● （仮）TripshotVillasHamahiga うるま市 勝連浜宜野湾247－5 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ
● 豚舎場（恩納ハツ農場） うるま市 勝連平敷屋2678-1 1-2 ｲ
● 前田畜産 うるま市 勝連平敷屋2698-1 1-2 ｲ 11 ｲ

へしきや写真館 うるま市 勝連平敷屋328 68
● 平敷屋給油所 うるま市 勝連平敷屋430-2 71

旅館双葉 うるま市 西原49 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
沖縄生化学工業㈱ うるま市 西原649 47 ｲ,ﾛ,ﾊ

● ヤマト生コン（株） うるま市 西原654-1 55
● 新沖縄浄水工業㈱具志川工場 うるま市 西原655 27 ｲ,ﾇ

● 久高養豚場 うるま市 西原718 1-2 ｲ
● おさだランドリー うるま市 西原98 67
● イケミヤギ指定種豚場 うるま市 字西原３８２番地 1-2 ｲ
● ホテル潮騒 うるま市 石川10 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● 株式会社　那覇ミート　石川農場 うるま市 石川1124-24 1-2 ｲ 11 ｲ
● 石川インター給油所 うるま市 石川1160-1 71

白浜旅館 うるま市 石川14 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● うるま市公共下水道終末処理場 うるま市 石川2065 73

観光旅館石川園 うるま市 石川2282 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● (株)山城石油　サンセール石川ＳＳ うるま市 石川2337番地 71

三七十屋ランドリー うるま市 石川236 67
● バルコン株式会社 うるま市 石川2509番地２ 55

● 石川浄水場 うるま市 石川2565 64-2 ｲ,ﾛ 71-4 ｲ
● 石川保健所 うるま市 石川2596 71-2 ｲ

● 株式会社沖縄有機 うるま市 石川3067番地の122 11 ｲ
● 介護老人保健施設いしかわ願寿ぬ森 うるま市 石川3273-2 72
● (有)沖縄砕砂工業 うるま市 石川伊波3553 59 ﾛ
● 沖縄ロイヤルゴルフクラブ うるま市 石川山城1436 72 756人
● ANSA沖縄リゾート うるま市 石川山城1468 66-3 イハ 72 1760人槽

● ロイヤルガーデンリゾートオキナワ うるま市 石川山城1468-113 66-3 ｲ,ﾊ 72 1756人
● 伊波農業協同組合 うるま市 石川山城高山原 1-2 ｲ
● 真玉橋産業 うるま市 石川赤崎1-11-1 60
● 沖縄菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱石川工場 うるま市 石川赤崎15 55
● 株式会社ﾀﾊﾞﾀ　ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾀﾊﾞﾀ石川店 うるま市 石川赤崎2-2-1 有害物質貯蔵施設
● 電源開発株式会社　石川石炭火力発電所 うるま市 石川赤崎3-4-1 63-3
● （株）キョウリツ うるま市 石川東恩納1406-99 54 ﾛ,ﾊ 55
● ホテルＨＩＤＥＯＵＴ　ＯＫＩＮＡＷＡ　ＵＲＵＭＡ うるま市 石川東恩納１７１０－１ 66-3 イロハ

●
かりゆしコンドミニアムリゾートうるま
レジデンシャル・デル・ソル

うるま市 石川東恩納387－2　レジデンシャル・デル・ソルC 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ

● （資）石川石油サービス うるま市 石川東恩納544 71
● 石川石油給油所 うるま市 石川東恩納544 71

伊波養豚 うるま市 石川富祖原1023 1-2 ｲ
(有)バイオ開発 うるま市 石川富祖原1043 11 ｲ
春日観光ホテル うるま市 赤道179-1 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

● ホワイトランドリー うるま市 赤道180-13 67
沖縄カラー具志川店 うるま市 赤道18-8 68
具志川給油所 うるま市 赤道203 71

● 大城養豚場 うるま市 赤道258 1-2 ｲ
● ● 赤道団地 うるま市 赤道972-156 72
● 沖縄化成工業株式会社 うるま市 赤野865 31 ﾛ 33 ｲ

川崎豆腐 うるま市 川崎224-2 17
● ㈱沖縄食品加工工場 うるま市 川崎468 12

● 翁長種豚場 うるま市 川崎468 1-2 ｲ
福原養豚場 うるま市 川崎510 1-2 ｲ
屋宜養豚場 うるま市 川崎512 1-2 ｲ
横田トーフ店 うるま市 川崎711-1 17
㈱千歳会結婚式場 うるま市 川田192他 66-3 ｲ,ﾊ 72

● ゆがふ製糖株式会社具志川工場 うるま市 川田330-1 7 ｲ,ﾊ,ﾆ
● ● 沖縄県鶏卵食鳥流通センター うるま市 川田333 2 ｲ,ﾛ,ﾊ

● 具志川市農協畜産センター うるま市 前原183-2 1-2 ﾛ
● 大田石油販売株式会社 うるま市 前原622-2 71
● 中城湾給油所 うるま市 前原622-2 71
● JA具志川セルフSS うるま市 前原84番地の１ 71
● うるま市民芸術劇場 うるま市 仲嶺175 72 525人

● 天願浄水場 うるま市 天願1998 64-2 ｲ,ﾛ 71-4
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特定施設4 特定施設5工場又は事業場の所在地特定施設の状況

事　　業　　場　　名

特定施設1 特定施設2 特定施設3

● 中部農林高等学校 うるま市 田場1570 1-2 ｲ
● 前原高校 うるま市 田場1827 72

● 大和コンクリート工業株式会社 うるま市 田場1841 54 ﾛ,ﾊ
● 有限会社　田原コンクリート工業 うるま市 田場299-1 55

● 県営川原団地 うるま市 田場309 72 845人
● 昭和製紙株式会社 うるま市 田場708-1 23 ﾆ,ﾄ,ﾁ
● ● うるま市立学校給食センター第一調理場 うるま市 字田場709-1 66-4

平良川ホテル うるま市 平良川126 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● 平良川給油所 うるま市 平良川144 71

泰石酒造㈱ うるま市 平良川90 10
ホテルハーバー うるま市 平良川94 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
丸根ランドリー うるま市 豊原444-1 67

●
(仮称）うるま市豊原・前原地区複合施設開発計画
C:ホームセンター新築工事

うるま市
豊原安良原9番の内、9番５、9番6の内、9番7の内、9番8、9番9、9番10、9番13の内、
9番15農地、13番1の内、13番2の内、字前原前原56番5、57番2、57番5

72 546人槽

● 親泊ブロック工場 うるま市 与那城106 54
池味ランドリー うるま市 与那城596 67

● ㈱屋慶名石油 うるま市 与那城851-1 71
● 有限会社　伊計島パパイヤ組合農畜産物処理加工所 うるま市 与那城伊計1128-3 4 ｲ,ﾛ

伊計島観光ヘルスセンター うるま市 与那城伊計1286 66-3
● （株）アジャストＡＪリゾートアイランド伊計島 うるま市 与那城伊計１２８６番地 66-3 イロハ 72 820

伊礼ブロック うるま市 与那城伊計138 54
旅館港 うるま市 与那城伊計196 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
伊計共同製糖工場 うるま市 与那城伊計2068 7 ｲ､ﾊ
久保田ブロック うるま市 与那城屋慶名1573-2 54

● 沖縄バス屋慶名出張所 うるま市 与那城屋慶名467-24他2筆 71
上宮製糖工場 うるま市 与那城宮城761 7 ｲ､ﾊ
丸新ランドリー うるま市 与那城西原1030 67
親泊フォートスタジオ うるま市 与那城西原991 68

● ホワイトビーチ給油所 うるま市 与那城西原993 71
池味共同製糖工場 うるま市 与那城池味1086 7 ｲ､ﾊ
比嘉ブロック うるま市 与那城池味925 54
桃原共同製糖工場 うるま市 与那城桃原429 7 ｲ､ﾊ

● 沖縄建設工業㈱平安座 うるま市 与那城平安座 55
● 沖縄石油精製株式会社 うるま市 与那城平安座2792 51 70

はまべ うるま市 与那城平安座494 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● フーズ・オオタケ うるま市 与那城平安座8141-1 17

● 沖縄県公害衛生研究所　放射能分室 うるま市 与那城饒辺239 71-2 ｲ
西野ブロック うるま市 与那城饒辺382-2 54
新垣養豚場 うるま市 与那城饒辺398 1-2 ｲ
富好旅館 沖縄市 安慶田54 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
中部工業高等学校 沖縄市 越来723 71-2 ｲ
沖縄給油所 沖縄市 嘉間良627-1 71

● 沖縄テクノクリート株式会社 沖縄市 海邦町3-1 54 ﾛ,ﾊ 55
第一農薬株式会社 沖縄市 海邦町3-11 49

● 拓南製鐵株式会社中部事業所 沖縄市 海邦町3-26 61 ﾊ
● 沖縄ピーシー株式会社　 沖縄市 海邦町3－27 54 55
● ● 有限会社　海邦生コン工業 沖縄市 海邦町3－33 55
● 沖縄砂利採取事業協同組合　中城湾営業所 沖縄市 海邦町3-39 60
● 沖縄県飼料協業組合 沖縄市 海邦町3番地５４ 71
● ㈱ロイヤルガーデン 沖縄市 久保田1-823-3 72
● プラザハウス 沖縄市 久保田3-1-12 72
● ヒルズみやざとサービスステーション 沖縄市 古謝1121 71

● ● 県営古謝団地汚水処理施設 沖縄市 古謝1224-1 72
● ● 琉球ダイハツ販売株式会社　中部店 沖縄市 古謝2丁目17番11号 71

● ㈱中部食肉センター 沖縄市 古謝835 69
● 株式会社リアンズ沖縄　リネンサプライクリーニング工場 沖縄市 古謝三丁目3番15号 67

Ｂ．Ｃ．ランドリー 沖縄市 胡屋1599-2 67
● ● いちごや 沖縄市 胡屋2－1－71 2F 66-3 ｲ､ﾛ

友寄養豚場 沖縄市 胡屋278 1-2 ｲ
● 又吉養豚場 沖縄市 胡屋富里原 1-2 ｲ
● 安里養豚場 沖縄市 胡屋富里原 1-2 ｲ
● 花城養豚場 沖縄市 胡屋富里原 1-2 ｲ

● ● 宮里豆腐店 沖縄市 高原4－11－3 17
● 沖縄サンクロレラ製造㈱ 沖縄市 高原550 3 ﾊ

● 高原食品加工所 沖縄市 高原842 5 ｲ,ﾛ,ﾊ
県営山里団地 沖縄市 山里190 72 700人

● 仲嶺養豚場 沖縄市 山里645 1-2 ｲ
(有)ピアス総合婚礼披露宴会場 沖縄市 山里和深原190 72

● ● 社会医療法人　敬愛会　中頭病院 沖縄市 字登川610番地 68-2 ｲ､ﾛ､ﾊ
中村ランドリー 沖縄市 諸見里1057 67

● 知念製麺所 沖縄市 諸見里531 16
比嘉ランドリー 沖縄市 諸見里720-9 67

● 球陽生コン本社工場㈱ 沖縄市 松本1102 54 55
● 松本給油所 沖縄市 松本1179-2 71
● 球陽生コンクリート株式会社　松本工場 沖縄市 松本5丁目12番1号 55

● ● 中部徳洲会病院 沖縄市 照屋3丁目20番1号 68-2 ｲ､ﾛ､ﾊ
● コザ給油所 沖縄市 照屋後原18 71
● ㈱りゅうせきｴﾈﾙｷﾞｰ南ｲﾝﾀｰ店 沖縄市 上地4-23-22 71

● ㈱沖縄中央カラー現像所 沖縄市 上地466 68
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特定施設4 特定施設5工場又は事業場の所在地特定施設の状況

事　　業　　場　　名

特定施設1 特定施設2 特定施設3

● 中丸ランドリー 沖縄市 城前町4-11 67
● コザ浄水場 沖縄市 森根361 64-2 ｲ,ﾛ 71-4
● 倉敷養豚ﾊﾟｲﾛｯﾄ団地事業 沖縄市 倉敷 1-2 ｲ
● 沖縄市内喜納養豚生産組合養豚団地 沖縄市 倉敷114 1-2 ｲ

● 和宇慶畜産 沖縄市 倉敷１１４ 1-2 ｲ 2681㎡ 74 瑞慶覧豚舎排水処理
● 倉浜衛生施設組合ごみ処理施設 沖縄市 倉敷152 71-3

● 川満ファーム 沖縄市 倉敷１５２ 1-2 ｲ 2920㎡ 11 ｲ
● オキスイ豚舎 沖縄市 倉敷１５２－６ 1-2 ｲ 722㎡ 11 ｲ

ハナシロ食品 沖縄市 大里143 17
ｽﾋﾟｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾄｾﾝﾀｰ沖縄ｶﾗｰ泡瀬店 沖縄市 大里80 68
㈱リウエン生コン工場 沖縄市 知花 55

● IHミートソリューション株式会社　沖縄パックセンター 沖縄市 知花2814-2 2 ﾛ 18-2 ｲ
● (株)山城生コンクリート工業 沖縄市 知花3丁目13番1号 55
● ● 株式会社　サニクリーン九州　沖縄工場 沖縄市 知花4-1620, 1621, 1622, 1623, 1624 67

島袋養豚場 沖縄市 知花44 1-2 ｲ
（資）知花給油所 沖縄市 知花5-1-1 71

● ㈱フジカラー中部センター 沖縄市 知花581 68
● ● ファルコバイオシステムズ沖縄研究所 沖縄市 知花5丁目13番28号 71-2 ｲ
● ● 琉球環境リサーチ株式会社 沖縄市 知花5丁目16番23号 71-2 ｲ

● ● 中頭病院 沖縄市 知花6-25-15 68-2 ｲ､ﾛ､ﾊ
伊佐レジャーホテル 沖縄市 知花曲茶原2313-4他8筆 66-3 ｲ,ﾊ
根保養豚 沖縄市 池原1192 1-2 ｲ

● 大原自動車旅行ホテル 沖縄市 池原1582 66-3 ｲ,ﾊ
● ㈱スモークハウス 沖縄市 池原2041 2 ｲ,ﾊ

● ブルーポート池原 沖縄市 池原2225 71
● ● 丸三ランドリー池原工場 沖縄市 池原３－３－２２ 67
● ● 丸三ランドリー　池原第二工場 沖縄市 池原4-1-21 67
● ● Honda Cars沖縄　池原店 沖縄市 池原5丁目2137番 71
● 池原農場 沖縄市 池原5丁目6番 1-2 ｲ 2440㎡

喜納養豚場 沖縄市 池原泉当原1106 1-2 ｲ
● 倉浜衛生施設組合ごみ処理施設 沖縄市 字池原勢頭原3394 71-3

● コザ衛生検査所 沖縄市 中央1-19-5 71-2 ｲ
● ● コザ麦酒工房 沖縄市 中央1－24－13　2階 10 ﾛ、ﾎ
● 有限会社　タサトカメラ 沖縄市 中央2-2-1 68

ホテルコスモス 沖縄市 中央4-13-2 66-3 ｲ,ﾊ
● 沖縄砂利採取事業協同組合 沖縄市 中城湾港新港地区内 60
● 県営泡瀬団地 沖縄市 桃原345 72

琉球コンクリート美里工場 沖縄市 桃原346 54 ﾊ
● ● フトン巻きのジロー　山内店 沖縄市 南桃原1-6-1　１F 67

● パピラ　山内店 沖縄市 南桃原3-23-2 68
サテライト沖縄 沖縄市 比屋根1083 72
泡瀬荘 沖縄市 比屋根1430 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
泡瀬観光 沖縄市 比屋根1646 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

● 富士ホテル 沖縄市 比屋根1748 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● 嘉陽ホテル 沖縄市 比屋根1828他 66-3 ｲ,ﾊ
● 比嘉ホテル 沖縄市 比屋根1828他3筆 66-3 ｲ,ﾛ

● ミントハウスコザシティ 沖縄市 比屋根1892 66-3 ｲ,ﾊ
● 自動車ホテル沖縄園 沖縄市 比屋根1956 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● ホテルコザ 沖縄市 比屋根1979 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● 島袋ホテル 沖縄市 比屋根2030他1筆 66-3 ｲ,ﾊ
● 自動車ホテルベルサイユ 沖縄市 比屋根2053 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● ● MEZON　MAX 沖縄市 比屋根6－36－1 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ
● ● 沖縄リアルエール　CLIFF　BEER 沖縄市 比屋根６丁目１８番１号 10 ｲﾛﾎ
● Honda Cars沖縄　泡瀬店 沖縄市 比屋根6丁目36番12号 71
● ● 琉球日産自動車(株)中部営業所 沖縄市 美原1－10－7 71
● ● カメラのキタムラ　沖縄／美里店 沖縄市 美原1-11-1 68

● 琉球ダイハツ販売㈱中部店 沖縄市 美原1-21-5 71
● ● 中部保健所 沖縄市 美原一丁目6番28号 71-2 イ
● 琉球日産自動車㈱中部営業所 沖縄市 美里1194 71

さくら旅館 沖縄市 美里1226 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● 安次嶺テナントビル 沖縄市 美里1239 72 891人

沖縄建設工業㈱美里営業所 沖縄市 美里1279 54 ﾛ 55
美里農協給油所 沖縄市 美里2387 71

● 美里団地 沖縄市 美里6-2651-23 72
（合名）美里給油所 沖縄市 美里812 71

● 県営美東団地 沖縄市 泡瀬1421 72
光井薬草 沖縄市 泡瀬1668-4 10 ｲ､ﾛ､ﾆ､ﾎ

● ● スタークリーニングタオル工場 沖縄市 泡瀬４－９－１６ 67
● オキナワグランメールリゾート 沖縄市 与儀2丁目8番1号 66-3 ｲ,ﾊ 72
● ビビホーム大川　中部店 沖縄市 与儀716-1他 72

泡瀬観光ホテル 沖縄市 与儀荒久原1519 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● 沖縄シティホテル 沖縄市 与儀田原1503他1筆 66-3 ｲ,ﾊ

● 球陽生コンクリート㈱潟原工場 宜野座村 字潟原 55
● 城原地区農業集落排水汚水処理施設 宜野座村 字漢那1992-1、1995-1、1996-1、1997～1999 72 3000人

● ホテルあかつき沖縄 宜野座村 字漢那397-1 66-3 ｲ､ﾊ
● 漢那地区農業集落排水処理施設 宜野座村 字漢那地内 72 1290人

漢那ダム建設工事 宜野座村 漢那地先 55 59 ｲ
● ギノザリゾート　美らの教会 宜野座村 漢那明記原396、398番、惣慶下袋原1182番 66-6

● 沖縄県経済連農産加工宜野座工場 宜野座村 字宜野座115 4 ｲ,ﾛ,ﾊ
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特定施設4 特定施設5工場又は事業場の所在地特定施設の状況

事　　業　　場　　名

特定施設1 特定施設2 特定施設3

● JA宜野座セルフＳＳ 宜野座村 字宜野座１９２ 71
旭旅館 宜野座村 字宜野座315 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

● 宜野座地区農業集落排水処理施設 宜野座村 字宜野座869 72 2470人
● 有機物処理利用施設 宜野座村 宜野座1705 11 ｲ
● The Hiramatsu Hotels& Resorts 宜野座 宜野座村 字松田布流石原1425ほか5筆 66-3 イハ 72 1018人槽

鹿島・清水・大城組共同企業体作業所 宜野座村 字松田 55
龍王館 宜野座村 字松田2270-2 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

大豊製紙株式会社 宜野座村 字松田後原1075 23 ﾆ,ﾄ,ﾁ
● 北陽生コンクリート㈱ 宜野座村 字惣慶1752 55
● 平田畜産牛舎 宜野座村 字惣慶1975-1 1-2 ロ
● 惣慶地区農業集落排水処理施設 宜野座村 字惣慶547-2他1筆 72 1200人
● （仮称）金武地区クリーンセンター 宜野座村 字惣慶福地原１９８８ 71-3

● 宜野座村松田地区農業集落排水処理施設 宜野座村 字田港原2824 72 1710人
● かりゆしコンドミニアム金武　SEA SIDE TOWN　Ⅲ 金武町 伊芸1996番地70、71 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ
● 伊芸地区農業集落排水処理施設 金武町 字伊芸1020-1 72 1320人
● 西日本高速道路株式会社伊芸サービスエリア 金武町 字伊芸1261-2 72 650人槽×2

● ゴールドスティ 金武町 字伊芸1966 72 580人

● ロイヤルホテル 金武町 字伊芸1996-1 66-3 ｲ,ﾊ
● 崎山酒造廠 金武町 字伊芸751 10 ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾍ

ゴールデンサンビーチホテル 金武町 字屋嘉1739-24 66-3 ｲ,ﾊ
大城養豚場 金武町 字屋嘉2018 1-2 ｲ

● 山田豆腐製造工場 金武町 字屋嘉2316 17
(有)丸三工業 金武町 字屋嘉2585 54 ﾛ

● 株式会社　屋嘉実業 金武町 字屋嘉2598 54 55
● ビーチサイドハウスグラシア 金武町 屋嘉105番地 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ
● 屋嘉地区農業集落排水処理施設 金武町 屋嘉876-1、-2、877、878、895 72 1750人

安富祖養豚場 金武町 字金武1307 1-2 ｲ

● 金武町社会教育施設 金武町 字金武1844 72 970人
雄飛養豚場 金武町 字金武2056 1-2 ｲ

● （資）金武給油所 金武町 字金武258 71
丸川ランドリー 金武町 字金武272 67

● 山城養豚場 金武町 字金武3291 1-2 ｲ
金武スタジオ 金武町 字金武332 68

● 金武石炭火力発電所 金武町 字金武3333 63-3
● 伊芸養豚場 金武町 字金武3404-１他 1-2 ｲ

● 金武町特産品加工施設 金武町 字金武4090-1 4 ﾛ 10 ﾛ､ﾊ､ﾆ､ﾎ

ホテルオリオン 金武町 字金武4158 66-3 ｲ,ﾊ
みなと旅館 金武町 字金武4239-29 66-3 ｲ,ﾊ
清水ランドリー 金武町 字金武4245-2 67
丸勝クリーニング店 金武町 字金武4249 67
ホテルむつみ 金武町 字金武4276 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

● 金武酒造所 金武町 字金武429 10 ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾍ
ホテル金山 金武町 字金武4295 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
ホテルニューヨーク 金武町 字金武4295-2 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
旅館大吉 金武町 字金武4301 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
月見旅館 金武町 字金武4304 66-3 ｲ,ﾊ

ホテル東京 金武町 字金武4305-1 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
美山旅館 金武町 字金武4305-2 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
ホテルゆかり 金武町 字金武4308-1 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

えびなホテル 金武町 字金武4319 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
仲間旅館 金武町 字金武4581-1 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

● （独）国立病院機構琉球病院 金武町 字金武7958-1 68-2 ｲ,ﾛ,ﾊ 72
● 沖縄セメント工業株式会社　生コン事業部金武工場 金武町 字金武8033 55
● 友寄養豚場 金武町 字金武ハンザー原 1-2 ｲ

● ズケヤマ養豚場２ 金武町 字金武塩汲原 1-2 ｲ
宮城養豚場 金武町 字金武塩汲原1806 1-2 ｲ
安次富養豚場 金武町 字金武塩汲原3327-2 1-2 ｲ

● キンバル温泉計画プロジェクト 金武町 字金武先謝原10904番 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ 72 600
● 億首ダム本体建設工事 金武町 字金武地先 55

伊芸養豚場 金武町 字金武 1-2 ｲ
● ズケヤマ養豚場 金武町 字金武波津附原 1-2 ｲ
● 株式会社　開成　北部支店 金武町 金武10749－1 71
● 並里・金武地区汚水処理施設 金武町 金武2077、2080 72 8050人 11 ｲ
● 金武洗濯サービス 金武町 金武6317 67
● 沖縄セメント工業株式会社　金武工場 金武町 金武8033番地 55
● KIN放射線治療・健診クリニック 金武町 金武先謝原10897 72 874人
● 恩納地区汚水処理施設 恩納村 恩納7441 72 8750人
● 株式会社ＦＥＥＬ　ＪＡＰＡＮ様邸Ａ棟 恩納村 恩納上角座2000番1 66-3 イロハ
● 株式会社ＦＥＥＬ　ＪＡＰＡＮ様邸Ｂ棟 恩納村 恩納上角座2000番2 66-3 イロハ
● 株式会社ＦＥＥＬ　ＪＡＰＡＮ様邸Ｃ棟 恩納村 恩納上角座2000番3 66-3 イロハ
● 株式会社ＦＥＥＬ　ＪＡＰＡＮ様邸Ｄ棟 恩納村 恩納上角座2000番5 66-3 イロハ
● 株式会社ＦＥＥＬ　ＪＡＰＡＮ様邸Ｅ棟 恩納村 恩納上角座2000番6 66-3 イロハ
● 株式会社ＦＥＥＬ　ＪＡＰＡＮ様邸Ｆ棟 恩納村 恩納上角座2000番7 66-3 イロハ
● 株式会社ＦＥＥＬ　ＪＡＰＡＮ様邸Ｇ棟 恩納村 恩納上角座2000番8 66-3 イロハ
● いちゃり原 恩納村 山田西寺川原1437-1 66-6 72 606人
● ジ・アッタテラスゴルフリゾートホテル 恩納村 字安富祖1079 66-3 ｲ,ﾊ 72 501人

民宿宜次富 恩納村 字安富祖1223 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
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特定施設4 特定施設5工場又は事業場の所在地特定施設の状況

事　　業　　場　　名

特定施設1 特定施設2 特定施設3

● みゆきハマバルリゾート 恩納村 字安富祖1325 66-3 ｲ,ﾊ 72
● ホテルみゆきビーチ 恩納村 字安富祖1583-2 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ 72 1100人
● 県民の森 恩納村 字安富祖1770 72 906人

民宿熱田山荘 恩納村 字安富祖1787 66-3
● （仮称）金秀鋼材㈱かねひでSS熱海店 恩納村 字安富祖1854番地 71

民宿松茂良荘 恩納村 字安富祖1855 66-3 ｲ,ﾊ
● 恩納酒造所（資） 恩納村 字恩納2690 10 ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾍ
● （資）恩納酒造所 恩納村 字恩納2690 10 ｲ､ﾛ､ﾆ､ﾍ

民宿万座荘 恩納村 字恩納2861-2 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● 恩納食品 恩納村 字恩納437-1 3 ﾛ,ﾎ
● 恩納村立学校給食センター 恩納村 字恩納6251-2 66-4

民宿津嘉山荘 恩納村 字恩納6364 66-3 ｲ,ﾊ
久比嘉建設社員保養所 恩納村 字恩納7207-2 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

● （仮称）沖縄科学技術基盤整備機構 恩納村 字恩納7542 72
● 保養施設白雲荘 恩納村 字恩納754-2 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ 72

● 保養施設白雲荘 恩納村 字恩納754-2 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ 72 574人
● (有)中部畜産 恩納村 字喜瀬武原247 1-2 ｲ
● 沖縄畜産食鶏処理場 恩納村 字喜瀬武原458 2 ｲ,ﾛ,ﾊ

● 多幸山株式会社 恩納村 字山田1130 72
● 沖縄障害者福祉工場 恩納村 字山田1548-1 67
● 有限会社　鷹工業 恩納村 字山田1994-3 59 ﾛ
● （資）南風原石油ヤマダ給油所 恩納村 字山田2352-1 71

● マリブビーチリゾート 恩納村 字山田3086-1 66-3 ｲ,ﾊ
● ホテル山田温泉 恩納村 字山田3425-2 66-3 ｲ,ﾊ

● ルネッサンスリゾートオキナワ 恩納村 字山田3425-2 66-3 ｲ,ﾊ 68 72
真栄田岬ユース・ホステル 恩納村 字山田357 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
でいご民宿 恩納村 字山田46-3 66-3

● 大城畜産 恩納村 字山田820 1-2 ｲ
伊計豆腐 恩納村 字山田933-1 17

● ● ペンション美留 恩納村 字真栄田1904-1 66-3 ｲ,ﾊ
町田機工株式会社　社員研修及保養施設 恩納村 字真栄田3044-1 66-3 ﾊ
日本スチールファスナー保養所 恩納村 字真栄田61-1 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ

● 山田処理施設 恩納村 字眞栄田地内 72 2500人
● AJ恩納ビルリゾートホテル 恩納村 真栄田188 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ
● ● sea blue 恩納村 真栄田2971-1 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ
● ● 真栄田ベース 恩納村 真栄田3378－6 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ
● ● シャローズ 恩納村 真栄田3378-9 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ

沖縄恩納ハイツ 恩納村 字瀬良垣144 66-3 ｲ,ﾊ
● ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート 恩納村 字瀬良垣2260 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ 72

ＰＡＸ万座キャッスル 恩納村 字瀬良垣2505 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ 72 562人
民宿瀬良垣 恩納村 字瀬良垣519-1 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
ダイヤモンドヒルリゾートホテル 恩納村 字瀬良垣79-1 66-3 ｲ,ﾊ 72 4700人

● ザ・コテージ・オキナワ 恩納村 字瀬良垣79-1他9筆 66-3 ｲ､ﾊ
瀬良垣荘 恩納村 字瀬良垣876 66-3 ｲ,ﾊ

● ムーンビーチホテル 恩納村 字前兼久1203 72
● 恩納マリンビューパレス 恩納村 字前兼久497-3 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ 72

上間民宿 恩納村 字前兼久520 66-3 ｲ,ﾊ

民宿金城荘 恩納村 字前兼久73 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
民宿三輪 恩納村 字前兼久861 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

● 恩納給油所 恩納村 字前兼久960 71
登川民宿 恩納村 字前兼久972-1 66-3 ｲ,ﾊ

● 月の丘 恩納村 字前兼久上原436-1 66-3 ﾊ
ゆちみ荘 恩納村 字谷茶1256 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

● リザンシーパークホテル谷茶ベイ 恩納村 字谷茶1669 66-3 ｲ,ﾊ 72 10200人
● 沖縄科学技術大学院大学　研究棟1 恩納村 字谷茶1919-1 71-2 ｲ
● 沖縄科学技術大学院大学　研究棟２ 恩納村 字谷茶1919-1 71-2 ｲ
● 沖縄科学技術大学院大学　研究棟３ 恩納村 字谷茶1919-1 71-2 ｲ
● 沖縄科学技術大学院大学PFI事業 恩納村 字谷茶1919-1 72 558人
● 沖縄科学技術大学院大学　第5研究等新営その他工事 恩納村 字谷茶1919-1 71-2 ｲ
● インキュベーター施設 恩納村 字谷茶1919番地１ 71-2 ｲ
● 恩納スマートホテル 恩納村 谷茶1092－2番地 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ
● 沖縄科学技術大学院大学　研究棟４ 恩納村 谷茶1919－1 71-2 イ
● HIYORIオーシャンリゾート沖縄 恩納村 字仲泊1055-1 66-3 イロハ 72 1385人槽

東南荘 恩納村 字仲泊1305 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● サンセットヒル 恩納村 字仲泊1327-3 66-3 ｲ,ﾊ 72 400人
● 山本剛司邸宿泊施設新築工事 恩納村 字仲泊1378－4 66-3 イロハ
● 沖縄　恩納村ＰＲＯＪＥＣＴ 恩納村 字仲泊1393番-3 66-3 ロハ
● 仲泊ニュータウン 恩納村 字仲泊1411-105 72

民宿南国荘 恩納村 字仲泊21 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● ホテル「島」 恩納村 字仲泊583-1 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

民宿山内 恩納村 字仲泊83 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
ビジネス観光旅館シーサイド 恩納村 字仲泊885 66-3 ｲ,ﾊ
サウスシーサイド 恩納村 字仲泊929-1 66-3 ｲ,ﾊ 72 700人

● 南方様　プロジェクト新築工事　１Ｆ 恩納村 字仲泊ナギチョウ原1374-6 66-3 イロハ
● 南方様　プロジェクト新築工事　２Ｆ 恩納村 字仲泊ナギチョウ原1374-6 66-3 イロハ
● 民宿玉井荘別館 恩納村 字冨着133-2 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● タイガー観光ビーチホテル 恩納村 字冨着1472 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

民宿夕日荘 恩納村 字冨着1549 66-3 ｲ,ﾊ
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特定施設4 特定施設5工場又は事業場の所在地特定施設の状況

事　　業　　場　　名

特定施設1 特定施設2 特定施設3

民宿仲村荘 恩納村 字冨着199 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
玉井荘 恩納村 字冨着216 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
ホテルウエストコースト沖縄 恩納村 字冨着344-1 66-3 ｲ,ﾛ 66-5 72 3200人

● サンマリーナホテル 恩納村 字冨着66-1 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ 68 72
● Blue　Rela　A棟 恩納村 字冨着816-1 66-3 イロハ
● Blue　Rela　B棟 恩納村 字冨着816-1 66-3 イロハ

㈱沖縄恩納リージョン 恩納村 字冨着86-1 66-3 ｲ,ﾊ 72 2658人
● カフーリゾートフチャクコンド・ホテルＡ棟 恩納村 字冨着黒崎原86番１　他8筆 66-3 イロハ 72 612人槽

● カフー リゾート フチャク コンド・ホテル 恩納村 字冨着志利福地原246　他24筆 66-3 ｲ、ﾛ、ﾊ 72 2000人
● （仮称）コルディオ冨着　新築工事 恩納村 字冨着冨着原749番１　他10筆 66-3 イロハ
● ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート 恩納村 冨着1550番地１ 66-3 イ､ﾊ 72 3600人
● 沖縄国際ゴルフ 恩納村 冨着幸地原1043番206他6筆 72 567人槽

● カフーリゾートフチャクコンド・ホテル隣接地建築計画 恩納村 冨着志利福地原251－1、248－2、251－4、255－3 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ 72 790人
● 儀間養豚場 恩納村 字名嘉真 1-2 ｲ

● 伊武部希望ヶ丘分譲地区 恩納村 字名嘉真1765-150 72 635人
うりずんの里おんな 恩納村 字名嘉真1953-1 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

ペンションジョイフル 恩納村 字名嘉真2288-21他 66-3 ｲ,ﾊ

● 伊武部希望ヶ丘分譲地区 恩納村 字名嘉真2288-225 72 1000人
● かりゆしビーチリゾート 恩納村 字名嘉真2591-1 66-3 ｲ,ﾊ 72

● 伊武部希望ヶ丘リゾートホテル 恩納村 字名嘉真765-13 66-3 ｲ,ﾊ 72
● ラグーンレジデンス恩納新築工事 恩納村 字名嘉真ヤーシ原2597－1他5筆 67
● ● おきなわビール園 恩納村 字名嘉真下袋原1962　他10筆 72 1380人
● （仮称）ウエスティン沖縄ホテル 恩納村 字名嘉真下袋原2092　他 66-3 ｲ、ﾊ 72 5750人
● グァバシャック 恩納村 名嘉真1765番１１ 66-3 イハ
● (仮称)沖縄伊武部ビーチホテル計画 恩納村 名嘉真2153他 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ 66-6 72 6328
● オンナロッジ 恩納村 名嘉真2288－39 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ
● リゾートクラスイン恩納 恩納村 名嘉真ヤーシ原2618番地　他5筆 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ

● ユーズリゾート沖縄 恩納村 名嘉真下袋原2003　他81筆 66-3 ｲ､ﾊ 72 5750人
● 御菓子御殿恩納店新館 恩納村 瀬良垣１００ 66-6 1301.3㎡ 72 540人
● 与那覇様共同住宅新築工事 恩納村 瀬良垣７０６－１、２，１３，１５，１６ 66-3 イロハ
● （仮称）COLDIO Resort SERAGAKI　新築工事 恩納村 瀬良垣ギナン原1860－4他9筆 66-3 イロハ 72 790人槽
● OISTマリン・サイエンス・ステーション 恩納村 瀬良垣瀬良垣原656番7 71-2 ｲ
● （仮称）瀬良垣ホテル事業 恩納村 瀬良垣都田原108他 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ 66-6 72 3980人槽
● JA読谷セルフSS 読谷村 伊良皆698 71
● 協栄生コンクリート株式会社 読谷村 伊良皆700番地 55

● 県立読谷高校 読谷村 字伊良皆200 72
● (資)比謝川給油所 読谷村 字伊良皆240 71

簡易宿みよし 読谷村 字伊良皆360 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● 白樺ホテル 読谷村 字伊良皆642 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

ホテル大宝 読谷村 字伊良皆644 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● ㈲大協建設 読谷村 字伊良皆700 55

● 沖縄建設工業㈱読谷営業所 読谷村 字伊良皆西後原656 55
● JAゆいな　読谷給油所 読谷村 字伊良皆西後原722 71
● ジ・ウザテラスビーチクラブヴィラズ 読谷村 宇座630-1 66-3 ｲ､ﾛ 72 550人
● Royal　Hotel　沖縄残波岬 読谷村 字宇座1575 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ 72
● 読谷喜名給油所 読谷村 字喜名468-2他2筆 71

● ホテル日航アリビラ 読谷村 字儀間600番地 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ 66-6 66-7 72
● (仮称）読谷リゾート北地区開発計画 読谷村 字儀間片江原839番地他76筆 66-3 イロハ 72 1550人槽
● HOTEL NIKKO　ALIVILA SECOND CHAPEL 読谷村 儀間二重兼久原614番１　他46筆 66-5

読谷養豚ﾊﾟｲﾛｯﾄ団地生産組合２ 読谷村 字高志保1092 1-2 ｲ
読谷肉用牛生産組合畜産施設 読谷村 字高志保1099 1-2 ﾛ
繁春与久田豆腐店 読谷村 字高志保178-3 17

● 比嘉酒造所 読谷村 字高志保317-1 10 ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾍ
● LA　Luna（２～３F） 読谷村 字座喜味116番地 66-3 イロハ

座喜味子豚生産組合畜産施設 読谷村 字座喜味1231 1-2 ｲ
㈱富士栄養化学 読谷村 字座喜味2333 10 ｲ,ﾛ,ﾆ

● 一力豆腐店 読谷村 字座喜味2692-2 17
㈲丸てつ座喜味ニュータウン 読谷村 字座喜味2753-1他9筆 72

● 沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村 字座喜味2822-3 2 ｲ,ﾛ,ﾊ 18-2 ｲ,ﾛ,ﾊ
● 読谷庁舎 読谷村 字座喜味2901 72 510人
● 読谷第二調理場 読谷村 座喜味1872－1　他7筆 66-4

沖縄フォトチャイナ 読谷村 字楚辺1093 68
● 読谷給油所 読谷村 字楚辺1139 71
● 楚辺浄化センター 読谷村 字楚辺1901 73

読谷酪農生産組合畜産施設 読谷村 字楚辺2363 1-2 ﾛ
● 合資会社　森岡コーリー 読谷村 字楚辺3152 59 ｲ,ﾛ

● 読谷村楚辺養豚生産団地組合 読谷村 字楚辺高土原2045 1-2 ｲ
● 有限会社　比嘉酒造 読谷村 字長浜1061他9筆 10 ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾍ
● 読谷長浜給油所 読谷村 字長浜1772 71
● 當真和子テナントビル 読谷村 字長浜1775 72 535人
● 金城豆腐店 読谷村 字長浜1778-2 17

● ㈱牧港ヒューム管工業所 読谷村 字長浜2690 54 ﾛ,ﾊ
● （株）沖縄トランジット・ソリッドオフィス 読谷村 長浜166－1　他6筆 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ
● 読谷ゲストハウス 読谷村 長浜864 66-3 ｲ､ﾊ
● NAGAHAMA.T.PROJECT 読谷村 長浜894－1 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ

● ステージNDプロジェクト 読谷村 字渡慶次１１８４番地１ 66-3 イロハ
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特定施設4 特定施設5工場又は事業場の所在地特定施設の状況

事　　業　　場　　名

特定施設1 特定施設2 特定施設3

瀬名波子豚生産組合畜産施設 読谷村 字渡慶次480 1-2 ｲ
宇座仔豚生産組合畜産施設 読谷村 字渡慶次490 1-2 ｲ

● 都屋テラス 読谷村 字都屋20 66-3 ｲ､ﾊ
● （仮称）読谷都屋ホテル 読谷村 字都屋20番地外4筆 66-3 イロハ
● ㈱日政石油　都屋給油所 読谷村 字都屋279-1 71
● コンドミニアム・モリマ－リゾート 読谷村 字都屋45－1 66-3 ｲ,ﾊ 72
● ㈱かぎぜん寿味屋 読谷村 字都屋8 3 ｲ

● Sarah's Workshop 読谷村 都屋144-4-5 66-3 ﾊ
読谷養豚ﾊﾟｲﾛｯﾄ団地生産組合 読谷村 字波平1156他 1-2 ｲ

● （仮）国吉様宿泊施設 読谷村 字波平259-1 66-3 イロハ
フォートスタジオ伊波 読谷村 字波平36 68

● 読谷山花織染色場 読谷村 字波平37 19 ﾄ

● OK波平給油所 読谷村 字波平845 71
● 合同会社ライジングＳ読谷プロジェクト 読谷村 波平坂田原1774-1,1775-1の一部、1775-2,1760-4 66-3 イロハ
● 有限会社ニューラッキランドリー 読谷村 字比謝377 67
● ● 学校給食調理場 嘉手納町 屋良27－4、26、26－2 66-4

● きゆな養豚 嘉手納町 字屋良1060-1 1-2 ｲ

● 屋良給油所 嘉手納町 字屋良1063 71
● 総合製紙株式会社 嘉手納町 字屋良666 23 ｲ,ﾁ

● 仲間孝健養豚場 嘉手納町 字嘉手納881 1-2 ｲ
OK嘉手納給油所 嘉手納町 嘉手納478 71
沖縄建設工業㈱嘉手納間知ブロック工場 嘉手納町 字兼久下原372-2 54 ﾛ､ﾊ 55

● 新沖縄浄水工業㈱ 嘉手納町 字兼久船窪原 27 ｲ,ﾇ
● ● Honda Cars沖縄　北谷店 北谷町 伊平108番地8 71
● 森岡コーリー北谷給油所 北谷町 伊平伊礼原236-1 71
● 沖縄セメント工業株式会社　嘉手納工場 北谷町 砂辺481番地 55
● 北谷役場前給油所 北谷町 字吉原111他1筆 71

● 仲村渠養豚場 北谷町 字吉原21 1-2 ｲ
● 玉那覇酒造所 北谷町 字吉原63 10 ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾍ

● ㈱鉢嶺材木店 北谷町 字宮城1-645 22 ﾛ
● ● 沖縄トヨタ自動車株式会社（株）U-Carセンター北谷ランド店 北谷町 字宮城１番地の３７ 71
● 海水淡水化ｾﾝﾀｰ 北谷町 宮城1-27 64-2 ﾛ
● ● HOUSE KONA（常夏） 北谷町 宮城3－198 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ 41231 5条（設置）

● 沖縄建設工業㈱嘉手納営業所 北谷町 字砂辺加志原481 55
● ● （仮称）沖縄北谷ホテル 北谷町 字美浜40-1、41の一部、42 66-3
● ● 北谷ビーチサイドコンドミニアムホテルモンパ 北谷町 字美浜8番11号 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ

● ● 沖縄トヨタ自動車株式会社（株）北谷店 北谷町 美浜1丁目3番地１ 71
● ● (仮称）沖縄北谷プロジェクト 北谷町 美浜２５－３ 66-3 イロハ
● ● （仮称）北谷B街区ホテル新築工事 北谷町 美浜43番 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ
● ● ベッセルホテルC棟 北谷町 美浜9番地22 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ

● シーポート北谷 北谷町 字北前20-1他2筆 71
● OK北谷給油所 北谷町 字北前240 71
● 松栄企業北前給油所 北谷町 字北前安良波原66-1他1筆 71
● （株）りゅうせきエネルギー　北谷北前１丁目店 北谷町 北前１丁目20-1 71
● 琉球ダイハツ販売㈱北谷ﾊﾝﾋﾞｰ店 北谷町 北谷1-7-1 71
● ● カメラのキタムラ　沖縄／北谷店 北谷町 北谷2-7-3 68

● ● 琉球日産自動車(株)北谷営業所 北谷町
中部広域都市計画事業桑江伊平土地区画整理事業
31街区2、3、8、9、10

71

● ● 愛知団地 宜野湾市 愛知116 72
● ● 県営愛知高層住宅 宜野湾市 愛知52 72

● 東洋実業株式会社 宜野湾市 伊佐181 23 ﾆ,ﾄ,ﾁ
● 宜野湾浄化センター 宜野湾市 伊佐3-12-1 73
● ● コンドミニアムホテルPURECORTⅡ 宜野湾市 伊佐3-21-27　PURECOURTⅡ　１０１ 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ
● ブルーポート伊佐ＳＳ 宜野湾市 伊佐3-305 71
● ● 倉浜衛生施設組合し尿処理場 宜野湾市 伊佐４－９－６ 72
● 東洋ランドリー 宜野湾市 伊佐629 67

● ヘルスランドリー 宜野湾市 伊佐633 67
沖縄建設工業㈱伊佐浜営業所 宜野湾市 伊佐浜地先 54 ﾛ,ﾊ

● 宜野湾給油所 宜野湾市 宇地泊東原182他18筆 71
● ホテル山谷園 宜野湾市 嘉数1150 66-3 ｲ,ﾊ

● 沖縄森永乳業㈱冷菓工場 宜野湾市 嘉数2-6-1 2 ｲ
● サンルート我如古 宜野湾市 我如古1-350-4 71

はんこスーパー写真日記我如古店 宜野湾市 我如古2-1-11 68
● 宜野湾給油所 宜野湾市 我如古447 71
● キーストン石油㈱ 宜野湾市 我如古574 71

● 中部クリーナー 宜野湾市 我如古732 67
㈱沖縄ｶﾗｰ(ｽﾋﾟｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾄｾﾝﾀｰDSS宜野湾店) 宜野湾市 我如古78 68

● 医療法人緑水会　宜野湾記念病院 宜野湾市 宜野湾3-3-13 72
● 長浜養豚 宜野湾市 佐真下145 1-2 ｲ

● 真栄原ランドリー 宜野湾市 佐真下95 67
● ● シー・アール・シー沖縄検査室 宜野湾市 志真志１－６－１ 71-2 イ

宜野湾記念病院 宜野湾市 志真志183 72
● 志真志住宅 宜野湾市 志真志253 72

● 久米島みそ製造業 宜野湾市 志真志514 5 ｲ,ﾛ,ﾊ
ミスターコーラ株式会社 宜野湾市 志真志580 10 ﾛ

● 県営住宅志真志団地 宜野湾市 志真志664 72
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特定施設4 特定施設5工場又は事業場の所在地特定施設の状況

事　　業　　場　　名

特定施設1 特定施設2 特定施設3

長堂養豚場 宜野湾市 上原338 1-2 ｲ
タマキミート食肉加工場 宜野湾市 上原5 2 ｲ,ﾛ 18-2 ﾊ

● ● (株)沖縄環境科学研究所 宜野湾市 新城1丁目24番13号 71-2 ｲ
● ● 株式会社沖縄環境分析センター 宜野湾市 真栄原3丁目7番24号 71-2 ｲ
● ● （仮称）宜野湾リゾートホテル計画 宜野湾市 真志喜3-292-5 66-3 イロハ
● 沖縄綿久寝具㈱第一工場 宜野湾市 赤道1-8-5 67

米須豆腐店 宜野湾市 赤道504-2 17
● 大山給油所 宜野湾市 大山1069 71
● ● (有)沖縄環境技術センター 宜野湾市 大山1－8－5 71-2 ｲ
● ● ザ・グランドホテルギノワン 宜野湾市 大山3-5-1 66-3 ﾛﾊ

● ㈱与那城ベバリッヂカンパニー 宜野湾市 大山464 10 ﾛ
● ● 宜野湾市立はごろも学校給食センター 宜野湾市 大山6丁目30番1号 66-4
● 株式会社　開成　宜野湾支店 宜野湾市 大山7－1－8 71 41231 5条（設置）
● ● (有)大山コンクリート工業 宜野湾市 大山7-4-11 55
● アロハドライクリーナース 宜野湾市 大謝名243 67

● セントラルメッキ 宜野湾市 大謝名245 66(ﾒｯｷ)
● 沖縄ヤクルト株式会社 宜野湾市 大謝名269 2 ﾛ

● 南建工業㈱ 宜野湾市 大謝名5丁目24番1号 55
● 南建工業㈱ 宜野湾市 大謝名628 55

ホテル大謝名 宜野湾市 大謝名832 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
● 宜野湾中央給油所 宜野湾市 大謝名938 71
● 宜野湾市バイパス給油所 宜野湾市 大謝名979-2 71

● 琉球ダイハツ販売㈱宜野湾店 宜野湾市 長田1-20-24 71
● ふじやまクリーニング 宜野湾市 長田34-5 67

ファミリーフォート沖国大入口店 宜野湾市 長田48-4 68
中央ランドリー 宜野湾市 普天間157 67

● 丸優ホームクリーナー 宜野湾市 普天間476 67
ママランドリー 宜野湾市 普天間652 67

● ● 宮城食品加工所 宜野湾市 野嵩1-41-9 17
● 北中インター給油所 宜野湾市 野嵩3-1318-1 71
● 日建ﾘｰｽ工業㈱ 北中城村 字安谷屋1136 67

● 古波蔵種豚場 北中城村 字荻堂366他 1-2 ｲ
● 山入端種豚場 北中城村 字荻堂平田原367 1-2 ｲ
● 玉那覇種豚場 北中城村 字荻堂平田原368 1-2 ｲ
● 当山種豚センター 北中城村 字荻堂平田原390他 1-2 ｲ
● 当山種豚場 北中城村 字荻堂平田原390他 1-2 ｲ

● （資）ホテル屋宜原 北中城村 字屋宜原565 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

● トルコヒルトップ 北中城村 字屋宜原725 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
自動車旅行ホテルライカム園 北中城村 字屋宜原796 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ
ホテル喜舎場 北中城村 字喜舎場1066 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ

● ● EMｳｴﾙﾈｽｾﾝﾀｰ＆ﾎﾃﾙｺｽﾀﾋﾟｽﾀ沖縄 北中城村 字喜舎場1478 66-3 ｲ,ﾛ,ﾊ 72 1700人
（廃止）
● 辺土名クリーニング 北中城村 字喜舎場389 67
● （資）南風原石油　ずけらん東給油所 北中城村 字瑞慶覧637他2筆 71
● 佐久本工機中部機材センター 北中城村 瑞慶覧６６６－４ 71

● 新垣養豚場 北中城村 字石平1496 1-2 ｲ
● 村吉養豚場 北中城村 字石平1497 1-2 ｲ

● 北中城青海苑 北中城村 字渡口2507 72

● 北中美化センター 北中城村 字渡口奥武中原2496 72
● 島袋養豚場 北中城村 字島袋1011 1-2 ｲ

● ● 中部徳洲会病院 北中城村 島袋字島袋原190番地　外58筆 68-2 ｲ､ﾛ､ﾊ
● アイボリー発酵 北中城村 島袋上原729-2 10 ﾛ
● 北中城農業開発㈱ 北中城村 字熱田1868 10 ｲ,ﾛ,ﾊ,ﾆ,ﾎ
● 北中城村立学校給食共同調理場 北中城村 字熱田2070-8 66-4

● 県営北中城団地汚水処理施設 北中城村 字熱田浜原2070-3 72 650人
● アカバナーハウス 北中城村 大城391-6 66-3 ｲ､ﾛ､ﾊ

● 宜野湾北中城線トンネル本体工事（その２） 北中城村 和仁屋地内 55
● 拓南製作所株式会社　防錆事業所 中城村 字伊舎堂354-4、354 63 ﾎ 65

● ハートライフ病院 中城村 字伊集208 68-2 ｲ,ﾛ,ﾊ 72
● 那覇製紙㈱ 中城村 字奥間954-1 23 ﾆ,ﾄ,ﾁ

● ● ● 老人保健施設　中城苑 中城村 字奥間浜原909-1他 72 1230人
● 株式会社　中城モール 中城村 字久場1963 66-6 72 2000人

太田アートマーブル㈱ 中城村 字久場1983 54 ﾛ
● (有)昭石　久場給油所 中城村 字久場1984 71
● 沖縄自動車道中城パーキングエリア 中城村 字新垣1825 72 1500人
● 沖縄綿久寝具㈱中城工場 中城村 字添石1 67
● 老人保健施設信成苑 中城村 字添石363 72 832人

● 沖縄セメント工業株式会社　生コン事業部　添石工場 中城村 字添石69番地の1 55
● ● 沖縄セメント工業株式会社　生コン事業部　添石工場 中城村 添石69番地の1 55

新垣興産Ｋ．Ｋ 中城村 字添石浜原69-1他 55
● 株式会社沖縄ホーメル 中城村 字当間758 2 ｲ,ﾛ 74

● 上原養豚場 中城村 字当間浜原576 1-2 ｲ
● 比嘉養豚 中城村 字当間浜原749 1-2 ｲ

● 比嘉養豚2 中城村 字当間浜原749 1-2 ｲ
● （資）屋冨祖製材 中城村 字泊432 22 ﾛ

● 日本石油精製株式会社沖縄精油所 中城村 字泊509-2 70
● 中城給油所 中城村 字泊88他3筆 71

● (株)琉球黒麹家 中城村 字北上原870-1 10 ﾆ､ﾛ



中部保健所【うるま市、沖縄市、宜野座村、金武町、恩納村、読谷村、嘉手納町、北谷町、宜野湾市、北中城村、中城村】（令和4年3月31日現在）

現存
廃止
届

廃止
状態

下水道
接続 市町村名 番地（市町村名以下）

令別表
番号

施設
記号

規模
（m2or人槽)

令別表
番号

施設
記号

規模
（m2or人槽)

令別表
番号

施設
記号

規模
（m2or人槽)

令別表
番号

施設
記号

規模
（m2or人槽)

令別表
番号

施設
記号

規模
（m2or人槽)

特定施設4 特定施設5工場又は事業場の所在地特定施設の状況

事　　業　　場　　名

特定施設1 特定施設2 特定施設3

● 分譲住宅 中城村 登又地内 72 1361人
● (株)山城石油サンセール南上原SS 中城村 南上原511番地 71
● 沖縄出光（株）セルフ琉大東口SS 中城村 南上原965番地 71

● サンエー中城シティー 中城村 南上原土地区画整理地内47街区の1, 2, 3 72 587人


