
令和元年度　北谷町中学生職場体験学習　協力依頼事業所一覧

★はR1度新規事業所

　[降売・小売業] 　[医療・介護福祉業]

コンビニ 1 ㈱ファミリーマート嘉手納第一ゲート前店 老人福祉 31
北谷町社会福祉協議会

指定通所介護事業 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

コンビニ 2 ㈱ファミリーマート北谷上勢頭店 老人福祉 32 介護老人保健施設　白川園

コンビニ 3 ㈱ローソン沖縄山内三丁目店 老人福祉 33 通所介護　ようめいえん

スーパー 4 ユニオン北谷店 老人福祉 34 結の里★

スーパー 5 生活協同組合コープおきなわ　コープ山内 老人福祉 35 ㈱琉球メディカルズ　通所介護事業所

スーパー 6 株式会社　サンエーハンビータウン 老人福祉 36 指定介護老人福祉施設　陽明園

スーパー 7 株式会社　サンエー浜川店 老人福祉 37 ㈱コンフォート　デイサービスくくる

スーパー 8 イオン琉球株式会社　イオン北谷店 老人福祉 38 ごきげんリハビリクリニック

スーパー 9 金秀商事㈱タウンプラザかねひで山内市場 老人福祉 39 デイサービスセンター　比謝川の里

販売 10 洋服の青山　新北谷店 障がい福祉施設 40 指定障害福祉サービス事業所「ニライの里」

販売 11 HI-FIVE SPORTS 福祉施設 41 地域活動支援センターたんぽぽ

販売 12 ヒマラヤ沖縄北谷店 福祉施設兼飲食店 42 ㈱ＡＳＳＯＣＩＡ　アソシア

販売 13 スーパースポーツゼビオ宜野湾店 病院 43 (社)中部地区医師会立　検診センター

販売 14 外間スポーツ店★ 病院 44 特定医療法人　沖縄徳洲会ハンビークリニック

販売 15 （資）山田金物店 病院 45 医療法人彩の会　やびく産婦人科・小児科

ホームセンター 16 株式会社メイクマン　メイクマン美浜店 病院 46 北谷病院★

歯科 47 ピースデンタルクリニック★

建築設計 17 (株)松島設計 児童発達支援 48 コロニー児童デイサービスちゃたん★

建築設計 18 アトリエ門口

建築設計 19 ㈱福地組　F-Labo 小学校 49 北谷町立浜川小学校

建築設計 20 ㈲真栄工業 小学校 50 北谷町立北谷第二小学校

文化 21 北谷町美浜メディアステーション 小学校 51 北谷町立北玉小学校

車修理･販売 22 S.S.モータース 小学校 52 北谷町立北谷小学校

車修理･販売 23 ㈲　北谷オートサービス 幼稚園 53 北谷町立浜川幼稚園

車販売 24 ネッツトヨタ沖縄㈱北谷店 幼稚園 54 北谷町立北谷第二幼稚園

車販売 25 琉球日産自動車㈱北谷店 幼稚園 55 北谷町立北玉幼稚園

給油所 26 ㈱　白石　北谷美浜店 幼稚園 56 北谷町立北谷幼稚園

給油所 27 セルフ北谷役場前給油所

食品製造 57 沖縄北谷自然海塩株式会社

銀行 28 沖縄銀行　北谷支店 生花 58 花の店　ポプリ

　[運輸業] 生産 59 ＪＡおきなわ　ニライ市場

郵便 29 北谷宮城郵便局 鮮魚 60 (有)魚しげ

郵便 30 北谷桑江郵便局 電気 61 ㈱久米電装

　[技術・専門サービス業]

　[金融業]

　[教育]

　[製造業]



令和元年度　北谷町中学生職場体験学習　協力依頼事業所一覧

★はR1度新規事業所

マリン 62 有限会社　北谷海人の会 保育 91 社会福祉法人　愛育福祉会　愛育保育園

ホテル 63 ザ・ビーチタワー沖縄 保育 92 つぼみっ子保育園

ホテル 64
北谷ホテルアンドリゾート㈱

ヒルトン沖縄北谷リゾート
保育 93 北谷町立美浜保育所

ホテル 65 ベッセルホテルカンパーナ 保育 94 中央保育園

飲食店 66 (有)キャプテンズグループとんかつ太郎北谷店 保育 95 北谷町立上勢保育所

飲食店 67 ケンタッキーフライドチキン北谷店★ 保育 96 北谷町立謝苅保育所

飲食店 68 モスバーガー北谷店★ 保育 97 沖縄市南桃原保育所

飲食店 69 タコス屋（TACOS・YA) 保育 98 うみそら保育園

飲食店 70 レストランCOCOS北谷店★

飲食店 71 びっくりドンキー　ハンビー北谷店 給食 99 北谷町立学校給食センター

飲食店 72 酒膳処　和和 公共管理 100 北谷公園サンセットビーチ

飲食店 73 がじまる食堂 公共管理 101 一般財団法人　北谷地域振興センター

飲食店 74 Ａ＆Ｗ美浜店 消防 102 ニライ消防本部　北谷消防署

飲食店 75 Ａ＆Ｗ北谷店 役場 103 北谷町公文書館

飲食店 76 マクドナルド５８号桑江店 スポーツ施設 104
北谷町健康

トレーニングセンターちゃとれ

飲食店 77 マクドナルド３３０瑞慶覧店店 図書館 105 北谷町立図書館

飲食店 78 スターバックス　沖縄国体道路店

飲食店 79 大戸屋　北谷店★ 薬局 106 (有)タイヘイ薬局　北谷店

飲食店 80 ステーキハウス四季　美浜店★ 娯楽施設 107 エナジックボウル美浜

飲食店 81 琉球Chinese炒炒★ 娯楽施設 108 北谷スポーツセンター北谷ボウル

飲食店 82 裕次郎そば★

美容室 83 美容プラージュ　北谷店

美容室 84 美容室　Hair lala+（ララプラス）

理容室 85 ヘアサロン　ビギン

ネイルサロン 86
LOVENAIL OKINAWA

ラブネイルオキナワ

エステサロン 87 LIFE

動物 88 フレンズ動物病院

動物 89 動物病院２２時㈱

動物 90 公益財団法人　沖縄こどもの国

　[公共・役場]

　[その他]

　[サービス業] 　[保育]

ご協力ありがとう

ございましたん✨


