沖縄美ら海水族館
海洋文化館
熱帯ドリームセンター

道の駅「ゆいゆい国頭」
道の駅「おおぎみ」

安波ダム

観光とインフラについて、広く容易に理解してもらうため、インフ
ラ施設で「沖縄観光インフラカード」を配付しています
ラ施設で「沖縄観光インフラカード」を配付しています。
沖縄観光インフラカ ド」は、収集を楽しみながら、観光とイン
「沖縄観光インフラカード」は、収集を楽しみながら、観光とイン
フラの関係を理解することができるものとなっています
フラの関係を理解することができるものとなっています。

伊江村（伊江港）
福地ダム

道の駅「許田」
羽地ダム

【沖縄総合事務局HP→「沖縄観光インフラカード」で検索
http://www.dc.ogb.go.jp/kaiken/012668.html】
沖縄観光インフラカード【配付場所】
番号

シリーズ名

1

2

沖縄北部ダムツーリズム

件名

配付場所

問合せ先

福地ダム

【福地ダ 管理支所】 東村字川田中上原1105-108
東村字川 中 原
【福地ダム管理支所】
【東村村民の森つつじエコパーク】 東村字平良766-1
【東村観光推進協議会】 東村字平良471-24

0980-53-6111
0980-43-3020
0980-51-2655

安波ダム

【安波ダム管理支所】 国頭村字安波川瀬原1301-22
【やんばる学びの森】 国頭村安波1301-7

0980-53-6221
0980-41-7979

【漢那ダム管理支所】 宜野座村字漢那中山原2015-2
【宜野座村観光推進協議会】 宜野座村字松田78

0980-53-6321
098-968-8787

3

漢那ダム

22

羽地ダム

【羽地ダム管理支所】 名護市字田井等1017-8

0980-53-6411

4

道の駅「許田」

【道の駅「許田」 道路情報ターミナル】 名護市許田17番地の1

0980-54-0880

5

道の駅「おおぎみ」

【道の駅「おおぎみ」 物産館】 大宜味村字根路銘1373番地

0980-44-3048

6

道の駅「ゆいゆい国頭」

【道の駅「ゆいゆい国頭」 観光案内所】 国頭村字奥間1605番地

0980-41-5555
098-957-5678

7

道の駅「かでな」

【道の駅「かでな」 １F特産品展示販売所】 嘉手納町屋良1026番3

道の駅「喜名番所」

【道の駅「喜名番所」 観光案内所】 読谷村字喜名1番地2

098-958-2944

9

道の駅「豊崎」

【道の駅「豊崎」 情報ステーション】豊見城市字豊崎3番地の39

098-850-8280

10

道の駅「いとまん」

【道の駅「いとまん」 情報館】 糸満市西崎町4丁目19番地の1

098-987-1277

11

道の駅「ぎのざ」

【道の駅「ぎのざ」 特産品加工直売センター】 宜野座村字漢那1633番地

098-968-4520

12

沖縄美ら海水族館

【沖縄美ら海水族館 入口
出口 案内カウンタ
】 本部町字石川424番地（海洋博公園内）
入口・出口
案内カウンター】

0980 48 3748
0980-48-3748

15

海洋文化館

【海洋文化館の券売所】 本部町字石川424番地（海洋博公園内）

0980-48-2741

16

熱帯ドリームセンター

【熱帯ドリームセンターの券売所】 本部町字石川424番地（海洋博公園内）

0980-48-2741

8

13

道の駅

国営沖縄記念公園

首里城

【首里城 北殿 案内カウンター】 那覇市首里当蔵町（首里城公園内）

098-886-2020

17

首里森御嶽

【首里城 系図座・用物座 案内カウンター】 那覇市首里当蔵町（首里城公園内）

098-886-2020

18

西のアザナ

【首里城 系図座・用物座 案内カウンター】 那覇市首里当蔵町（首里城公園内）

098-886-2020

19

守礼門

【首里城 首里杜館 総合案内カウンター】 那覇市首里当蔵町（首里城公園内）

098-886-2020

14

豊見城東道路

【南部国道事務所 受付窓口】那覇市港町2-8-14
【南部国道事務所 那覇空港自動車道出張所 受付窓口】豊見城市字田頭165番地
【道の駅「豊崎」 情報ステーション】豊見城市字豊崎3番地の39

098-861-2336
098-943-6205
098-850-8280

20
24

開通記念

25

21
23

離島

中山改良

【南部国道事務所 受付窓口】那覇市港町2-8-14

098-861-2336

宜野座改良

【北部国道事務所 受付窓口】名護市大北4丁目28番34号

0980-52-4350

豊見城道路

【南部国道事務所 受付窓口】那覇市港町2-8-14
【南部国道事務所 那覇空港自動車道出張所 受付窓口】豊見城市字田頭165番地
【道の駅「豊崎」 情報ステーション】豊見城市字豊崎3番地の39

098-861-2336
098-943-6205
098-850-8280

伊江村（伊江港）

【伊江島観光協会伊江港インフォメーション】国頭郡伊江村川平５１９－３
【伊江村役場商工観光課】国頭郡伊江村字伊江村川平５１９－３

0980-49-3519
0980-49-2906

伊良部大橋

【宮古土木事務所 総務用地班】宮古島市平良西里1125 沖縄県宮古合同庁舎3階

0980-72-2769

※「沖縄北部ダムツーリズム」は、北部ダムツーリズムに参加した方でご希望された方へ配付、「道の駅」については、情報ターミナルなどの施設利用者でご希望された方へ配付しています。
「国営沖縄記念公園」については、各施設の入館者でご希望の方へ配付しています。（首里森御嶽、西のアザナ、守礼門については、施設利用者でご希望された方へ配付）
「開通記念」については、無くなり次第配付終了します。
「離島」伊江村（伊江港）は3000枚限り、伊良部大橋は2950枚限りの配付とします。

宜野座改良（開通記念）
道の駅「喜名番所」
漢那ダム
道の駅「かでな」
道の駅「ぎのざ」

伊良部大橋
首里城
首里森御嶽
西のアザナ
守礼門

道の駅「豊崎」

道の駅「いとまん」

中山改良（開通記念）

豊見城東道路（開通記念）

各施設利用者はインフラ
カードがもらえます。
このマークが目印！

豊見城道路（開通記念）

工事シリーズ

観光とインフラについて、広く容易に理解してもらうため、インフラ施
設で「沖縄観光インフラカード」を配付しています。
恩納南ＢＰ４号橋
上部工（下り）工事

工事中のインフラ施設においても、土木の魅力を広く知ってもらうた
工事中のインフラ施設においても
土木の魅力を広く知ってもらうた
め、工事の特徴や土木の技術などを紹介する工事現場のカ
ドを
め、工事の特徴や土木の技術などを紹介する工事現場のカードを
発行しています
発行しています。

宜野座2工区交差
点改良工事

カードの配付場所については、各施工者の現場事務所などで配付
しています。（詳細は各カード問合せ先までご連絡下さい。）
【沖縄総合事務局HP→「沖縄観光インフラカード」で検索
http://www.dc.ogb.go.jp/kaiken/012668.html】

金武BP1号橋上部
工(A1 P7)工事
工(A1～P7)工事

牧港高架橋下部工
（Ｐ１
Ｐ３）工事
（Ｐ１～Ｐ３）工事

沖縄観光インフラカード 工事シリーズ【配付場所】
登録
番号

施設名称

配付場所

恩納南バイパス

【施工会社】 ㈱安部日鋼工業

恩納南ＢＰ４号橋上部工（下り）工事

【施工現場】 国頭郡恩納村字仲泊地内

浦添北道路
浦添
道路

【施工会社】
【施 会社】 竹中土木・屋部土建特定建設工事共同体
竹中 木 屋部 建特定建設 事共同体

牧港高架橋下部工（Ｐ１～Ｐ３）工事

【施工現場】 宜野湾市宇地泊地内

金武バイパス

【施工会社】 ㈱ピーエス三菱

金武BP1号橋上部工(A1～P7)工事

【施工現場】 国頭郡金武町字金武地内

与那原バイパス

【施工会社】 ㈱ピーエス三菱

西原地区側道２号橋上部工（上り）工事

【施工現場】 中頭郡西原町東崎地内

糸満道路

【施工会社】 飛島建設・太名嘉組特定建設工事共同企業体

糸満高架橋上部工(上りP5～P8)工事

【施工現場】 島尻郡与那原町与那原～島尻郡南風原町与那覇地内

宜野座改良

【施工会社】 琉球開発㈱

宜野座2工区交差点改良工事

【施工現場】 国頭郡宜野座村字漢那地内

与那原バイパス

【施工会社】 先嶋建設（株）

与那原地区道路改良（その１）工事

【施工現場】 島尻郡与那原町与那原～島尻郡南風原町与那覇地内

G-001

G-002

G-003

G-004

問合せ先

098-879-8900

１０００枚限りの配付

【㈱竹中土木】
098-867-4594

１０００枚限りの配付

098-862-0300

５００枚限りの配付

098-862-0300

５００枚限りの配付

【飛島建設㈱】

配布終了いたしました
098-868-3127

G-005

G-006

G-007

※現場工事が完了している工事もございますので、各問合せ先にてご確認願います。

備考

５００枚限りの配付

098-855-2151

３０００枚限りの配付

098-868-1079

５００枚限りの配付

西原地区側道２号橋
上部工（上り）工事

与那原地区道路改
良（その１）工事
糸満高架橋上部工
配布終了いたしました
(上りP5～P8)工事

