沖縄 離島バリアフリーマップ
区分
見

る

食べる

お買物

暮らし

泊まる

施設名

編

覧

所在地

BF 対応設備・サービス

〈凡例〉

1

恵子美術館

宮古島市平良字下里 592

一般駐車場

2

宮古島海宝館

宮古島市城辺字保良 591-1

身障者専用駐車場

3

宮古島市総合博物館

宮古島市平良東仲宗根添 1166-287

段差なし

4

宮古島市地下ダム資料館

宮古島市城辺福里 1645-8

1 段段差

5

白鳥崎

宮古島市伊良部佐和田 908-2

2 段以上の段差

6

吉野海岸

宮古島市城辺新城 15-38

自動ドア

7

東平安名崎

宮古島市東平安名崎

車受付案内可

8

イムギャーマリンガーデン

宮古島市城辺友利 605-2

点字情報

9

牧山展望台

点字ブロック

宮古島市伊良部佐和田１７２５

文字情報提供

12 パイナガマビーチ ( 宮古島観光協会 )

宮古島市平良下里 338-3

洋式トイレ

（宮古広域文化ホール）
13 マティダ市民劇場

宮古島市平良下里 108-12

多目的トイレ

14 前浜ビーチ

宮古島市下地与那覇 1199

乳幼児用設備

15 砂山ビーチ

宮古島市平良荷川取 693

一般エレベーター

16 宮古島市熱帯植物園

宮古島市平良東仲宗根添 1166-286

車いす対応エレベーター

17 島の駅みやこ

宮古島市平良久貝 870-1

階段

18 宮古島市公設市場

宮古島市平良下里 1 番地

手話通訳対応

19 ジョイフル宮古店

宮古島市平良字下里 605

車いす貸出し

20 琉球の風屋台村

宮古島市上野宮国 761-1

キャッシュコーナー

21 宮古空港ターミナルビル

宮古島市平良字下里 1657-128

人的介助

22 JA おきなわ城辺支店 A コープ城辺店

宮古島市城辺字比嘉 1040-1

授乳室

23 宮古島市役所

宮古島市平良西里 186

車いす対応園路

24 宮古島城辺庁舎

宮古島市城辺町福里 600-1

水飲み場

25 宮古合同庁舎

宮古島市平良西里 1125

ベビーベッド

26 宮古島市下地庁舎

宮古島市下地上地 472-39

ベビーチェア

27 上野庁舎

宮古島市上野上野 395-1

ほじょ犬

28 宮古島市中央公民館

宮古島市平良下里 315

オストメイト用設備

29 下地公民館

宮古島市下地上地 628-1

30 宮古島市社会福祉協議会城辺支所

宮古島市城辺西里添 788-3

31 沖縄銀行宮古支店

宮古島市平良下里 600-1

32 城辺郵便局

宮古島市城辺福里 1093

33 伊良部郵便局

宮古島市伊良部国仲８６-１６

34 佐良浜漁港

宮古島市伊良部町佐良浜

35 久松漁港

宮古島市平良松原 76-25

36 高野漁港

宮古島市平良東仲宗根添

（ウプカーマングローブ遊歩道）
37 川満漁港

宮古島市下地川満 77

38 博愛漁港

宮古島市上野

39 サンマリンターミナル

宮古島市伊良部池間添 248

40 宮古島マリンターミナル

宮古島市平良下里 108-11

41 県立宮古病院

宮古島市平良字下里 427-1

42 医療法人鳥伝白川会 ドクターゴン診療所

宮古島市上野宮国 746-17

43 宮古島リハビリ温泉病院

宮古島市平良東仲宗根添 1898-7

44 宮古島徳洲会病院

宮古島市平良字松原 552-1

45 徳洲会伊良部島診療所

宮古島市伊良部字前里添 639-2

46 下地診療所

宮古島市下地上地 634-1

47 漲水地区旅客待合所

宮古島市平良西里 7-3

48 池間島橋詰め広場
（池間大橋売店）

宮古島市平良池間 1165-1

49 南西楽園 シギラベイサイドスイート アラマンダ

宮古島市上野新里 926-25

50 ホテルアトールエメラルド宮古島

宮古島市平良字下里 108-7

51 ホテルてぃだの郷

宮古島市伊良部字長浜 1647-3

52 ホテルサザンコースト宮古島

宮古島市平良下里 335-1

53 観光ホテル セイルイン宮古島

宮古島市平良下里 3

54 ホテルアイランドコーラル

宮古島市平良西里 154

55 宮古島東急リゾート

宮古島市下地与那覇 914

（キンダーハウス）
56 うえのドイツ文化村

宮古島市上野宮国 775-1

57 宮古島市城辺野球場

宮古島市城辺福里 245-1

58 宮古島市総合体育館

宮古島市平良東仲宗根 676-1

59 下地公園多目的広場

宮古島市下地与那覇 1590

60 城辺陸上競技場

宮古島市城辺福里 616

61 上野体育館

宮古島市上野宮国 1746-2

62 下地陸上競技場

宮古島市下地与那覇 1590

63 城辺トレーニングセンター

宮古島市城辺福里 579

64 比嘉ロードパーク

宮古島市城辺字比嘉 1521-128

65 下地公園体育センター

宮古島市下地与那覇 1590

66 宮原第２水辺公園

宮古島市平良東仲宗根添 3069-1

67 前浜農村公園

宮古島市下地与那覇 1382-13

68 西平安名崎
（風の公園）

宮古島市平良狩俣

69 健康ふれあいランド公園

宮古島市平良狩俣 2511-1

http://okinawa-bf-map.jp/ >>

掲 載 している 各 施 設 の 情 報 は﹁ 沖 縄 県 バリアフリーマップ ﹂を 参 照 していま す ︒

宮古島市伊良部 1352-16

11 佐和田の浜

だ さい︒

音声案内

詳 細 な 情 報 は ︑﹁ 沖 縄 県 バリアフリーマップ ﹂ウェブサイト︵ 右 記 QR
コード よ り
ア ク セ スいた だ け ま す ︶を ご 覧いた だ く か ︑ま た は ︑各 施 設 に お 問い 合 わ せ く

宮古島市伊良部池間添 923-1

10 渡口の浜

沖 縄 県 バリアフリ ーマップ

楽しむ

宮古島市

施設一

沖縄 離島バリアフリーマップ

交通事業者 一覧

池間島

所在地

電話番号

（資）共和バス

宮古島市伊良部字長浜 1587

0980-78-5184

（株）八千代バス・タクシー

宮古島市平良東仲宗根 394

0980-72-0677

宮古島市平良字西里 768-2

0980-72-2414

宮古島市平良字東仲宗根添 1898-7

0980-73-0800

（有）介護保険事業所デイゴ

宮古島市平良字西里 745-1

0980-73-5173

（同）島・がんずう

宮古島市平良字下里 1517-2

0980-73-1082

身障者専用駐車場

（同）ひまわり

宮古島市伊良部字佐和田 1501

0980-78-5123

No. 食べる

音声案内

（株）みらい

宮古島市平良字西里 1352-2

0980-72-3739

No. お買物

多目的トイレ

宮古島市伊良部字前里添 467-1

0980-74-5660

No. 暮らし

車いす対応エレベーター

宮古島市平良字西仲宗根 394-12

0980-74-2190

No. 泊まる

手話通訳対応

宮古島市平良字東仲宗根 894-3

0980-72-8677

No. 楽しむ

オストメイト用設備

宮古島市平良字東仲宗根 217

0980-72-0840

宮古島市
1

2

編

3

池
間
大
橋

5km

4

西平安名崎（風の公園） 68

N

事業者名

バス

48 池間島橋詰め広場
世渡崎

0km

種別

宮古協栄バス（資）

大神島

タクシー （医）祐真会

〈凡例〉
No. 見

る

ゆい（株）
福祉輸送 （有）ケアセンターたんぽぽ

健康ふれあいランド公園 69

（有）介護センター
にこにこサービス（有）

マップには、代表的な設備・サービスのマークのみ掲載

5 白鳥崎

しています。各施設の詳細情報は、施設一覧でご確認下

230

さい。

砂山ビーチ 15

45 徳洲会伊良部島診療所
佐和田の浜 11

大浦湾

34 佐良浜漁港

ホテルてぃだの郷 51

39 サンマリンターミナル

宮古島市
伊良部島

9 牧山展望台

平瀬尾神崎

牧山 88.8m

58 宮古島市総合体育館

下地島

宮古島市城辺字西里添 788-3

0980-77-8661

（株）ケアネット徳洲会沖縄

宮古島市平良字下里 1153-3

0980-74-1160

（有）ホームケアサービス

宮古島市平良字下里 1248-10

0980-75-0677

（同）みつば

宮古島市平良字下里 1035-2

0980-75-3043

（有）ひまわり

宮古島市平良字下里 217-20

0980-75-0610

宮古島市平良字下里 934

0980-74-3113

（株）ハートサービスゆめ

宮古島市平良字西里 609 ﾏﾝｼｮﾝ内間Ⅱ 101

0980-74-2126

（株）宮古島介護琉心

宮古市平良字松原 282-3

0980-74-2224

（同）いこい

宮古島市平良字前里 241

0980-75-2300

（同）介護保険事務所ケイコ

宮古島市城辺福里 562-1

0980-77-8880

（有）やすらぎ

宮古島市伊良部字長浜 217

0980-78-6116

（同）シン

宮古島市平良字下里 1073

-

（同）心音

宮古島市平良字西仲宗根 614-5

-

宮古島市平良字下里 1564-6

0980-73-5400

ＧＴＪ
（同）

16 宮古島市熱帯植物園
36 高野漁港

10 渡口の浜

66 宮原第２水辺公園

漲水地区旅客待合所 47

掲載している各施設の情報は「沖縄県バリアフリーマップ」
を

与那浜崎

33 伊良部郵便局

（福）宮古島市社会福祉協議会

介護タクシーグリーン

83

参照しています。詳細な情報は、
「 沖縄県バリアフリーマップ」
ウェブサイト
（右記QRコードよりアクセスいただけます）
をご
覧いただくか、または、各施設にお問い合わせください。

3 宮古島市総合博物館

ホテルアイランドコーラル 54
23 宮古島市役所

観光ホテル セイルイン宮古島 53

沖縄県バリアフリーマップ >>
http://okinawa-bf-map.jp/

久松漁港 35

83
64 比嘉ロードパーク

マティダ市民劇場 13
宮古島マリンターミナル 40

宮古合同庁舎 25
西浜崎

ホテルアトールエメラルド宮古島 50
パイナガマビーチ 12

43 宮古島リハビリ温泉病院
21 宮古空港ターミナルビル

与那覇湾

44 宮古島徳洲会病院
来間島
200m

400m

600m

800m

1km

59 下地公園多目的広場
62 下地陸上競技場
65 下地公園体育センター

6 吉野海岸

32 城辺郵便局

前浜ビーチ 14
入江湾

0

60 城辺陸上競技場

61 上野体育館

島の駅みやこ 17
N

78

城辺トレーニングセンター 63

27 上野庁舎

前浜農村公園 67

24 宮古島城辺庁舎
57 宮古島市城辺野球場

宮古島

下地公民館 29

宮古島東急リゾート 55
41 県立宮古病院

30 宮古島市社会福祉協議会城辺支所

宮古島市

19 ジョイフル宮古店

宮古島市立中央公民館 28

22 JA おきなわ城辺支店 A コープ城辺店

野原岳 108.6m

下地診療所 46
宮古島市下地庁舎 26

沖縄銀行宮古支店 31

390

川満漁港 37

1 恵子美術館

宮古島市公設市場 18
サザンコースト 52
宮古島

しあわせそう F

390

20 琉球の風屋台村
49 南西楽園 シギラベイサイドスイート アラマンダ

4 宮古島市地下ダム資料館

ドクターゴン診療所 42

38 博愛漁港
56 うえのドイツ文化村

8 イムギャーマリンガーデン

2 宮古島海宝館
東平安名崎 7

