
　　建築工事

NO 工　期 発　注　先 摘　要

1 Ｈ24.5 沖縄県中部農林土木事務所 三柱ブロック・上部工

2 Ｈ24.5 沖縄県北部農林水産振興センター 70ｔテトラネオ製作

3 Ｈ24.9 沖縄県土木建築部 土間・スラブ

4 Ｈ24.10 沖縄県土木建築部 土間・スラブ

5 Ｈ24.10 沖縄県土木建築部 4ｔテトラポッド製作

6 Ｈ24.9 宮城県石巻市 物揚場、上部工

7 Ｈ24.9 宮城県石巻市 上部工

8 Ｈ25.9 沖縄県八重山土木事務所 方塊ブロック製作

9 Ｈ25.10 那覇港湾・空港整備事務所 根固ブロック制作

10 Ｈ26.2 那覇港湾・空港整備事務所 消波ブロック制作

11 Ｈ26.2 那覇港湾・空港整備事務所 方塊ブロック製作

12 Ｈ26.2 那覇港湾・空港整備事務所 方塊ブロック製作

13 Ｈ26.2 那覇港湾・空港整備事務所 根固ブロック製作

14 H26.4 沖縄石油基地（株） 基礎工

15 H26.4 南部土木事務所 橋梁工

16 Ｈ26.4 那覇港湾・空港整備事務所 ケーソン製作

17 Ｈ26.4 平良港湾事務所 ケーソン製作

18 Ｈ26.8 那覇港湾・空港整備事務所 ケーソン製作

19 Ｈ26.11 都市モノレール建設事務所 橋台

20 Ｈ26.11 大宜味村 橋台

21 Ｈ26.12 那覇港湾・空港整備事務所 根固ブロック

22 H27.1 那覇港湾・空港整備事務所 消波ブロック

23 Ｈ26.12 那覇港湾・空港整備事務所 根固ブロック

24 Ｈ26.12 那覇港湾・空港整備事務所 被覆ブロック

25 H27.1 那覇港湾・空港整備事務所 被覆ブロック

26 H26.11 那覇港湾・空港整備事務所 消波ブロック

27 H27.1 那覇港湾・空港整備事務所 被覆ブロック

28 H26.12 那覇港湾・空港整備事務所 桟橋

29 H27.2 八重山農林水産振興センター 農道排水路

30 H27.4 国土交通省 ブロック製作

31 H27.6 那覇港湾・空港整備事務所 被覆ブロック

32 H27.7 石垣港湾事務所 岸壁

33 H27.6 那覇港湾・空港整備事務所 被覆ブロック

34 H27.7 那覇港湾・空港整備事務所 消波ブロック

35 H27.7 那覇港湾・空港整備事務所 消波ブロック

36 H27.7 平良港湾事務所 方塊ブロック

37 H27.7 八重山土木事務所 方塊ブロック

38 H27.7 石垣市 スラブ・床

39 H27.7 沖縄県土木建築部 スラブ・床

40 H27.7 沖縄県土木建築部 スラブ・床

41 H27.8 那覇市 スラブ・床

42 H27.4 国土交通省 ブロック製作

43 H27.12 那覇港湾・空港整備事務所 被覆ブロック

44 H27.12 那覇港湾・空港整備事務所 被覆ブロック

45 H27.8 南部農林土木事務所 上部工

46 H27.10 北部農林土木事務所 擁壁・基礎工

47 H27.11 総合事務局北部国道事務所 基礎工

48 H27.12 那覇港湾・空港整備事務所 被覆ブロック那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事（第13次）

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事（第11次）

駿河港離岸堤工事（2工区）

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事（第12次）

港川漁港改修工事

農業物6次産業化支援拠点施設（観光農園等レストラン）建設事業

H27読谷道路4工区改良（その1）工事

平良港(漲水地区）港湾施設用地ブロツク工事

祖納港波除堤ブロック制作（H27-2)

新火葬場建築工事

県営大謝名団地立替工事（第一期建築1工区）

県営大謝名団地立替工事（第一期建築2工区）

那覇市消防樋川出張所新築工事

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事（第12次）

石垣港（浜崎地区）係留施設築造工事

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事（第11次）

駿河港離岸堤工事（１工区）

那覇空港滑走路増設護岸消波ブロック工事（第13次）

那覇空港滑走路増設護岸消波ブロック工事（第14次）

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事（第6次）

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事（第7次）

那覇港（浦添ふ頭地区）防波堤（浦添第一）消波ブロック工事

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事（第8次）

那覇空港滑走路増設護岸仮設桟橋1築造外1件工事

石垣市第6地区耕路流出防止対策工事

H26那覇空港滑走路増設護岸ケーソン工事

浦添西原線1号橋整備工事（下部工P6)

根路銘橋梁架替工事

那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤（浦添第一）根固めブロック工事

那覇空港滑走路増設護岸波消ブロック工事

那覇空港滑走路増設護岸根固ブロック工事（第2次）

那覇空港滑走路増設護岸方塊ブロック工事

那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)根固ブロック工事（第２次）

石油基地メガソーラー基礎工事

西原地区道路舗装工事

H25那覇空港滑走路増設護岸ケーソン工事

平良港(漲水地区）港湾施設用地外１件ケーソン工事

23年災給分漁港物揚場ほか災害復旧工事

23年災泊漁港Ａ防波堤ほか災害復旧工事

船浦港（上原地区）船揚場ブロック製作工事

那覇港(新港ふ頭地区)防波堤（新港第一）（改良）被覆ブロック工事

那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)消波ブロック工事

中城湾港土砂処分場護岸ブロック工事

 コンクリート養生剤サンマテラーアクアバンク 施工実績

工　事　名

平敷屋漁港岸壁及び護岸改良工事

宜名真漁港第一防波堤改修工事

沖縄県立盲学校新築工事（1.2工区）

那覇商業高校管理棟改築工事

粟国港災害復旧工事



49 H27.12 那覇港湾・空港整備事務所 消波ブロック

50 H27.12 那覇港湾・空港整備事務所 消波ブロック

51 H27.12 那覇港湾・空港整備事務所 消波ブロック

52 H27.12 平良港湾整備事務所 消波ブロック

53 H27.12 沖縄県土木建築部 スラブ・床

54 H27.12 沖縄県宮古土木事務所 橋梁

55 H27.12 那覇市役所 基礎工

56 H28.2 総合事務局南部国道事務所 橋梁

57 H28.1 日本石油公団 基礎工

58 H28.2 平良港湾整備事務所 消波ブロック

59 H27.12 南部農林土木事務所 防波堤

60 H28.1 那覇港湾・空港整備事務所 防波堤

61 H28.1 南部土木事務所 方塊ブロック

62 H28.1 都市モノレール建設事務所 橋脚

63 H28.3 民間 スラブ・床

64 H28.6 都市モノレール建設事務所 橋脚

65 H28.6 東京都千代田区 スラブ・床

66 H28.7 八重山土木事務所 船揚げ場

67 H28.7 都市モノレール建設事務所 橋脚

68 H28.6 八重山土木事務所 被覆ブロック

69 H28.7 平良港湾事務所 消波ブロック

70 H28.7 石垣港湾事務所 上部工

71 H28.7 平良港湾事務所 消波ブロック

72 H28.7 福島県相馬港湾建設事務所 階段ブロック

73 H28.7 福島県相馬港湾建設事務所 消波ブロック

74 H28.7 中部土木事務所 消波ブロック

75 H28.7 コンボルト・ジャパン タンク

76 H28.7 都市モノレール建設事務所 橋台

77 H28.7 那覇港湾・空港整備事務所 上部工

78 H28.8 中部土木事務所 ブロック製作

79 H28.8 都市モノレール建設事務所 地下構造物

80 H28.8 北部土木事務所 ケーソン製作

81 H28.8 八重山土木事務所 ブロック製作

82 H28.8 八重山土木事務所 ブロック製作

83 H28.7 都市モノレール建設事務所 橋梁下部工

84 H28.7 那覇港湾・空港整備事務所 上部工

85 H28.8 八重山土木事務所 ブロック製作

86 H28.7 那覇港湾・空港整備事務所 橋梁下部工

87 H28.8 北部国道事務所 橋梁下部工

88 H28.7 北部国道事務所 橋梁下部工

89 H28.9 中部土木事務所 橋梁下部工

90 H28.10 ユアサ商事株式会社 コンクリート養生

91 H28.10 コープおきなわ 建築基礎工

92 H28.10 南部土木事務所 橋梁下部工

93 H28.9 南部土木事務所 橋梁下部工

94 H28.10 都市モノレール建設事務所 基礎工

95 H28.10 都市モノレール建設事務所 橋梁下部工

96 H28.10 石垣市役所 船揚げ場

97 H28.10 南部農林土木事務所 消波ブロック

98 H28.10 那覇港湾・空港整備事務所 被覆ブロック

99 H.2811 北部国道事務所 橋梁

100 H28.11 南部土木事務所 ケーソン製作渡嘉敷港防波堤（南）災害復旧工事（H26年度災第1号）その4

城間前田線都市モノレール建設工事（浦添前田駅基礎工）

市道国際センター線都市モノレール建設工事（H28-2)

船越漁港船揚げ場改良工事

渡名喜漁港第二沖防波堤消波ブロック製作工事（H28)

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事（第2次）

たまた橋橋梁補修工事

祖納港波除堤ブロック製作工事（H28-4)

平成27年度読谷道路2号線橋下部工工事

平成27年度恩納南BP1号橋下部工（上りP2・A2）工事

恩納南BP1号橋下部工（上りP2/A2)工事

具志川環状線4号橋下部工工事

養生剤販売

コープおきなわ西原センター建築工事

H28南部東道路橋梁下部工工事（大里IC橋A2)

H28南部東道路橋梁下部工工事（大城ダム1号橋P2、A2)

城間前田線都市モノレール建設工事（地下構造物H27)

本部港（本部地区）防波堤（沖）工事（H28-3-振）

祖納港波除堤ブロック製作工事（H28-3)

祖納港波除堤ブロック製作工事（H28-5)

浦添市西原線1号橋整備工事（下部工P1.ランプ橋下部工2基）

南相馬離岸堤工事0055

南相馬離岸堤工事　0055

中城湾港（津堅地区）防波堤（沖）ブロック製作工事

貯蔵タンク養生

市道国際センター線都市モノレール経塚駅建設工事（基礎工その2）

那覇港（新港ふ頭地区）防波堤（新港第一）（改良）築造工事

小湾川根固めブロック製作設置工事（H28)

市道石嶺線都市モノレール建設工事（下部工H27-4)

祖納港波除堤ブロック制作工事

平良港（本港地区）防波堤（下崎北）（改良）消波ブロック工事

石垣港防波堤工事

平良港（本港地区）防波堤（下崎北）（改良）消波ブロック工事(第2次）

漁港（復興交付）工事（緑地）

那覇港（新港ふ頭地区）防波堤（新港第一）（改良）上部工事

中城湾港（馬天地区）物揚げ場ブロック製作工事（H27）

市道石嶺線都市モノレール建設工事（下部工H27-2)

都市モノレール浦添市西原線1号橋整備工事（下部工）

グランディハウス新築工事

白浜港船揚げ場工事

九段小学校立替工事

平良下地島空港線乗瀬橋橋梁整備工事（下部工その1）

H27年度バス停上屋設置工事（その1）

平成27年度百名橋耐震補強外1橋補修工事

メガソーラー基礎工工事

平良港（本港地区）防波堤（下崎北）（改良）消波ブロック工事(第2次）

糸満漁港（南地区）第3防波堤機能保全工事（H27-1)

那覇空港滑走路増設護岸消波ブロック工事（第20次）

那覇空港滑走路増設護岸消波ブロック工事（第21次）

那覇空港滑走路増設護岸消波ブロック工事（第22次）

平良港（本港地区）防波堤（下崎北）（改良）消波ブロック工事

県営大謝名団地建替工事（第1期建築4工区）



101 H28.11 北部国道事務所 橋梁

102 H28.12 南部農林土木事務所 岸壁

103 H28.12 博多港港湾事務所 橋梁

104 H28.12 山梨県 橋梁

105 H29.1 北部土木事務所 ケーソン製作

106 H29.1 南部農林土木事務所 岸壁

107 H29.1 北部土木事務所 ケーソン製作

108 H29.1 北部土木事務所 ケーソン製作

109 H29.1 都市モノレール建設事務所 基礎工

110 H29.2 南部国道事務所 耐震補強

111 H29.2 都市モノレール建設事務所 基礎工

112 H29.2 八重山土木事務所 斜路

113 H29.2 都市モノレール建設事務所 基礎工

114 H29.2 南部国道事務所 耐震補強

115 H29.2 北部土木事務所 ケーソン製作

116 H29.4 南城市 建築

117 H29.4 南部土木事務所 岸壁

118 H29.4 中部農林土木事務所 床版工

119 H29.4 南部土木事務所 橋梁下部工

120 H29.4 総合事務局平良港湾事務所 ケーソン製作

121 H29.5 総合事務局石垣港湾事務所 上部工

122 H29.5 八重山土木事務所 ブロック製作

123 H29.5 八重山土木事務所 ブロック製作

124 H29.5 県土木建築部 建築

125 H29.5 県土木建築部 消波ブロック

126 H29.5 南部農林土木事務所 上部工

127 H29.5 北部土木事務所 ブロック製作

128 H29.5 都市モノレール建設事務所 橋梁下部工

129 H29.5 那覇港湾・空港整備事務所 ケーソン製作

130 H29.5 南部土木事務所 擁壁工

131 H29.5 URリンケージ スラブ

132 H29.6 北部土木事務所 ブロック製作

133 H29.6 秋田県 ブロック製作

134 H29.6 那覇市役所 建築

135 H29 6 民間工事 建築

136 H29.6 北部国道事務所 道路

137 H29.6 堺港空港整備事務局 上部工

138 H29.7 国土交通省東北地方整備局 上部工・消波ブロック

139 H29.7 中部土木事務所 道路

140 H29.7 新潟港湾・空港整備事務所 上部工

141 H29.7 那覇市 上部工

142 H29.7 那覇港管理組合 上部工

143 H29.7 東村 ブロック製作

144 H29.8 那覇市 建築

145 H29.8 那覇港湾・空港整備事務所 岸壁

146 H29.8 八重山土木事務所 波除提

147 H29.8 県南部農林土木事務所 上部工

148 H29.8 県土木建築部 建築

149 H29.9 富山県 土木

150 H29.9 堺港空港整備事務局 上部工

151 H29.9 沖縄防衛局 ブロック製作

152 H29.9 沖縄防衛局 ブロック製作シュワブ（H27）傾斜提護岸新設工事（２工区）

H28南部東道路改良工事（4工区-1）

本部港（本部地区）防波堤（沖）ケーソン製作工事（H28-7-北振）

城間前田線都市モノレール建設工事（下部工H28-1)

那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（－１５ｍ）（改良）ケーソン工事

県営大謝名団地建替工事（第２期・建築１工区）

堺港外港竹内南地区岸壁(-10m)築造工事

富山県新石田企業団地調整池

堺港外港中野地区岸壁（-12m）築造工事

新潟港（西港地区）第二西防波堤築造工事

石垣港（新港地区）岸壁（-9.0ｍ）②築造工事（第2次）

祖納港波除提ブロック製作工事（H28-6)

祖納港波除提ブロック製作工事（H28-7)

首里高校管理・特別教室棟等改築工事（建築２工区）

渡名喜漁港第２沖防波堤消波ブロック製作工事（H２８－２）

糸満漁港（南地区）第5防波堤機能保全工事（H28-2）

本部港（本部地区）防波堤（沖）工事（H28-6-北振）

南城市市庁舎等複合施設新築工事（建築・３工区）

渡嘉敷港岸壁（-4.5ｍ）及び防波護岸整備工事（Ｈ28）

津堅地区2号貯水池建設工事（H２８－２工区）

那覇大橋下部工工事（H２８－１）

平良港（漲水地区）岸壁ケーソン工事

平成２８年度南風原アーチ橋耐震補強（上りP8～P10）工事

浦添西原線都市モノレール建設工事（浦添分岐受け構造H２８）

白浜港船揚げ場工事（H２８－２）

市道石嶺線都市モノレール建設工事（下部工H28-2)

平成２８年度南風原アーチ橋耐震補強（上りP15～P16）工事

山梨県見延橋橋梁工事

本部港（本部地区）防波堤（沖）工事（H28-2-振）

市道石嶺線都市モノレール建設工事（下部工H28-1)

国道505号道路改良工事

糸満漁港（南地区）第5防波堤機能保全工事（H28-1）

博多港（アイランドシティ地区）道路（IP23)橋梁下部工事

本部港（本部地区）防波堤（沖）工事（H28-3-振）

糸満漁港（北地区）-5.0ｍ岸壁・-4.0ｍ岸壁工事（H28)

本部港（本部地区）防波堤（沖）工事（H28-1-振）

秋田県（小砂川漁場）水産環境整備工事

平成２９年度久美橋橋梁整備工事（上部工その３）

城西小学校屋内運動場及び幼稚園園舎改築工事（建築）

那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（-13.0m)付属物工事

JS訓練技術センター新築工事

D`クラディア松戸ステーションフォート補償工事

泊ふ頭６号岸壁（-4.5m)改良工事（H28－１）

慶佐次漁港第2防波堤新設工事（H29)

相馬港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）上部及び消波工事（その2）

宜野湾北中城線道路改良工事（H28-5)

平成２８年度恩納BP1工区改築（その３）工事

本部港（本部地区）防波堤（沖）ケーソン製作工事（H28-8-北振）

宇栄原市営住宅第4期建替工事（建築）

H29祖納港波除提工事

渡名喜漁港第２沖防波堤災害復旧工事（H２７災-２工区）

シュワブ（H27）傾斜提護岸新設工事（１工区）



153 H29.9 那覇港湾・空港整備事務所 ブロック製作

154 H29.9 北部土木事務所 道路

155 H29.9 県南部農林土木事務所 床版工

156 H29.9 総合事務局 上部工

157 H29.9 北部国道事務所 道路

158 H29.9 県南部土木事務所 上部工

159 H29.9 恩納村 上部工

160 H29.10 県土木建築部 土間

161 H29.10 県土木建築部 橋梁下部工

162 H29.10 南部国道事務所 耐震補強

163 H29.10 那覇港湾・空港整備事務所 ケーソン製作

164 H29.10 国頭村 橋脚補強

165 H29.10 鹿児島県 上部工

166 H29.10 沖縄県漁業協同組合連合会 燃油タンク基礎

167 H29.10 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 ブロック製作

168 H29.10 宮古土木事務所 ブロック製作

169 H29.11 都市モノレール建設事務所 地下構造物

170 H29.11 北部国道事務所 道路

171 H29.11 県土木建築部 土間

172 H29.11 北部土木事務所 道路

173 H29.11 鹿児島県 土木

174 H29.11 総合事務局 護岸

175 H29.11 那覇市 道路

176 H29.11 北部国道事務所 橋梁補修

177 H29.11 中部土木事務所 ブロック製作

178 H29.11 伊平屋村 防波堤

179 H29.11 北部土木事務所 上部工

180 H29.11 県南部農林土木事務所 上部工

181 H29.11 県南部農林土木事務所 上部工

182 H29.11 平良港工事事務所 ブロック製作

183 H29.12 県土木建築部 土間

184 H29.12 県土木建築部 土間

185 H29.12 県土木建築部 土間

186 H29.12 県土木建築部 土間

187 H29.12 北部農林水産振興センター農業水産整備課 上部工

188 H29.12 平良市 ブロック製作

189 H29.12 県土木建築部 橋梁下部工

190 H29.12 北部土木事務所 浮き桟橋

191 H29.12 県土木建築部 建築

192 H29.12 県土木建築部 擁壁

193 H29.12 北部国道事務所 道路

194 H29.12 県土木建築部 橋梁下部工

195 H29.12 座間味村 建築

196 H30.1 総合事務局石垣港工事事務所 道路

197 H30.1 伊是名村 上部工

198 H30.1 北部国道事務所 道路

199 H30.1 南部土木事務所 ブロック製作

200 H30.1 県土木建築部 橋梁下部工

201 H30.1 総合事務局石垣港工事事務所 上部工

202 H30.1 中部土木事務所 ブロック製作

203 H30.2 南部土木事務所 擁壁工

204 H30.2 県土木建築部 下部工

平良港（漲水地区）第４埠頭物揚げ場ブロック制製作工事（２工区）

中城湾港（泡瀬地区）突堤（東）及び岬護岸整備工事（H29-2）

平成２９年度田名漁港第３突堤・-2.5m白地工事

本部港（本部地区）防波堤（沖）工事（H28-9-北振）

那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（－１５．０ｍ）（改良）ケーソン工事

辺野喜楚洲線イシナー橋橋梁補修工事

石垣港（新港地区）岸壁（-9.0ｍ）②上部工工事

平成２８年度恩納BP1工区改築（その２）工事

渡嘉敷港防波護岸整備工事（H29)

平成２９年度恩納漁港整備工事

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（P15下部工その2）

平成２８年度南風原アーチ橋耐震補強（上下P13)工事

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事

平成２９年度恩納南BP３工区改築工事

国際物流拠点産業集積地域賃貸工場新築工事（４０号棟・建築）

平成２９年度恩納南BP1工区橋梁上部工工事

国際物流拠点産業集積地域賃貸工場新築工事（３６号棟・建築）

29年度鹿児島港（新港区）南防波護岸（改良）工事

平成２９年度恩納南BP１工区改築工事

雄樋川１期地区貯水池工事

 糸満漁港（北地区）－6.0ｍ岸壁工事（Ｈ２９）

糸満漁港（南地区）第5防波堤機能保全工事（H29）

藺牟田漁港水産生産基盤（一般）整備（1工区）

中城湾港土砂処分場護岸築造工事

平成２８年度松城中学校東側線道路改良工事（その１）

糸満漁港北地区燃油補給施設新設工事

池間漁港沖防波堤ブロック製作工事

長山港（渡口地区）船揚場ブロック製作工事

 国道449号本部大橋橋梁補修工事（P４）

浦添西原線都市モノレール建設工事（地下構造物H28-2)

安田漁港沖防波堤（１）改良工事

池間漁港沖防波堤ブロック製作工事

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（P6下部工）

国際物流拠点産業集積地域賃貸工場新築工事（３５号棟・建築）

国際物流拠点産業集積地域賃貸工場新築工事（３９号棟・建築）

国際物流拠点産業集積地域賃貸工場新築工事（３７号棟・建築）

国際物流拠点産業集積地域賃貸工場新築工事（３８号棟・建築）

平成２９年度東江地区交通安全対策（その１）工事

県道２０号線（泡瀬地区）橋梁整備工事（A1下部工）

座間味中学校教員宿舎改築工事

前泊港浮桟橋整備工事（H29)

県営大謝名団地建替工事（第２期・建築４工区）

県営南風原団地建替工事（第二期・造成）

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（P１６下部工）

石垣港（新港地区）岸壁（-9.0ｍ）②築造工事（第2次）

伊佐海岸ブロック製作工事

石垣港（新港地区）岸壁（-7.5ｍ）②舗装外1件工事

伊是名漁港（勢理客地区）護岸工事

平成２９年度金武BP２工区改築（その１）工事

中城湾港（馬天地区）取付護岸整備工事（H29）

H28南部東道路改良工事（4工区-２）

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（P２下部工）



205 H30.2 南部農林土木事務所 ブロック製作

206 H30.3 県土木建築部 橋梁下部工

207 H30.3 八重山土木事務所 物揚場

208 H30.3 南部土木事務所 橋梁下部工

209 H30.3 南部国道事務所 耐震補強

210 H30.3 南部農林土木事務所 上部工

211 H30.3 国頭村 建築

212 H30.3 北部国道事務所 橋梁下部工

213 H30.3 北部国道事務所 橋梁下部工

214 H30.3 沖縄市教育委員会 建築

215 H30.3 民間工事・マンション 建築

216 H30.4 平良港湾事務所 ブロック製作

217 H30.4 平良港湾事務所 ブロック製作

218 H30.4 平良港湾事務所 ブロック製作

219 H30.4 平良港湾事務所 ブロック製作

220 H30.4 那覇市 擁壁補強

221 H30.4 那覇空港工事事務所 上部工

222 H30.4 北部国道事務所 跨道橋

223 H30.5 沖縄総合事務局 橋梁

224 H30.5 県農林水産部 ブロック製作

225 H30.6 沖縄市教育委員会 建築

226 H30.6 都市モノレール建設事務所 ボックスカルバート

227 H30.6 中部土木事務所 連絡橋

228 H30.7 総合事務局南部国道事務所 橋梁下部工

229 H30.7 総合事務局北部国道事務所 道路

230 H30.7 総合事務局平良港工事事務所 ブロック製作

231 H30.7 総合事務局平良港工事事務所 ブロック製作

232 H30.7 西日本高速道路（株） のり面

233 H30.7 南部土木事務所 道路

234 H30.7 県土木建築部 橋梁下部工

235 H30.8 総合事務局南部国道事務所 道路

236 H30.8 沖縄総合事務局 護岸工

237 H30.8 県農林水産部 ブロック製作

238 H30.9 八重山土木土木事務所 ブロック製作

239 H30.9 八重瀬町区画整理課 スタンド新築

240 H30.9 中部土木事務所 コンクリート工

241 H30.9 那覇市 公園整備

242 H30.10 総合事務局北部国道事務所 道路

243 H30.10 県宮古土木事務所 擁壁

244 H30.10 県北部土木事務所 ブロック製作

245 H30.10 関東地方整備局京浜港湾事務局 エプロン

246 H30.11 県宮古土木事務所 橋面工

247 H30.11 糸満市農村整備課 道路

248 H30.11 県中部農林土木事務所 海岸整備

249 H30.11 県北部土木事務所 ブロック製作

250 H30.11 県北部農林水産振興課センター農業水産整備課 ブロック製作

251 H30.11 県中部土木事務所 連絡橋

252 H30.11 県南部土木事務所 橋梁下部工

253 H30.11 総合事務局北部国道事務所 橋梁下部工

254 H30.11 国頭村企画商工観光課 土間・スラブ

255 H30.11 医療法人こうぶん会 土間・スラブ

256 H30.11 宮崎港湾空港整備事務所 ブロック製作

本部港（本部地区）岸壁（－１０．５ｍ）整備工事（Ｈ３０－４）

比地地区定住促進住宅建築工事

(仮称）医療法人こうぶん会 比嘉眼科医院新築工事

渡名喜漁港第２沖防波堤消波ブロック製作・設置工事（H３０）

平成30年度恩納南BP1工区舗装工事

平良下地島空港線橋詰広場整備工事（H３０－１）

大井川改修工事（Ｈ３０－１）

横浜港南本牧地区荷捌き地付帯施設整備工事

平成30年度宮崎港（東地区）防波堤（南）（改良）被覆ブロック製作工事

大度1号集落道整備工事(その2)

北浜地区海岸整備工事

H２９南部東道路橋梁下部工工事（大城高架橋A1、P1）

平成29年度 数久田高架橋下部工（上りP1・P3・A2）及び地盤改良工事

平成29年度仲井真地区安全対策工事

沖縄市立美東中学校校舎新増改築工事（建築工事）２工区

浦西停車場線道路改良工事（H29-2）

浦添大公園連絡橋整備工事その１（H29-３）

那覇空港滑走路増設北側進入灯橋梁工事

中城湾港土砂処分場護岸工事

平良港（防波堤外地区）臨海道路ブロック工事

平良港（防波堤外地区）臨海道路ブロック工事（第２次）

平良港（防波堤外地区）臨海道路ブロック工事（第３次）

平成２９年度金武BP4号跨道橋工事

平良港（防波堤外地区）臨海道路ブロック工事（第４次）

エコマール那覇敷地内道路擁壁補強工事

那覇空港滑走路増設工事

creareben Hills（クレアレーベン　ヒルズ）新築工事

平成２９年度東港橋（下り）架替工事

平成２９年度金武BP２工区改良工事

沖縄市立美東中学校校舎新増改築工事（建築工事）１工区

渡名喜漁港第２沖防波堤消波ブロック製作工事（H２９補正）

 渡名喜漁港第２沖防波堤消波ブロック製作 ・設置工事（H29ー２）

阿嘉漁港第１防波堤改良工事

鏡地地区公民館建築工事

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（P４下部工）

H29舟浮港物揚場・白地（－2.0m)工事

H29南部東道路橋梁下部工工事（大城ダム3号橋P1,P2）

平成２９年度南風原アーチ橋耐震補強（下りP８～P１０）工事

高山橋橋梁整備工事（下部工P2)

平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）ブロック工事（第3次）

沖縄自動車道(特定更新等)宜野湾地区のり面補強工事

H28南部東道路改良工事（4工区-3）

平成２９年度新川地区跨道橋下部工（P1,P2)・改良工事

平成29年度金武BP2工区交差点改築工事

平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）ブロック工事

平成３０年度虎瀬公園整備工事（土木）

祖納港ブロック製作工事（H30-1）

東風平運動公園サッカー場スタンド新築工事（30-1）

北谷浄水場2系ろ過池アイシン工事

安田漁港沖防波堤（２）改良工事

浦添大公園連絡橋整備工事その２（H30-2）

平良下地島空港線乗瀬橋橋梁補修工事（橋面工）



257 H30.12 県土木建築部 橋梁下部工

258 H30.12 県土木建築部 橋梁下部工

259 H30.12 県土木建築部 橋梁下部工

260 H30.12 県土木建築部 橋梁下部工

261 H30.12 県土木建築部 橋梁下部工

262 H30.12 北部土木事務所 岸壁

263 H30.12 総合事務局北部国道事務所 橋梁下部工

264 H30.12 県南部農林土木事務所 上部工

265 H30.12 恩納村農林水産課 上部工

266 H30.12 総合事務局南部国道事務所 上部工

267 H30.12 沖縄市建築・公園課 擁壁

268 H30.12 県農林水産部 ブロック製作

269 H30.12 糸満市建設課 道路改良

270 H30.12 総合事務局南部国道事務所 道路函渠他

271 H30.12 関東地方整備局京浜港湾事務局 エプロン

272 H31.1 東海農政局 エプロン補修その他

273 H31.1 東京ガス タンク

274 H31.1 国頭村 土間・スラブ

275 H31.1 県中部土木事務所 ブロック製作

276 H31.1 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 エプロン

277 H31.1 県南部土木事務所 波除堤

278 H31.1 名護市農林水産課 パラペット

279 H31.1 浦添市産業振興課 岸壁改修

280 H31.1 石垣市港湾課 突堤整備

281 H31.1 南部土木事務所 橋梁下部工

282 H31.1 総合事務局平良港工事事務所 上部工

283 H31.1 県南部土木事務所 道路改良

284 H31.2 近畿地方整備局 堰堤工

285 H31.2 兵庫県神戸市行財政局 ブロック製作

286 H31.2 県北部土木事務所 橋面工

287 H31.2 宜野湾市施設管理課 スラブ

288 H31.2 県南部土木事務所 公園整備

289 H31.2 本部町建設課 橋台

290 H31.2 恩納村 擁壁

291 H31.2 県土木建築部 最終沈殿池築造

292 H31.2 総合事務局開発建設部 橋梁下部工

293 H31.2 総合事務局開発建設部 上部工

294 H31.3 県都市モノレール建設事務所 排水構造物

295 H31.3 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 ほ場整備・耕作道

296 H31.3 県土木建築部 反応タンク築造

297 H31.3 県土木建築部 反応タンク築造

298 H31.3 県土木建築部 最初沈殿池築造

299 H31.3 県土木建築部 最終沈殿池築造

300 H31.3 北部国道事務所 橋梁下部工

301 H31.3 恩納村教育委員会 土間・スラブ

302 H31.4 県南部土木事務所 ブロック製作

303 H31.4 恩納村教育委員会 土間・スラブ

304 H31.4 民間工事 土間・スラブ

305 H31.4 那覇市花とみどり課 擁壁・公園整備

306 H31.4 東京ガス タンク

307 R1.5 長崎県 土木

308 R1.5 総合事務局平良港湾事務所 ブロック製作

横浜港南本牧地区荷捌き地付帯施設整備工事

宮川用水国営移設応急対策事業栗生首工下流エプロン補修その他工事

日立LNG基地2期タンク工事

宜野湾浄化センター反応タンク築造工事（１工区）

恩納村立統合中学校（仮称）屋内運動場棟 新築工事（建築）

芦辺港生産基盤整備工事(4工区）

宜野湾浄化センター反応タンク築造工事（２工区）

日立LNG基地2期タンク工事

西白保氏共同住宅新築工事

狭間地区ほ場整備工事（３０－２）

大池見山東堰堤工事

平成３０年度恩納BP６号橋下部工（下りP11～A2）工事

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（P１４下部工）

仲田港岸壁（-4.5m）工事（H29-1-北振）

宜野湾浄化センター最初沈殿池築造工事

宜野湾浄化センター最終沈殿池築造工事（２工区）

平成30年度小禄道路函渠他工事

平成２９年度北丘高架橋OFFランプ上部工工事

平成３０年度池原公園施設整備工事

阿嘉漁港第１防波堤及び第４護岸等工事（Ｈ３０）

浦添西原線道路改良工事（Ｈ３０－６）

真壁小波蔵線道路改築工事（３工区）

神戸港西部地区港湾施設改修及び整備工事

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（P１０下部工）

海野漁港船揚場（１）機能保全工事（Ｈ３０）

平成３０年度恩納漁港整備工事

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（P１２下部工）

平成２９恩納BP２号橋下部工（下り）工事

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（P１3下部工）

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（P１下部工）

辺士名兼久コミュニティー施設建築工事

兼久海岸ブロック製作工事（Ｈ３０）

荷川取漁港物揚場等整備工事

Ｈ３０南部東道路改良工事（４工区－１）

人工海浜東側突堤整備工事（H30）

H29南部東道路橋梁下部工工事（大城ダム２号橋A１）

平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）築造工事

中城湾港（馬天地区）波除堤整備及び防波堤撤去工事（Ｈ３０）

仲尾次漁港機能保全工事（その２）

平成３０年度牧港漁港機能増進工事

平良港（防波堤外地区）臨海道路橋梁下部工工事

平良港（漲水地区）岸壁（-10m）築造工事

伊野波橋橋梁整備工事（Ａ１橋台）

恩納村立統合中学校（仮称）擁壁工事

宜野湾浄化センター最終沈殿池築造工事（１工区）

国道４４９号新本部大橋橋梁整備工事（橋面工Ｈ３０）

宜野湾市屋外運動場新築工事（建築・２工区）

平和祈念公園整備工事（Ｈ３０－１）

平成３０年度羽佐間公園整備工事(土木)

渡嘉敷港防波堤（南）災害復旧工事（Ｈ３０年災第５号）

恩納村立統合中学校（仮称）校舎・プール棟 新築工事（建築）

平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）ブロックエ事（第７次）



309 R1.5 総合事務局平良港湾事務所 ブロック製作

310 R1.5 総合事務局平良港湾事務所 ブロック製作

311 R1.5 総合事務局平良港湾事務所 ブロック製作

312 R1.5 総合事務局平良港湾事務所 ブロック製作

313 R1.5 総合事務局平良港湾事務所 ブロック製作

314 R1.5 名護市建築住宅課 建築・土間

315 R1.5 八重山土木事務所 船揚げ場エプロン

316 R1.5 南部土木事務所 係留施設設置

317 R1.5 那覇市 土間・スラブ

318 R1.5 南部土木事務所 擁壁工事

319 R1.5 総合事務局開発建設部 ケーソン製作

320 R1.6 県北部農林水産振興センター農業水産整備課 ブロック製作

321 R1.6 総合事務局 構造物

322 R1.6 総合事務局南部国道事務所 橋梁下部工

323 R1.6 県中部土木事務所 海岸整備

324 R1.6 県南部土木事務所 ブロック製作

325 R1.6 八重瀬町 擁壁工事

326 R1.6 総合事務局北部国道事務所 道路改良

327 R1.6 東京ガス タンク

328 R1.6 岩国市 耐震補強

329 R1.7 広島県北部建設事務所 道路

330 R1.7 鹿児島港湾・空港整備事務所 離岸堤

331 R1.7 県土木建築部 ブロック製作

332 R1.7 沖縄県農林水産部 貯水池

333 R1.7 沖縄県農林水産部 ブロック製作

334 R1.7 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 ほ場整備・耕作道

335 R1.7 恩納村建設課 排水路整備

336 R1.7 総合事務局総務部 水路工事

337 R1.7 県都市モノレール建設事務所 道路改良

338 R1.7 宮古島市 建築

339 R1.7 沖縄県総合事務局 土間・基礎

340 R1.7 南部土木事務所 河川改修

341 R1.7 南部土木事務所 道路改良

342 R1.7 総合事務局那覇港湾・空港整備事務所 護岸工・パラペット

343 R1.7 総合事務局土地改良総合事務所 水路

344 R1.7 民間工事 建築外壁

345 R1.7 北海道庁 ブロック製作

346 R1.8 NEXCO中日本 橋梁下部工

347 R1.8 東北地方整備局 ブロック製作

348 R1.8 県土木建築部 ブロック製作

349 R1.8 県北部農林水産振興センター農業水産整備課 ブロック製作

350 R1.8 総合事務局開発建設部 上部工

351 R1.8 総合事務局北部国道事務所 法面工事

352 R1.8 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 ほ場整備・耕作道

353 R1.8 県農林水産部 上部工

354 R1.8 総合事務局南部国道事務所 排水構造物

355 R1.8 県南部土木事務所 パラペット

356 R1.8 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 ほ場整備・耕作道

357 R1.8 県都市モノレール建設事務所 擁壁工事

358 R1.8 県中部土木事務所 天端コン・構造物

359 R1.8 国頭村 土間・スラブ

360 R1.8 民間工事 土間・スラブ

旭川・威光会館新築工事

北海道・駒場海岸高潮対策工事（補正繰越）

東海北陸自動車道・山田川橋下部工事

秋田港飯島地区防波堤（北）（改良）消波工事（その2）

日立LNG基地2期タンク工事

浦西停車場線道路改良工事（Ｈ３０－１１）

宮古島市総合庁舎建設工事（建築1工区）

小波津川河川改修工事（H30-3)

三笠橋耐震補強工事

国道375号道路災害防除工事

ウヅラ嶺地区ほ場整備工事（H30-2）

平成30年度指宿港海岸（湯の浜地区）離岸堤（改良）工事（第3次）

国営宮古土地改良事業（国営施設応急対策）野原岳２－１号支線水路建設工事

国道449号災害復旧工事（平成30年災第７号）

中城湾港土砂処分場い・う護岸工事

真地久茂地線街路改良工事（Ｈ３１）

平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）ブロックエ事（第５次）

平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）ブロックエ事

平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）ブロック工事（第6次）

平成３０年度小禄道路橋梁下部工（P3～P7）他工事

石垣港（新港地区）岸壁（－１０ｍ）ケーソンエ事

平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）ブロックエ事（第２次）

国場川河川改修工事（H２９－２）

平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）ブロックエ事（第３次）

平成3０年度世冨慶IC改良工事

水釜海岸災害復旧工事（Ｈ３０年災１２号）

渡嘉敷港係留施設設置工事（Ｈ３１）

伊覇３８街区宅地造成工事（３０－１）

農業体験施設新築工事

Ｈ３０小浜港船揚場工事

宜名真漁港及び栽培漁業センター災害復旧工事（Ｈ３０繰）

中城湾港（安座真地区）徳仁港係留施設設置工事（Ｈ３０）

那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（建築）

那覇港（泊ふ頭地区）臨港道路（港湾1号線）（改良）橋梁下部補強工事

平良港（漲水地区）岸壁（－１０ｍ）（防波堤外）上部工工事

平成３０年度恩納南BP２工区法面対策工事

西中底原地区ほ場整備工事（Ｈ３０－４）

国道449号災害復旧工事（平成30年災第6号）

安田漁港沖防波堤（２）ブロック製作工事

吉富地区貯水池工事（３０）

渡名喜漁港第２沖防波堤消波ブロック製作・設置工事（H３１）

勢高排水路整備工事

平成３０年度宮古伊良部農業水利事業仲原地下ダム長南浸透池３－５号連結水路工事

平成31年度石垣島農業水利事業太陽光発電施設場内整備工事

ウエイトトレーニング施設建築工事

米須氏共同住宅新築工事

狭間地区ほ場整備工事（Ｈ３０－４）

城間前田線街路改良工事（H30-2)

中部管内渋滞対策工事（Ｈ３０－４）

池間漁港第2防波堤改良工事（2工区）

平成30年度安次嶺地区舗装修繕外4件工事

雄樋川災害復旧工事（平成３０年災害１３号）



361 R1.9 県宮古土木事務所 照明灯基礎

362 R1.9 県土木建築部 橋梁下部工

363 R1.9 総合事務局北部国道事務所 橋梁下部工

364 R1.9 宜野湾市市街地整備課 擁壁工事

365 R1.9 総合事務局那覇港湾・空港整備事務所 護岸工

366 R1.9 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 ほ場整備・耕作道

367 R1.9 県南部土木事務所 公園整備

368 R1.9 宮古島市 建築

369 R1.9 総合事務局南部国道事務所 道路改良

370 R1.10 総合事務局北部国道事務所 歩道橋補修

371 R1.10 県土木建築部 建築

372 R1.10 宜野座村建設課 橋梁下部工

373 R1.10 県土木建築部 建築

374 R1.10 総合事務局開発建設部 ケーソン製作

375 R1.10 宮古島市 外構工事

376 R1.10 恩納村農林水産課 上部工

377 R1.10 県八重山土木事務所 橋梁下部工

378 R1.10 NEXCO西日本 道路

379 R1.11 県南部土木事務所 橋梁下部工

380 R1.11 県宮古土木事務所 擁壁工事

381 R1.11 沖縄防衛局 土木工事

382 R1.11 県宮古土木事務所 擁壁工事

383 R1.11 国頭村 建築

384 R1.11 県南部土木事務所 かんがい施設工事

385 R1.11 県中部土木事務所 集水桝工・他

386 R1.11 県北部農林水産振興センター農業水産整備課 ブロック製作

387 R1.11 総合事務局開発建設部 上部工

388 R1.12 県南部土木事務所 波除堤

389 R1.12 県土木建築部 橋梁下部工

390 R1.12 県土木建築部 橋梁下部工

391 R1.12 総合事務局南部国道事務所 縁石工

392 R1.12 県南部農林土木事務所 突堤工

393 R1.12 総合事務局南部国道事務所 耐震補強

394 R1.12 県下水道事務所 塩素混和池築造

395 R1.12 沖縄市建築・公園課 擁壁工事

396 R1.12 県北部土木事務所 海岸整備工事

397 R1.12 総合事務局北部国道事務所 地覆工

398 R2.1 南風原町 排水構造物工

399 R2.1 沖縄県企業局建設課 建築・壁養生

400 R2.1 総合事務局南部国道事務所 道路

401 R2.1 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 ほ場整備・耕作道

402 R2.1 宇都宮市 橋梁下部工

403 R2.2 名護市農林水産課 エプロン・他

404 R2.2 県土木建築部 橋梁下部工

405 R2.2 南城市 集水桝・他

406 R2.2 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 土木

407 R2.2 民間工事 建築

408 R2.2 県北部土木事務所 ジャケット

409 R2.2 帯広市 堤防

410 R2.3 県南部農林土木事務所 擁壁工事

411 R2.3 国頭村振興策推進室 建築

412 R2.3 名護市農林水産課 エプロン

村民の森つつじ園屋外ステージ建築工事

Ｈ３０南部東道路橋梁下部工工事（大城ダム３号橋Ａ２）

平良下地島空港線橋詰広場整備工事（Ｒ１－１）

塗別川堤防質的整備工事外

四国横断自動車道（徳島東IC～徳島JCT)

野高谷第一高架橋工事（分割1号）

国頭村新庁舎建設工事

福地地区ほ場整備工事（H30-３)

幸地インター線Dランプ跨道橋整備工事（Ｒ１－１）

本部港（本部地区）岸壁（－１０．５ｍ）整備工事（Ｒ１－１）

仲尾次漁港機能保全工事（その４）

石垣２期地区農道舗装工事(R1-2)

グランドパレス浦添牧港新築工事

雄樋川2期地区かんがい施設工事（R1)

安田漁港沖防波堤（２）改良工事

中部管内渋滞対策工事（Ｒ１－１）

真栄平地区耕土流出防止対策工事（Ｒ１）

中城湾港（馬天地区）波除堤及び取付護岸整備工事（Ｒ１）

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（Ｐ９下部工）

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（Ｐ８下部工）

令和元年度与那覇地区舗装工事

平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）橋梁上部工工事

令和元年度池原公園施設整備工事

平良下地島空港線橋詰広場整備工事（Ｒ１ー３）

普天間（31）雨水排水施設（1304）整備土木工事その他工事

宮古空港エプロン照明塔設置工事（H30-2)

宮古島市総合庁舎建設工事(建築２工区)

平成30年度与那覇地区交差点改良工事

中城湾港土砂処分場え・ホ護岸工事

下南地区ほ場整備工事（Ｒ１－１）

平和祈念公園整備工事（Ｒ１－１）

国道５０７号（八重瀬道路）橋梁下部工工事（H３０）

令和元年度数久田ＩＣオンランプ橋下部工（Ａ１）及び切廻し道路工事

佐真下第二擁壁工事

令和元年度恩納漁港整備工事（その２）

高山橋橋梁整備工事（下部工A１）

県営新川団地建替工事（第２期・建築４工区）

石垣港（新港地区）岸壁（－１０ｍ）ケーソンエ事（第２次）

（仮称）宮古島市リサイクルセンター建設工事（外構工事２工区）

平成３０年度港歩道橋補修工事

県営新川団地建替工事（第２期・建築２工区）

村道漢那旧国道線橋梁下部工事(２工区)

有銘海岸整備工事（Ｒ１－１）

根路銘増圧ポンプ場耐震補強工事

仲里漁港（真泊地区）第４・第５突堤工事（Ｒ１）

平成３１年度南風原アーチ橋耐震補強（上下Ｐ１４）その他工事

宜野湾浄化センター塩素混和池築造工事

大里北小学校屋外環境整備工事

令和元年度国道332号植栽整備（その1）工事

令和元年度北部国道管内橋梁補修工事

津嘉山第６雨水幹線工事(1-2)

仲尾次漁港機能保全工事（その５）



413 R2.3 民間工事 建築

414 R2.3 県中部土木事務所 下部コンクリート

415 R2.3 県南部土木事務所 道路改良

416 R2.4 沖縄防衛局 火薬庫新設

417 R2.4 民間工事 建築

418 R2.4 総合事務局北部国道事務所 下部コンクリート

419 R2.4 うるま市勝連城跡周辺整備室 建築

420 R2.4 県中部土木事務所 下部コンクリート

421 R2.4 東京ガス タンク

422 R2.5 県北部農林水産振興センター農業水産整備課 ブロック製作

423 R2.5 県中部土木事務所 フェンス基礎

424 R2.5 沖縄市教育委員会 建築

425 R2.5 総合事務局開発建設部 ケーソン製作

426 R2.6 県南部土木事務所 ボックスカルバート

427 R2.6 県土木建築部 建築

428 R2.6 民間工事 建築

429 R2.6 総合事務局開発建設部 上部工

430 R2.6 総合事務局開発建設部 ケーソン製作

431 R2.6 大阪府 橋梁上部工

432 R2.6 広島県 土木

433 R2.6 民間工事 建築

434 R2.7 新潟県佐渡地域振興局 護岸

435 R2.7 県南部土木事務所 擁壁工・排水構造物

436 R2.7 総合事務局総務部 水路

437 R2.7 総合事務局北部国道事務所 道路

438 R2.7 沖縄防衛局 Ｌ型擁壁

439 R2.7 県土木建築部 建築

440 R2.7 県土木建築部 建築

441 R2.7 県土木建築部 建築

442 R2.7 県土木建築部 建築

443 R2.7 総合事務局北部国道事務所 集水桝・他

444 R2.7 那覇港管理組合 エプロン

445 R2.7 北谷町 ボックスカルバート

446 R2.7 沖縄防衛局 土木

447 R2.7 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 パラペット

448 R2.7 民間工事 建築

449 R2.7 総合事務局南部国道事務所 橋梁下部工

450 R2.7 沖縄防衛局 建築

451 R2.7 沖縄防衛局 建築

452 R2.8 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 耕作道

453 R2.8 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 ボックスカルバート

454 R2.8 県八重山農林水産振興センター農林水産整備課 耕作道

455 R2.8 総合事務局北部国道事務所 道路改良

456 R2.8 総合事務局北部国道事務所 防護柵基礎・他

457 R2.8 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 耕作道

458 R2.8 北海道庁 護岸

459 R2.8 民間工事 建築

460 R2.8 静岡県 防波堤

461 R2.9 兵庫県阪神南県民センター ブロック製作

462 R2.9 福岡県 建築

463 R2.9 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 耕作道

464 R2.9 県南部土木事務所 河川改修国場川河川改修工事（R2-1)

上地中部地区ほ場整備工事（Ｒ１ー３）

石垣２期地区農道舗装工事（Ｒ２－１）

令和２年度世冨慶IC改築工事

令和２年度恩納南ＢＰ３号橋舗装及び防護柵設置工事

福嶺南地区ほ場整備工事（Ｒ２－２）

西新生地区水兼農道舗装工事（Ｒ２－１）

駒場海岸高潮対策工事

日立LNG基地第二期タンク工事

安威川ダム左岸道路橋梁上部工事（７号橋）

黒瀬川災害復旧工事

勝連城跡周辺整備事業観光ターミナル施設建設工事（建築）

小波津川河川改修工事（Ｒ１－２）

空自那覇(元)火薬庫新設土木その他工事

Y邸新築工事

令和元年度名護東道路３号・４号トンネル排水路設置他工事

東風平豊見城線道路改良工事（Ｒ１－３工区）

S邸建築工事

水釜海岸護岸工事（Ｒ１）

Ｒ１南部東道路改良工事（４工区ー３）

県立那覇Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（建築１工区）

ライオンズ宜野湾グランテラス新築工事

那覇港（新港ふ頭地区)岸壁（－１２ｍ）ケーソン工事

安田漁港南防波堤ブロック製作工事（Ｒ１補正）

中城湾港（新港地区）東ふ頭モータープール整備工事（Ｒ１）

沖縄市立越来小学校校舎新増改築工事（建築工事）2工区

Ｒ１南部東道路改良工事（４工区－２）

宮古伊良部農業水利事業仲原地下ダム長南浸透池2-3号連結水路（その1）工事

平成30年度名護東道路4号トンネル工事

陸自石垣島(30)駐屯地造成工事(その４)

石垣港（新港地区）岸壁（－１０ｍ）築造工事

那覇港（新港ふ頭地区)岸壁（－１２ｍ）ケーソン工事（２次）

秀明寺納骨堂新築工事

県立那覇Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（建築３工区）

令和元年度饒波地区交通安全対策工事

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事（Ｒ１－１）

令和元年度奈留川排水路POL部分改修工事

中央家畜保健衛生所新築工事（建築１工区）

中央家畜保健衛生所新築工事（建築２工区）

県立那覇Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（建築２工区）

瑞慶覧(R元)家族住宅新設建築追加工事(その3)

陸自那覇(30)保管庫新設土木工事

博愛漁港（宮国地区）漁港施設整備工事（Ｒ２）

ライオンズ宜野湾ベイシティ新築工事

令和元年度小禄道路橋梁下部工（Ａ１、Ｐ１）工事

真良瀬嶺地区ほ場整備工事（R1-4)

瑞慶覧(H30)家族住宅新設建築追加工事(その1)

両津港海岸（河崎地区）護岸工事

福岡公営住宅壱岐団地第三工区建設工事

尼崎西宮芦屋港海岸消波ブロック製作工事（その2)

焼津港南防波堤工事

偉光会館2期工事



465 R2.9 総合事務局那覇港湾・空港整備事務所 護岸工

466 R2.9 県南部土木事務所 道路改良

467 R2.9 八重山土木事務所 道路改良

468 R2.9 八重山土木事務所 道路改良

469 R2.9 沖縄防衛局 Ｌ型擁壁

470 R2.9 県土木建築部 建築

471 R2.9 県土木建築部 建築

472 R2.10 県土木建築部 建築

473 R2.10 県八重山土木事務所 ブロック製作

474 R2.10 総合事務局総務部 水路

475 R2.10 民間工事 擁壁

476 R2.10 県北部土木事務所 基礎工

477 R2.10 総合事務局開発建設部 基礎工

478 R2.10 総合事務局北部国道事務所 擁壁・他

479 R2.10 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 耕作道

480 R2.10 総合事務局南部国道事務所 耐震補強

481 R2.10 中国地方整備局 岸壁

482 R2.11 総合事務局開発建設部 ケーソン製作

483 R2.11 総合事務局開発建設部 ケーソン製作

484 R2.11 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 耕作道

485 R2.11 県土木建築部 橋梁下部工

486 R2.11 県南部土木事務所 ブロック製作・防風柵基礎

487 R2.11 那覇港管理組合 ブロック製作・上部工

488 R2.11 北谷町 床・基礎

489 R2.11 民間工事 建築

490 R2.11 民間工事 建築

491 R2.11 県土木建築部 建築

492 R2.11 南城市教育委員会 建築

493 R2.11 南城市教育委員会 建築

494 R2.11 沖縄市 道路

495 R2.11 県中部土木事務所 ブロック製作

496 R2.11 県南部農林土木事務所 ブロック製作

497 R2.11 第11管区海上保安部 鉄塔基礎

498 R2.12 県土木建築部 橋梁下部工

499 R2.12 総合事務局那覇港湾・空港整備事務所 ブロック製作

500 R2.12 県南部土木事務所 場所打ち杭工

501 R2.12 那覇市建築工事課 建築

502 R2.12 那覇港管理組合 ブロック製作・上部工

503 R2.12 糸満市 排水管路敷設

504 R2.12 北谷町 ブロック製作

505 R2.12 東京ガス タンク

506 R3.1 那覇港湾・空港整備事務所 ブロック製作

507 R3.1 県北部土木事務所 ブロック製作

508 R3.1 県北部土木事務所 コンクリート舗装

509 R3.1 県南部土木事務所 張りコンクリート・他

510 R3.1 県土木建築部 橋梁下部工

511 R3.1 県土木建築部 道路改良

512 R3.1 南城市産業振興課 船揚場

513 R3.1 民間工事 建築

514 R3.2 県南部土木事務所 土木

515 R3.2 沖縄市 基礎工

516 R3.2 県北部土木事務所 ジャケット

上地第一公園災害防除工事（1期）

本部港（本部地区）岸壁（－１０．５ｍ）整備工事（Ｒ２－４）

Ｒ２南部東道路橋梁下部工工事（大里東ＩＣ橋Ａ１ー１）

石嶺市営住宅第6期建替工事（建築）

新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事（R2-1)

米須地区農業集落排水管路敷設工事（Ｒ１－３）

令和2年度サンセットビーチ改良工事

平和記念公園整備工事（R2-1）

那覇港（浦添ふ頭地区）防波堤（浦添第一）消波ブロック工事（第２次）

伊江港ブロック製作及び岸壁（－４．５ｍ）整備工事（Ｒ２－２－北振）

谷川地区ため池改修工事（R2)

東風平豊見城線道路改良工事（R2-1工区）

中城湾港土砂処分場ホ護岸工事

真地久茂地線街路改良工事 (R2)

石垣空港線道路改良工事（R2-1工区）

石垣空港線道路改良工事（R2-4工区）

県営大謝名団地建替工事（第３期・建築４工区）

陸自石垣島（30）駐屯地造成工事（その5）

県営大謝名団地建替工事（第３期・建築1工区）

祖納港ブロック製作工事（Ｒ２－３）

令和2年度宮古伊良部農業水利事業仲原地下ダム長南浸透池3-5号連結水路（その2）工事

沖縄電力㈱新本館建設工事

国道５０５号バス停上屋等設置工事（Ｒ２）

仲原西地区ほ場整備工事（R2-2)

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（Ｐ７下部工その２）

中城湾港（馬天地区）防風柵設置工事（R2)

令和元年度南風原アーチ橋耐震補強（上下Ｐ１１）工事

那覇港（泊ふ頭地区）臨港道路（港湾１号線）(改良)橋梁下部補強(P２０・P２１)工事

令和２年度数久田ＩＣオンランプＵ型擁壁設置他工事

真良瀬嶺地区ほ場整備工事（R2-1)

大里中学校校舎改築工事（建築２工区）

県営大謝名団地建替工事（第３期・建築2工区）

那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（－１２ｍ）ケーソンエ事（第３次）

那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（－１２ｍ）ケーソンエ事（第４次）

同仁病院増築工事

県営大謝名団地建替工事（第３期・建築３工区）

大里中学校校舎改築工事（建築１工区）

新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事（R2-2)

インディアンオーク号改修工事

（仮称）カフーリゾートホテルコンドホテル A棟新築工事

市道中の町4号線ほか4件整備工事

小湾川河川整備工事（Ｒ２－２）

阿嘉漁港ブロック製作及び航路浚渫工事（R2）

玉城送受信所ほか2箇所通信用鉄塔建替等工事

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（Ｐ３下部工）

那覇港（浦添ふ頭地区）防波堤（浦添第一）被覆ブロック工事（第２次）

Y 邸新築工事（中城村）

幸地インター線橋梁整備工事（Ａ・Ｄランプ下部工Ａ１）

県道20号線（泡瀬地区）道路改良工事（Ｒ１－１）

奥武漁港船揚場改良工事

日立LNG基地2期タンク工事

外港昭和南地区昭和南2号岸壁(-10m)改良工事



517 R3.2 県企業局 取水堰

518 R3.2 県土木建築部 橋梁下部工

519 R3.2 神奈川県横浜市財政局 護岸

520 R3.2 米子市水道局 調整池

521 R3.2 民間工事 コンクリート舗装

522 R3.3 県中部土木事務所 落橋防止工事

523 R3.3 総合事務局南部国道事務所 耐震補強

524 R3.3 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 耕作道

525 R3.3 総合事務局北部国道事務所 踏み掛け版

526 R3.3 県企業局 スラブ

527 R3.3 西原町土木課 橋梁上部工

528 R3.4 九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備事務所 ブロック製作

529 R3.4 民間工事 建築

530 R3.4 民間工事 建築

531 R3.4 県中部土木事務所 基礎工

532 R3.4 宜野湾市 橋梁上部工

533 R3.4 県北部土木事務所 ジャケット

534 R3.4 県北部土木事務所 ジャケット

535 R3.4 県北部土木事務所 ジャケット

536 R3.6 県北部土木事務所 ブロック製作

537 R3.6 中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所 岸壁

538 R3.6 北海道庁 機能保全

539 R3.6 富山県 道路改良

540 R3.6 総合事務局南部国道事務所 張りコンクリート

541 R3.6 県土木建築部 ボックスカルバート

542 R3.6 県南部土木事務所 張りコンクリート

543 R3.6 民間工事 建築

544 R3.6 県企業局 擁壁

545 R3.6 総合事務局南部国道事務所 張りコンクリート

546 R3.6 総合事務局北部国道事務所 ボックスカルバート

547 R3.6 南部農林土木事務所 コンクリート舗装

548 R3.6 総合事務局南部国道事務所 踏み掛け版・集水桝

549 R3.6 民間工事 建築

550 R3.7 県南部土木事務所 張りコンクリート

551 R3.7 北海道開発局函館開発建設部 物揚場

552 R3.7 総合事務局南部国道事務所 ボックスカルバート

553 R3.7 県農林水産部 ブロック製作

554 R3.7 県北部土木事務所 ブロック製作

555 R3.7 恩納村 基礎コンクリート

556 R3.7 県南部土木事務所 擁壁

557 R3.7 民間工事 建築

558 R3.7 那覇市上下水道局 擁壁

559 R3.7 宮崎県中部港湾事務所 スロープ

560 R3.7

561 R3.8 北海道庁 護岸

562 R3.8 中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所 岸壁

563 R3.8 中国地方整備局広島国道事務所 耐震補強

564 R3.8 近畿地方整備局 奈良国道事務所 耐震補強

565 R3.8 本州四国連絡高速道路 耐震補強

566 R3.8 北海道開発局釧路開発建設部 護岸

567 R3.8 兵庫県土整備部土木局道路企画課 橋梁下部工

568 R3.8 神奈川県横浜市財政局 護岸

竹下横断函

金沢（福浦B)地区水際線護岸災害復旧工事（その9被覆工）

加古川小野線東播磨道北工区室山高架橋下部(P2橋脚）工事

宮地橋他3橋耐震補強工事

国道165号新庄高架橋P-70他耐震補強工事

釧路港土砂処分場護岸建設その他工事

H邸（沖縄市）

川崎取水ポンプ場取水堰建設工事（その１）

幸地インター線Ｄランプ跨道橋整備工事（Ｒ１－２）

車尾水源地調整池更新事業調整池建設工事

金沢（福浦B)地区水際線護岸災害復旧工事（その9被覆工）

令和2年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨海道路消波ブロック外1件製作工事

中城湾港（新港地区）海邦橋耐震補強工事（Ｒ２）

令和2年度南風原アーチ橋耐震補強(上下P17)工事

真良瀬嶺地区ほ場整備工事（R2-2)

令和２年度数久田ＩＣオンランプ鋼橋舗装他工事

福山港箕沖地区岸壁(-10m)築造工事（その3）

本部港（本部地区）岸壁（－１０．５ｍ）整備工事（Ｒ２－７）

西普天間橋梁下部工工事

本部港（本部地区）岸壁（－１０．５ｍ）整備工事（Ｒ２－５）

本部港（本部地区）岸壁（－１０．５ｍ）整備工事（Ｒ２－６）

北谷浄水場粒状活性炭吸着池耐震補強工事（その５）

なかがみ地域包括センター新築工事

小波津川河川改修工事（Ｒ２－１）

小波津川５号車道橋上部工工事

エムディア城西新築工事（鹿児島県）

令和２年度読谷道路開削トンネル函渠（その２）工事

雄樋川２期地区畑地かんがい施設工事策工事(R2-3)

東風平豊見城線道路改良工事（R2-2工区）

サンエー宮古島シティ新築工事

渡嘉敷水道施設土木工事（その１）

伊江港ブロック製作工事（Ｒ２－１０－北振）

令和2年度国道332号植栽整備（その３）工事

幸地インター線道路改良工事（R2-1)

新屋地区道路改良工事

原口漁港機能保全工事（補正）

金良地区急傾斜地崩壊防止施設緊急改築工事（Ｒ２－１）

渡名喜漁港第２沖防波堤消波ブロック製作・設置工事（Ｒ３－１）

伊江港ブロック製作工事（Ｒ２－１１－北振）

村道勢高２号線道路整備工事（３工区）

令和２年度与那原地区舗装法面工事

糸満与那原線（平和の道線）道路改良工事（R3-2工区）

令和２年度浦添地区排水函渠設置（その５）工事

森港外1港物揚場建設その他工事

（仮称）ロジスティクス新築工事

A邸新築工事（南風原町）

令和２年度豊見城配水池建設工事（その２）

令和2年度国道2号線大西高架橋耐震補強改修その5工事

福山港箕沖地区岸壁(-10m)築造工事（その3)

令和2年度特会宮崎第2-31-2号宮崎港サイドスロープ新築工事

駒場海岸高潮対策工事

令和2年度国道332号植栽整備（その1）工事



569 R3.8 北海道庁 土木

570 R3.8 沖縄防衛局 ブロック製作

571 R3.8 総合事務局南部国道事務所 システムカデイ・集水桝・
張りコンクリート

572 R3.8 那覇港管理組合 建築

573 R3.8 石垣市農林水産部水産課 パラペット改良

574 R3.8 宮古島市水産課 エプロン

575 R3.8 長崎県県中央振興局道路第２課 擁壁

576 R3.8 静岡県 防波堤

577 R3.8 九州地方整備局 防波堤

578 R3.9 京浜港湾事務所

579 R3.9 県北部土木事務所 エプロン

580 R3.9 県中部土木事務所 橋梁下部工

581 R3.9 県中部土木事務所 集水桝・他

582 R3.9 那覇市上下水道局 雨水貯水槽

583 R3.9 総合事務局南部国道事務所 張りコンクリート・擁壁

584 R3.9 総合事務局南部国道事務所 張りコンクリート・擁壁

585 R3.9 那覇港管理組合 上部工

586 R3.9 県南部土木事務所 橋梁下部工

587 R3.9 県土木建築部 壁高欄

588 R3.9 南風原町都市整備課 擁壁

589 R3.9 那覇市道路建設課 擁壁

590 R3.9 北海道開発局釧路開発建設部釧路港湾事務所 築堤

591 R3.9 神戸市 ブロック製作

592 R3.10 北海道

593 R3.10 沖縄防衛局 橋梁下部工

594 R3.10 県南部土木事務所 集水桝・他

595 R3.10 総合事務局南部国道事務所 集水桝・他

596 R3.10 県土木建築部 主桁コンクリート

597 R3.10 総合事務局北部国道事務所 橋梁下部工

598 R3.10 琉球びんがた事業協同組合・那覇伝統織物事業協同組合 建築

599 R3.10 民間工事 建築

600 R3.11 ブロック製作

601 R3.11 防波堤

602 R3.11 中国地方整備局

603 R3.11 県中部土木事務所 橋梁下部工

604 R3.11 那覇市建築工事課 伸縮装置コンクリート

605 R3.11 県北部土木事務所 エプロン

606 R3.11 県北部土木事務所 エプロン

607 R3.11 県宮古農林水産振興センター農林水産整備課 耕作道

608 R3.11 粟国村総務課 建築

609 R3.11 中部農林土木事務所 上部工

610 R3.11 県南部土木事務所 橋梁下部工

611 R3.11 県中部土木事務所 張りコンクリート

612 R3.12 名護市農林水産課 スラストブロック

613 R3.12 宜野湾市教育委員会 建築

614 R3.12 県土木建築部 護岸工

615 R3.12 県中部土木事務所 護岸工

616 R3.12 浦添市てだこ浦西駅周辺土地区画整理組合 擁壁

617 R3.12 総合事務局南部国道事務所 調整コンクリート・踏掛版

浜田港福井地区仮係留施設工事

都屋漁港西護岸改良工事（Ｒ３）

横浜港新本牧地区（-18m)(耐震）築造工事

福島町宮歌橋補修他一連工事

須磨防波堤消波ブロック工事

令和3年度宮崎港（東地区）防波堤（南）（改良）築造工事（第2次）

R2南部東道路橋梁下部工工事（雄樋川橋A１－２）

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（上部工Ａ１－Ｐ１・南）

フクギ並木通り整備工事（3-1)

令和3年度首里金城地区細街路整備工事（第5工区）

ハンセン（R2)橋梁下部工新設工事（その１）

Ｒ３南部東道路橋梁下部工工事(大里ＩＣ橋Ａ２)

大名橋改修工事

県道３７号線屋慶名橋補修工事(Ｒ２)

本部港(本部地区)岸壁(-10.5m)整備工事(R3-1)

本部港(本部地区)岸壁(-10.5m)整備工事(R3-4)

幸地インター線橋梁整備工事（Ｄランプ下部工Ｐ1・Ｐ２）

当間地すべり対策工事（Ｒ３－１）

令和2年度4工区首里石嶺町地内公共下水道（雨水）工事

令和２年度浦添拡幅舗装（その３）工事

令和３年度浦添拡幅舗装（その２）工事

新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（Ｒ２）

草地整備下川サンル地区61工区

船越漁港第一防波堤改良工事

久松漁港－2.0ｍ物揚場エプロン部補修工事

シュワブ（Ｒ３）中仕切護岸新設工事（１工区）

令和２年度浦添拡幅舗装（その１）工事

（仮称）那覇ふ頭１号・２号上屋建替工事（建築）

池田沖田線（竹松工区）街路改築工事（１１工区）

中城湾港（泡瀬地区）Ｂ1護岸整備工事（Ｒ３）

石川川河川改修工事（R3-1)

てだこ浦西駅周辺地区整地工事（R３－５）

令和３年度与那原地区舗装（その２）工事

T邸（うるま市）

令和３年度読谷道路開削トンネル函渠工事

「古琉球」関連施設整備事業（染物・織物の体験・発信拠点施設）建築工事

宜野湾北中城線道路改良工事（Ｒ３－３）

真良瀬嶺地区ほ場整備工事(R2-3)

粟国村新庁舎新築工事

焼津港南防波堤その1

令和3年度別府港（石垣地区）防波堤築造工事

釧路港西港築堤工事

神戸港西部地区港湾施設改良及び整備工事（その2）

数久田地区用水対策末端配管整備工事

普天間小学校校舎・水泳プール増改築工事（建築第１工区）

Ｒ３南部東道路改良工事（３工区－１）

令和２年度浦添地区排水函渠設置工事

県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（上部工Ａ１－Ｐ１・南）

本部港（本部地区）施設整備工事（Ｒ３）













沖電開発㈱

大成土建㈱

㈱仲本工業･大豊建設㈱ＪＶ

㈱丸元建設･㈱大興建設ＪＶ

㈱屋部土建･不二宮工業㈱ＪＶ

㈱沖永開発･㈱大成ホームＪＶ

㈱東開発

㈱福地組・㈾平安名組JV

協栄海事土木㈱・田中工業

㈲国吉組・㈲田仲建設JV

（株）西工業・㈲明城建設

㈱富士盛建設

㈱小波津組・㈱田中工業



共和産業㈱

㈲千代田開発

㈲沖満土建

㈱大米建設

地域開発㈲

㈲新一建設

南西開発㈱

アジア海洋沖縄㈱

國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業共同企業体

ムトウ建設㈱・㈲山城土木工事

丸尾建設㈱・㈲ECS

㈲宮松建設

㈱鏡原組

（株）屋部土建

㈲日迎建設

南部電工㈱

㈲東信開発

大同建設(株)

㈲山城建設

（株）屋部土建

㈱丸元建設

㈲国盛建設

㈲田仲建設･㈲當松組ＪＶ

㈱渡久山建設

㈲呉開発

(株)大米建設

（株）海邦土木

㈱上原土木

協栄海事土木㈱

㈲南成土木

㈱丸政工務店

㈲丸金開発

（株）大米建設

大同建設（株）

㈱翔南建設

極東建設㈱

琉球開発㈱

㈲咲尚建設

㈲南開建設

㈱呉屋組

㈲幸地建設

（有）昭建設

㈲仁海建設



㈱沖創工

㈱伸和建設

㈱東開発

若松建設㈱

丸尾建設㈱

㈲松島建設

㈱協亜建設

㈱尚輪興建

㈱呉屋組

㈱高橋土建

丸尾建設㈱

㈲宮城工務店

八重山興業(株)

㈱屋部土建

㈲山里建設

㈲又吉重機建設

㈲東洋工業

㈱川平土木

㈱下崎建設

㈱南成建設・㈲Ｔ．Ｎ．Ｏ ＪＶ

㈱南西建設

㈲のうけん

㈱ぐすく建設

㈲緑建

㈲安護建設工業

丸尾建設㈱

㈱沖栄建設

座波建設㈱

金秀建設㈱

琉球開発㈱

協栄海事土木㈱

㈱鏡原組

（有）長浜建設

太田建設㈱

㈲新一建設

㈱屋部土建

㈲新八土建

㈲陽功建設

㈱桃原農園

㈱冨廣建設

㈲マル井建設

テックサービス㈱

琉球開発㈱

㈱濱元建設興業

㈱東恩納組

㈲丸宮建設

㈲たましろ建設

㈱北勝建設･㈲のうけんＪＶ

㈲岸本土建



㈲蘇南海事

旭建設㈱

㈱瀬底土建

㈱屋部土建･㈱古波蔵組ＪＶ

㈱金城組

大同建設㈱

琉幸建設㈱

㈲向陽技建

㈲大喜建設(北西興産)

㈱丸新建設

㈲明城建設･㈱丸松建設･㈱富建ＪＶ

座波建設㈱

 安岡建設㈱

㈱太名嘉組･大晋建設㈱･米元建設工業㈱ＪＶ

㈱東恩納組

丸尾建設㈱

㈱大米建設

㈱富士ピー・エス

㈲成華開発

先嶋建設㈱

飛島建設㈱・㈱太名嘉組JV

琉穂建設㈱

㈱山口建設･㈱寿開発ＪＶ

前田建設㈱･㈱嶺建設ＪＶ

南洋土建㈱･㈱小波津組･前田建設㈱ＪＶ

共和産業㈱･㈱沖電工･㈱野原建設ＪＶ

琉球開発㈱

㈱協亜建設

旭建設㈱

㈱北勝建設

共和産業㈱

㈱東恩納組

先嶋建設㈱

㈱屋部土建

㈱大成ホーム

㈱川平建設

㈲仲宗根土建

㈱濱元建設興業

大同建設㈱

琉球開発㈱

㈲大政建設

共和産業㈱

㈲第三土建



㈱丸元建設

㈲第三土建

㈲崎原建設

㈲國光建設

㈱大米建設

㈱高橋土建･㈲辰雄建設ＪＶ

㈱東開発・北部造園土木㈱JV

㈲産業交通

㈱佐平建設

㈲成華開発

 ㈲新一建設

㈱鏡原組

㈲のうけん

大成土建㈱

㈱屋部土建

㈱大米建設

㈱屋部土建

㈲丸井建設

㈱屋部土建

㈲大栄土建

㈱協亜建設

旭建設㈱

上門工業㈱

㈱東恩納組

㈲国吉組･㈲新秀建設ＪＶ

光南建設㈱･㈱善太郎組･㈲伊世開發ＪＶ

㈱小波津組･㈱沖栄建設･㈱日光建設ＪＶ

㈲幸地建設

㈲向陽技建

㈱内間土建

㈲日迎建設

金秀建設㈱

㈱上原土木

 ㈱沖栄建設

南洋土建㈱・㈱沖縄総建ＪＶ

共和産業㈱

㈱協亜建設

㈱崎原土建

　(株)國場組

㈲マル井建設

㈲マル井建設

㈱瀬底土建

㈱豊神建設・㈱山内組

金秀建設㈱・東洋コンクリート㈱ＪＶ

㈱ぐすく建設

㈲ハウス２１

安岡建設㈱

上門工業㈱

㈲ナザキ開発



㈲向陽技建

牧港建設㈱

琉幸建設㈱

㈱太名嘉組

㈱鏡原組

㈱下崎建設

琉球開発㈱

㈲幸地建設・㈲尚伸電工JV

金秀建設㈱

㈱東恩納組

㈲向陽技建

㈱丸新建設

㈲丸崎建設

本部造園㈱

羽柴工業㈱

㈲良和組

㈲新生造園・㈱桃原農園

㈱太名嘉組・㈱三和建設工業 JV

㈱瀬底土建

㈱大米建設

㈱小波津組・神琉建設㈱

㈲海邦造園

大同建設㈱

㈲たましろ建設

琉球開発㈱

金秀建設㈱

㈱協亜建設

高木組

太田建設㈱・㈲新生実業

㈱呉屋組･㈲沖南建設ＪＶ

㈲東政建設

㈲田仲建設/㈲有志建設

㈲成華開発

城建設

㈱新生実業

渡辺建設

東亜建設

カザケン

田村組

不動テトラ



㈱北勝建設･仲程土建㈱ＪＶ

琉球開発㈱

㈱國場組・㈱金城キク建設 JV 

㈱狩政重機

富島総業㈱

山本建設株式会社

橋本組

東洋建設

不動テトラ

㈲マル井建設

㈱丸新建設

㈱丸新建設

㈱佐平建設

琉球開発㈱

琉球開発㈱

 ㈱古波蔵組

㈱リュウロード［㈱山内組］

金秀建設㈱

㈱沖縄工設

沖縄県石材事業（協組）/㈱武村石材建設

濱谷建設

東洋建設

高木組

㈱玉新建設/㈱山内組

㈱川平土木

㈱大寛組

金秀建設㈱

大同建設㈱

㈱東恩納組

㈲クリエイト技研

日本海工

志多組

大本組

㈱基土木

㈲名徳工務店

國場組㈱

㈱呉屋組

㈲丸井建設

㈱東恩納組

㈱田中工業

㈱北盛建設

㈲向陽技建

羽柴工業㈱

前田建設㈱･総合リフォーム㈱･㈱島仲建設ＪＶ

協栄海事土木㈱･㈱田中工業ＪＶ

㈲マル井建設

㈲長浜建設

琉球開発㈱


