
No 契約年月日 契約先 納入先

1 昭和51年12月 （株）大城組 沖縄県企業局

2 昭和52年12月 鹿島建設・大城組JV 沖縄県企業局

3 昭和53年 2月 清水工業（株） 沖縄県企業局

4 昭和53年 3月 （株）大城組 那覇市

5 昭和53年11月 山九沖縄機工（株） 沖縄県企業局

6 昭和53年12月 沖縄県企業局 沖縄県企業局

7 昭和54年 1月 沖縄県企業局 沖縄県企業局

8 昭和54年 6月 三井建設・大城組JV 沖縄県企業局

9 昭和55年 2月 沖縄県企業局 沖縄県企業局

10 昭和56年 4月 （株）栗本鉄工所 沖縄県企業局

11 昭和56年 9月 （株）渡嘉敷組 沖縄県企業局

12 昭和56年 9月 沖縄県企業局 沖縄県企業局

13 昭和56年12月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 普天間増圧ポンプ場ポンプ設備改良工事

14 昭和57年 9月 （株）大城組 那覇防衛施設局 陸軍貯油施設(56)送油管(1工区)配管工事

15 昭和57年10月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 比地～辺土名導水管布設工事

16 昭和58年 8月 （株）仲吉組・(資)金城重機JV) 沖縄県企業局 新設浄水場着水井建設工事

17 昭和58年 9月 （株）大城組・（株）座波建設・高橋土建JV 沖縄県企業局 新設浄水場浄水池建設工事

18 昭和58年 9月 （株）大城組 那覇防衛施設局 陸軍貯油施設(57)送油管(1工区)配管工事

19 昭和58年12月 （株）南海建設・（株）高橋土建JV 沖縄県企業局 北谷浄水場共同溝工事（その2）

20 昭和59年 3月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 嘉手納～北谷浄水場導水管布設工事（第7工区）

21 昭和59年 9月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 小那覇地内送水管伏越工事

大保～導水トンネル間導水管製作及び接合工事

SPφ400

DCIPφ1100

DCIPφ1500以下制水扉

DCIPφ1100　φ600制水扉

DCIPφ1500以下

DCIPφ600

DCIPφ1350

他6件

SPφ800　φ500

SPφ900

DCIPφ1200

DCIPφ600

SPφ1200

天願浄水場排水処理施設工事

西原浄水場浄水池築造工事

中城村当間地内送水管改良工事

安謝汚水処理場新築工事

石川浄水場ラグーン配管改良工事

那覇市儀保地内量水器改良工事

DICPφ600以下SPφ400以下

DCIPφ1100以下SPφ200

SPφ900

DCIPφ250以下

SPφ200

量水器廻り配管改良

国道329号送水管及び導水管付属施設修繕工事

前田第二調整池築造工事

国道329号久場地内送水管移設工事

塩屋道水管布設工事（2工区）

満名～名護道水管布設工事（6工区）

①水道施設及び機械器具設置工事実績表　（抜粋）

工事名称 工事内容
令和　2年  5月　現在
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No 契約年月日 契約先 納入先 工事名称 工事内容

22 昭和60年 3月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 北谷浄水場～山里送水管布設工事（第5工区）

23 昭和60年 3月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 工業用水道配水管布設工事

24 昭和60年 4月 （株）大城組 沖縄県下水道課 新コザ幹線（国道部）

26 昭和60年10月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 川崎水管橋切替工事

27 昭和60年11月 （株）大城組 沖縄県企業局 北谷浄水場（第2期)沈澱池建設工事 迂流壁 堰板  ﾄﾗﾌ 越流板

28 昭和60年12月 （株）大城組 沖縄県企業局 北谷浄水場～那覇送水管布設工事 DCIPφ1200

29 昭和60年12月 旭建設（株） 沖縄県企業局 北谷浄水場（第2期)浄水池建設工事 制水扉取付工事

30 昭和60年12月 （株）丸元建設 沖縄県企業局 北谷浄水場(第2期)ろ過池建設工事 DCIPφ400 SPφ150

31 昭和60年12月 （有）協伸設備 沖縄県企業局 名護市城橋導水配水管工事 PCP36×SPφ800

32 昭和61年 1月 日本国土開発･地崎工業JV 日本道路公団 沖縄自動車道石川南工事内導水管切廻し SPφ800 DCIPφ800

33 昭和61年 3月 沖縄県企業局 沖縄県企業局

34 昭和61年 6月 （有）田端設備工業 沖縄県企業局 北谷浄水場～那覇送水管布設工事（6工区) SPφ1200

35 昭和61年 7月 中城村 中城村 北浜地内外三区配水管改良工事 DCIPφ200 φ100 φ75

36 昭和61年11月 宜野湾市 宜野湾市 支障水道管移動工事 DCIPφ200 φ150 φ100

37 昭和61年12月 小松設備 沖縄県企業局 白川地内導水管連結工事 DCIPφ100 φ50

38 昭和62年 4月 （株）久保田建設 沖縄県企業局 北谷浄水場～山里送水管布設工事 SPφ1000 DCIPφ1200φ700

39 昭和62年 4月 大城組･呉屋組 JV 沖縄県企業局 大名調整池造成配管工事 SPφ1100,900,450 DCIPφ1100

40 昭和62年 5月 安部工業所･大城組JV 沖縄県企業局 大名調整池本体配管工事 SPφ1100,φ900,φ450

41 昭和62年 7月 宜野湾市 宜野湾市 排水管改良工事 第3工区

42 昭和63年 2月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 高層地内漏水修繕工事

43 昭和63年 8月 西原町 西原町 配水管布設工事 第1工区

44 昭和63年 9月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 西原ろ過池表洗管取替工事

SPφ1000

DCIPφ75

水管橋SPφ1000 DCIPφ1000

STPGφ350φ300φ250

SUS-TPφ250

DCIPφ400 φ450

25 昭和60年 8月 （株）大城組 那覇防衛施設局 陸軍貯油施設(59)送油管設備工事

嘉手納井戸群～北谷浄水場導水管布設工事(第2工区)
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No 契約年月日 契約先 納入先 工事名称 工事内容

45 昭和63年 9月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 大保ﾎﾟﾝﾌﾟ場機械設備改良工事

46 昭和63年 9月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 南風原～東風平送水管布設工事第2工区

47 昭和63年10月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 手登根地内漏水修繕工事

48 平成 1年 4月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 大山地内送水管漏水修繕工事

49 平成 1年 8月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 伊波～嘉手納導水管布設工事第14工区 SPφ1000

50 平成 1年 9月 宜野湾市 宜野湾市 配水管布設工事　第5工区

51 平成 1年 12月 （株）大城組 沖縄県企業局 津嘉山調整池築造工事場内配管 DCIPφ800,700,450,400

52 平成 1年 12月 石川島播磨重工業（株） 沖縄総合事務局 福地ダム取水設備改造工事（その4-2） SPφ1500　機械設備工事

53 平成 2年 2月 （株）大米建設 沖縄県企業局 大里調整池築造工事場内配管 DCIPφ600,450,400

54 平成 2年 5月 石川島播磨重工業（株） 沖縄総合事務局 福地ダム取水設備改造工事（その5） 機械設備工事

55 平成 2年 5月 沖縄綿久寝具（株） 沖縄綿久寝具㈱ 中城工場工業用水設備工事 DCIPφ150　φ75

56 平成 2年 8月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 北谷浄水場活性炭処理設備工事

57 平成 2年12月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 西原浄水場排水処理棟給水管修繕工事

58 平成 3年 6月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 名護浄水場排水処理設備

59 平成 3年 6月 金正建設（株） 沖縄県企業局 北谷浄水場中間ポンプ棟機械設備工事

60 平成 3年10月 沖縄総合事務局 沖縄総合事務局 漢那ダム揚水、換気設備工事

61 平成 3年 1月 沖縄電力（株） 沖縄電力㈱ 具志川火力1号機空気予熱機工事

62 平成 4年 1月 住友金属工業（株） 沖縄電力㈱ 具志川火力2号機循環水管工事 SPφ1800

63 平成 4年 8月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 漢那取水ポンプ場導水管布設工事 DCIPφ400

64 平成 4年 8月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 新垣増圧ポンプ場機械設備工事

65 平成 4年12月 住友金属工業（株） 沖縄総合事務局 SPφ600

66 平成 5年 1月 住友金属工業（株） 沖縄県企業局 平南川水管橋改良工事 SPφ700

67 平成 5年 2月 昭和化学工業（株） 昭和化学工業㈱ 連沈槽製作据付工事

68 平成 5年 5月 金山建設（株） 沖縄県企業局 普天間～翁長送水管布設工事 SPφ1000

羽地大川農業水利事業・屋我地大橋導水管添架工事
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No 契約年月日 契約先 納入先 工事名称 工事内容

69 平成 5年 6月 沖縄県 沖縄県 具志川下水処理場エアレーションタンク機械設置

70 平成 5年10月 前田建設工業（株） 沖縄総合事務局

71 平成 6年 1月 （株）しんこう 沖縄県企業局 西原浄水場ろ過地真空設備工事

72 平成 6年 7月 (資)大野産業 (資)大野産業 100ｔ セメントサイロ製作据付工事

73 平成 6年11月 石川島播磨重工業（株） 電源開発 海水揚水発電所ドラフトゲート設置工事 φ2700

74 平成 6年12月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 北谷浄水場傾斜板及び吊り桁工事

75 平成 7年 1月 （株）イスミック 北部ダム総合管理 北部ダム放流及び上げ吸い設備点検業務 福地ダム他5ヶ所

76 平成 7年 2月 北部ダム統合管理事務所 北部ダム総合管理 漢那ダム排水ピット蓋取付工事

77 平成 7年 2月 北部ダム統合管理事務所 北部ダム総合管理 漢那ダム排水ポンプ修繕工事

78 平成 7年 2月 日　揮（株） 沖縄県企業局 沖縄県淡水化施設淡水設備工事 ステンレスパネルタンク500ｍ3

79 平成 7年 8月 （株）當山組 沖縄県 西部連道蓄畑地かんがい施設工事 加工管

80 平成 7年 8月 佐々木興産（株） 沖縄県 漢那配水池築造工事 ステンレス金物製作据付

81 平成 7年10月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 送水管制水弁修繕工事

82 平成 8年 1月 （株）オカノ 沖縄電力㈱ 中城変電所・冷却設備工事

83 平成 8年 3月 航空自衛隊 航空自衛隊 泡原液タンク取替工事

84 平成 8年 8月 （有）沖縄緑園開発 ㈲沖縄緑園開発 小動物用火葬炉製作据付工事

85 平成 8年 9月 沖縄県 沖縄県 具志川浄化センター脱臭設備工事

86 平成 8年11月 （株）ニチゾウテック 財)沖縄観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ 沖縄海中展望塔改修工事

87 平成 8年11月 座間味村役場 座間味村役場 阿嘉、慶留間地区（原水調整池）工事 ｽﾃﾝﾚｽ製貯水槽4000,1000ｍ3

88 平成 8年11月 住友金属工業（株） 那覇市 天久公園整備工事 耐震性貯水槽200ｍ3

89 平成 8年11月 住友金属工業（株） 豊見城村 豊見城村総合公園整備工事 耐震性貯水槽100ｍ3

90 平成 8年12月 沖縄県 沖縄県 中城北中城消防本部泡原液貯蔵タンク設備

91 平成 9年 3月 北部ダム統合管理事務所 北部ダム統合管理事務所 油圧ユニット作動油取替工事 国管理ダム 4ヶ所

92 平成 9年 5月 （有）比嘉重鉄工 糸豊環境美化ｾﾝﾀｰ 固化物装置工事 固化物貯留槽製作

瑞慶山ダム建設バッチャープラント工事
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No 契約年月日 契約先 納入先 工事名称 工事内容

93 平成 9年 8月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 宜野座調圧槽越流管他修繕工事

94 平成 9年10月 （株）古波蔵組 JV 沖縄県企業局 SPφ1350

95 平成10年 4月 (資)明成建設 JV 沖縄県企業局 SPφ1350

96 平成10年12月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 西原浄水場濃縮槽機械設備改良工事 濃縮槽汚泥掻寄機-4基他

97 平成11年 3月 与那城町 与那城町 第2上原配水池築造工事 ステンレス製貯水槽　500ｍ3

98 平成11年 3月 （有）高屋建設 勝連町 第2浜比嘉配水池築造工事 ステンレス製貯水槽　280ｍ3

99 平成11年 4月 （株）古波蔵組 JV 沖縄県企業局 DCIPφ1500

100 平成11年 9月 （株）南海建設　JV 沖縄県企業局

101 平成12年 3月 （株）東江建設　JV 沖縄県企業局

102 平成12年 5月 （株）西原環境衛生研究所 宮古島上水道企業団

103 平成12年 5月 （株）佐次田組 沖縄県企業局

104 平成12年 6月 沖縄県企業局 沖縄県企業局

105 平成12年 8月 （株）西原環境衛生研究所 宮古島上水道企業団

106 平成12年 9月 （株）西原環境衛生研究所 沖縄県

107 平成12年11月 沖縄県企業局 沖縄県企業局

109 平成12年12月 （株）仲本工業 沖縄県企業局 SPφ250

110 平成12年12月 南栄建設（株） 豊見城村 DCIPφ350

111 平成12年12月 南栄建設（株） 沖縄県企業局 許田～久志導水管布設工事（第2工区）その2 DCIPφ1350

112 平成13年 1月 （株）大城組 沖縄県 石川地区石川ダム改修工事（取水管路工） DCIPφ250

113 平成13年 2月 住友金属工業（株） 沖縄総合事務局 SPφ600

114 平成13年 6月 （有）三協土建 沖縄県企業局 SPφ400×PCPφ400

115 平成13年 7月 （株）琉金商事 沖縄県 水管橋SPφ400

DCIPφ1350

配管架台　点検歩廊

ステンレス配管プレハブ加工

SPφ800

SPφ1800　ステンレス金物

SPφ800　φ300

薬品投入ホッパー点検歩廊

SUS-304 TPφ300　φ200

DCIPφ1500

許田～久志導水管布設工事（第2工区）その3

高安汚水幹線(圧送)布設工事(その2)

比謝地内制水弁修繕工事

石川地区畑地かんがい施設工事

許田調整池築造工事

加治道浄水場硬度低減化施設工事

天願ダム～瑞慶山ダム導水管修繕工事

那覇浄化センター汚泥脱水機薬注機械設備工事

嘉手納井戸群導水管改良工事（その4）

渡久地橋添架管修繕工事

西系列幹線導水施設田港～田井等導水管布設工事(第9工区)その2

西系列幹線導水施設田港～田井等導水管布設工事(第9工区)その4

西系列幹線導水施設幸喜～冨着等導水管布設工事(第12工区)その4

西系列幹線導水施設幸喜～冨着等導水管布設工事(第13工区)その1

上水施設整備事業(袖山浄水場)硬度低減化施設築造工事（機械）

平成12年度羽地大川農業水利事業屋我地大橋添架橋整備工事

108 平成12年11月 （株）琉金商事 沖縄県総合事務局

平成12年度宮古農業水利事業水路付帯構造物

周辺整備（その2）工事
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No 契約年月日 契約先 納入先 工事名称 工事内容

116 平成13年 8月 （株）大城組 沖縄県 水管橋SPφ250

117 平成13年 9月 日立プラント建設（株） 沖縄県企業局

118 平成13年10月 (資)明成建設 沖縄県企業局 田港～田井等導水管布設工事(9工区)その4-2 SPφ1350

119 平成13年10月 不二サッシ（株） 糸豊環境美化センター 固化物装置改修工事 配管工事

120 平成13年12月 不二サッシ（株） 浦添市 浦添市クリンセンター溶融飛灰処理装置

121 平成13年12月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 調整池転落防止柵設置工事 ステンレス鋼管製

122 平成14年 1月 開発電気（株） 電源開発 ㈱ 石川石炭火力発電所ﾁｭｰﾌﾞｷﾞｬﾗﾘｰ手摺工事 鋼管製

123 平成14年 1月 （株）琉金商事 伊是名村 〔伊是名村〕ウクマシ地区水門据付工事 鋳鉄製スライドゲート他

124 平成14年 3月 （株）西原環境テクノロジー 沖縄県企業局 北谷浄水場機械設備改良工事（嘉手納井戸系） 硬度低減化施設工事

125 平成14年 4月 丸島産業（株） 沖縄県 〔北大東村〕東地区貯水池附帯工事 ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付

126 平成14年 5月 丸島産業（株） 伊是名村 〔伊是名村〕メンナー山貯水池洪水吐工事 ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付

127 平成14年 7月 丸島産業（株） 伊是名村 〔伊是名村〕通水地区ため池改修工事 ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付

128 平成14年 7月 （株）安部工業所 JV 沖縄県企業局 西原原水調整池本体築造工事 配管工DCIPφ1100 φ500

129 平成14年 7月 財)海洋博覧会記念公園管理財団 同左 新水族館生物搬出入吊上げ金具

130 平成14年 7月 （有）三油土木･㈲世名城JV 沖縄県企業局 新石川浄水場進入道路送水管布設工事 送水管SPφ1200　－　2系

131 平成14年 8月 （株）琉球テクノ産業 （株）琉球テクノ産業 タンクローリー充填設備工事 (設計施工) 注油槽30KL－2基

132 平成14年 8月 （株）前田開発 沖縄県企業局 久場地内900㎜送水管施設工事 SPφ900

133 平成14年 9月 （株）安部工業所 JV 沖縄県企業局 許田～久志導水管布設工事 (調圧水槽）

134 平成14年 9月 （株）住友金属工業 那覇防衛施設局 桑江等(12)機械室移設機械工事 P.O.Lﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ及び配管工

135 平成14年 9月 （株）りゅうせき建設 ㈱りゅうせきｴﾈﾙｷﾞｰ ㈱ﾛｼﾞｺﾑ那覇物流ｾﾝﾀｰ屋外ﾀﾝｸ取替工事 36KL-3基､燃料配管

136 平成14年 9月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 久志浄水場排水処理掻寄機改良工事（その1） 掻寄機取替4台

137 平成14年 10月 不二サッシ（株） 浦添市 浦添市クリンセンター改修工事 固化物払出し装置

138 平成14年 12月 （株）西原環境テクノロジー 沖縄総合事務局 島尻地区再利用水試験装置設置工事

139 平成15年  1月 （有）上原組 沖縄県企業局 喜舎場地内製水弁修繕工事 バタ弁φ600

石川地区石川ダム改修工事（H13年度）

久志浄水場（点検歩廊、階段工）

飛灰貯留槽、ﾊﾞｹｯﾄｹﾞｰﾄ､ｺﾝﾍﾞﾔ製作･据付

配管工SPφ900,DCIPφ150～φ300
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No 契約年月日 契約先 納入先 工事名称 工事内容

140 平成15年  9月 （有）渡興業 沖縄県企業局 国場地内送水管修繕工事

141 平成15年 12月 仲程土建（株）JV 沖縄県企業局 新石川浄水場浄水池建設工事 (その1) 管布設工､附帯金物工

142 平成15年 12月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 前田第2調整池連絡管設置工事

143 平成16年  1月 石川島播磨重工業（株） 沖縄総合事務局 安波ﾀﾞﾑ取水設備機側操作盤取替その他工事 安波･福地･普久川ﾀﾞﾑ整備工事

144 平成16年  1月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 北谷送水ポンプ棟梯子修繕工事

145 平成16年  2月 （株）大城組JV 沖縄県企業局 新石川浄水場排水池建設工事 管布設工、附帯金物工

146 平成16年  3月 （株）琉金商事 沖縄総合事務局 羽地大川農業水利事業支線用水路整備工事 ｻﾌﾞﾏｰｼﾞﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾊﾞﾙﾌﾞ設置工

147 平成16年  3月 （株）琉金商事 太田地区土地改良区 太田地区貯水池工事 放流設備工事

148 平成16年  3月 （株）イスミック 沖縄総合事務局 ダム放流設備点検整備業務 タラップ等製作取付

149 平成16年  5月 （株）西原環境テクノロジー 日本下水道事業団 糸満市浄化ｾﾝﾀｰ汚泥処理設備工事その6

150 平成16年  6月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 石川浄水調整池連絡管布設工事（9工区） 鋼管φ1100､ 鋳鉄管φ300

151 平成16年  7月 （株）豊神建設 JV 沖縄県企業局 新石川浄水場排泥池建設工事 覆蓋設置工

152 平成16年  7月 沖縄県 沖縄県 那覇浄化ｾﾝﾀｰ2系ｴｱﾚｰｼｮﾝ機械設備工事 機械設備工事

153 平成16年 11月 石川島播磨重工業（株） 沖縄総合事務局 福地ﾀﾞﾑ非常用放流設備機器取替工事

154 平成16年 12月 （株）大城組JV 沖縄県企業局 新石川浄水場排水池建設工事 覆蓋設置工

155 平成17年  1月 （株）丸島アクアシステム 沖縄県北部農林 宜野座地区畑地かんがい施設工事 (2工区) 水管橋組立設置工

156 平成17年  1月 （株）秀KEN 沖縄総合事務局 福地ダム給水設備更新工事 取水用筏工事

157 平成17年  2月 （株）イスミック 沖縄総合事務局 福地ダム取水用立坑等点検整備業務 ドラムゲート補修他

158 平成17年  2月 （株）琉金商事 沖縄県北部農林 辺土名地区ため池改修工事 取水･土砂吐ｹﾞｰﾄ据付

159 平成17年  3月 石川島播磨重工業（株） 沖縄総合事務局 辺野喜ダム利水設備機器取替その他工事

160 平成17年  4月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 鋼管φ1500

161 平成17年  8月 （株）大城組 沖縄県企業局 石川浄水調整池連絡管布設工事(山城1工区) 鋳鉄管φ1350,φ1100

162 平成17年  9月 石川島播磨重工業（株） 沖縄総合事務局 福地大保連絡水路注水設備据付工事 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管φ850,φ800

163 平成17年  9月 （株）丸島アクアシステム 沖縄総合事務局 真喜屋ダム第5期工事 (ﾀﾞﾑ放流設備) ｽﾃﾝﾚｽ鋼管φ1000,φ800

西系列幹線導水施設名護導水工事(第1工区)その2(配管)
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164 平成17年  9月 崎原土建（株） 沖縄県企業局 比謝川取水ポンプ場建設工事 付帯設備工

165 平成17年12月 （株）丸島アクアシステム 名護市水道部 羽地大川取水堰築造工事 ｺﾞﾑ堰設置工事

166 平成18年 1月 （株）イスミック 沖縄総合事務局 福地ﾀﾞﾑ下流洪水吐設備整備工他

167 平成18年 2月 （株）仲本工業 沖縄県企業局 漢那～石川導水管布設工事（赤崎2工区)3 P.C.P管φ900連結工(割T字管)

168 平成18年 2月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 鋼管φ1500(ﾄﾝﾈﾙ内)

169 平成18年 5月 （有）大地緑建 沖縄県企業局 鋼管φ1500(ﾄﾝﾈﾙ内)

170 平成18年 6月 （株）丸島アクアシステム 沖縄総合事務局 福地ダム久志向けバイパスゲート設備工事

171 平成18年 8月 住友金属パイプエイジ(株) 沖縄電力㈱ 宮古第二発電所パイプライン設置工事

172 平成18年 9月 沖縄プラント工業（株） 沖縄電力㈱ 具志川火力ハウスギャラリー補修工事

173 平成18年 9月 沖縄プラント工業（株） 沖縄電力㈱ 具志川火力コンベア連絡建屋工事

174 平成18年10月 （株）東恩納組JV 沖縄県企業局 鋼管φ900,φ600,鋳鉄管φ1350

175 平成18年11月 （有）国吉組　JV 沖縄県企業局 新石川浄水場流入圧力調整弁室建設工事 鋼管φ900～φ500

176 平成18年12月 石川島播磨重工業（株） 沖縄総合事務局 辺野喜ﾀﾞﾑ調整水路遮断ｹﾞｰﾄ製作据付外工事

177 平成18年12月 （株）イスミック 沖縄総合事務局 辺野喜ダム･安波ダム工場製作

179 平成19年 3月 （有）北勇工業 東村役場 川田調圧槽築造工事 ｽﾃﾝﾚｽ製175ｍ3 ﾀﾝｸ製作設置

180 平成19年 3月 (合資)ﾔﾅｷﾞ電設工業 東村役場 川田配水池築造工事 ｽﾃﾝﾚｽ製345ｍ3 ﾀﾝｸ製作設置

181 平成19年 4月 （株）サングリーン 沖縄県土木建築部 本圧地区ため池改修工事 取水ｹﾞｰﾄ等据付工事

183 平成19年 7月 （株）エム・テック 沖縄市 胡屋配水池築造工事 付帯設備工事

184 平成19年 7月 住友金属パイプエイジ(株) 沖縄県企業局 導水管工事

185 平成19年10月 崎原土建（株） ＪＶ 沖縄県企業局 鋼管φ1100

186 平成19年10月 北中城村 北中城村 配水管移設橋梁添架工事

石川浄水調整池連絡管布設工事（東恩納地区第5工区)

西系列幹線導水施設名護導水工事（第2工区）その4(第5期）

石川浄水調整池連絡管布設工事(山城地区第12工区)

西系列幹線導水施設名護導水工事(第1工区)その2(配管第2期)

西系列幹線導水施設名護導水工事(第1工区)その2(配管その2)

福地ﾀﾞﾑ､安波ﾀﾞﾑ､新川ﾀﾞﾑ､辺野喜ﾀﾞﾑ

182 平成19年 5月 （株）熊谷組 ＪＶ 沖縄県企業局

西系列幹線導水施設名護導水工事（第1工区）

その2（第3期）

178 平成19年 3月 （有）大地緑建 沖縄県企業局

西系列幹線導水施設名護導水工事（第1工区）

その2（配管その2第2期）

導水管布設工事

鋼管φ1500（ﾄﾝﾈﾙ内)
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187 平成19年12月 （株）イスミック 沖縄総合事務局 福地ダム放流設備補修工事

188 平成20年 1月 清水建設（株） 沖縄電力㈱ 吉の浦火力発電所No1 LNGタンク工事 工水､上水引込み工事

189 平成20年 6月 （株）サングリーン 恩納村 当袋ダム改修工事（取水・放流設備）

190 平成20年 9月 （株）大林組 東燃ゼネラル㈱ 燃料移送配管

191 平成20年11月 （株）ぐすく建設 沖縄県企業局

192 平成20年11月 住友金属パイプエイジ(株) 沖縄電力㈱ 吉の浦火力発電所1･2号機c/c発電設備新設工事 循環水工事

193 平成20年12月 仲程土建（株） 沖縄県企業局 新石川浄水場共同溝建設工事（その5）

194 平成21年 1月 （株）屋部土建 米軍工事 嘉手納基地燃料移送配管修繕工事

195 平成21年 5月 （株）サングリーン 沖縄県 サトモ地区ため池改修工事 取水･放流設備

196 平成21年 5月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 新石川浄水場沈澱池機械設備工事（第3期）

197 平成21年 7月 （株）屋部土建 沖縄県企業局

198 平成21年 7月 （株）屋部土建 沖縄県企業局

199 平成21年10月 （株）丸石設備 沖縄県企業局 点検歩廊､製作･設置

200 平成21年10月 （株）山昇緑建 沖縄県企業局 伊波～大保導水管連結工事

201 平成21年10月 （株）安部日鋼工業 沖縄県企業局 新石川浄水場1系原水調整池建設工事 配管工事､金物工事

202 平成21年12月 （有）渡久地組 沖縄県企業局 石平橋添架管修繕工事（管更生工事） 鋼管600A、ｲﾝｼﾁｭﾌｫｰﾑ工法

204 平成22年 1月 （株）西原環境おきなわ 沖縄県 宜野湾浄化ｾﾝﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ棟機械設備工事 し渣移送機作業台製作・設置

205 平成22年 2月 （株）日本ビクトリック 沖縄県企業局 潟原第二水管橋補修工事 SP2000A、ﾘﾍﾟｱｽﾘｰﾌﾞ取替

206 平成22年 2月 （株）前川製作所 環境省 宮古島ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ生産設備新設工事

207 平成22年 4月 富士電機（株） 沖縄電力㈱

208 平成22年 5月 （株）渡嘉敷組 沖縄県企業局 大浦及び宇出那覇搬入口設置工事

209 平成22年 5月 （株）イスミック 沖縄総合事務局 福地ﾀﾞﾑ非常用主ｹﾞｰﾄ外補修工事

石川浄水調整池連絡管布設工事(楚南地区第3工区)

石川浄水調整池連絡管布設工事(山城地区第13工区)

新石川浄水場送水ﾎﾟﾝﾌﾟ機械設備工事(第2期)

2008年沖縄CIP配管補修・検証堀工事

渡口地内送水管移設工事

吉の浦火力発電所1･2号機c/c発電設備新設工事

配管ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾃｰｼﾞ製作203 平成22年 1月 西日本プラント工業（株） 沖縄電力㈱

吉の浦火力発電所No1LNGﾀﾝｸ設備及び共通設備

新設工事（海上部）

架台製作外
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210 平成22年 6月 （株）大和 米軍工事

211 平成22年 7月 清本鐵工（株） 日本下水道事業団

212 平成22年11月 （株）サンライト 沖縄県企業局

213 平成22年11月 大成建設（株） 沖縄県企業局

214 平成22年11月 （株）東江建設 沖縄県企業局 SUS管1600A､SP1600A他

215 平成23年 3月 （株）イスミック 沖縄総合事務局

216 平成23年 3月 （株）IHIインフラ建設 沖縄電力㈱

217 平成23年 7月 沖縄総合事務局 沖縄総合事務局 億首ﾀﾞﾑ流木止装置設置工事

218 平成23年 7月 沖縄県企業局 沖縄県企業局

219 平成23年 7月 （株）エム・テック 沖縄総合事務局開発建設部

220 平成23年 8月 沖縄プラント工業（株） 沖縄電力㈱ 吉の浦火力発電所ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞﾀﾝｸ用螺旋階段製作

221 平成23年 8月 （株）屋部土建 米軍工事

222 平成23年 8月 （株）国場組 沖縄県農林水産部 伊平屋北部1期地区貯水池工事(3工区)

223 平成23年10月 （株）西原環境おきなわ 沖縄県土木建築部 那覇浄化ｾﾝﾀｰ汚泥脱水機械設備工事

224 平成23年10月 （株）安部日鋼工業 沖縄県企業局 新石川浄水場2系原水調整池建設工事 配管工事､金物工事

225 平成23年10月 （有）丸内重機 沖縄県企業局 小波津川橋送水管移設工事 SP900A

226 平成23年10月 （株）丸島アクアシステム 沖縄県農林水産部 大浦地区取水施設製作･据付工事

227 平成23年11月 （株）屋部土建 米軍工事 ﾁﾑﾜﾝ給油施設補修工事 雨樋製作設置外

228 平成23年11月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 石平橋添架管修繕工事(管更生工事) 鋼管600A､ｲﾝｼﾁｭﾌｫｰﾑ工法

229 平成23年11月 （株）ゼニヤ海洋サービス 沖縄県農林水産部

230 平成23年11月 砂川設備工業（株） 那覇市上下水道局 国道507号線第2次配水幹線布設替工事 P.C.P接続管製作・取付工事

231 平成23年12月 共和産業（株） 沖縄県土木建築部 具志川浄化ｾﾝﾀｰｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ築造工事(その2) 鋳鉄管(埋込管)設置工事

232 平成24年1月 （有）山原開発 北部農林水産振興ｾﾝﾀｰ 瀬嵩地区ため池改修工事 斜樋管･土砂吐管･製作･設置

233 平成24年1月 （株）IHIインフラ建設 北部ﾀﾞﾑ統合管理事務所 平成22年度羽地ﾀﾞﾑ利水放流管他補修工事

鋼管､鋳鉄管配管､金物工事

取水管､斜樋管製作･設置

億首ﾀﾞﾑ取水ﾎﾟﾝﾌﾟ場機械設備工事 機械据付､配管工､点検歩廊

石川低区調整池建設工事

新石川浄水場粒状活性炭吸着池共同溝建設工事

福地ﾀﾞﾑﾄﾞﾗﾌﾄｹﾞｰﾄ外補修工事

吉の浦火力発電所

新石川浄水場原水調整池流入管建設工事

平成22年度津比嘉山高架橋上部工(下りP8～P14)工事 雨水排水管製作・取付

ｺﾝﾍﾞﾔｰ架台､ｴｱｰﾀﾝｸ等製作

佐良浜漁港浮桟橋工事 浮桟橋製作(SUS製)

普天間基地 P.O.L配管改造工事 V.B#40

普天間基地 T-609Bﾀﾝｸ補修工事

糸満浄化ｾﾝﾀｰ水処理設備工事その10
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234 平成24年2月 （有）島袋開発 中城村役場 和宇慶地区排水路及び水門ｹﾞｰﾄ設置工事 SUS製ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ弁製作･取付

235 平成24年2月 （有）沖縄小堀電気 沖縄県企業局 流量計･弁類取付

236 平成24年3月 （株）沖電工 沖縄電力㈱ 沖縄電力 安和変電所増設工事 ｱﾙﾐ母線溶接･支持架台改造

237 平成24年5月 先嶋建設（株） 沖縄総合事務局 那覇臨海道路浦添線橋梁下部工(P7)工事 濁水処理配管布設

238 平成24年5月 （株）小波津組 沖縄総合事務局 那覇臨海道路浦添線橋梁下部工(P8)工事 濁水処理配管布設

239 平成24年7月 （株）トウエイ 北部農林水産振興ｾﾝﾀｰ 伊平屋北部1期地区貯水池工事 底樋下流管製作､設置

240 平成24年7月 （株）ゼニヤ海洋サービス 沖縄県農林水産部 佐良浜漁港第2期浮桟橋工事 浮桟橋製作(SUS製)

241 平成24年7月 （株）古波蔵組 宮古伊良部農林水利事業所 伊良部導水路大橋工区(海中道路部)工事 鋼管800A 布設工事

242 平成24年8月 （有）友屋工業 沖縄県企業局 慶佐次搬入口設置工事(導水ﾄﾝﾈﾙ) 鋼製水密門扉製作･設置

243 平成24年8月 （株）喜屋武建設 沖縄県企業局 新石川浄水場ｵｿﾞﾝ接触池建設工事 SUS鋼管･鋳鉄管布設･金物工事

244 平成24年8月 北中城村役場 北中城村役場 H24年度渡口交差点付近配水管改良工事

245 平成24年9月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 導水トンネル搬入口等施設補修工事 鋼製水密門扉補修(3箇所)

246 平成24年9月 （株）沖電工 沖縄電力㈱ 城間変電所改良工事 アルミ母線溶接工

247 平成24年9月 （株）IHIインフラ建設 北部ﾀﾞﾑ統合ｶﾝﾘ事務所 H24年度管内機械設備補修工事(国管理ﾀﾞﾑ)

248 平成24年10月 （有）山城重機 沖縄県企業局 旧大保取水ﾎﾟﾝﾌﾟ場撤去工事(その1) P.C.P接続工(製作･設置)

249 平成24年11月 宜野湾市水道局 宜野湾市水道局 H24年度配水管敷設工事(第4工区)

250 平成24年11月 （株）沖縄工業 那覇市上下水道局 国道507号線第3次配水幹線布設替工事 P.C.P接続管製作･取付工事

251 平成24年12月 （有）国吉組 沖縄県企業局 石川低区調整池流量計室建設工事 鋼管､鋳鉄管配管､金物製作

252 平成25年1月 北部農林水産振興ｾﾝﾀｰ 北部農林水産振興ｾﾝﾀｰ 真喜屋ﾀﾞﾑ係船設備修繕

253 平成24年8月 沖縄県企業局（JV） 沖縄県企業局 北谷浄水場1系沈澱池機械設備工事

254 平成24年11月 光南建設（株） 沖縄県企業局 許田～久志導水施設連絡管布設工事 銅管1500A・1350A・1200A

255 平成25年2月 北部農林水産振興ｾﾝﾀｰ 北部農林水産振興ｾﾝﾀｰ 真喜屋ﾀﾞﾑ繋留設備点検業務

256 平成25年3月 沖電水工事（株） 沖縄県企業局 北谷浄水場1系沈澱池電気設備工事

257 平成25年4月 西日本プラント工業（株） 沖縄電力㈱ 吉の浦火力発電所グランドフレア新設配管工事 配管プレハブ加工.サポート製作

電磁流量計.排水ポンプ空調機設置

新石川浄水場原水調整池流入管電気計装設備工事
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258 平成25年4月 （株）古波蔵組 沖縄総合事務局 伊良部導水路大橋工区（取付橋梁部）工事 農水.SP800A

259 平成25年5月 （有）山原開発 北部農林水産振興センター 前原地区ため池改修工事 底樋工（SUS304）

260 平成25年6月 （株）エコチカ 米軍工事 嘉手納基地P.LO配管工事 350A.250A.200A

261 平成25年6月 （株）ピーエス三菱 沖縄県企業局 本部調整池建設工事（PCタンク） 池内配管.場内配管

262 平成25年7月 （株）IHIインフラ建設 北部ダム総合管理事務所 平成25年度管内機械設備補修工事

263 平成25年7月 （株）大林組 米軍工事 ホワイトビーチ海軍桟橋構造補修工事 配管サポート製作.取付工事

264 平成25年7月 （株）西原環境おきなわ 沖縄県企業局 北谷浄水場脱水機機械設備工事（その１） 配管サポート製作

265 平成25年7月 （株）西原環境おきなわ 沖縄県土木建築部 具志川浄化センター反応機タンク機械設備工事 配管サポート点検架台製作

266 平成25年7月 沖縄工業検査（株） 太陽石油㈱ 28B海底原油配管 検査・補修工事

267 平成25年9月 （株）翔南建設 沖縄県企業局 福地～宇出那覇導水管布設工事（宇出那覇工区）その2 DCIPφ1500

268 平成25年9月 （株）丸石建設 沖縄県企業局 福地～宇出那覇導水管布設工事（宇出那覇工区）その3 DCIPφ1500

269 平成25年9月 沖縄県企業局（JV) 沖縄県企業局 新石川浄水場オゾン処理機械設備工事

270 平成25年9月 沖縄県下水道管理事務所 沖縄県下水道管理事務所 宜野湾浄化センター1系反応槽修繕工事

271 平成25年10月 沖縄県企業局（JV） 沖縄県企業局 北谷浄水場排水処理機械設備工事

272 平成25年11月 （有）呉開発 沖縄県企業局 普天間～翁長送水管移設工事 DCIPφ900

273 平成25年11月 沖電水工事（株） 沖縄県企業局 北谷浄水場1系ろ過池電気設備工事（その1） 電磁流量計φ500.φ250設置

274 平成25年11月 （株）丸島アクアシステム 北部農材水産振興センター

275 平成26年1月 （株）西原環境おきなわ 沖縄県土木建築部 那覇浄化センター汚泥脱水機械設備工事 ステンレス製シュート他製作

276 平成26年2月 （株）共洋土建 沖縄県企業局 福地～宇出那覇導水管布設工事（川田工区）その2 DCIPφ1500

277 平成26年2月 （株）南海建設 沖縄県企業局 福地～宇出那覇導水管布設工事（川田工区）その4 DCIPφ1500

278 平成26年2月 福山商事（株） 沖縄県土木建築部 西原浄化センター2号汚泥消化タンク築造工事 ステンレス製プレファブ配管製作

279 平成26年2月 沖縄プラント工業（株） 沖縄電力㈱ 吉の浦火力発電所点検架台製作・設置工事

280 平成26年2月 （株）ゼニヤ海洋サービス 北部ダム事務所 大保ダム水質監視設備設置工事 浮桟橋製作設置（SUS）

281 平成26年2月 （株）喜屋武建設 沖縄県企業局 新石川浄水場オゾン接触池建設工事 FRP製覆蓋製作・設置

SUSプレファブ配管サポート製作設置、機器据付

平成２５年度真喜屋ダム取水設備点検設備委託業務 点検業務

明り取りその他
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282 平成26年3月 福山商事（株） 沖縄県土木建築部 宜野湾浄化センター汚泥処理棟築造工事（その5）

283 平成26年4月 日鉄・住金P＆E（株） 沖縄電力㈱ 沖縄電力㈱ガス供給設備新設工事（吉の浦） 架構製作据付工事

284 平成26年4月 日鉄・住金P＆E（株） 沖縄ガス㈱ 天然ガス輸送導管建設工事（3工区） 300A.150A

285 平成26年6月 （有）長浜建設 沖縄県企業局 石川～高原導水管漏水修繕工事 銅管1350A

286 平成26年6月 （株）安部日鋼工業 沖縄県 伊良部大橋橋梁整備第8期工事 ステンレス製扉製作.設置

287 平成26年8月 （株）IHIインフラ建設 北部ダム統合管理事務所 平成２６年度北部ダム管内機械設備補修工事 辺野喜・普久川・安波・福地ダム

288 平成26年8月 （株）大城組 沖縄県企業局 新石川浄水場高度処理建築付帯工事 FRP製覆蓋.SUS製金物製作.設置

289 平成26年9月 （株）オカノ 沖縄ガス㈱ 西原熱調センター熱量調整設備工事 器具据付.配管工事

290 平成26年9月 （株）日新開発 宜野湾市水道局 配水管改良工事第2工区

291 平成26年9月 宜野湾市水道局（JV) 宜野湾市水道局 配水管改良工事第3工区

292 平成26年10月 日鉄・住金P＆E（株） ㈱プログレッシブエナジー 泡瀬ゴルフ場跡地ガスライン整備事業 天然ガス導管工事

293 平成26年10月 （株）西原環境おきなわ 本部町今帰仁村消防組合 生ゴミ施設建屋鉄管・脱水機点検歩廊製作・設置工事

294 平成26年10月 （株）ゼネラル電設 沖縄県企業局 北谷浄水場2系沈澱池電気設備工事 電磁流量計φ700他設置工事

295 平成26年11月 （有）川上建設 沖縄県企業局 新石川浄水場オゾン接触池・防水防食工事 （SUS)点検用開孔扉製作.設置

296 平成26年11月 沖縄県企業局 沖縄県企業局 宇嘉サージタンク螺旋階段及び点検歩廊修繕工事 製作設置

297 平成26年11月 （株）オカノ ㈱プログレッシブエナジー Ｌ．Ｎ．Ｇサテライト設備工事

298 平成26年12月 （株）丸島アクアシステム 北部農材水産振興センター

299 平成27年3月 沖縄県下水道建設事務所 沖縄県下水道建設事務所

300 平成27年3月 沖縄県下水道建設事務所（ＪＶ） 沖縄県下水道建設事務所

301 平成27年3月 沖縄県土木建築部 沖縄県土木建築部

302 平成27年5月 東江建設（株）（ＪＶ） 沖縄県下水道建設事務所 宜野湾浄化センター 初沈澱池築造工事 埋込管設置

303 平成27年5月 （株）丸島アクアシステム 沖縄県八重山土木事務所 ダム機械設備点検

304 平成27年11月 （株）丸島アクアシステム 北部農林水産振興センター

305 平成27年12月 （有）山口建設 沖縄県企業局

平成２６年度真喜屋ダム取水設備点検設備委託業務 点検業務

平成２７年度真喜屋ダム取水設備点検整備委託業務

管更生（インシチュフォーム工法）φ500

管更生（インシチュフォーム工法）φ500

福地～宇出那覇送水管布設工事（田港工区） φ1200管製作・設置

平成２７年度真栄里ダム点検業務

ステンレス製プレファブ配管製作設置

沖縄総合運動公園整備工事（H２６-2） 公園橋撤去・復旧

宜野湾浄化センター汚泥消化機械設備工事（その１）M14

宜野湾浄化センター脱水機械設備工事（その１）M14

13/15



No 契約年月日 契約先 納入先 工事名称 工事内容

メタウォーター㈱福山商事(株)

不二宮工業(株)ＪＶ

307 平成28年3月 沖縄県企業局 沖縄県企業局

308 平成28年3月 北中城村役場　総務課 北中城村役場　総務課

309 平成28年3月 沖縄県土木建築部 宜野湾市浄化センター

310 平成28年7月 （株）丸島アクアシステム 沖縄県八重山土木事務所

311 平成28年9月 （株）丸島アクアシステム 沖縄県八重山土木事務所

312 平成28年12月 （株）丸島アクアシステム 北部農林水産振興センター

313 平成29年1月 ＯＧＣＴＳ(株) オリオンﾋﾞｰﾙ(株)

314 平成29年2月 沖縄県企業局 沖縄県企業局

国和設備・大成設備

平安座総合開発ｊｖ

316 平成29年2月 西原環境おきなわJV 沖縄県企業局

317 平成29年2月 （株）オカノ オリオンﾋﾞｰﾙ(株)

318 平成29年2月 （株）IHIインフラ建設 北部ダム総合管理事務所

319 平成29年7月 （株）丸島アクアシステム 沖縄県八重山土木事務所

320 平成29年9月 （株）丸島アクアシステム 沖縄県八重山土木事務所

321 平成30年2月 （株）丸島アクアシステム 北部農林水産振興センター

322 平成30年2月 南西電設株式会社 沖縄県企業局 北谷浄水場２系ろ過池電気設備工事（その１）流量計取替

323 平成30年2月 有限会社第一機工 沖縄県土木建築部 ＭＲＯjapan機器２次側配管工事

324 平成30年3月 （株）IHIインフラ建設 北部ダム総合管理事務所

325 平成30年3月 宜野湾水道事業管理者 宜野湾水道事業管理者

326 平成30年4月 南西電設株式会社 沖縄県企業局 海水淡水化センター中央監視制御設備工事（その１）導圧管取替工事

327 平成30年6月 有限会社北勝建設 沖縄総合管理事務所 平成29年度赤嶺トンネルヤード整備工事

328 平成30年7月 （株）ピーエス三菱 沖縄総合管理事務所 那覇空港際内連結ターミナル施設建設工事

検水用配管取替工事

航空自衛隊燃料配管工事

鉄骨金物製作

電磁流量計取替

厨房内配管工事

平成２９年度真喜屋ダム取水設備点検整備委託業務

平成２９年度底原ダム取水・放流設備点検整備業務委託

φ１３００送水管布設工事一式

消化汚泥配管複合工一式宜野湾浄化センター汚泥消化機械設備工事（その１）M14

海水淡水化センター取水ポンプ共通配管漏水修繕工事 海水取水管内部内巻鋼管による修繕

北中城中央広場整備工事

平成２９年度管内ダム放流設備等補修工事 取水設備取替補修工事

配水管改良工事・第３工区

平成２９年度真栄里ダム取水・放流設備点検整備業務委託

306 平成28年3月 沖縄県企業局 北谷浄水場粒状活性炭吸着池機械設備工事（その１） 機械撤去・設置

オリオンビール名護工場LNG配管布設工事 LNG配管布設工事

平成２８年度真栄里ダム取水・放流設備点検整備業務委託

石川～上間送水管布設工事（登川工区）その３

平成２８年度底原ダム取水・放流設備点検整備業務委託

平成２８年度真喜屋ダム取水設備点検整備委託業務

ＬＮＧサテライト設備及び貫流ボイラー新設工事 LNGサテライト設備工事一式

平成２８年度福地ダムドラムゲート動力盤外更新工事

315 平成29年2月 沖縄県企業局 田嘉里取水ポンプ場機械設備工事 ゴム堰設備工事一式

佐手取水ポンプ場機械設備工事 ポンプ室機械設備工事・ゴム堰設備工事一式

14/15



No 契約年月日 契約先 納入先 工事名称 工事内容

329 平成30年10月 沖縄都市モノレール（株） 沖縄都市モノレール（株） 沖縄都市モノレール地下区間連結送水管設置工事

330 平成30年10月 （株）ＩＨＩインフラ建設 北部ダム総合管理事務所 平成30年度管内ダム放流設備等補修工事 福地ダム　放流ゲート油圧装置取替

331 平成30年11月 ジャパン・ホテルリート投資法人 ジャパン・ホテルリート投資法人 発電機劣化配管取替工事（２期） 発電機劣化配管取替工事

332 平成30年11月 株式会社ＯＧＣＴＳ 沖縄残波岬ホテル

333 平成30年12月 株式会社第一建設 沖縄県土木建築部 下水道圧送配管修繕

334 平成31年3月 東亜外業株式会社 沖縄防衛局 沖縄防衛局（向）陸軍（２８）送油管（１１２）新設土木工事　他2件

335 平成31年3月 沖電開発株式会社 沖縄電力㈱

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

LNGガス供給配管工事

海底燃料配管布設工事

既設燃料配管撤去工事

モノレール浦西駅トンネル内連結送水管工事

大和リゾート（株）RoyalHotel沖縄残波岬様向けＬＮＧサテライト設備エ
リア外配管工事

モノレール延伸事業における浦添西原線道路改良工事に伴う牧港重
油パイプライン撤去工事

安謝幹線圧送管取替工事
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No 契約年月日 契約先 納入先

1 平成　6年11月 那覇防衛施設局 那覇防衛施設局

2 平成　6年11月 宜野湾市 宜野湾市

3 平成　7年 9月 沖縄県 沖縄県

4 平成　7年 9月 沖縄県 沖縄県

5 平成　8年 8月 中城村 中城村

6 平成　9年 3月 沖縄総合事務局 沖縄総合事務局

7 平成　9年 3月 那覇防衛施設局 那覇防衛施設局

8 平成　9年 9月 勝連町 勝連町

9 平成　9年12月 沖縄県 沖縄県

10 平成10年 3月 那覇防衛施設局 那覇防衛施設局

11 平成10年 3月 宜野湾市 宜野湾市

12 平成10年 7月 中城村 中城村

13 平成11年 3月 沖縄県 沖縄県

14 平成11年 3月 那覇防衛施設局 那覇防衛施設局

15 平成11年10月 沖縄県 沖縄県

16 平成12年  1月 沖縄県 沖縄県

17 平成12年  1月 国立大学法人琉球大学 琉球大学

18 平成12年  2月 那覇防衛施設局 那覇防衛施設局

19 平成13年  2月 宜野湾市 宜野湾市

20 平成13年  8月 勝連町 勝連町

21 平成13年  8月 北谷町 北谷町

22 平成13年 12月 勝連町 勝連町

23 平成14年  3月 那覇防衛施設局 那覇防衛施設局

②建築設備工事実績表（抜粋）

空調設備工事

与勝第二中学校特別教室改築工事(機械設備工事) 空調設備工事

北玉小学校校舎改築工事(給排水設備) 給排水衛生設備、空調設備工事

与勝第二中学校併行防音工事(除湿・換気設備) 空調設備工事

琉球大学環境安全センター研修棟新営機械設備工事

工事名称 工事内容

知念分屯地(9)ボイラー室新設機械工事 給排水衛生設備、空調設備工事

宜野湾小学校併行防音工事(除湿換気設備) 空調設備工事

美咲養護学校校舎併行防音工事(除湿換気CD工区) 空調設備工事

宜野湾北中城線(石平～安谷屋)隊舎移設工事(空調1工区) 空調機器設備工事

ハンセン(10)管理棟(811)新設機械工事 給排水衛生設備、空調設備工事

沖縄県特別自由貿易地域貸賃貸工場建設工事(機械3工区) 給排水衛生設備工事

県営天久高層住宅第3工区機械工事 給排水衛生設備工事

給排水衛生設備、空調設備工事

中城小学校水泳プール(屋外)建設工事(機械設備工事) 給排水衛生設備工事

栽培漁業センター増設工事(生産設備6工区)

知念分屯地(9)ボイラー室新設機械工事 ボイラ他、機器設備工事

津覇小学校校舎新造改築工事(機械設備工事) 給排水衛生設備、空調設備工事

名護第三住宅新築衛生設備工事 給排水衛生設備工事

コートニー(8)隊舎(489)新設衛生工事 給排水衛生設備工事

宜野湾市立博物館建築工事(機械設備)

シビックセンター棟給排水設備工事 給排水衛生設備工事

中部農林高校校舎併行防音工事(除湿・換気設備)

給排水衛生設備、空調設備工事

沖縄地区(11)隊舎改修機械工事 給排水衛生設備、空調設備工事

大謝名小学校校舎併行防音工事(除湿換気設備) 空調設備工事

瑞慶覧(13)工場(704)新設機械工事 給排水衛生設備、空調設備工事

機械器具設置(ボイラ機器他)
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No 契約年月日 契約先 納入先 工事名称 工事内容

24 平成14年  9月 沖縄県 沖縄県

25 平成14年 10月 沖縄県 沖縄県

26 平成15年  7月 南風原町 南風原町

27 平成15年 10月 県下水道事務所 県下水道事務所

28 平成16年 8月 沖縄ガス（株）熱量変更センター 民　間

29 平成16年 10月 沖縄県 沖縄県

30 平成16年 12月 民　間 ㈲ジャパン観光開発

31 平成17年 　1月 民　間 モトブリゾート㈱

32 平成17年 　1月 宜野湾市管工事協同組合 沖縄国際大学

33 平成17年 　1月 民　間 医療法人タピック

34 平成17年 　2月 那覇防衛施設局 那覇防衛施設局

35 平成17年 　3月 民　間 安立医院

36 平成17年 　4月 民　間 ㈱おきさん

37 平成17年 　4月 社会福祉法人祥永会 養護老人ホーム読谷の里

38 平成17年 　5月 技研工業（株） 那覇防衛施設局

39 平成17年 　6月 （有）ダイゼン空調設備 平敷屋自治会

40 平成17年 　8月 （株）与儀組 北大東村

41 平成17年 　9月 中城村 中城村

42 平成17年12月 エクセル沖縄（有） 民　間

43 平成18年 1月 沖縄県 沖縄県公園・ｽﾎﾟｰﾂ振興協会

44 平成18年 4月 沖縄ガス（株） ホテルサンシー

45 平成18年 5月 民　間 安立医院

46 平成18年 7月 デルタ電気工業（株） FM沖縄

47 平成18年10月 民　間 （名）丸八産業

48 平成18年10月 宜野湾市 宜野湾市

ホテルたぬきランド　ボイラ缶体取替工事 温水ボイラ修繕工事

嘉数中学校校舎増改築工事(給排水設備第1工区) 給排水衛生設備工事

給湯機器設備更新工事 温水ボイラ更新工事

給湯設備(給水)　既設配管更新工事 配管改修工事

FM沖縄送信所　非常用燃料タンク更新工事 発電機周辺機器更新工事

中城村学校給食共同調理場機械設備工事 蒸気ボイラ他、機器設備工事

ミントハウス　ボイラー設備新設工事 ボイラ機器設備工事

総合運動公園(陸上競技場)温水ボイラー更新工事 温水ボイラ更新工事

知念分屯地(16)燃料施設新設機械工事 貯油槽及び燃料配管工事

平敷屋地区コミュニティー共用施設(空調・換気)設備 空調設備工事

ハマユウ荘機械室貯湯槽修繕工事 貯湯槽修繕工事

温水ボイラー更新工事 温水ボイラ更新工事

製造工場　蒸気ボイラー設備更新工事 蒸気ボイラ更新工事

浴場用給湯設備更新工事 温水ボイラ更新工事

厚生会館2F食堂　ボイラー設備更新工事 温水ボイラ更新工事

宮里病院　揚水ポンプ更新工事 給水設備機器更新工事

シュワブ(16)管理棟(109)新設機械工事 給排水衛生設備、空調設備工事

ホテル甲子園　給水設備(高架タンク)更新工事 給水設備機器更新工事

ホテルモトブリゾート　ボイラー設備取替工事 温水ボイラ更新工事

南風原小学校校舎建設工事(空調設備) 空調設備工事

西原浄化センター機械棟建築機械設備工事 空調設備工事

熱量変更対象機器　ボイラ改修工事 ボイラ改修工事

沖縄県立博物管・美術館新築工事(空調4工区) 空調設備工事

沖縄健康バイオ研究開発センター新築工事(空調3工区) 空調設備工事

沖縄水産高等学校校舎改築工事(産振棟機械その2) 給排水衛生設備、空調設備工事
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No 契約年月日 契約先 納入先 工事名称 工事内容

49 平成18年11月 民　間 安立医院

50 平成19年　1月 JA宜野湾支店 統合医療センター

51 平成19年　1月 沖縄県 沖縄県身体障害者福祉協会

52 平成19年　1月 民　間 ㈱りゅうせき建設

53 平成19年　3月 浦添市 浦添市クリーンセンター

54 平成19年　4月 民　間 ㈲フラップ

55 平成19年　6月 桐和空調設備（株） 小規模多機能ホーム虹の里

56 平成19年　6月 民　間 テクノダイエイ㈱

57 平成19年　7月 民　間 中山外科胃腸科医院

58 平成19年　9月 北中城村 北中城村

59 平成19年　10月 民　間 守礼カントリークラブ

60 平成19年　12月 久建工業（株） 沖縄県

61 平成19年　12月 社会福祉法人一心福祉会 一心療護園

62 平成20年　1月 民　間 安立医院

63 平成20年　2月 うるま市 石川学校給食センター

64 平成20年　2月 民　間 沖縄セメント工業㈱

65 平成20年　2月 北谷町 北谷町

66 平成20年　3月 民　間 中部徳洲会病院

67 平成20年　3月 沖縄県 県立沖縄工業高等学校

68 平成20年　5月 民　間 ㈱イバノ

69 平成20年　5月 うるま市 与勝学校給食センター

70 平成20年　6月 民　間 守礼カントリークラブ

71 平成20年　7月 （株）琉球エンジニア 沖縄県

72 平成20年　7月 （有）中央電水 嘉手納町

73 平成20年　7月 国立大学法人琉球大学 琉球大学

宜野湾浄化センター管理棟建築機械設備工事 給排水衛生設備、空調設備工事

嘉手納町民の家ボイラー機器更新工事 ボイラ機器設備更新工事

(学生)学生寄宿舎A棟　衛生配管修繕工事 配管改修工事

港川営業所グリーストラップ設置及び下水道切替工事 配管改修工事

学校給食センターボイラー取替工事 温水ボイラ更新工事

浴室用給湯ボイラー更新工事 温水ボイラ更新工事

北谷町保険相談センターボイラー取替工事 温水ボイラ更新工事

蒸気ボイラ取替工事 蒸気ボイラ更新工事

生活情報科　給湯機器設備更新工事 ボイラ機器設備更新工事

ボイラー室内配管機器改修工事 配管改修工事

貯湯槽伝熱コイル取替修繕 貯湯槽修繕工事

採石工場工業用水場内配管改修工事 配管改修工事

浴槽循環用給湯ボイラー更新工事 温水ボイラ更新工事

県立北部病院　冷凍機・空調機更新工事(煙導工事) ボイラ周辺機器改修工事

オイルタンク設備更新工事 貯油槽更新工事

海ぶどう養殖設備　給水引込工事 配管工事

病院棟及び住宅棟　給湯設備機器改修工事 ボイラ機器設備更新工事

あやかりの杜機械設備工事 給排水衛生設備、空調設備工事

浦添市クリーンセンター　ボイラー取替業務 温水ボイラ更新工事

ホテルクレセント　オイルタンク設置工事 貯油槽更新工事

小規模多機能ホーム虹の里　新築工事(機械) ボイラ機器設備工事

統合医療センター　温水ボイラー更新工事 温水ボイラ更新工事

浴場用給湯機器更新工事 温水ボイラ更新工事

低温流通物流センター新築工事(機械設備工事) 機械設備工事

厨房及び5階病棟　既設配管更新工事 配管改修工事
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No 契約年月日 契約先 納入先 工事名称 工事内容

74 平成20年　9月 民　間 沖縄テクノクリート㈱

75 平成20年10月 うるま市 石川学校給食センター

76 平成20年12月 民　間 シーサー企画サービス

77 平成21年　2月 民　間 屋宜原病院

78 平成21年　3月 北中城村 北中城村

79 平成21年　3月 沖縄県 沖縄県

80 平成21年　6月 三菱電機冷熱プラント（株） 東　村

81 平成21年　8月 民　間 沖縄コカコーラボトリング㈱

82 平成21年　8月 民　間 大和観光開発㈱

83 平成21年　8月 大成設備（株） 仮)おもと天久の杜

84 平成21年　8月 民　間 ㈲ジャパン観光開発

85 平成21年　9月 民　間 医療法人タピック

86 平成21年10月 宜野湾市 宜野湾市

87 平成21年10月 民　間 農業生産法人㈲みやの

88 平成22年　1月 民　間 ㈱沖縄総合物産

89 平成22年　3月 民　間 東横イン

90 平成22年　3月 北中城村 北中城村

91 平成22年　3月 与那原町・西原町漁業協同組合

92 平成22年　4月 民　間 でいごホテル

93 平成22年　5月 宜野湾市 宜野湾市福寿園

94 平成22年　6月 民　間 民　間

95 平成22年　6月 陸上自衛隊那覇駐屯地 陸上自　知念分屯地

96 平成22年　9月 （株）沖縄バイタル ビーシー商事

97 平成22年10月 社会福祉法人わかば友の会 わかば保育園

98 平成22年10月 民　間 ビーシー商事

ホテル旭橋駅前店　温水ボイラー更新工事 温水ボイラ更新工事

北中城幼稚園・小学校プール改築工事(機械) 給排水衛生設備、空調設備工事

ひじき加工工場　殺菌器(圧力容器)改修工事 第一種圧力容器　改修工事

嘉数中学校自動水栓補修工事 配管改修工事

みやの甘しょ加工処理機器設置工事 蒸気ボイラ機器設備工事

バガス釜設置工事 第一種圧力容器　改修工事

仮)おもと天久の杜(総合病院)煙導工事 煙導製作設置工事

ホテル甲子園　温水ボイラ及び給湯配管取替工事 ボイラ機器設備更新工事

沖縄リハビリセンター温水ボイラー更新工事 温水ボイラ更新工事

総合農産加工施設建設工事(機械) ボイラ周辺機器工事

重油タンク更新と受入れ環境整備工事 貯油槽更新工事

沖縄ロイヤルゴルフクラブ　貯湯槽更新工事 貯湯槽更新工事

温水ボイラー及び給湯配管更新工事 ボイラ機器設備更新工事

学校給食共同調理場蒸気ボイラ更新工事 蒸気ボイラ他、機器設備更新工事

県営泡瀬団地立替工事(第1期・機械工事) 給排水衛生設備工事

生コンプラント　トンネル引き出しゲート製作設置 ホッパー製作設置工事

ボイラ機器自動軟水装置更新工事 ボイラ周辺機器更新工事

高温高圧蒸煮窯設置工事(製糖施設) 第一種圧力容器　改修工事

ボイラ室　貯湯槽修繕工事 貯湯槽修繕工事

クラウンホテル　温水ボイラー更新工事 温水ボイラ更新工事

保育園施設内　給湯機器更新工事 温水ボイラ更新工事

地下水加圧設備　機器更新工事 エアーコンプレッサー更新工事

ディサービス福寿園　温水ボイラ設備更新工事 ボイラ機器設備更新工事

エンジェルリップ　ボイラ・オイルタンク及び配管改修工事 ボイラ機器設備更新工事

クラウンホテル　貯湯槽更新工事 貯湯槽更新工事
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99 平成22年11月 社会福祉法人緑和会 障害支援施設　栄野比の里

100 平成22年11月 （株）前川製作所 ㈱りゅうせき

101 平成22年11月 社会福祉法人幸仁会 老人ホーム比謝川の里

102 平成22年11月 民　間 ㈱浜里不動産

103 平成22年12月 北中城村 北中城村

104 平成22年12月 民　間 沖縄コカコーラボトリング㈱

105 平成22年12月 （株）琉建工業 北谷町

106 平成23年　1月 （株）エノビ防災技研 宜野湾おもと園

107 平成23年　1月 （株）沖縄ダイケン 名護市

108 平成23年　1月 宜野湾市 宜野湾市

109 平成23年　3月 県下水道事務所 県下水道事務所

110 平成23年　3月 沖縄県 社会福祉事業団

111 平成23年　5月 沖縄県 障害支援施設　北嶺学園

112 平成23年　5月 （株）エノビ防災技研 民　間

113 平成23年　5月 沖縄県 県立北中城高等学校

114 平成23年　6月 沖縄県 県栽培漁業センター

115 平成23年　7月 沖縄県 県立中部病院

116 平成23年　8月 海上自衛隊 海上自衛隊那覇基地

117 平成23年　8月 沖縄県 県立石嶺児童園

118 平成23年　8月 民　間 ㈱青い海

119 平成24年　3月 沖縄市 沖縄市消防本部

120 平成27年5月 （株）沖縄銀行 (株)沖縄銀行

（株）沖縄多久プレハブ

                     加工センター

122 平成28年6月 与那原・西原漁業協同組合 与那原・西原漁業協同組合

123 平成29年2月 沖縄防衛局 沖縄防衛局

沖縄市消防本部　温水ボイラー取替工事 温水ボイラ更新工事

(株)沖縄銀行名護支店新築工事（機械設備） 衛生工事・換気工事一式

#900隊舎ボイラ設備換装工事 温水ボイラ更新工事

石嶺児童園調理棟ボイラー用燃料タンク取替工事 貯油槽更新工事

㈱青い海　工場　廃油タンク増設工事 廃油タンク製作設置工事

セミナーハウス煙導改修工事 煙導製作設置工事

真空ボイラー熱交換器取替修繕 温水ボイラ修繕工事

貯湯槽(1～2号機)熱交換器更新 ボイラ周辺機器更新工事

うるま婦人寮　温水ボイラー更新工事 温水ボイラ更新工事

温水ヘッダー及び給油管の更新工事 ボイラ周辺機器更新工事

キャスルマンション　温水ボイラー更新工事 温水ボイラ更新工事

比謝川の里 ボイラー取替工事 温水ボイラ更新工事

丸勝マンション温水ボイラー更新工事 温水ボイラ更新工事

北中城幼稚園防音工事(機械) 空調設備工事

栄野比の里 ボイラー取替工事 温水ボイラ更新工事

宮古島バイオメタノール生産施設建設工事 蒸気ボイラ機器設備工事

121 平成27年8月 中部徳州会病院 中部徳州会病院移転新築工事 ポンプユニット装置製作・組立

ひじき工場機器取替工事 設備機器取替・配管工事一式

普天間（２７）隊舎（１３０５）改修工事 空調・上下水・機械類改修工事

名護市B&G海洋センター給湯及び空調系統配管修繕工事 配管改修工事

真志喜中学校交舎増改築工事(機械設備第2工区) 給排水衛生設備、空調設備工事

宜野湾浄化センター第3係送風機棟建築機械設備工事M10 空調設備工事(換気設備)

蒸気ヘッダー製作更新工事 ボイラ周辺機器更新工事

ビーチタワー(ちゅらーゆ温泉)　ボイラー取替改修工事 温水ボイラ更新工事

宜野湾おもと園増改修工事(貯湯槽更新工事) 貯湯槽更新工事
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124 平成29年10月 株式会社サンプラント 米軍施設

125 平成30年3月 沖縄防衛局 沖縄防衛局

126 平成30年2月 北中城村 北中城村

127 平成30年5月 橋本産業株式会社 米軍施設

128 平成30年5月 株式会社おきさん 沖縄防衛局

129 平成30年5月 橋本産業株式会社 米軍施設

130 平成30年6月 アメリカンエンジニアリング 米軍施設

131 平成30年6月 NES Pacific合同会社 米軍施設

132 平成30年７月 北谷町教育委員会 北谷町

133 平成30年8月 高砂熱学工業㈱ 沖縄総合事務局

134 平成30年9月 大和観光開発㈱ 大和観光開発㈱

135 平成30年10月 MRO JAPAN㈱ MRO JAPAN㈱

136 平成30年10月 医療法人待望主会安立医院長 医療法人待望主会安立医院長

137 平成30年10月 結婚式場NBC 結婚式場NBC

138 平成30年10月 桐和空調設備（株） 沖縄防衛局 新設機械工事

139 平成30年11月 株式会社オカノ 読谷村 供給設備工事（LNG・窒素配管工事）

140 平成30年11月 海幸（うみさち） 北中城村

141 平成30年3月 沖縄三育中学校 名護市

142 平成30年3月 ㈱国際ビル産業 北中城村

143 平成30年11月 (有)ライブエンジニア 米軍施設

144 平成30年11月 株式会社おきさん 嘉手納町 防音機器復旧工事

145 平成30年12月 ヤシマ工業株式会社 沖縄防衛局

146 平成31年2月 株式会社　九電工 読谷村 都市ガス工事

147 平成31年3月 ㈱りゅうせきエネプロ 本部町

普天間（２９）教育施設（５５０）改修工事 空調・上下水・機械類改修工事

医療法人待望主会安立医院高架水槽等取替工事 高架水槽等取替工事

沖縄三育中学校男湯昭和温水ボイラ取替工事 温水ボイラ取替工事

シュワブ(H26)厚生施設（0510）新設衛生設備工事 新設衛生設備工事

ホテルモトブリゾート（本館）（別館）ボイラー設備更新工事（燃料切替による更新） ボイラー設備更新工事

N.B.C台風被害復旧工事（ボイラー煙突）

ロイヤルホテル沖縄残波LNG供給設備工事（LNG・窒素配管工事）

海水供給設備改良工事 海水供給設備改良工事

沖縄残波岬ロイヤルホテル都市ガス工事

KAB　№28＆№29テラル循環ポンプ取替工事

嘉手納小学校防音機器復旧工事

既設煙突撤去・新規煙突製作及び現場取付工事

給湯設備取替工事

循環ポンプ取替工事

キャンプキンザー内温水ボイラー・煙導制作・取付工事 ボイラ周辺機器更新工事

キャンプフォスターボイラー工事　他2件

嘉手納基地給湯機械整備工事

ハンセン(H28)工場（4001）新設機械工事

与那国（２８）駐屯地新設建築その他工事

嘉手納基地給湯機械整備工事

EMウェルネスリゾートコスタビスタ沖縄給湯機器取替工事

学校給食共同調理場ボイラー更新工事 ボイラ周辺機器更新工事

北谷町立学校給食センターボイラー室蒸気配管改修工事 ボイラー室蒸気配管改修工事

航空機整備基地新築工事（厨房事務室空調換気設備） 厨房事務室空調換気設備新築工事

沖縄ロイヤルゴルフクラブ給湯ボイラ更新工事 給湯ボイラ更新工事

キャンプフォスターボイラー工事　他13件

那覇空港際内連結ターミナル施設配管工事

給湯設備更新工事

換気設備等更新工事

給湯機械整備工事

設備機器取替・配管工事一式

設備機器取替・配管工事一式

連結ターミナル施設配管工事
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