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写真

手登根　明

　皆様のご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

〇建設会設立の背景等

　このような背景から、県農林水産部の関係者・関係団体等で検討した結果、独自に機能を有す
る団体として、平成 5 年 5 月に 120 社が加入し「沖縄県農林水産土木建設会」が設立されまし
た。

会 長 挨 拶

　本建設会は、会員の発展、地位向上、農
林水産土木工事の施工等に係る 技術力
の向上に努め、併せて関係機関との連携を
図り、農林水産業及び農山漁村の振興に
寄与することを目的として、設立しました。

　平成26年5月、当建設会のより一層の充実を図るため一般社団法人とし
て新たに出発しました。 その取り組みとして建設業者と建設コンサルタントと
の技術的な情報交流意見交換会等を行うことにより安全管理・品質管理
等のより一層の技術向上を図る目的で賛助会（会員は建設コンサルタント）
を設立しました。

　また、台風等の災害に備え沖縄総合事務局及び沖縄県と災害防止協
定を締結し農業用施設等の災害の拡大、未然防止に努めてまいります。

　令和も３年目を迎え、さらなる会員の発展、地位向上に努め、関係機関
と連携を緊密にして沖縄県の農林水産業の振興及び「誰でも住んでみた
い農山漁村の建設」を目指して共に頑張る所存あります。

　農林水産関係の事業は、農家、漁民等を受益者とし、我が国の食料の安定供給、農林水産業
の生産性の向上等が目的であることから、一般の土木工事と違い農林水産物の生産性の向上な
ど、専門性が求められること。

　さらに沖縄の独特の亜熱帯性気候や土壌条件等が本土と異なることから、それらに対応した設
計・施工技術が求められていること。

　県では、昭和 47 年 5 月の本土復帰後、公共事業が急速に増加し、それに伴い施工技術力や
設計等が追いつかず、赤土流出等が発生し社会問題化したこと。

　農地からの赤土等の流出は、水産業、観光業に多大な影響を及ぼし農林水産関係基盤整備の
設計・施工においても深刻な課題となったこと。

　一方、他府県においては、農林水産関係基盤事業等の円滑推進の支援のため、類似の組織を
早い段階から設立して地域や関係行政機関と連携して活動していること。
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写真

玉城　貢

　　　○亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備

　　　○多面的機能を生かした農山漁村の活性化　

　　　○環境と調和した農林水産業の推進

〇賛助会設立の背景等

①

②

③

④

⑤

⑥

上記目的に賛同する、建設コンサルタントで一定の条件に基づき賛助会員となります。

　県農林水産部などから委託業務の指名において、技術士・RCCM・農業土木技術管理士等
の専門分野の人数等が分からず、問い合わせがあることから、建設コンサルタント側で正確
な技術者資格名簿を発注者側に参考資料として提示する必要があったこと。

賛 助 会 長 挨 拶

　賛助会は、本建設会員相互の技術交
流、意見交換の場を提供し、農林水産施
設のより一層の安全性、経済性等の向上を
図ると共に、農林水産土木関係の専門の
建設コンサルタントとして技術並びに資質向
上に努める事を目的として平成27年2月に
設立しました。

　これまで本建設会の諸活動に対し沖縄総合事務局、沖縄県農林水産
部、市町村並びに関係団体には、ご理解とご協力を賜り心から厚く感謝申
し上げます。

　同様に賛助会の諸活動においても、国・県・市町村等と連携を図り、沖
縄振興計画の大きな柱であります。

　等の計画・設計業務に貢献するとともに、「誰でも住んでみたい農山漁村
の建設」を目指した活動や地域貢献活動を展開し、会の充実を図っていく
所存であります。

　関係各位並びに会員のご指導とご支援をお願い申し上げるとともに、皆
様のご活躍を祈念申し上げます。

　設計と施工の目的物は同じでありながら、これまで建設コンサルタントと建設業者との意見
交換、情報交流はほとんどない状況であること。

　発注者側と建設コンサルタントとの意見交換、情報交流など十分とは言えない状況である。
県農林水産部に対しコンサルタントから委託業務等について建設的な意見や要望はするけ
ど、組織的でないため十分に反映されにくかったこと。

　沖縄独特の亜熱帯性気候、地質、海象など本土と異なった現場・設計条件等があり技術の
習得、研鑽が必要であること。

　本土復帰約40年たった今、整備された施設の延命など再整備が多くなることから、より一層
の技術力が求められていること。

　団塊世代の退職で技術職員の減少や技術の継承が十分でないことから、県内のコンサルタ
ントの更なる技術向上や資質向上が必要であること。
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１．当建設会の事業内容

（１） 農林水産業及び農山漁村の振興に関すること

（２） 会員の道義高揚と融和促進

（３） 農林水産土木事業推進に関する関係団体への要請・陳情

（４） 農林水産土木に関する技術研修、情報提供に関すること

（５） 関係団体との連絡・協議による情報取得に関すること

（６） 農林水産基盤施設に係る維持管理、災害緊急時のボランティア活動に関すること

（７） 農林水産基盤に係る関係団体との連絡・調整に関すること

（８） その他、本建設会の目的を達成するために必要な事業

２．会員の概要

○ 令和３年４月末時点

正会員 124 社 賛助会員

○ 令和４年４月末時点

正会員 126 社 賛助会員

入会 4 社 入会

退会 2 社 退会

等級及び圏域別　正会員数内訳表

北部 中部 南部 宮古 八重山

5 16 19 0 1

5 4 7 42 19

0 0 3 0 5

10 20 29 42 25

圏域別　賛助会員数内訳表

0 3 7 6 5

○ 正会員の入会及び退会状況

【入会企業】 ① ㈲マル井建設（北部地区） R3.6月

４　社 ② ㈲久吉組（宮古地区） R3.6月

③ ㈲宮古電水土木(宮古地区) R3.7月

④ ㈱栄三建設（八重山地区） R3.10月

【退会企業】 ① ㈱美善建設（中部地区） R3.9月

２　社 ② ㈱新里土木（宮古地区） R4.3月

○ 賛助会員の入会及び退会状況

【入会企業】 なし

【退会企業】 なし

合計 21

合計 126

特A 41

A 77

BまたはC 8

21 社

21 社

0 社

0 社

区分（県等級） 合計
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３．令和３年度活動報告

(1) 第２８回定時総会

日時： 令和３年６月１６日（水）　１５：３０～１６：３０

場所： パシフィックホテル沖縄２F

議事： 第１号議案 令和２年度事業報告並びに同収支決算の承認について

第２号議案

第３号議案 役員の選任（一部退任による補充）について

手登根会長挨拶 議長：手登根会長 長田副会長開会の挨拶

監査報告：内間代表監事 仲程　新副会長閉会の挨拶

○ 監事監査

日時： 令和３年５月17日（月）　　１１：００～１２：００

場所： 農林水産土木建設会　事務所内

監査内容： 令和２年度事業報告及び収支決算書、財産目録等について

監事： 内間　司（代表監事）、野浦　薰（監事）

波平税理士（立会）

令和３年度事業計画(案)並びに同収支予算(案)の承認につ
いて
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(2) 理事会

○ 第１回理事会 日時： 令和３年6月4日(金)

場所：

議題１． 第２８回定時総会の附議する議案について

① 令和２年度事業報告並びに同収支決算の承認について

②

③ 役員の選任（一部）について

議題２． 新規会員の加入について

㈲マル井建設（北部地区）

㈲久吉組（宮古地区）

議題２． 「地区活動費運用規定（仮称）」の新設について

○ 第２回理事会 日時： 令和３年6月16日(水)

場所：

議題１． 副会長の選定について（欠員補充）

○ 第３回理事会 日時： 令和３年7月14日(水)～7月26日（月）

場所：

※　決議があったものと見なされる日　7月26日(月)

議題１． 会員加入の承認について

㈲宮古電水土木（宮古地区）

○ 第４回理事会 日時： 令和３年10月18日(月)～10月29日（金）

場所：

※　決議があったものと見なされる日　10月29日（金）

議題１． 会員加入の承認について

㈱栄三建設（八重山地区）

書面決議による

書面決議による

沖縄建設労働者研修福祉センター３F

令和３年度事業計画(案)並びに同収支予算(案)の承認につ
いて

パシフィックホテル沖縄２F
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○ 第５回理事会 日時： 令和４年４月12日(木)

場所：

議題Ⅰ．第２９回定時総会の日程について

議題Ⅱ．令和４年度（暫定）事業計画(案)及び予算(案)について

議題Ⅲ．要請活動について

議題Ⅳ．役員の選任について（任期満了に伴う）

報告事項

(3) 検討会・意見交換会

○ 令和３年度　第１回農業農村整備事業業務改善検討会

日時： 令和３年12月23日（木）

場所： 県庁９階第４会議室

参加者： 県農地農村整備課　他関係各課・所

土改連、賛助会、農土事業協会、建コン

○ 令和３年度　第１回農業農村整備事業技術検討会

日時： 令和３年12月23日（木）

場所： 県庁９階第４会議室

参加者： 県農地農村整備課　他関係各課・所

土改連、賛助会、農土事業協会、建コン

沖縄建設労働者研修福祉センター
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(4) 要請活動

主な要請内容

Ⅰ 当建設会会員の評価及び活用について

Ⅱ 公共工事の品質確保について

入札要件の緩和について

発注や施工時期等の平準化について

Ⅲ 令和４年度の予算の増額について

Ⅳ 今後の農林水産基盤整備の推進について

Ⅳ 賛助会(建設コンサル)の要望事項

｛要請先｝ 　　　　　                 

日時： 令和３年５月１８日(火)

日時： 令和３年５月１９日(水)

県北部農林水産振興センター・中部農林土木事務所

日時： 令和２年５月２４日(水)付　

建設会発第３号により要請書の郵送による対応

宮古・八重山県域の国・県・市・土地改良区

要請者： （一社）沖縄県農林水産土木建設会長及び賛助会長

【敬称省略】

○ 沖縄総合事務局農林水産部長 玉原　雅史

○ 沖縄総合事務局土地改良総合事務所長 横田　憲一郎

○ 沖縄総合事務局宮古伊良部農業水利事業所長 當銘　俊明

○ 沖縄総合事務局石垣島農業水利事業所 三浦　弘喜

○ 沖縄県農林水産部長 崎原　盛光

○ 沖縄県北部農林水産振興センター 桃原　聡

○ 沖縄県宮古農林水産振興センター 砂川　喜信

○ 沖縄県八重山農林水産振興センター 平田　功

○ 沖縄県中部農林土木事務所 宮城　靖

○ 沖縄県南部農林土木事務所 新垣　善則

○ 宮古島市長 座喜味　一幸

○ 石垣市長 中山　義隆

○ 石垣島土地改良区理事長 中山　義隆

沖縄総合事務局農林水産部・土地改良総合事務所・沖縄県農林水産
部・南部農林土木事務所
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(5) 行政機関及び各団体との連携

1) 海岸清掃活動

○ 令和３年11月19日(金)

南部農林土木事務所主催の海岸清掃活動：南城市佐敷海岸

参加人数 約600人（うち、当会参加者－人）

＜写真＞

＜開会式＞ （左から）県南部農林土木事務所新垣所長、南城市瑞慶覧市長、作業の説明

作業状況 作業状況（軽石の除去）

ゴミの集積状況 軽石の集積状況
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○ 令和３年11月30日(火)

中部農林土木事務所主催の海岸清掃活動：うるま市与那城照間海岸

参加人数314人（うち、当会参加者－人）

＜写真＞

↑受付　　↓清掃区域 中部農林土木事務所　宮城所長 ↑　開会式

　　　　作業状況 集積状況

○ 令和３年11月11日(木)

八重山農林水産振興センター主催の海岸清掃活動：石垣市嘉良岳海岸

参加人数137人（うち、当会参加者 - 人）
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2) その他ボランティア活動

○ 令和３年11月16日(火)

八重山家畜保健衛生所主催の特定家畜伝染病実働演習：八重山合同庁舎

会員6名参加

○ 令和３年7月5日～8月8日

場　所： 本部町辺名地

施設名： 県営農地保全整備事業辺名地地区の６号、６－１号水兼農道

被害の要因： 令和３年６月２９日の豪雨

最大日雨量１９４．０mm　最大時間雨量６６．５mm

応急対策業務の内容：

① 農道法面の崩壊箇所の復旧・種子吹付

② 農道上の崩落土砂の撤去・処分

対応者： (株)東開発　代表取締役　仲泊栄次

○ 令和３年１２月２４日～

場　所： 辺土名漁港・安田漁港・港川漁港

施設名： 漁港施設

被害の要因： 軽石等の漁港への漂着

応急対策業務の内容：

① 軽石の生分を分析し農業用資材での活用方法の提案

対応者： (株)田幸技建コンサルタント

○ 令和４年１月２１日～

場　所： 宮古農林水産振興センター所管の農地海岸

施設名： 農地海岸

被害の要因： 軽石等の海岸への漂着

応急対策業務の内容：

① 軽石等の除去作業

対応者： (株)丸玄建設・丸良建設(株)・(株)沖満土建ＪＶ

沖縄県と締結した「農地・農業用施設等における災害時の応急対策に関する協
定」に基づく対応

沖縄県と締結した「漁港漁場施設等における災害及び事故発生時の調査測量
設計業務等の実施に関する協定」に基づく対応

沖縄県と締結した「農地・農業用施設等における災害時の応急対策に関する協
定」に基づく対応
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3) 令和３年度沖縄県農林水産部優良建設業者表彰(会員関係)

【知事及び部長表彰式】

令和３年７月２７日(火)　

※　緊急事態宣言発令中につき表彰式は開催せず（郵送にて対応）

【知事表彰】

① 優良建設業者　 宮嶋建設(株) 代表取締役 黒島　昭正

優良技術者 同上 監理技術者 下地　竹則

真良瀬嶺地区ほ場整備工事(R1-3)

② 優良建設業者　 共和産業(株) 代表取締役 武富　和裕

優良技術者 同上 現場代理人 友利　太羅

糸満漁港（南地区）第５防波堤機能保全工事(R2)

③ 優良建設業者　 (株)内間土建 代表取締役 内間　司

優良技術者 同上 現場代理人 永吉　康史

阿嘉漁港ブロック製作及び航路浚渫工事(R2)

④ 優良建設業者　 (株)照屋土建 代表取締役 照屋　正人

優良技術者 同上 監理技術者 儀間　謙勇

平成30年度（補正）志喜屋緊急予防治山工事

【部長表彰】

① 優良建設業者　 勝建設(株) 代表取締役 上地　健司

優良技術者 同上 監理技術者 與那覇　好廣

上区西地区畑地かんがい施設工事(R1-4)

② 優良建設業者　 (株)屋部土建 代表取締役 津波　達也

優良技術者 同上 監理技術者 比嘉　光弘

安田・宜名真漁港施設整備工事(R2)

③ 優良建設業者　 (株)沖縄土木 代表取締役 当山　喜一郎

優良技術者 同上 主任技術者 西原　一徳

石垣漁港第１５突堤・道路護岸(3)ブロック制作工事(R2)
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【北部農林水産振興センター所長表彰式】

令和３年８月１６日(月)　

※　緊急事態宣言発令中につき表彰式は開催せず（郵送にて対応）

① 優良建設業者　 (株)東開発 代表取締役社長 仲泊　栄次

優良技術者 (株)東開発 監理技術者 當銘　忍

伊是名漁港（勢理客地区） -5.0m 泊地浚渫工事(R2)

【中部農林土木事務所長表彰】

当建設会受賞業者なし

【南部農林土木事務所長表彰式】

令和３年９月８日(水)

※　緊急事態宣言発令中につき表彰式は開催せず（郵送にて対応）

① 優良建設業者　 (株)丸憲 代表取締役 末吉　繁政

優良技術者 (株)丸憲 監理技術者 當山　伸

南大東漁港第２防波堤法面被覆工事(H31-1)

② 優良建設業者　 共和産業(株) JV代表者 武富　和裕

(株)伸和 　JV

優良技術者 共和産業(株) 監理技術者 長田　秀樹

(株)伸和　JV 主任技術者 知花　久

渡名喜漁港第２・第３沖防波堤工事(R2)
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【宮古農林水産振興センター所長表彰式】

令和３年９月８日(水)

① 優良建設業者　 大成土建(株) 代表取締役社長 砂川　昌則

優良技術者 大成土建(株) 監理技術者 平良　　誠

真良瀬嶺地区ほ場整備工事(R2-1)

② 優良建設業者　 丸良建設(株) 代表取締役社長 平良　正樹

優良技術者 丸良建設(株) 監理技術者 池間　典生

ウヅラ嶺地区ほ場整備工事(R2-1)

③ 優良建設業者　 (株)南西建設 代表取締役社長 与那城　敏

優良技術者 (株)南西建設 監理技術者 與那覇　博克

ウヅラ嶺地区ほ場整備工事(R2-2)

④ 優良建設業者　 (株)ダイユウ建設 代表取締役社長 下地　勇榮

優良技術者 (株)ダイユウ建設 監理技術者 下地　勇一

増原地区畑地かんがい施設工事(R1-4)

【八重山農林水産振興センター所長表彰式】

令和３年１１月９日(火)

① 優良建設業者　 (有)國光建設 代表取締役社長 新里　一支

優良技術者 (有)國光建設 主任技術者 新里　建支

大浜地区畑地かんがい施設整備工事(H31-1)

※県知事賞受賞（宮嶋建設）・砂川所
長・県農林水産部長賞（勝建設）

受賞者集合（前列左から４番目は県宮古農林水産振興セン
ター砂川所長、１番目は平良農林水産整備課長）
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② 優良建設業者　 (株)沖縄土木 代表取締役社長 当山　喜一郎

優良技術者 (株)沖縄土木 主任技術者 安里　憲昭

南帆安地区ほ場整備工事(H31)

國光建設 新里一支氏 　　國光建設 新里建支氏

沖縄土木 当山喜一郎氏 沖縄土木 安里憲昭氏

【沖縄総合事務局農林水産部　2021年度農業農村整備事業優良工事等表彰】

優良工事・業務部門

① （有）兼久建設

地域貢献活動部門

② 南西開発(株)

【林野庁長官賞　令和３年度治山・林道コンクール】

① (株)照屋土建　　代表取締役　照屋　正人

　国営事業石垣島地区で現場周辺の清掃活動や耕作放棄地の整地、児
童・生徒を対象とした体験見学会の実施等

　平成３０年度志喜屋緊急予防治山工事の施工について

前列左より(國光建設)新里一支
氏、(〃)新里建支氏、(沖縄土木)
当山氏、(〃)安里氏、後列左より
八重山農林水産振興センター平
田所長、農林水産整備課大城課
長

　令和２年度石垣島農業水利事業石垣北部送水路伊野田南（その１）工
事
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(6) 情報提供

○ 国・県等行政機関

・

・

・ 沖縄県建設業Safe-Work運動 平成30年5月22日～令和4年度末までの間

・ 雇用に関する相談窓口の案内（グッジョブ相談ステーション）9月吉日

・

・

○ その他関係機関

・

　7/2～2/10　随時

・ 「建設業向け無料相談窓口」の案内　(6/14)

・ 令和４年新年号農林特集等広告掲載（沖縄建設新聞）

○ その他の取り組み

・

特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技術講習の案内(宮古労働基準監
督署) 9/21

第１回～第１１回沖縄建設業セミナー開催について（沖縄県中小企業診断士協
会）

　国及び県が発注する農林水産基盤整備関係の「工事」・「委託業務」の設計積
算資料について、関係機関に対して開示請求を行い、情報の蓄積を図るととも
に、会員への情報提供を行っている。

「土壌保全の日(6/2)」に関する新聞広告搭載（沖縄県農林水産部） 6/2

沖縄県建設業Safe-Work運動統括会議の協議結果報告(沖縄労働局労働基準
部) 9/13

沖縄県雇用継続助成金の案内（県商工労働部雇用政策課・グッジョブ相談ス
テーション）9月吉日
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（7） 令和３年度研修会

　会員の技術向上を目的に研修会を各地域にて実施致しました。

令和３年度　研修会参加人数　集計表

(人) (人)

★ 1 中止 (96) 8

2 60 (67) 7

3 31 (36) 8

4 21 (23) 9

5 47 (73) 7

★ 6 中止 (75) 8

7 中止 (31) 8

☆ 見送り

☆ 見送り

159 (401) 55

★

☆ 　コロナウイルス感染症拡大の影響を受け開催を見送る。

※ 令和２年度　実績（農林水産土木建設会主催の研修会のみ）

211 (276)

※ 令和元年度　実績（農林水産土木建設会主催の研修会のみ）

421 (554)

※ 平成30年度　実績（農林水産土木建設会主催の研修会のみ）

518 (633)

※ 平成29年度　実績（農林水産土木建設会主催の研修会のみ）

482 (607)

研修日 研修会名
参加者 申込者 演題数 NN工学

会CPD

施工

管理

CPDS

JCCA

CPDS

2021/8/19 本島地域夏期 7 7 6.66

　また、(公社)農業農村工学会＜CPD＞、(一社)全国土木施工管理技士会連合＜
CPDS＞、(一社)建設コンサルタント協会＜JCCA＞　にそれぞれ申請し単位取得を行
いました。

　講師につきましては、内閣府沖縄総合事務局農林水産部、同総務部公正取引室、
沖縄労働局、各労働基準監督署、沖縄県農林水産部、各保健所、沖縄県土地改良事
業団体連合会の職員、各種関連企業・団体および当建設会会員、賛助会会員の皆さ
まにご協力を頂きました。

取得単位

2021/9/16～9/17 宮古地域第１回 8 8 7.16

2021/10/7～10/8 八重山地域第１回 8 8 7.16

2021/11/1 北部地域 7 7 6.66

2021/11/26 本島地域冬期 7 7 6.49

2022/1/13～1/14 宮古地域第2回 8 8 7.00

2022/1/27～1/28 八重山地域第２回 8 8 7.32

北大東地域第１回

北大東地域第２回

　コロナウイルス感染症拡大により県緊急事態宣言（または蔓延防止等重点措置の適用）を受け中止と
する。

合 計 ５回 36 35 27.14

合 計 （※は含まない） 53 53 48.45

合 計 ８回 58 58 46.32

合 計 ９回 64 65 60.93

合 計 ９回 66 71 57.63
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【沖縄本島夏期研修会】 日時： 令和３年８月１９日（木）

場所： 沖縄産業支援センター１階大ホール

① 工事の成果品質確保対策について～公共工事品質確保の取り組み～

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　技術審査官　　 秋山　英和

② 建設業における労働災害防止等について

沖縄労働局労働基準部健康安全課　産業安全専門官 玉那覇　勝

③ 沖縄の地質と地下水の農業利用～地下ダム建設の技術～

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　企画指導官　　 岡庭　信幸

④ 農地・農業用施設等における災害協定に係る応急対策（施工）の実施について

沖縄県農地農村整備課農村整備班　主任 川満　匠

⑤ 独禁法・下請法の概要と違反事例～建設業者の留意点～

沖縄総合事務局総務部公正取引室　室長 藤岡　賢史

⑥ 漁港漁場施設等における災害及び事故発生時の調査測量設計業務等に関する協定について

沖縄県漁港漁場課整備班　班長 与儀　亮

⑦ 農業農村整備事業における土木工事共通仕様書について

沖縄県農地農村整備課技術企画班　主任 尾本　円武

⑧ プレキャストコンクリート製品の紹介～プレキャストコンクリート製品のより良い施工のために～

沖縄県コンクリート二次製品協同組合 金城　隆之

★ コロナウイルス感染症拡大による県緊急事態宣言を受け中止とする。

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：
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【宮古地域第１回研修会】 日時： 令和３年９月１６日（木）～１７日（金）

場所： 沖縄県宮古合同庁舎２階講堂

① 建設業における労働災害防止対策について

宮古労働基準監督署労災・安衛課　課長 佐喜真　芳弘

② 強い農業を目指す農用地整備の設計と施工について

沖縄県宮古農林水産振興センター農林水産整備課　課長 平良　和彦

③ 独禁法と下請法の概要と違反事例～建設業者の留意点について～

内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室　室長 藤岡　賢司

④ 国営工事の入札説明書等にかかる提出資料の評価について

沖縄総合事務局宮古伊良部農業水利事業所　工事第一課長　 比嘉　真一郎

⑤ 失敗から学ぶ～土地改良工事におけるトラブル対応事例の紹介～

沖縄県宮古農林水産振興センター農林水産整備課　班長 佐久本　洋司

⑥ 工事事故を防ぐために　／　直轄工事で発生した工事事故事例

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　技術審査官　　 秋山　英和

⑦ 沖縄の地質と地下水の農業利用～地下ダム建設の技術～

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　企画指導官　 岡庭　信幸

※　上記③・⑥・⑦については、当会事務局長により代理講演（コロナウイルスの感染状況を考慮）

① ②

↑研修状況↓

④ ⑤

③・⑥・⑦（代理）

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：
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【八重山地域第１回研修会】 日時： 令和３年１０月７日（木）～８日（金）

場所： 沖縄県八重山合同庁舎２階講堂

① 独禁法と下請法の概要と違反事例～建設業者の留意点について～

内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室　室長 藤岡　賢司

② 工事事故を防ぐために　／　直轄工事で発生した工事事故事例

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　技術審査官　　 秋山　英和

③ 沖縄の地質と地下水の農業利用～地下ダム建設の技術～

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　企画指導官　 岡庭　信幸

④ 工事現場における安全衛生管理について

八重山労働基準監督署安全衛生課　監督官 田村　鶴貴

⑤ 八重山圏域における農林水産基盤整備工事の施工に関する留意点について

沖縄県八重山農林水産振興センター農林水産整備課　課長 大城　厚司

⑥ 国営事業所における入札契約制度のついて

沖縄総合事務局石垣島農業水利事業所工事課長　 榊原　千里

⑦ 強い農業を目指す農用地整備の設計と施工について

沖縄県八重山農林水産振興センター農林水産整備課　班長 野原　孝則

⑧ 農業土木への土質調査の利用

(株)南城技術開発　取締役調査計画部長 井上　英将

⑤ ⑥　　⑦ ⑧

←研修状況→

講師：

演題：

講師：

演題：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

① ② ③

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

④
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【北部地域研修会】 日時： 令和３年１１月１日（月）

場所： 名護市北部会館

① 特定家畜伝染病発生時における埋却作業～土木的対応の留意点について

沖縄県北部家畜保健衛生所　主任技師 宮良　あゆみ

② 工事現場における安全衛生管理について

名護労働基準監督署監督・安衛課　労働基準監督官 上地　勝平

③ 独禁法と下請法の概要と違反事例～建設業者の留意点について～

内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室　室長 藤岡　賢司

④ 漁港漁場施設等における災害及び事故発生時の調査測量設計業務等に関する協定について

沖縄県漁港漁場課整備班　班長 与儀　亮

⑤ 沖縄の地質と地下水の農業利用～地下ダム建設の技術～

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　企画指導官　 岡庭　信幸

⑥ 入札・契約に関する事務手続き　／　工事事故を防ぐために

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　技術審査官　　 秋山　英和

⑦ 農業農村整備事業における土木工事共通仕様書について

沖縄県農林水産部農地農村整備課技術企画班　主任　 尾本　円武

⑧ 農地・農業用施設等における災害協定に係る応急対策（施工）の実施について

沖縄県農林水産部農地農村整備課農村整備班　主任　 川満　匠

⑨ 赤土等流出防止の留意点について～土地改良工事を行うにあたって～

沖縄県保健医療部北部保健所生活環境班環境保全グループ主任技師 知名　光太郎

研修状況 ① ② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：
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【沖縄本島冬期研修会】 日時： 令和３年１１月２６日（金）

場所： 沖縄産業支援センター１階大ホール

① 南部農林土木事務所管内における農業農村整備の展開と課題

沖縄県南部農林土木事務所　所長 新垣　善則

② 建設業における労働災害防止等について

沖縄労働局労働基準部健康安全課　産業安全専門官 玉那覇　勝

③ 独禁法・下請法の概要と違反事例～建設業者の留意点～

沖縄総合事務局総務部公正取引室　室長 藤岡　賢史

④ 特定家畜伝染病発生時における埋却作業～土木的対応の留意点について

沖縄県中央家畜保健衛生所防疫企画班　主任技師 後藤　紀子

⑤ 沖縄の地質と地下水の農業利用～地下ダム建設の技術～

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　企画指導官　　 岡庭　信幸

⑥ 入札・契約に関する事務手続き　／　工事事故を防ぐために

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　技術審査官　　 秋山　英和

⑦ 農業土木事業における施工技術の変遷～沖縄県の土地改良事業の変遷～

アジアプランニング㈱　執行役員 本原　康太郎

研修状況

←研修状況→

⑥ 研修状況 ⑦

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

① ②

演題：

講師：

演題：

講師：

③ ④ ⑤
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【宮古地域第２回研修会】 日時： 令和４年１月１３日（木）～１４日（金）

場所： 沖縄県宮古合同庁舎２階講堂

① 工事成績等評定について～直轄工事の施工にあたっての留意点～

沖縄総合事務局宮古伊良部農業水利事業所工事第二課長　 坂口　隆雄

② 独禁法・下請法の概要と違反事例～建設業者の留意点～

沖縄総合事務局総務部公正取引室　室長 藤岡　賢史

③ 沖縄の地質と地下水の農業利用～地下ダム建設の技術～

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　企画指導官　 岡庭　信幸

④ 建設業の安全対策について

宮古労働基準監督署労災・安衛課　課長 佐喜真　芳弘

⑤ 強い農業を目指す農用地整備の設計と施工について～PARTⅡ

沖縄県宮古農林水産振興センター農林水産整備課　課長 平良　和彦

⑥ 工事事故を防ぐために　／　直轄工事で発生した工事事故事例

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　技術審査官　　 秋山　英和

⑦ 特定家畜伝染病発生時における防疫対応（土木的対応）について

沖縄県宮古家畜保健衛生所　主任 庄野　雪菜

⑧ 農業土木事業における施工技術の変遷～沖縄県の土地改良事業の変遷～

アジアプランニング㈱　執行役員 本原　康太郎

★ コロナウイルス感染症拡大による蔓延防止等重点措置（感染者数も過去最多

を更新）の適用を受け中止とする。

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：
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【八重山地域第２回研修会】 日時： 令和４年１月２７日（木）～２８日（金）

場所： 沖縄県八重山合同庁舎２階講堂

① 工事事故を防ぐために～直轄工事で発生した工事事故より～

沖縄総合事務局石垣島農業水利事業所　工事課長 榊原　千里

② 工事の施工効率向上対策について／会計実地検査について

内閣府沖縄総合事務局農村振興課　技術審査官　　 秋山　英和

③ 特定家畜伝染病発生時における防疫対応（土木的対応）について

沖縄県八重山家畜保健衛生所　主任 泉　里奈

④ 農業農村整備事業におけるＳＤＧｓの取組（仮称）

(株)大知企画コンサルタント技術部長（技術士） 大村　学

⑤ 赤土等流出防止の留意点について～土地改良事業における対策～

沖縄県保健医療部八重山保健所生活環境班　主任 五十嵐　洋一

⑥ 建設業における労働災害防止対策について

八重山労働基準監督署安全衛生課　監督官 田村　鶴貴

⑦ 土層改良事業の意義～よりよいほ場整備のために～

沖縄土壌医の会　会長（農学博士） 宮丸　直子

⑧ 農業土木事業における施工技術の変遷～沖縄県の土地改良事業の変遷～

アジアプランニング㈱　執行役員 本原　康太郎

講師：

演題：

講師：

演題：

★ コロナウイルス感染症拡大による蔓延防止等重点措置（感染者数も過去最多

を更新）の適用を受け中止とする。

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

講師：

演題：

講師：

演題：

講師：

演題：
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【北大東地域第１回研修会】 日時： 見送り

場所： 北大東村ハマユウ荘

【北大東地域第２回研修会】 日時： 見送り

場所： 北大東村ハマユウ荘

☆ コロナウイルス感染症拡大による小規模離島への影響を考慮し

開催を見送る。
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（8） 賛助会の活動

○ 第８回賛助会定時総会

日時：令和３年６月１６日（水）

場所：パシフィックホテル沖縄２F

玉城賛助会長挨拶 議長：玉城賛助会長 城間副会長の開会挨拶

高嶺副会長の閉会挨拶

○ 監事監査

日時：令和２年5月14日（金）

場所：沖縄県農林水産土木建設会

○ 第１回運営委員会 日時： 令和３年6月1日(火)

場所：

議題１． 賛助会第８回定時総会の附議する議案について

○ 第２回運営委員会 日時： 令和３年6月16(水)

場所：

議題１． 賛助会会長・副会長・監事の選定について

沖縄建設労働者福祉センター２階会議室

パシフィックホテル沖縄２F
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○ 第３回運営委員会 日時： 令和３年9月15日(水)

場所：

議題１．

○ 第４回運営委員会 日時： 令和3年4月13日(火)　

場所：

議題Ⅰ．第８回定時総会の日程について

議題Ⅱ．令和３年度（暫定）事業計画(案)及び予算(案)について

議題Ⅲ．要請活動について

議題Ⅳ．役員改選について

議題Ⅴ．賛助会における災害協定締結について

＜写真＞

運営委員会

　　　　　　　　

○ その他取組　⇒　主なものは、本文（Ｐ．８～Ｐ．１２）に記載済み

○ 令和３年度　第１回農業農村整備事業業務改善検討会

日時：令和３年12月23日（木）

場所：県庁９階第４会議室

参加者： 県農地農村整備課　他関係各課・所

土改連、賛助会、農土事業協会、建コン

○ 令和３年度　第１回農業農村整備事業技術検討会

日時：令和３年12月23日（木）

場所：県庁９階第４会議室

参加者： 県農地農村整備課　他関係各課・所

土改連、賛助会、農土事業協会、建コン

　令和２年度要請活動については、コロナウイルスによる影響を受け対面での
要請を行わず、書面を郵送することで対応した。また関係機関への新年挨拶廻
りについても、規模を縮小して三役及び事務局にて実施しました。

ＷＥＢ会議による

令和３年度農業農村整備事業業務改善検討会への提案事項につい
て（県農地農村整備課に提出する事項の検討）

沖縄建設労働者研修福祉センター
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【参考資料】

Ⅰ．正会員名簿 126 社 （令和4年5月1日現在）　　

会社名 役員名 郵便番号 電話 FAX

1 ㈱富士建設 手登根　明 901-2213 宜野湾市 字志真志4-2-2 098-898-4889 098-898-3006

2 ㈱丸玄建設 長田　幸夫 906-0013 宮古島市 平良字下里637-2 0980-72-8864 0980-73-4624

3 仲程土建㈱ 仲程　俊郎 904-1303 宜野座村 字惣慶1771-9 098-968-8888 098-968-5456

4 ㈱東開発 仲泊　栄次 905-0006 名護市 字宇茂佐1703-33 0980-52-4587 0980-53-6508

5 ㈱屋部土建 名嘉　康悟 905-0014 名護市 港2-6-5 0980-53-2227 0980-53-5530

6 ㈱仲本工業 仲本　豊 904-2153 沖縄市 字美里6-5-1 098-938-8086 098-939-1347

7 ㈱喜屋武建設 喜屋武　一仁 901-2132 浦添市 伊祖1-12-6 098-876-3511 098-876-1526

8 ㈱佐平建設 佐平　八十男 901-0152 那覇市 小禄5-13-1 098-851-8352 098-851-8353

9 ㈱大米建設 本田　雅則 901-0145 那覇市 高良3-1-1 098-975-9090 098-859-8817

10 ㈱豊神建設 上原　進 901-0205 豊見城市 字根差部724-4 098-850-5630 098-850-8892

11 丸良建設㈱ 平良　正樹 906-0006 宮古島市 平良字西仲宗根456 0980-72-2093 0980-72-7080

12 ㈲砂川興業 砂川　健 907-0002 石垣市 字真栄里257-10 0980-82-7652 0980-82-0050

13 ㈱新友建設 友利　清雄 907-0002 石垣市 字真栄里375-9 0980-82-1411 0980-82-0072

14 － 玉城　肇 901-2131 浦添市 牧港5-6-8 098-874-3480 098-874-3470

1 ㈱内間土建 内間　司 901-2132 浦添市 伊祖2-5-2 098-879-3481 098-879-7000

2 ㈱共洋土建 野浦　薫 900-0002 那覇市 曙1-2－5　グレースマン
ション2－A

098-861-3555 098-861-3482

10社

会社名 代表者氏名 郵便番号 電話 FAX

1 A ㈲安護建設工業 安護　宗成 905‐0211 本部町 字東119 0980-47-2894 0980-47-5944

2 A 沖建㈾ 内間　明 905-0228 本部町 字伊野波598-1 0980-47-5576 0980-47-4681

3 特A 仲程土建㈱ 仲程　俊郎 904-1303 宜野座村 字惣慶1771-9 098-968-8888 098-968-5456

4 特A ㈱東開発 仲泊　栄次 905-0006 名護市 字宇茂佐1703-33 0980-52-4587 0980-53-6508

5 A ㈲マル井建設 伊波　邦夫 905-0007 名護市 字屋部701-1 0980-52-1996 0980-53-1688

6 特A ㈱丸孝組 前田　孝明 905-1303 大宜味村 字喜如嘉1117-1 0980-44-3510 0980-44-3247

7 特A ㈱丸政工務店 上原　惠子 904-1202 金武町 字伊芸2000−2 098-968-2631 098-968-3322

8 A ㈲宮松建設 宮城　辰雄 905-1147 名護市 字田井等435 0980-58-2336 0980-58-1533

9 特A ㈱屋部土建 津波　達也 905-0014 名護市 港2-6-5 0980-53-2227 0980-53-5530

10 A ㈲良和組 平良　學 905-0211 本部町 字東326-1 0980-47-3733 0980-47-6197

※ 県格付等級は土木

【役員名簿】　理事１４名　監事２名

北

 

部

 

地

 

区

住      所

（名護市・国頭村・大宜味村・東村・本部町・今帰仁村・恩納村・宜野座村・金武町・伊江村・伊是名

村・伊平屋村 １２市町村）
北部地区

県格付

住      所

会　長

副会長

副会長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

監　事

理　事

理　事

理　事

専務理事

監　事
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20社

会社名 代表者氏名 郵便番号 電話 FAX

1 特A ㈱内間土建 内間　司 901-2132 浦添市 伊祖2-5-2 098-879-3481 098-879-7000

2 特A ㈱大城組 仲西　聰 901-2122 浦添市 勢理客4-18-5 098-877-3625 098-876-3403

3 特A 太田建設㈱ 太田　秀吉 904-2173 沖縄市 比屋根4-29-1 098-933-6464 098-933-5415

4 特A ㈱太名嘉組 名嘉　太助 901-2113 浦添市 大平2-1-1 098-878-9558 098-878-9516

5 特A ㈱沖永開発 安里　邦夫 901-2131 浦添市 牧港5-6-3 098-877-6399 098-878-6674

6 特A 沖縄ピーシー㈱ 眞榮平　孝 904-2162 沖縄市 海邦町3-27 098-934-8377 098-934-8384

7 特A ㈱喜屋武建設 喜屋武　一仁 901-2132 浦添市 伊祖1-12-6 098-876-3511 098-876-1526

8 特A 協栄海事土木㈱ 寄川　一博 901-2128 浦添市 伊奈武瀬1-6-8 098-866-1616 098-860-1688

9 A ㈲国吉組 石川　裕憲 904-1106 うるま市 石川2-23-8 098-964-2158 098-964-2709

10 特A 光南建設㈱ 津波　克守 901-2211 宜野湾市 宜野湾3-2-16 098-892-1101 098-892-2324

11 特A 座波建設㈱ 座波　博史 901-2133 浦添市 字城間3019 098-878-1010 098-876-2693

12 A ㈱大成ホーム 喜名　景秀 901-2131 浦添市 牧港3-39-11 098-877-7756 098-877-1066

13 A ㈲長浜建設 長濱　忠盛 901-2125 浦添市 字仲西2-3-15 098-877-1774 098-877-3639

14 特A 仲本建設㈱ 仲本　巽 904-2142 沖縄市 字登川2434 098-937-3909 098-939-5221

15 特A ㈱仲本工業 仲本　豊 904-2153 沖縄市 字美里6-5-1 098-938-8086 098-939-1347

16 特A ㈱富士建設 手登根　明 901-2213 宜野湾市 字志真志4-2-2 098-898-4889 098-898-3006

17 特A 平安座総合開発㈱ 奥田　修 904-2426 うるま市 与那城字平安座8290 098-977-8205 098-977-7332

18 特A 牧港建設㈱ 平良　平長 901-2132 浦添市 伊祖1-21-2-201号 098-877-2666 098-876-9034

19 特A ㈱丸石建設 大石根　史 904-2215 うるま市 みどり町4-1-10 098-973-3828 098-973-1928

20 A ㈲森田建設 森田　春子 904-2311 うるま市 勝連字南風原4615-2 098-978-5012 098-978-3734

※ 県格付等級は土木

中部地区
（うるま市・ 沖縄市・宜野湾市・浦添市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村・西原町

１０市町村）

中

 

部

 

地

 

区

県格付 住      所
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29社

会社名 代表者氏名 郵便番号 電話 FAX

1 B ㈱上原土木 上原　日正 901-0361 糸満市 字糸満122 098-994-2130 098-994-3080

2 A 大友建設㈱ 桃原　芳道 901-0234 豊見城市 字田頭103-2 098-840-6225 098-840-6224

3 B ㈲沖匠興業 西本　れおな 900-0036 那覇市
西1-2-1  コーポ国吉
403 098-869-9128 0980-73-7185

4 特A ㈱奥浜組 奥濱　剛 900−0004 那覇市
銘苅211－1  ユーカリ
那覇201 098-943-0278 098-943-0257

5 特A ㈱鏡原組 新里　英正 901-0151 那覇市 鏡原町27-1 098-857-2722 098-858-4493

6 特A ㈱共洋土建 野浦　薫 900-0002 那覇市
曙1-2－5　グレースマ
ンション2－A 098-861-3555 098-861-3482

7 特A 共和産業㈱ 武富　和裕 900-0016 那覇市 前島1-9-7 098-866-3228 098-866-3290

8 特A ㈲呉開発 呉屋　始 900-0024 那覇市 古波蔵4-13-48 098-855-7758 098-855-6238

9 特A ㈱國場組 玉城　徹也 900-0015 那覇市 久茂地3-21-1 098-862-3447 098-861-1042

10 特A ㈱古波蔵組 古波蔵　太志 900-0021 那覇市 泉崎1-22-12 098-951-3723 098-951-3724

11 特A ㈱呉屋組 呉屋　明 901-0305 糸満市 西崎町5-10-12 098-992-2722 098-994-3364

12 特A 先嶋建設㈱ 黒島　一洋 900-0032 那覇市 松山1-35-2 098-868-1079 098-866-5453

13 特A ㈱佐平建設 佐平　八十男 901-0152 那覇市 小禄5-13-1 098-851-8352 098-851-8353

14 A ㈱尚輪興建 下地　喜広 902-0072 那覇市 字真地421-15 098-834-9736 098-834-9737

15 A ㈱新建 新崎　武範 901-0146 那覇市 具志3丁目4番20号2F 098-858-3650 098-858-3638

16 A ㈱瀬底土建 瀬底　清進 901-0231 豊見城市 字我那覇229 098-850-0740 098-858-5800

17 特A ㈱第一三興建設 山城　一三 900-0015 那覇市 久茂地2-8-1(1階） 098-917-6190 098-917-6191

18 特A ㈱大寛組 大濵　均 900-0034 那覇市 東町16-9 098-868-1015 098-868-1800

19 特A ㈱大米建設 国吉　修 901-0145 那覇市 高良3-1-1 098-975-9090 098-859-8817

20 特A ㈱照屋土建 照屋　正人 901-0305 糸満市 西崎町5-14-7 098-992-5644 098-994-6173

21 特A ㈱南成建設 屋宜　宣光 900-0025 那覇市
壺川2-13-41

上原ビル103号 098-854-0160 098-854-0170

22 特A 南洋土建㈱ 玉城　常二 902-0076 那覇市 与儀1-5-2 098-853-0661 098-834-7575

23 A ㈱西崎興業 金城　和良 901-0305 糸満市 西崎1-11-5 098-994-4828 098-994-4333

24 特A ㈱豊神建設 上原　進 901-0205 豊見城市 字根差部724-4 098-850-5630 098-850-8892

25 特A ㈱丸憲 末吉　繁政 901-0021 那覇市 泉崎1-16-5 098-863-3632 098-863-3652

26 A ㈱丸吉組 吉永　功 901-3111 久米島町 字山城828-1 098-985-8352 098-985-7030

27 A 安岡建設㈱ 大村　光昭 900‐0005 那覇市 天久918−6 098-943-7264 098-943-7265

28 B ㈱山城組 山城　政和 901-0335 糸満市 字米須1071-1 098-997-5507 098-997-5508

29 特A ㈱与儀組 淺沼　義功 900-0016 那覇市 前島1-18-6 098-866-7580 098-866-7579

※ 県格付等級は土木

南部地区
（那覇市・糸満市・豊見城市・南城市・南風原町・与那原町・八重瀬町・久米島町・渡嘉敷村・座間味

村・粟国村・渡名喜村・北大東村・南大東村  １４市町村）

南

 

部

 

地

 

区

県格付 住      所
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42社 （宮古島市・多良間村 ２市村）

会社名 代表者氏名 郵便番号 電話 FAX

1 A ㈲上野開発 宮國　兼吉 906-0203 宮古島市 上野字宮国1478-5 0980-76-2600 0980-76-3320

2 A ㈲沖西建設 西里　尚子 906-0103 宮古島市 城辺字福里916 0980-77-7080 0980-77-7028

3 A ㈱沖満土建 新里　勝利 906-0006 宮古島市 平良字西仲宗根563-8 0980-72-2415 0980-79-8168

4 A 勝建設㈱ 上地　雅代 906-0013 宮古島市 平良字下里966 0980-72-6206 0980-73-2822

5 A ㈱川平建設 川平　勲 906-0013 宮古島市 平良字下里1556-2 0980-72-3036 0980-72-1688

6 A ㈲国盛建設 池間　安彦 906-0013 宮古島市 平良字下里1748-12 0980-73-3924 0980-73-3928

7 A ㈱三和建設 福里　哲也 906-0013 宮古島市 平良字下里3107-29 0980-73-3838 0980-72-8175

8 A ㈱下崎建設 下地　哲也 906-0013 宮古島市 平良字下里1286-3 0980-72-3609 0980-73-5629

9 A 下地島空港施設㈱ 国仲　政人 906−0507 宮古島市 伊良部字佐和田1727 0980-78-4812 0980-78-6108

10 A ㈱翔南建設 友利　勝人 906‐0013 宮古島市 平良字下里1314 0980-72-6527 0980-72-7332

11 A ㈲新幸組 新里　明美 906-0012 宮古島市 平良字西里1330-3 0980-73-2278 0980-73-1655

12 A ㈾宗建設 仲宗根　初枝 906-0505 宮古島市 伊良部字国仲645-1 0980-78-3100 0980-78-6183

13 A ㈲楚南海事 楚南　武士 906-0005 宮古島市 平良字西原422-5 0980-72-0024 0980-73-0662

14 A ㈲大栄工務店 下地　初枝 906-0007 宮古島市 平良字東仲宗根483-1 0980-72-6315 0980-73-3956

15 A ㈲大政建設 島尻　典子 906-0506 宮古島市 伊良部字⾧浜1391-3 0980-78-4001 0980-78-3088

16 A 大成土建㈱ 砂川　昌則 906-0013 宮古島市 平良字下里1561-4 0980-72-0156 0980-73-0636

17 A ㈱ダイユウ建設 下地　勇榮 906-0012 宮古島市 平良字西里1468-3 0980-72-2658 0980-72-6739

18 A ㈱平良土建 平良　　聡 906-0008 宮古島市 平良字荷川取256-１ 0980-72-1918 0980-72-7488

19 A ㈲千代田開発 洌鎌　昌美 906-0015 宮古島市 平良字久貝1047-22 0980-72-2260 0980-72-2657

20 A ㈱渡久山建設 渡久山　ひろみ 906-0008 宮古島市 平良字荷川取470-1 0980-73-6558 0980-79-5336

21 A ㈱冨廣建設 冨永　優 906‐0506 宮古島市 伊良部字⾧浜1565 0980-78-3305 0980-78-5755

22 A ㈲仲宗根土建 仲宗根　宏幸 906-0007 宮古島市 平良字東仲宗根680 0980-72-1445 0980-73-3281

23 A ㈲仲地建設工業 仲地　旭世 906-0504 宮古島市 伊良部字仲地55-1 0980-78-5459 0980-78-6666

24 A ㈲長浜建設 長濱　幸代 906-0506 宮古島市 伊良部字⾧浜1383-3 0980-78-6238 0980-78-6228

25 A ㈲南開建設 安谷屋　京子 906‐0007 宮古島市 平良字東仲宗根558−3 0980-73-1878 0980-73-1421

26 A ㈱南西建設 与那城　敏 906-0008 宮古島市 平良字荷川取320-2 0980-72-2958 0980-72-6597

27 A ㈲南成土木 長濱　洋子 906-0506 宮古島市 伊良部字⾧浜1352-1 0980-78-5674 0980-78-5676

28 A ㈲南雄建設 根間　久雄 906-0103 宮古島市 城辺字福里624-1 0980-77-8766 0980-77-7895

29 A ㈲久吉組 砂川　和也 906-0012 宮古島市 平良字西里1331-21 0980-79-7101 0980-79-7098

宮古地区

宮

 

古

 

地

 

区

県格付 住      所
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30 A ㈱松川建設 松川　道乃 906‐0301 宮古島市 下地字川満1180-1 0980-79-7752 0980-79-7755

31 A ㈲松島建設 松川　勝弘 906‐0013 宮古島市 平良字下里1379 0980-72-1724 0980-73-5559

32 A ㈲松宮開発 根間　キヨミ 906−0013 宮古島市 平良字下里1338−3 0980-73-0391 0980-73-9080

33 A ㈲丸嘉テック 伊地　正照 906-0012 宮古島市
平良字西里881-7
NARINOBLD102 0980-79-9750 0980-79-9751

34 A ㈱丸玄建設 川満　　明 906-0013 宮古島市 平良字下里637-2 0980-72-8864 0980-73-4624

35 A ㈲丸善組 善平　初美 906-0606 宮古島市 伊良部字⾧浜216-2 0980-78-3561 0980-78-3561

36 A ㈱丸統重機土木 多和田　直樹 906-0506 宮古島市 伊良部字⾧浜1582-4 0980-78-6337 0980-72-6675

37 A ㈱丸博建設 平良　ヒデ 906-0104 宮古島市 城辺字比嘉952 0980-77-4316 0980-77-4315

38 A 丸良建設㈱ 平良　正樹 906-0006 宮古島市 平良字西仲宗根456 0980-72-2093 0980-72-7080

39 A ㈲宮国組 宮国　博文 906-0015 宮古島市 平良字久貝904-1 0980-78-3653 0980-78-4738

40 A ㈲宮古電水土木 砂川　一範 906-0015 宮古島市 平良字久貝1060-7 0980-73-2651 0980-72-1237

41 A 宮嶋建設㈱ 黒島　昭正 906-0015 宮古島市 平良字久貝1059 0980-72-9896 0980-72-0942

42 A ㈱明新建設 新里　美保 906-0006 宮古島市 平良字西仲宗根563-8 2F 0980-72-8815 0980-72-1924

※ 県格付等級は土木
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25社 （石垣市・竹富町・与那国町 ３市町）

会社名 代表者氏名 郵便番号 電話 FAX

1 A 池村建設工業㈱ 池村　光星 907-0002 石垣市 字真栄里200-9 0980-83-2379 0980-83-5771

2 A ㈱一廣工業 内間　安彦 907-0024 石垣市 字新川2304‐15 0980-83-1726 0980-83-1736

3 A ㈱栄三建設 下地　豊 907-0024 石垣市 字新川2441-9 0980-82-5066 0980-83-0941

4 A ㈲大里建設 大里　光明 907-0024 石垣市 字新川2274-9 0980-82-9555 0980-82-9581

5 B ㈱興建設 砂川　和広 907-0022 石垣市 字大川548 0980-83-0544 0980-83-0558

6 A ㈱沖縄土木 当山　喜一郎 907-0023 石垣市 字石垣1845-36 0980-82-0252 0980-83-6779

7 A ㈱海邦土木 平良　晃三 907-0002 石垣市 字真栄里484-1 0980-83-6224 0980-83-8332

8 B ㈲兼久建設 兼久　敏和 907-0003 石垣市 字平得344 0980-83-6570 0980-83-1834

9 A ㈲國光建設 新里　一支 907-0002 石垣市 字真栄里324-7 0980-82-3357 0980-83-7697

10 A 崎原建設㈱ 崎原　健 907-0024 石垣市 字新川363 0980-83-0185 0980-83-1733

11 A ㈱三光電設 栗盛　卓 907-0003 石垣市 字平得212 0980-82-3836 0980-83-2047

12 A ㈱新友建設 友利　清雄 907-0002 石垣市 字真栄里375-9 0980-82-1411 0980-82-0072

13 B ㈲洲鎌組 洲鎌　晃規 907-0004 石垣市 字登野城595-8 0980-83-1367 0980-83-0854

14 A ㈲砂川興業 砂川　健 907-0002 石垣市 字真栄里257-10 0980-82-7652 0980-82-0050

15 B ㈱大晃 上里　直史 907-0004 石垣市 字登野城595-5 0980-82-6897 0980-83-5776

16 A 知念土建㈱ 知念　美香 907-0014 石垣市 新栄町75-40 0980-83-6880 0980-82-6244

17 A ㈲東洋工業 後上里　洋一 907-0022 石垣市 字大川1367-1 0980-82-8289 0980-82-8241

18 A ㈱南海土木 渡久地　忠 907-0014 石垣市 新栄町75-10 0980-82-0679 0980-83-9394

19 A 南西開発㈱ 玉城　修 907-0022 石垣市 字大川1425-8 0980-83-2222 0980-83-1793

20 C 八建実業㈱ 山城　忠雄 907-0003 石垣市 字平得353-6 0980-82-7103 0980-82-4699

21 A ㈱平田建設 平田　当範 907-0003 石垣市 字平得1314-5 0980-82-6016 0980-83-6297

22 特A 丸尾建設㈱ 丸尾　剛 907-0014 石垣市 新栄町54-12 0980-82-4324 0980-82-5843

23 A ㈱八重島工業 平良　聡 907-0022 石垣市 字大川1425-9 0980-83-5269 0980-83-4707

24 A 八重山興業㈱ 東　　宇弘 907-0022 石垣市 字大川547 0980-82-2150 0980-83-5806

25 A 琉穂建設㈱ 川満　正人 907-0003 石垣市 字平得348 0980-82-0128 0980-82-0129

※ 県格付等級は土木

八重山地区

八

 

重

 

山

 

地

 

区

県格付 住      所
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Ⅱ．賛助会員名簿 23 社

賛助会員 代表者名 住所 電話 FAX

【本島地区】 １２社

1 ㈱碧 山城　正弘 南風原町字兼城399-11 098-851-9231 098-851-9254

2 ㈱碧コンサルタンツ 藤田　智康 南城市大里字仲間592-1 098-944-6740 098-944-6742

3 ㈱沖縄設計センター 川満  一史 那覇市首里末吉町3-57-6 098-884-8888 098-884-8800

4 ㈱沖縄土木設計コンサルタント 比嘉　　敦 浦添市牧港2-54-2 098-877-4634 098-876-0759

5 ㈱沖橋エンジニアリング 小橋川　洋平 那覇市字仲井真356-2 098-834-6685 098-833-0918

6 ㈱環境技建ウエーブ 古川　由紀夫 那覇市寄宮3-12-13 098-836-6755 098-836-6758

7 ㈱興洋エンジニアリング 安里　　拓 那覇市首里石嶺町2-167-15 098-884-8528 098-875-5306

8 ㈱大栄コンサルタント 川満　八洲男 浦添市港川412-4 098-876-3373 098-875-2072

9 ㈱田幸技建コンサルタント 湧川  哲雄 浦添市仲間1-5-1  サントピアみやぎ1階 098-943-0200 098-943-0201

10 ㈱南城技術開発 城間  敏夫 那覇市識名1-4-16 098-836-4847 098-888-1322

11 ㈱ベストコンサルタント 冝保　　剛 豊見城市真玉橋148-2 098-851-2255 098-851-1700

12 ㈱ホープ設計 高嶺  哲夫 那覇市首里赤田3－5 098-911-9073 098-911-9074

【宮古地区】 ６社

13 ㈱興武測量設計 砂川　立成 宮古島市平良字下里1012-6 0980-72-6563 0980-73-0596

14 ㈱新生建設コンサルタント 上里　　聡 宮古島市平良字東仲宗根639-4 0980-73-2990 0980-72-2693

15 ㈱大協企画コンサルタント 上地  博通 宮古島市平良字西里1298-2 0980-73-0861 0980-73-3468

16 ㈱大成建設コンサルタント 砂川　博昭 宮古島市平良字下里1409-3 0980-73-2247 0980-72-8561

17 ㈲地建 砂川　博昭 宮古島市平良字西里672-6 0980-73-7707 0980-73-6606

18 ㈱東洋建設コンサルタント 下地　　明 宮古島市平良字下里1355-1 0980-72-3093 0980-72-0611

【八重山地区】 ５社

19 ㈱アイエスシー 松川　勝哉 石垣市字新川2371-9 0980-83-3728 0980-83-0029

20 ㈱大知企画コンサルタント 知念  照二 石垣市登野城1798-3 0980-82-1105 0980-82-0367

21 ㈱環境プラン 友利  猛二郎 石垣市字平得128-3 0980-83-9681 0980-83-9682

22 ㈲大祐土木設計 比屋根　祐 石垣市字新川437-1 0980-82-5725 0980-83-2914

23 ㈱日誠プランニング 座波　　誠 石垣市字新川2278-10 0980-83-6225 0980-83-6227

役　員 賛助会員 役員名 住所 電話 FAX

1 会   長 ㈱碧コンサルタンツ 玉城  　貢 南城市大里字仲間５９２－１ 098-944-6740 098-944-6742

2 副会長 ㈱南城技術開発 城間  敏夫 那覇市識名1-4-16 098-836-4847 098-888-1322

3 副会長 ㈱ホープ設計 高嶺  哲夫 那覇市首里赤田3－5 098-911-9073 098-911-9074

4 運営委員 ㈱ベストコンサルタント 冝保　　剛 豊見城市真玉橋148-2 098-851-2255 098-851-1700

5 運営委員 ㈱興武測量設計 砂川　立成 宮古島市平良字下里1012-6 0980-72-6563 0980-73-0596

6 運営委員 ㈱大知企画コンサルタント 知念  照二 石垣市登野城1798-3 0980-82-1105 0980-82-0367

7 運営委員 事務局 大村　学 浦添市牧港5-6-8 098-874-3480 098-874-3470

8 監　　事 ㈱田幸技建コンサルタント 湧川  哲雄 浦添市仲間1-5-1  サントピアみやぎ1階 098-943-0200 098-943-0201

（令和4年5月1日現在）

      （一社）沖縄県農林水産土木建設会  事務局⾧ 玉城 肇 （浦添市牧港5-6-8 ☎098-874-3480 fax 098-874-3470

  （一社）沖縄県農林水産土木建設会  事務局⾧ 大村 学 （浦添市牧港5-6-8 ☎098-874-3480 fax 098-874-3470)
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Ⅲ．関係機関名簿

郵便番号 住 所 電話番号 ＦＡＸ番号

沖縄総合事務局代表 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 098-866-0031

農村振興課 〃 〃 098-866-1652 098-860-1194

林務水産課 〃 〃 098-866-0031

土地改良総合事務所 901-0232 豊見城市字伊良波622 098-856-6868 098-856-6962

土地改良総合事務所宮古支所 906-0013
宮古島市平良字下里108-11　平良港ターミ
ナル3階

0980-79-5087 0980-79-5088

宮古伊良部農業水利事業所 906-0013
宮古島市平良字下里108-11　平良港ターミ
ナル4階401

0980-75-3290 0980-75-4132

石垣島農業水利事業所 907-0023 石垣市字石垣486-1　NTT八重山ビル3階 0980-84-3500 0980-82-1127

郵便番号 住 所 電話番号 ＦＡＸ番号

労働基準部健康安全課 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 098-868-4402 098-862-6793

  名護労働基準監督署 905-8501 名護市宮里452-3 0980-52-2691 0980-53-2304

　沖縄労働基準監督署 904-0003 沖縄市住吉1-23-1 098-982-1263 098-939-3193

  那覇労働基準監督署 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 098-868-3431 098-868-1390

  宮古労働基準監督署 906-0013 宮古島市平良字下里1016 0980-72-2303 0980-72-1846

　八重山労働基準監督署 907-0004 石垣市登野城55-4 0980-82-2344 0980-82-9445

郵便番号 住 所 電話番号 ＦＡＸ番号

農林水産部長 900-8570 那覇市泉崎1-2-2 098-866-2253 098-866-2265

農漁村基盤統括監 〃 〃 098-866-2873 098-866-2265

農林水産総務課工事検査指導班 〃 〃 098-866-2254 098-866-2265

村づくり計画課 〃 〃 098-866-2263 098-869-0557

農地農村整備課 〃 〃 098-866-2285 098-866-2879

水産課 〃 〃 098-866-2300 098-866-2679

森林管理課 〃 〃 098-866-2295 098-868-0700

漁港漁場課 〃 〃 098-866-2305 098-866-2996

畜産課 〃 〃 098-866-2269 098-866-8411

担 当 部 署

【内閣府沖縄総合事務局　農林水産基盤整備関係機関】

担 当 部 署

本
庁

出
先
機
関

【 沖縄労働局】

【 沖縄県庁農林水産部】

担 当 部 署

本
庁
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北部農林水産振興センター 905-8501 名護市大南1-13-11 0980-53-7187 0980-53-6835

　スタッフ 〃 〃 0980-53-7187 0980-53-6835

　農業水産整備課 〃 〃 0980-52-3766 0980-53-6835

　森林整備保全課 〃 〃 0980-52-2832 0980-53-6835

中部農林土木事務所 904-2155 沖縄市美原1-6-34 098-894-6525 098-937-2533

南部農林土木事務所 900-0029 那覇市旭町116-37 098-867-2770 098-867-2978

南部林業事務所 〃 〃 098-941-2583 098-941-2953

宮古農林水産振興センター 906-0012 宮古島市平良字西里1125 0980-72-2552 0980-72-1313

　スタッフ 〃 〃 0980-72-2552 0980-72-1313

　農林水産整備課 〃 〃 0980-72-2365 0980-73-2314

八重山農林水産振興センター 907-0002 石垣市真栄里438-1 0980-82-3043 0980-82-3141

　スタッフ 〃 〃 0980-82-3043 0980-82-3141

　農林水産整備課 〃 〃 0980-82-2342 0980-83-3542

郵便番号 住 所 電話番号 ＦＡＸ番号

901-2131 浦添市牧港5-6-8 098-876-5211 098-870-4565

〃 〃 098-876-7313 098-876-7299

〃 〃 098-876-5273 098-876-1198

〃 〃 098-876-1981 098-876-1985

900-0012 那覇市泊3-5-6　2F 098-868-1056 098-868-1275

900-0021 那覇市泉崎1-7-19 098-861-5662 098-863-3922

901-2103 浦添市仲間1-5-1 098-943-0200 098-843-0201

901-1112 南風原町字本部453-3土地改良会館 098-888-4511 098-835-6070

901-1112 南風原町字本部453-3土地改良会館３F 098-882-6801 098-882-6818

900-0034 那覇市東町16-9　大寛ビル2F 098-868-8815 098-868-8815

沖縄県土地改良事業団体連合会

沖縄県漁港建設協会

（一社）沖縄県建設業協会

(一社)沖縄県測量設計コンサルタント協会

沖縄県建設業年金基金

西日本建設業保証(株)

(株)沖縄建設新聞

（公財）沖縄県農業振興公社

沖縄農業土木事業協会

出
先
機
関

建設業労働災害防止協会沖縄県支部

【その他機関】

機 関 名
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Ⅳ．（一社）沖縄県農林水産土木建設会　役員等

【正会員役員】

会　長 手登根　明 （富士建設）

副会長 仲程　俊郎 （仲程土建） 副会長 長田　幸夫 （丸玄建設）

理事 仲泊　栄次 （東開発） 理事 佐平八十男 （佐平建設）

〃 名嘉　康悟 （屋部土建） 〃 上原　進 （豊神建設）

〃 仲本　豊 （仲本工業） 〃 平良　正樹 （丸良建設）

〃 喜屋武一仁 （喜屋武建設） 〃 砂川　健 （砂川興業）

〃 本田　雅則 （大米建設） 〃 友利　清雄 （新友建設）

専務理事 玉城　肇 （　－　）

代表監事 内間　司 （内間土建） 監事 野浦　薰 （共洋土建）

【賛助会役員】

会　長 玉城　貢

副会長 城間　敏夫 副会長 高嶺　哲夫 （ホープ設計）

運営委員 冝保　剛 運営委員 知念　照二

〃 砂川　立成 〃 大村　学 （事務局長兼任）

監事 湧川　哲雄

【事務局】

事務局長 大村　学

事務員 與儀　市子

（田幸技建コンサルタント）

（碧コンサルタンツ）

（南城技術開発）

（ベストコンサルタント）

（興武測量設計）

（大知企画コンサルタント）
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【メモ】
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・

・

・

HP ホームページ

〒901-2131

沖縄県浦添市牧港 5 丁目 6 番 8 号（沖縄県建設会館 4Ｆ）

TEL： 098（874）3480

FAX： 098（874）3470

E-mail： nourin‐k@otc.ne.jp

http://okinawa-nsdk.org/

会 の 目 標 （ ス ロ ー ガ ン ）

我々は、研修会等を通じ、技術・資質の向上を図り、農山漁村の
生産基盤整備に貢献します。

我々は、農林水産業の生産基盤施設の保全管理や防災活動等の地
域貢献活動等を通じ、地域の活性化に貢献します。

我々は、「誰でも住みたい村づくり」を目指し、活力に満ちた村
づくりに貢献します。

＝ 技術力の向上・企業の資質向上 ＝

（ 高 い 満 足 度 ・ 強 い 信 頼 ）
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