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    （一社）沖縄県農林水産土木建設会     

 会  長    手登根 明 

    

 

 

災害時の応急対策業務に関する 
協力体制及び連絡系統図の通知について 

 

 

 

  

   災害時の応急対策業務に関する基本協定書第５条に基づき協力体制について、 

下記のとおり令和３年度版を通知いたします。 
 

 

記 

 

令和３年度 災害時における応急対策 協力体制及び連絡系統図（別紙１） 

 

 

 
 



・・・別紙（２）

北部地区長 中部地区長 南部地区長 宮古地区長 八重山地区長

本島地区運営委員 宮古地区運営委員 八重山地区運営委員

令和３年度　災害時における応急対策  協力体制及び連絡系統図

沖縄県農林水産部 農漁村基盤統括監：仲村　哲

農地農村整備課長：島袋　進　　　　　　　農村整備班長　満本　裕彰　　　　　災害担当：川満　匠

TEL：098-866-2285 / FAX：098-866-2879

沖縄県農林水産部：出先機関長と担当者

北部農林水産振興センター 中部農林土木事務所 南部農林土木事務所 宮古農林水産振興センター 八重山農林水産振興センター

所長：桃原　聡 所長：宮城　靖 所長：新垣　善則 所長：砂川　喜信 所長：平田　功

農業水産整備課長：高原　景正 農林水産整備課長：平良　和彦 農林水産整備課長：大城　厚司

・農村漁港班長 ・農漁村整備班長 ・農地農村整備班長 ・農林整備班長 ・農林整備班長

金城　紳平 末吉　リリ子 祖田　英俊 渡久地　紀子 田口　司

・担当　　 ・担当　 ・担当　 ・担当　 ・担当　

TEL：0980-52-3381 TEL：098-894-6525 TEL：098-867-2805 TEL：0980-72-2365 TEL：0980-82-2342

FAX：0980-53-6835 FAX：098-937-2533 FAX：098-867-2978 FAX：0980-73-2314 FAX：0980-83-3542

仲泊　栄次　[東開発] 手登根　明　[富士建設] 佐平　八十男　[佐平建設] 長田　幸夫　[丸玄建設] 砂川　健　[砂川興業]

東開発　土木部長 富士建設 佐平建設　土木部長 丸玄建設　工事部主任 砂川興業

　担当　渡久地　政秀 　担当　與那嶺　敏和 　担当　照屋　正巳 　担当　佐久川　　匡彦 　担当　與那覇　豊

TEL：0980-52-4587 TEL：098-898-4889 TEL：098-851-8352 TEL：0980-72-8864 TEL：0980-82-7652

FAX：0980-53-6508 FAX：098-898-3006 FAX：098-851-8353 FAX：0980-72-4624 FAX：0980-82-0050

仲程土建　土木部長 喜屋武建設 共洋土建 丸良建設 新友建設

　副担当　友寄　力 　副担当　喜屋武　一仁 　副担当　野浦　広行 　副担当　平良　正広 　副担当　兼松　正三

城間 敏夫 [南城技術開発] －　 [　－　] 知念 照二 [大知協企画コンサルタント]

南城技術開発 大協企画コンサルタント 大知企画コンサルタント

TEL：098-968-8888 TEL：098-876-3511 TEL：098-861-3555 TEL：0980-72-2093 TEL：0980-82-1411

FAX：098-968-5456 FAX：098-876-1526 FAX：098-861-3482 FAX：0980-72-7080 FAX：0980-82-0072

FAX：098-888-1322 FAX：0980-73-3468 FAX：0980-82-0367

ホープ設計 地建 環境プラン

　担当　城間　敏夫　 　担当　上地　博通 　担当　知念　照二　

TEL：098-836-4847 TEL：0980-73-0861 TEL：0980-82-1105

FAX：098-911-9074 FAX：0980-73-3468 FAX：0980-82-0367

(一社)沖縄県農林水産土木建設会 各地区長・担当者　及び　賛助会(コンサルタント)運営委員・担当者

委員長（会長）：手登根　明　　事務局：玉城　肇　事務員：與儀　市子　　TEL：098-874-3480 / FAX：098-874-3470

災害対策委員：津波 達也(屋部土建）、本田雅則（大米建設）、上原進（豊神建設）、喜屋武一仁（喜屋武建設)、内間司（内間土建）、玉城貢（大栄コンサルタント）

　副担当　高嶺　哲夫　 　副担当　砂川　博昭 　副担当　友利　猛二郎

TEL：098-911-9073 TEL：0980-73-0861 TEL：0980-82-1105
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（別紙２の１）

北部地区

県格付 会社名 代表者氏名 郵便番号 電話 FAX 電子メール

1 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 nakahodo@nakahododoken.jp

2 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 info@higasi.co.jp

3 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 main@marutaka-k.co.jp

4 特A ㈱丸政工務店 上原　惠子 904-1201 金武町 字伊芸2000－2 098-968-2631 098-968-3322 marumasa@mocha.ocn.ne.jp

5 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 info@yabudoken.co.jp

6 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 ago@agokensetsu.co.jp

7 A 沖建㈾ 内間　明 905-0228 本部町 字伊野波598-1 0980-47-5576 0980-47-4681 okiken@fork.ocn.ne.jp

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 miyama2@mco.ne.jp

9 A ㈲良和組 平良　學 905-0211 本部町 字東326-1 0980-47-3733 0980-47-6197 ryowagumi@arion.ocn.ne.jp

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） （別紙２の２）

県格付 会社名 代表者氏名 郵便番号 電話 FAX 電子メール

10 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 uchima@uchimadoken.co.jp

11 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 osg@oshirogumi.co.jp

12 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 a.s@ohta-kensetsu.co.jp

13 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 soumu@oonaka.co.jp

14 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 miyabi@okieidev.co.jp

15 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 info@kyan.co.jp

16 特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 kuniyosi@eagle.ocn.ne.jp

17 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 konan@konankensetsu.co.jp

18 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 zahacon1@ryucom.ne.jp

19 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 nk4141@nakamoto-k.co.jp

20 特A 仲本建設㈱ 仲本　巽 904-2142 沖縄市 字登川2434 098-937-3909 098-939-5221 honsya@nakamoto-kk.co.jp

21 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 fuji3@fujikensetsu-j.co.jp

22 特A 平安座総合開発㈱ 下條　義明 904-2426 うるま市 与那城字平安座8290 098-977-8205 098-977-7332 henza-sk@crux.ocn.ne.jp

23 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 kazufumi@makiminato-c.com

24 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 maruishi@piano.ocn.ne.jp

25 A ㈱大成ホーム 喜名　景太 901-2131 浦添市 牧港3-39-11 098-877-7756 098-877-1066 taiki-t@taiseihome.jp

26 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 nagaken@woody.ocn.ne.jp

27 A ㈱美善建設 根保　直樹 903-0126 西原町 棚原1-20-14  マイライフ101 098-944-3588 098-944-3688 bizen@oregano.ocn.ne.jp

28 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 mori702@minos.ocn.ne.jp

業務実施可能な会員（令和３年４月１日現在）

（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）
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（別紙２の３）

県格付 会社名 代表者氏名 郵便番号 電話 FAX 電子メール

29 特A 沖縄ピーシー㈱ 眞榮平　孝 900-0029 那覇市 旭町112-1  金秀ﾋﾞﾙ西館2階 098-868-3050 098-868-3051 oki-info@okipc.co.jp

30 特A 協栄海事土木㈱ 寄川　一博 901-1302 与那原町 字上与那原503 098-945-1616 098-945-1688 kaijido@watch.ocn.ne.jp

31 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 kyohara@woody.ocn.ne.jp

32 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 kyoyou@mocha.ocn.ne.jp

33 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 nhkyouwa@lime.ocn.ne.jp

34 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 kure@bh.mbn.or.jp

35 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 shoichiro_kudaka@kokubagumi.co.jp

36 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 sugama-m@kohagura.co.jp

37 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 goyagumi@dream.com

38 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 h-soumu@sakishima.co.jp

39 特A ㈱佐平建設 佐平　八十男 900-0001 那覇市 小禄5-13-1 098-851-8352 098-851-8353 info@sahira.co.jp

40 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 info@13k.jp

41 特A ㈱大寛組 大濵　均 900-0034 那覇市 東町16-9 098-868-1015 098-868-1800 tkg@taikangumi.co.jp

42 特A ㈱大米建設 仲本　靖彦 900-0145 那覇市 高良3-1-1 098-975-9090 098-859-8817 ameku@yonewa.co.jp

43 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 teruya-doken@gold.ocn.ne.jp

44 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 nansei-1@triton.ocn.ne.jp

45 特A 南洋土建㈱ 比嘉　森廣 902-0076 那覇市 与儀1-5-2 098-853-0661 098-834-7575 kazuhiro@nanyo-doken.com

46 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 houshink@hoshink.jp

47 特A ㈱丸憲 末吉　繁政 901-0021 那覇市 泉崎1-16-5 098-863-3632 098-863-3652 maruken@okinawa-maruken.co.jp

48 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 yogi2890@ryukyu.ne.jp

49 A ㈱上原土木 上原　日正 901-0361 糸満市 字糸満122 098-994-2130 098-994-3080 info@ueharadoboku.co.jp

50 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 ootomo77@isis.ocn.ne.jp

51 A ㈲沖匠興業 佐和田　洋也 900-0036 那覇市 西1-2-1  コーポ国吉403 098-869-9128 0980-73-7185 okitaku@jeans.ocn.ne.jp

52 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 okuhama@miyako-ma-.jp

53 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 syowakoken@ia9.itkeeper.ne.jp

54 A ㈱新建 新崎　武範 901-0151 那覇市 鏡原町12-6 098-858-3650 098-858-3638 info@sin-ken.co.jp

55 A ㈱瀬底土建 瀬底　清進 901-0156 那覇市 田原4-2-3 098-850-0740 098-858-5800 sesokodo@bronze.ocn.ne.jp

56 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 nishiza@mocha.ocn.ne.jp

57 A ㈱丸吉組 吉永　功 901-3113 久米島町 字銭田953 098-985-8352 098-985-7030 maruyosi@ryukyu.ne.jp

58 A 安岡建設㈱ 大村　光昭 900‐0005 那覇市 天久918－6 098-943-7264 098-943-7265 yasuoka@ysok.co.jp

59 B ㈱山城組 山城　政和 901-0335 糸満市 字米須1071-1 098-997-5507 098-997-5508 maruyama@mco.ne.jp

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）
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宮古地区 （宮古島市・多良間村　２市村） （別紙２の４）

県格付 会社名 代表者氏名 郵便番号 電話 FAX 電子メール

60 A ㈲上野開発 宮國　兼吉 906-0012 宮古島市 上野字宮国1478-5 0980-76-2600 0980-76-3320 ueno-kht@miyako.ma.jp

61 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 okinishi@woody.ocn.ne.jp

62 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 spha8zz9@celery.ocn.ne.jp

63 A 勝建設㈱ 上地　健司 906-0013 宮古島市 平良字下里966 0980-72-6206 0980-73-2822 u-katsu@mco.ne.jp

64 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 kawahira@lily.ocn.ne.jp

65 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 kunimori@sage.ocn.ne.jp

66 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 sanwa@woody.ocn.ne.jp

67 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 sk-7509@mco.ne.jp

68 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 syounan1@sirius.ocn.ne.jp

69 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 shinko01@abeam.ocn.ne.jp

70 A ㈲新里土木 下地　紀孝 906-0006 宮古島市 平良字西仲宗根689-5 0980-72-6690 0980-79-0277 shinzatonyuusatu@honey.ocn.ne.jp

71 A 下地島空港施設㈱ 三田　克則 906-0507 宮古島市 伊良部字佐和田1727 0980-78-4812 0980-78-6108 soumu@safirabu.com

72 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 m-souken@miyako-ma.jp

73 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 s-kaiji@miyako-ma.jp

74 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 daiei@tuba.ocn.ne.jp

75 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 yutaisei@miyako-ma.jp

76 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 miyako-r@luck.ocn.ne.jp

77 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 taisei-1@io.ocn.ne.jp

78 A ㈱平良土建 豊見山　景順 906-0008 宮古島市 平良字荷川取256-１ 0980-72-1918 0980-72-7488 taira@okinawajp.net

79 A ㈲千代田開発 洲鎌　昌美 906-0015 宮古島市 平良字久貝1047-22 0980-72-2260 0980-72-2657 Chiyoda1@view.ocn.ne.jp

80 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 toku8117@miyako-ma.jp

81 A ㈱冨廣建設 冨永　廣次 906‐0506 宮古島市 伊良部字長浜1565 0980‐78‐3305 0980‐78‐5755 tomihiro@miyako-ma.jp

82 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 nd-02@m1.cosmos.ne.jp

83 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 n-k-k@miyako-ma.jp

84 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 satiyo@sepia.ocn.ne.jp

85 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 tatsuya.adaniya@gmail.com

86 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 k.nansei@alpha.ocn.ne.jp

87 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 yunansei@miyako-ma.jp

88 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 yumathutk@mocha.ocn.ne.jp; 

89 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 k.matsukawa-1062@woody.ocn.ne.jp

90 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 ytaisyouks@chime.ocn.ne.jp; 

91 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 maruyosi-k@woody.ocn.ne.jp

92 A ㈱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 yumalugen@woody.ocn.ne.jp

93 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 marutou@eos.ocn.ne.jp

94 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 maruzen@miyako-ma.jp;

95 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 maru-k2@m1.cosmos.ne.jp

96 A ㈲丸嘉テック 川満　哲輝 906-0012 宮古島市 平良字西里881-7　NARINOBLD102 0980-79-9750 0980-79-9751 kakazu.100@siren.ocn.ne.jp

97 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 matsumiya@eagle.ocn.ne.jp

98 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 m-hiro@miyako-ma.jp

99 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 miyaji01@lily.ocn.ne.jp

100 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 hh6sm3@bma.biglobe.ne.jp
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八重山地区 （石垣市・竹富町・与那国町　３市町） （別紙２の５）

県格付 会社名 代表者氏名 郵便番号 電話 FAX 電子メール

101 特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 nankai@titan.ocn.ne.jp

102 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 maruo.co@fine.ocn.ne.jp

103 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 ikemura@woody.ocn.ne.jp

104 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 iko18@mco.ne.jp

105 A ㈱興建設 砂川　和広 907-0022 石垣市 字大川548 0980-83-0544 0980-83-0558 oki-ken@m1.cosmos.ne.jp

106 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 od2630@mocha.ocn.ne.jp

107 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 kuni-ken@mx52.tiki.ne.jp

108 A 崎原建設㈱ 崎原　健 907-0024 石垣市 字新川363 0980-83-0185 0980-83-1733 k.skhr.@proof.ocn.ne.jp

109 A ㈱三光電設 栗盛　卓 907-0003 石垣市 字平得212 0980-82-3836 0980-83-2047 miy.sankou@woody.ocn.ne.jp

110 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 shinyuu@topaz.ocn.ne.jp

111 A ㈲洲鎌組 洲鎌　晃規 907-0004 石垣市 字登野城595-8 0980-83-1367 0980-83-0854 sugamaco@violin.ocn.ne.jp

112 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 jon.7652@titan.ocn.ne.jp

113 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 chinen@tea.ocn.ne.jp

114 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 kiku.r@touyou-kg.co.jp

115 A 南西開発㈱ 玉城　修 907-0022 石垣市 字大川1425-8 0980-83-2222 0980-83-1793 nansei@jasmine.ocn.ne.jp

116 A 八建実業㈱ 山城　忠雄 907-0003 石垣市 字平得353-6 0980-82-7103 0980-82-4699 hatiken@cello.ocn.ne.jp

117 A ㈱平田建設 平田　当範 907-0003 石垣市 字平得1314-5 0980-83-6297 0980-82-6016 tkhirata@herb.ocn.ne.jp

118 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 yaejima@yaejima.com

119 A 琉穂建設㈱ 川満　正人 907-0003 石垣市 字平得348 0980-82-0128 0980-82-0129 ryusui@sepia.ocn.ne.jp

120 B ㈲大里建設 大里　光明 907-0024 石垣市 字新川2274-9 0980-82-9555 0980-82-9581 oozato@cello.ocn.ne.jp

121 B ㈱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 kaihou@vega.ocn.ne.jp

122 B ㈱大晃 上里　直史 907-0004 石垣市 字登野城595-5 0980-82-6897 0980-83-5776 taikoh@etude.ocn.ne.jp

123 B 八重山興業㈱ 東　　宇弘 907-0022 石垣市 字大川547 0980-82-2150 0980-83-5806 yaeyama3@m1.cosmos.ne.jp

124 C ㈲兼久建設 兼久　敏和 907-0004 石垣市 字平得344 0980-83-6570 0980-83-1834 info@kaneku.boo.jp
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賛助会員【コンサルタント部門】 （別紙２の５）

地域 会社名 代表者氏名 郵便番号 電話 FAX 電子メール

1 本島 ㈱大栄コンサルタント 玉城　　貢 901-2134 浦添市 港川412-4 098-876-3373 098-875-2072 tamaki@daieicon.co.jp

2 〃 ㈱南城技術開発 城間　敏夫 902-0078 那覇市 識名1-4-16 098-836-4847 098-888-1322 shiro-t@nanjyou.co.jp

3 〃 ㈱ホープ設計 高嶺  哲夫 903-0813 那覇市 首里赤田3－5 098-911-9073 098-911-9074 tethuo-t@hopedesign.co.jp

4 〃 ㈱ベストコンサルタント 宜保　　剛 901-0201 豊見城市 字真玉橋148-2 098-851-2255 098-851-1700 t-gibo@best-c.co.jp

5 〃 ㈱田幸技建コンサルタント 湧川  哲雄 901-2103 浦添市 仲間1-5-1  サントピアみやぎ1階 098-943-0200 098-943-0201 wakugawa@takougiken.co.jp

6 〃 ㈱沖縄設計センター 川満  一史 903-0801 那覇市 首里末吉町3-57-6 098-884-8888 098-884-8800 okinawa-soumu@okinawa-d-c.jp

7 〃
㈱沖縄土木設計コンサルタ
ント

比嘉　　敦 901-2131 浦添市 牧港2-54-2 098-877-4634 098-876-0759 atsushi-h@odsc.co.jp

8 〃 ㈱沖橋エンジニアリング 小橋川　洋平 902-0074 那覇市 字仲井真356-2 098-834-6685 098-833-0918 okihashieng@okihashi.co.jp

9 〃 ㈱環境技建ウエーブ 長田  紀晃 902-0064 那覇市 寄宮3-12-13 098-836-6755 098-836-6758 m-yonaha@e-lequio.co.jp

10 〃 ㈱興洋エンジニアリング 安里　　拓 903-0804 那覇市 首里石嶺町2-167-15 098-884-8528 098-875-5306 koyoen@maple.ocn.ne.jp

11 宮古 ㈱興武測量設計 砂川　立成 906-0013 宮古島市 平良字下里1012-6 0980-72-6563 0980-73-0596 miyakositen@koubu-skse.co.jp

12 〃 ㈱大協企画コンサルタント 906-0012 宮古島市 平良字西里1298-2 0980-73-0861 0980-73-3468 daikyou@violin.ocn.ne.jp

13 〃 ㈱新生建設コンサルタント 上里　　聡 906-0007 宮古島市 平良字東仲宗根639-4 0980-73-2990 0980-72-2693 uesato@wit.ocn.ne.jp

14 〃 ㈱大成建設コンサルタント 砂川　博昭 906-0013 宮古島市 平良字下里1409-3 0980-73-2247 0980-72-8561 taisei01@mco.ne.jp

15 〃 ㈲地建 砂川　博昭 906-0012 宮古島市 平良字西里672-6 0980-73-7707 0980-73-6606 chiken@ninus.ocn.ne.jp

16 〃 ㈱東洋建設コンサルタント 下地　　明 906-0013 宮古島市 平良字下里1355-1 0980-72-3093 0980-72-0611 touyoukensetu@yahoo.co.jp

17 八重山 ㈱大知企画コンサルタント 知念  照二 907-0004 石垣市 字登野城1798-3 0980-82-1105 0980-82-0367 chinen@ootomo.biz

18 〃 ㈱アイエスシー 松川　勝哉 907-0024 石垣市 字新川2371-9 0980-83-3728 0980-83-0029 matukawa.isc@kind.ocn.ne.jp

19 〃 ㈱環境プラン 友利  猛二郎 907-0003 石垣市 字平得128-3 0980-83-9681 0980-83-9682 tomori@kankyo-plan.co.jp

20 〃 ㈲大祐土木設計 比屋根　祐 907-0024 石垣市 字新川437-1 0980-82-5725 0980-83-2914 daiyu-ht@m1.cosmos.ne.jp

21 〃 ㈱日誠プランニング 座波　　誠 907-0024 石垣市 字新川2278-10 0980-86-6225 0980-83-6227 nissei.main@nissei-planning.jp
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