
令和４年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧

表彰 推薦

区分 事務所 受注業者名 所在地 職名 氏名 部門 工事名

中部土木事務所 （株）豊神建設 豊見城市 代表取締役 上原　進 監理技術者 安谷屋 元樹 土木 幸地インター線橋梁整備工事（A・Dランプ下部工A1）

※ （株）東開発 名護市 代表取締役 仲泊　栄次 監理技術者 小濱　繁

※（株）東開発は、土木部門と建築部門を同時受賞。

南部土木事務所 ムトウ建設（株） 那覇市 代表取締役 武東　愛一郎 監理技術者 新垣 良栄 土木 安里川河川改修工事(R3-1)

（株）南成建設 那覇市 代表取締役 屋宜　宣光 現場代理人 大城　正二

（株）玉新建設 那覇市 代表取締役 松田　和明 主任技術者 屋比久　博光

特定建設工事共同企業体

南洋土建（株） 那覇市 代表取締役 玉城　常二 監理技術者 上原　光秀

（株）小波津組 那覇市 代表取締役 小波津　晧 主任技術者 原國　浩

前田建設（株） 宜野湾市 代表取締役 仲地　政和 主任技術者 橋川　高

特定建設工事共同企業体

（株）仲本工業 沖縄市 代表取締役 仲本　豊 監理技術者 上盛　宏

（株）野原建設 那覇市 代表取締役 上地　修 主任技術者 大宜見　憲

米元建設工業（株） 那覇市 代表取締役 米元　文啓 主任技術者 比嘉　正彦

特定建設工事共同企業体

施設建築課 （株）南山開発 豊見城市 代表取締役 浦崎　ひとみ 監理技術者 本村　勝也 建築 県営南風原第二団地建替工事（第２期・建築４工区）

（株）おきさん 嘉手納町 代表取締役 富永　進 監理技術者 池宮　秀俊

（株）比謝川電気 嘉手納町 代表取締役 村山　博子 主任技術者 石川　博

特定建設工事共同企業体

ヤシマ工業（株） 那覇市 代表取締役 仲田　一郎 監理技術者 坂井　毅

（有）三崎工業 那覇市 代表取締役 知念　秀明 主任技術者 古井　利延

（有）サン冷熱 那覇市 代表取締役 中村　健也 主任技術者 上原　幸永

特定建設工事共同企業体

代表者

優良建設業者 優良技術者

施設建築課 建築 高度衛生管理型荷捌施設新築工事（建築２工区）

中部土木事務所 土木 幸地インター線道路改良工事（Ｒ２－２）

下水道事務所 土木 那覇浄化センター反応タンク築造工事（1工区）

施設建築課

施設建築課 管 沖縄工芸産業振興拠点施設（仮称）新築工事（機械１工区）

施設建築課 電気 県営大謝名団地建替工事（第３期・電気）

知事
表彰

建築 県立那覇Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（建築２工区）



令和４年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧

表彰 推薦

区分 事務所 受注業者名 所在地 職名 氏名 部門 工事名代表者

優良建設業者 優良技術者

北部土木事務所 （有）一円産業 大宜味村 代表取締役 津波　徳正 監理技術者 照屋　政春 土木 国道331号災害復旧工事(令和元年災3号)

北部土木事務所 （株）沖永開発 浦添市 代表取締役社長 安里　邦夫 主任技術者 安里　辰己 土木 国頭東線道路附属物修繕工事(R2)

北部土木事務所 （有）宮城工務店 宜野座村 代表取締役 宮城　勝広 監理技術者 平良　慶人 土木 国道331号災害防除工事(R3-1)

北部土木事務所 （有）マル井建設 名護市 代表取締役 伊波　一人 現場代理人 伊波　一人 土木 本部港（本部地区）施設整備工事（R3）

中部土木事務所 ※ （株）沖永開発 監理技術者 安里　和晃 土木 沖縄環状線8号ボックスカルバート補修工事（R3）

南部土木事務所 （株）屋部土建 名護市 代表取締役 津波　達也 監理技術者 照屋　実盛 土木 東風平大橋補修工事（R1-2）

南部土木事務所 （有）豊秀興業 豊見城市 代表取締役 與那　秀樹 現場代理人 喜屋武　信秀 土木 南部管内安全施設修繕工事（R2-2）

南部土木事務所 （株）七和 那覇市 代表取締役 伊志嶺　匡 監理技術者 照屋　唯佐雄 土木 R2南部東道路舗装工事-2

（有）国吉組 うるま市 代表取締役 石川　裕憲 監理技術者 照屋　淳

（有）新秀建設 うるま市 代表取締役 新垣　均 主任技術者 宮城　功

特定建設工事共同企業体

※ （株）東開発 名護市 代表取締役 仲泊　栄次 監理技術者 宮里　英作

北部造園土木（株） 宜野座村 代表取締役 仲間　康展 主任技術者 宮里　里香

特定建設工事共同企業体

※（株）東開発は、土木部門と建築部門を同時受賞。

（株）大城組 浦添市 代表取締役 仲西　聰 監理技術者 末吉　頼春

（有）ミヤギ電工 那覇市 代表取締役 宮城　康弘 主任技術者 仲里　政哉

（株）真喜志電設 豊見城市 代表取締役 与儀　真喜 主任技術者 与儀　真人

特定建設工事共同企業体

久建工業（株） 那覇市 代表取締役 久米　清博 監理技術者 上地　敦

日信工業（株） 豊見城市 代表取締役 伊野波　盛文 主任技術者 宮良　篤

特定建設工事共同企業体

（株）東洋設備 那覇市 代表取締役 玉城　信六 監理技術者 金城　則雄

（有）広設備工業 豊見城市 代表取締役 知念　章太 主任技術者 知念　章太

（株）沖縄工業 那覇市 代表取締役 糸数　啓子 主任技術者 名嘉　徹矢

特定建設工事共同企業体

部長
表彰

施設建築課 電気 沖縄工芸産業振興拠点施設（仮称）新築工事（電気１工区）

※業者表彰は同一部門では重複受賞できないた
め、技術者のみの表彰とする。

施設建築課 建築 県営大謝名団地建替工事（第３期・建築２工区）

施設建築課 建築 県営大謝名団地建替工事（第３期・建築４工区）

施設建築課 管 沖縄工芸産業振興拠点施設（仮称）新築工事（機械２工区）

施設建築課 管 県営南風原第二団地建替工事（第２期・機械１工区）



令和４年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧

表彰 推薦

区分 事務所 受注業者名 所在地 職名 氏名 部門 工事名代表者

優良建設業者 優良技術者

北部土木事務所 ※ （株）屋部土建 現場代理人 神山　弘一 土木 屋部川河道掘削工事(R3-1)

北部土木事務所 （株）國場組 那覇市 代表取締役 玉城　徹也 監理技術者 丹野　繁 土木 本部港（本部地区）岸壁（-10.5m）整備工事（R3-1）

北部土木事務所 （株）呉屋組 糸満市 代表取締役 呉屋　明 現場代理人 金城　均 土木 伊江港波除堤整備工事(R2-6ｰ北振)

北部土木事務所 沖建（資） 本部町 代表社員 内間　明 監理技術者 宮城　明彦 土木 港原第一橋橋梁補修工事（R2）

北部土木事務所 ※ （株）國場組 監理技術者 仲尾次　太 土木 県道9号線大保大橋下部工工事(R2)

北部土木事務所 ※ （株）呉屋組 監理技術者 山里　景治 土木 本部港(本部地区)泊地(－10.5m)浚渫工事(R3-2)

北部土木事務所 （有）くくる 名護市 代表取締役 仲程　忠 監理技術者 岸本　和史 土木 国道331号ボックスカルバート橋補修工事（R2-3）

北部土木事務所 （有）安護建設工業 本部町 代表取締役 安護　宗成 監理技術者 末吉　業忠 土木 国道331号災害防除工事(R2-1)

北部土木事務所 東和建設（株） 名護市 代表取締役 東江　晴都 主任技術者 橋本　哲哉 土木 国道505号舗装新設工事(R2)

北部土木事務所 ※ 沖建（資） 監理技術者 玉城　善邦 土木 大井川河川整備工事(R3)

中部土木事務所 （有）大我組 うるま市 代表取締役 来間　重博 監理技術者 横田　満 土木 浦添大公園園路整備工事(R2-2)

中部土木事務所 （有）長浜建設 浦添市 代表取締役 長濱　忠盛 監理技術者 知名　勇治 土木 パイプライン線街路改良工事（R1）

中部土木事務所 沖電開発（株） 浦添市 代表取締役社長 仲里　武思 監理技術者 鉄本　良二 土木 中城公園園路整備工事（R3-2）

※ 大畑建設（株） 浦添市 代表取締役 神里　哲哉 監理技術者 屋宜　盛一

※事務所長等表彰のみの場合、他の事務所での同一部門での重複表彰を認める。

中部土木事務所 ※ （株）屋部土建 現場代理人 我謝　努 土木 金武湾港（平安座南地区）平安座第一航路浚渫工事（R3）

中部土木事務所 （有）明生建設 西原町 代表取締役 池原　淳 監理技術者 仲宗根　正弘 土木 当間地すべり対策工事（R2-1）

中部土木事務所 （株）丸石建設 うるま市 代表取締役 大石根　史 主任技術者 前野　洋 土木 島袋急傾斜地崩壊対策工事（R2-2）

協栄海事土木（株） 浦添市 代表取締役 寄川　一博 監理技術者 上原　仁

（株）田中工業 浦添市 代表取締役 田中　広三 主任技術者 赤田　雅勝

特定建設工事共同企業体

中部土木事務所 （株）大米建設 那覇市 代表取締役社長 国吉　修 監理技術者 名幸　志浩 土木 中城湾港（泡瀬地区）養浜整備工事（Ｒ３）

中部土木事務所

※業者表彰は同一部門では重複受賞できないた
め、技術者のみの表彰とする。

中部土木事務所 土木

※業者表彰は同一部門では重複受賞できないた
め、技術者のみの表彰とする。

※業者表彰は同一部門では重複受賞できないた
め、技術者のみの表彰とする。

土木 沖縄県総合運動公園駐車場整備工事(R2-2)

事務所
長等
表彰

※業者表彰は同一部門では重複受賞できないた
め、技術者のみの表彰とする。

中城湾港（泡瀬地区）B1護岸整備工事（R3）

※業者表彰は同一部門では重複受賞できないた
め、技術者のみの表彰とする。
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表彰 推薦

区分 事務所 受注業者名 所在地 職名 氏名 部門 工事名代表者

優良建設業者 優良技術者

南部土木事務所 （株）照正組 那覇市 代表取締役 照屋　圭太 現場代理人 大城　隆之 土木 国道507号仲井真歩道橋補修工事（R3）

南部土木事務所 （有）牧野建設 那覇市 代表取締役 嵩原　康彦 主任技術者 金城　正和 土木 南部管内舗装補修工事(R2-5)

南部土木事務所 （株）交建企画 浦添市 代表取締役 三枝　利郎 現場代理人 三枝　拓郎 土木 南部管内交通安全施設修繕工事（R3）

南部土木事務所 大畑建設（株） 浦添市 代表取締役 神里　哲哉 主任技術者 糸数　朗之 土木 南部管内舗装補修工事(R2-4)

南部土木事務所 （有）五輪重機 浦添市 代表取締役 平安山　明正 現場代理人 比嘉　智晃 土木 南部管内舗装補修工事（R3ｰ3）

南部土木事務所 （株）沖創工 那覇市 代表取締役 伊佐　一 主任技術者 吉川　真二 土木 南部管内ボックスカルバート補修工事（R3）

南部土木事務所 ※ （株）巴総業 監理技術者 安谷屋　要 土木 平和祈念公園整備工事（R3-1）

南部土木事務所 （株）伸和建設 那覇市 代表取締役 名嘉　重男 監理技術者 玉城　修太 土木 豊見城中央線街路改良工事（R2-1）

南部土木事務所 （株）沖栄建設 那覇市 代表取締役 儀武　哲明 現場代理人 津波古　清順 土木 龍潭線街路改良工事（R2）

南部土木事務所 琉南建設（株） 那覇市 代表取締役 岩崎　博明 主任技術者 平田　光賛 土木 南風原兼城地すべり緊急改築工事（R2-2）

南部土木事務所 （株）巴総業 豊見城市 代表取締役 安谷屋　真里 監理技術者 大田　安之 土木 R2南部東道路橋梁下部工工事（雄樋川橋A1-1）

※ 安岡建設（株） 那覇市 代表取締役 大村　光昭 現場代理人 饒辺　永孝

※事務所長等表彰のみの場合、他の事務所での同一部門での重複表彰を認める。

南部土木事務所 （株）川平土木 南城市 代表取締役 稲福　一 監理技術者 具志堅　貴紀 土木 R3南部東道路改良工事（3工区－1）

南部土木事務所 （株）仲間組 金武町 代表取締役 仲間　政樹 監理技術者 呉屋　善紀 土木 南部管内交差点改良工事(R2-1工区)

南部土木事務所 （株）協亜建設 糸満市 代表取締役 玉城　勝二 現場代理人 津嘉山　巧 土木 糸満与那原線（平和の道線）道路改良工事（R3-2工区）

宮古土木事務所 （有）松島建設 宮古島市 代表取締役 松川　勝弘 監理技術者 上里　直也 土木 保良西里線電線共同溝工事(R2)

八重山土木事務所 知念土建（株） 石垣市 代表取締役 知念　美香 主任技術者 高良　新常 土木 国道390号電線共同溝整備工事（R2)

八重山土木事務所 （有）東洋工業 石垣市 代表取締役 後上里　洋一 主任技術者 深見　和壽 土木 浦内橋橋梁整備工事（Ｒ２－１）

八重山土木事務所 （株）沖縄土木 石垣市 代表取締役 当山　喜一郎 監理技術者 知花　信雄 土木 国道390号電線共同溝整備工事（R3)

八重山土木事務所 崎原建設（株） 石垣市 代表取締役 崎原　健 主任技術者 仲間　輝和 土木 石垣空港線道路改良工事（R2-1工区）

八重山土木事務所 （有）國光建設 石垣市 代表取締役 新里　一支 監理技術者 西泊　宏明 土木 石垣空港線道路改良工事（R2-4工区）

事務所
長等
表彰

※業者表彰は同一部門では重複受賞できないた
め、技術者のみの表彰とする。

南部土木事務所 土木 Ｒ２南部東道路交通安全施設設置工事
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表彰 推薦

区分 事務所 受注業者名 所在地 職名 氏名 部門 工事名代表者

優良建設業者 優良技術者

八重山土木事務所 丸尾建設（株） 石垣市 代表取締役 丸尾　剛 監理技術者 新本　当康 土木 白浜港物揚場工事(R3-1)

下水道事務所 安岡建設（株） 那覇市 代表取締役 大村　光昭 現場代理人 東　克洋 土木 安謝幹線管更生工事（R3-1）

（株）大寛組 那覇市 代表取締役 大濵　均 監理技術者 赤嶺　守也

（株）大丸建設 豊見城市 代表取締役 大城　清 主任技術者 富里　哲也

特定建設工事共同企業体

施設建築課 （株）丸内 宜野湾市 代表取締役 伊豆味　俊規 現場代理人 立津　政人 土木 県立那覇Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（外構工事）

都市公園課 金秀建設（株） 那覇市 代表取締役 上地　千登勢 監理技術者 大城　安克 土木 沖縄県総合運動公園陸上競技場改修工事(R3)

（株）高橋土建 那覇市 代表取締役 玉城　俊夫 監理技術者 花城　清行

（有）辰雄建設 那覇市 代表取締役 安里　繭子 主任技術者 髙嶺　正鋭

特定建設工事共同企業体

（株）明成建設 浦添市 代表取締役 知念　章 監理技術者 市場　康人

（株）喜屋武建設 浦添市 代表取締役 喜屋武　一仁 主任技術者 田里　寛文

特定建設工事共同企業体

施設建築課 上門工業（株） 沖縄市 代表取締役 上門　信孝 監理技術者 野原　健太 建築 県営南風原第二団地建替工事（第２期・建築５工区）

施設建築課 （有）金城建設 那覇市 代表取締役 金城　暁彦 監理技術者 金城　正秀 建築 県議会棟連絡通路外壁等改修工事

事務所
長等
表彰

下水道事務所 土木 那覇浄化センター 終沈殿池築造工事（1工区）

施設建築課 建築 県営大謝名団地建替工事（第３期・建築１工区）

施設建築課 建築 県営大謝名団地建替工事（第３期・建築３工区）


