
１２． そ の 他

石 川 市 平成 2年度防火水槽工事設計業務 平成２年

具志川市 宮里地区下水排水路測量設計委託業務 平成２年

下 請 羽地ダム 3号土捨場測量設計業務 平成３年

下 請 宇堅区資材置き場造成工事設計業務 平成３年

下 請 豊原保育所改築設計委託業務 平成４年

県企業局 石川浄水場境界標石杭の復元業務委託 平成４年

与那城村 Ｂ型老人センター擁壁工事設計業務委託 平成４年

県企業局 φ 2000mm導水管路用地境界杭復元業務委託 平成４年

沖 縄 県 中城湾港（新港地区）工業用地測量委託業務（6） 平成５年

県教育庁 具志川商業高校環境整備工事設計業務委託 平成５年

具志川市 あげな小学校用地測量業務委託 平成５年

沖 縄 県 県営松本高層住宅屋外附帯施設整備設計業務 平成５年

下 請 瑞慶山ダム周辺実施設計業務委託 平成６年

県企業局 石川浄水場及び金武地内境界杭復元業務委託 平成６年

下 請 道路維持補修工事(その2)積算設計竣工図作成業務 平成７年

県企業局 石川～高原間導水管用地境界復元業務委託 平成７年

沖 縄 県 県営八重島高層住宅屋外附帯施設整備設計業務委託 平成７年

勝 連 町 平安名、仲田線道路改良工事に伴う 平成７年
分筆登記申請業務

金 武 町 中川区事務所東側排水路実施設計業務委託 平成８年

勝 連 町 町道 2-16号線分筆登記申請業務 平成８年

県教育庁 中部農林高校運動場整備工事測量設計業務委託 平成 10年

県企業局 漢那～石川間導送水管用地境界杭復元業務委託 平成 11年

嘉手納町 屋良小学校運動場等整備設計委託業務 平成 12年

沖 縄 県 具志川市字田場在県有地の境界標設置及び 平成 12年
管理図面作成業務

具志川市 川崎小学校外構設計委託業務 平成 12年



県教育庁 コザ高校・具志川高校屋外環境整備測量設計業務委託 平成 12年

嘉手納町 屋良小学校照明工事修正設計委託業務 平成 12年

県企業局 宜野座村漢那～金武町中川間用地境界杭復元業務 平成 13年

具志川市 最終処分場適正閉鎖工事実施設計委託 平成 13年

嘉手納町 屋良小学校防球ネット設置工事設計委託業務 平成 13年

具志川市 金座団地造成設計委託業務 平成 13年

県教育庁 具志川高校テニスコート工事測量設計業務委託 平成 14年

与那城町 町道 86号線設計筆耕業務 平成 14年

勝 連 町 町道 5-2号線分筆測量業務委託 平成 14年

県管財課 恩納村字仲泊在県有地の境界測量及び管理図面作成業務 平成 14年

県企業局 用地境界杭等復元測量業務 平成 14年

与那城町 町道 71号線設計筆耕業務 平成 15年

勝 連 町 勝連城跡駐車場設計業務委託 平成 15年

与那城町 町道 86号線設計筆耕業務 平成 16年

平敷屋 平敷屋区墓地造成工事設計委託業務 平成 16年
公民館

平敷屋 墓地造成工事測量業務 平成 17年
公民館

那覇防衛 瑞慶覧 (H18)病院付属施設新設基本検討業務 平成 18年
施設局

うるま市 石川西線調査業務 平成 19年

下 請 石川管轄導水管用地等境界杭復元測量業務 平成 19年

平敷屋 平敷屋区墓地駐車場工事設計委託業務 平成 20年
公民館

下 請 浜比嘉杭打ち業務委託 平成 20年

下 請 浜塩田工場敷地境界杭打業務 平成 21年

うるま市 石川西線設計書筆耕業務 平成 22年

下 請 与勝調整地用地境界杭業務 平成 22年

金 武 町 町道屋嘉 69号線整備工事単価入替業務委託 平成 22年

うるま市 石川西線設計書筆耕業務（その 2） 平成 22年



嘉手納町 平成23年度配水管布設工事実施設計に伴う平板測量業務 平成 23年

沖 縄 県 広域探査発掘加速事業測量土質調査業務（本島地区） 平成 23年

沖縄県警 測量業務・設計業務一式 平成 23年

下 請 県道 36号線道路台帳作成業務委託 平成 23年

民 間 北中城村字仲順 11番比嘉邸測量業務 平成 23年

民 間 うるま市石川東恩納長嶺原敷地現況測量及び杭打業務 平成 23年

金 武 町 サーガ周辺整備工事・牛納棒整備工事単価入替業務 平成 24年

金 武 町 町道屋嘉 69号線道路台帳作成業務委託 平成 24年

嘉手納町 平成 24年度配水管布設工事実施設計業務に伴う 平成 24年
現地測量委託業務

うるま市 生涯学習センター外構概略設計業務 平成 24年

県企業局 金武地内土地調書作成業務委託 平成 24年

うるま市 石川西線道路台帳作成業務委託 平成 24年

うるま市 生涯学習センター外構設計業務 平成 25年

金 武 町 町道屋嘉 80号線擁壁設計業務 平成 25年

沖 縄 県 広域探査発掘加速事業測量土質調査業務 平成 25年
（本島地区 H25-5）

うるま市 長田団地造成基本設計業務 平成 25年

うるま市 生涯学習センター外構修正設計業務 平成 25年

うるま市 川崎ルーシー河線土質調査業務（その 1） 平成 25年

うるま市 長田団地造成基本設計業務 平成 26年

沖 縄 県 広域探査発掘加速事業測量土質調査業務 平成 26年
（本島地区 H26-16）

うるま市 長田団地建替外構設計業務 平成 27年

下 請 石川智啓邸新築工事の地滑り検討・擁壁構造計算業務 平成 27年

うるま市 長田団地建替外構修正設計業務 平成 27年

うるま市 生涯学習センター外構設計更新業務 平成 28年

うるま市 長田団地建替敷地整備設計委託業務 平成 29年

うるま市 敷地整備修正設計業務 平成 29年

うるま市 開発許可変更申請業務 平成 29年



中部土木 港湾事業積算技術支援業務委託（ H30） 平成 30年

うるま市 平敷屋小学校防球ネット設置設計業務 平成 30年

うるま市 平敷屋小学校グランド掘削作業業務 平成 30年

うるま市 石川地区慰霊祭刻銘版設置工事に係る設計業務 平成 30年

うるま市 石川地区慰霊祭刻銘版設置工事に係る調査業務 平成 30年

下 請 積算支援業務（北谷町下水道） 平成 30年

うるま市 H30喜屋武マーブ公園トイレ下水道接続試掘 平成 30年
調査業務委託

うるま市 饒辺地区排水路流域調査業務 平成 30年

うるま市 H30安慶名プロムナードゴムチップ舗装設計業務委託 平成 30年

下 請 積算支援業務（あしびなぁ公園） 平成 30年

うるま市 長田団地建替 2期工事修正設計業務（外構・造成） 令和元年

与那原町 与那原町上与那原地内ブロック積擁壁設計業務委託 令和元年

うるま市 兼箇段排水路実施設計委託業務 令和元年

うるま市 兼箇段排水路測量業務 令和元年

下 請 積算支援業務（令和元年度伊平地区汚水枝線工事） 令和元年

うるま市 平敷屋小学校バックネット設置設計業務委託 令和元年

下 請 宜野湾市ブロック塀改修実施設計等業務委託 令和元年

うるま市 津堅地区保安林内測量探査業務 令和元年

うるま市 兼箇段地区排水路流域調査業務 令和元年

下 請 具志川環状線 (仲嶺 )道路改良工事に伴う配水管・ 令和元年
汚水管移設設計業務委託

うるま市 石川公園東屋工事に係る調査業務 令和元年

下 請 粟国水道施設土木工事（現場管内の消毒作業補助） 令和 2年

中部土木 中城湾港（新港地区）

西ふ頭給水管漏水調査業務委託（ R2） 令和 2年

うるま市 平敷屋小学校グラウンド側フェンス設置設計業務 令和 2年

うるま市 石川中学校裏門側フェンス設置調査業務 令和 2年


