
様式　３

（申請業種区分）　　その他（目視調査）

元請 測量等対象の 業務履行場所名 着手年月

下請の別 規模等 請負代金額(千円) 完成(予定)年月

西原町 平成 20年 12月

平成 21年  3月

読谷村 平成 21年  3月

平成 21年  3月

うるま市 平成 21年  2月

平成 21年  3月

那覇市 平成 21年  2月

平成 21年  3月

那覇市 平成 21年  2月

平成 21年  3月

那覇市 平成 21年  2月

平成 21年  3月

平成 21年  1月

平成 21年  2月

記載要領　　１　申請する業種別に作成すること。

　　　　　　２　直前２年間の主な完成業務及び直前２年間に着手した主な未成業務について記載すること。

　　　　　　３　下請については、「発注者」欄には元請業者名を、「件名」欄には下請件名を記載すること。

　　　　　　４　「測量等対象の規模等」欄には、測量の面積・精度・設計の構造・延べ面積等を記載すること。

具志川処理区ﾏﾝﾎｰﾙ目視調査及び硫
化水素測定器設置工

平成20年度西地区公共下水道設計
業務委託 既設人孔調査及び硫化水
素測定工

測　量　等　実　績　調　書

下請

元請

下請

下請

下請(株)沖技

元請

下請

伊佐浜処理区美里汚水枝線測量調
査設計委託業務(改築その2) 目視
調査

(株)興洋ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

読谷村

海邦環境
ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ(株)

(有)一心土木設計

(有)世名城

発注者 件　　名

沖縄県
下水道管理事務所

西原処理区ﾏﾝﾎｰﾙ目視調査及び硫化
水素濃度測定業務委託

読谷村公共下水道管渠巡視・点検
及び清掃業務

平成20年度泉崎地内公共下水道設
計業務委託 既設人孔調査

平成20年度曙地内公共下水道設計
業務委託 既設人孔調査及び硫化水
素測定工



様式　３

（申請業種区分）その他（汚泥処理施設の維持管理）

元請 測量等対象の 業務履行場所名 着手年月

下請の別 規模等 請負代金額(千円) 完成(予定)年月

読谷村営喜名団地 読谷村 平成 19年  8月

浄化槽維持管理業務 平成 20年  7月

西原町 平成 19年  8月

平成 20年  7月

ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ読谷店 読谷村 平成 19年  8月

浄化槽維持管理業務 平成 20年  7月

読谷村 平成 19年  8月

平成 20年  7月

名護市 平成 19年  8月

平成 20年  7月

沖縄市 平成 19年  8月

平成 20年  7月

沖縄市 平成 19年  8月

平成 20年  7月

沖縄市 平成 19年  8月

平成 20年  7月

うるま市 平成 19年  8月

平成 20年  7月

糸満市立学校給食ｾﾝﾀｰ 糸満市 平成 19年 10月

排水処理施設維持管理業務委託 平成 20年  4月

糸満市立学校給食ｾﾝﾀｰ 糸満市 平成 19年 10月

汚水処理施設の維持管理 平成 20年  4月

石川石炭火力発電所 うるま市 平成 19年 11月

し尿浄化槽保守点検業務 平成 20年  7月

沖縄市中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 沖縄市 平成 20年  4月

保守管理業務委託 平成 20年  7月

宜野湾市 平成 20年  4月

平成 20年  7月

記載要領　　１　申請する業種別に作成すること。

　　　　　　２　直前２年間の主な完成業務及び直前２年間に着手した主な未成業務について記載すること。

　　　　　　３　下請については、「発注者」欄には元請業者名を、「件名」欄には下請件名を記載すること。

　　　　　　４　「測量等対象の規模等」欄には、測量の面積・精度・設計の構造・延べ面積等を記載すること。

浄化槽維持管理

ﾎﾟﾝﾌﾟ場管理業務委託

浄化槽維持管理

浄化槽維持管理

浄化槽維持管理業務

測　量　等　実　績　調　書

宜野湾市 元請

(株)JPﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ
石川事業所

元請

糸満市教育委員会

かとれあ荘 元請

糸満市教育委員会

金秀商事(株) 元請

(株)桃仁開発 元請

元請

元請

(株)いしかわ
文明堂

元請

ｳｨﾝｽﾞ当山 元請

沖縄市 元請

丸一食品
塩屋店

元請

元請

発注者 件　　名

さくら荘 元請 浄化槽維持管理

浄化槽維持管理

ﾎﾟｹｯﾄﾌﾟﾗｻﾞなご
小規模ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所点検

ﾌﾟﾗｻﾞｸﾘﾆｯｸ 元請

読谷村営喜名団地
自治会



様式　３

（申請業種区分）その他（汚泥処理施設の維持管理）

元請 測量等対象の 業務履行場所名 着手年月

下請の別 規模等 請負代金額(千円) 完成(予定)年月

読谷村楚辺浄化ｾﾝﾀｰ 読谷村 平成 19年  8月

保守点検及び清掃業務 平成 20年  7月

記載要領　　１　申請する業種別に作成すること。

　　　　　　２　直前２年間の主な完成業務及び直前２年間に着手した主な未成業務について記載すること。

　　　　　　３　下請については、「発注者」欄には元請業者名を、「件名」欄には下請件名を記載すること。

　　　　　　４　「測量等対象の規模等」欄には、測量の面積・精度・設計の構造・延べ面積等を記載すること。

測　量　等　実　績　調　書

発注者 件　　名

毛管浄化ｼｽﾃﾑ(株) 下請



様式　３

（申請業種区分）　その他（ＴＶカメラ調査）

元請 測量等対象の 業務履行場所名 着手年月

下請の別 規模等 請負代金額(千円) 完成(予定)年月

沖縄市 平成 20年  5月

平成 21年  3月

沖縄市 平成 20年  9月

平成 20年 11月

名護市 平成 21年  1月

平成 21年  1月

北中城村 平成 21年  3月

平成 21年  3月

宜野湾市 平成 21年  4月

平成 21年  7月

沖縄市 平成 21年  5月

平成 22年  3月

記載要領　　１　申請する業種別に作成すること。

　　　　　　２　直前２年間の主な完成業務及び直前２年間に着手した主な未成業務について記載すること。

　　　　　　３　下請については、「発注者」欄には元請業者名を、「件名」欄には下請件名を記載すること。

　　　　　　４　「測量等対象の規模等」欄には、測量の面積・精度・設計の構造・延べ面積等を記載すること。

下水道汚水・雨水管清掃及びｶﾒﾗ調
査業務委託

件　　名

沖縄市公共下水道汚水管渠清掃及
び調査業務委託(緊急)

名護市公共下水道6号汚水幹線管内
ｶﾒﾗ調査委託業務(その2)

沖縄市公共下水道汚水管渠清掃及
び調査業務委託(緊急)

沖縄市公共下水道汚水管渠清掃及
び調査業務委託

管渠調査・清掃業務(20-4)

沖縄市 元請

沖縄市 元請

沖縄市 元請

測　量　等　実　績　調　書

名護市 元請

宜野湾市 元請

北中城村 元請

発注者



様式　３

（申請業種区分）　その他（ＴＶカメラ調査）

元請 測量等対象の 業務履行場所名 着手年月

下請の別 規模等 請負代金額(千円) 完成(予定)年月

那覇市 平成 20年  8月

平成 20年  8月

うるま市 平成 20年  9月

平成 20年  9月

那覇市 平成 20年 10月

平成 20年 10月

与那原町 平成 20年 11月

平成 20年 12月

与那原町 平成 20年 12月

平成 20年 12月

与那原町 平成 20年 12月

平成 20年 12月

那覇市 平成 20年 12月

平成 20年 12月

那覇市 平成 20年 12月

平成 20年 12月

那覇市 平成 21年  1月

平成 21年  2月

名護市 平成 21年  1月

平成 21年  1月

那覇市 平成 21年  1月

平成 21年  1月

那覇市 平成 21年  1月

平成 21年  1月

南風原町 平成 21年  2月

平成 21年  2月

那覇市 平成 21年  2月

平成 21年  2月

記載要領　　１　申請する業種別に作成すること。

　　　　　　２　直前２年間の主な完成業務及び直前２年間に着手した主な未成業務について記載すること。

　　　　　　３　下請については、「発注者」欄には元請業者名を、「件名」欄には下請件名を記載すること。

　　　　　　４　「測量等対象の規模等」欄には、測量の面積・精度・設計の構造・延べ面積等を記載すること。

(有)東洋土建 下請

(株)東部電気土木 下請

(株)東海造園

(有)晃永調査測量

(株)ｼﾞﾐｰ
ｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾞﾘﾙ店

下請

21工区首里金城町地内公共下水道
工事 ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

東浜地内汚水管布設工事(その1)
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

5工区首里石嶺地内公共下水道工事
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

東浜地内汚水管布設工事(その2)
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

具志川幹線汚水管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査工

東浜地内汚水管布設工事(その3)
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

平成20年度1工区公共下水道修繕工
事 新設管TV調査

件　　名

(有)新生実業 下請

(資)張本機械工業 下請

(有)登竜土建

下請

測　量　等　実　績　調　書

発注者

下請

(有)登竜土建 下請

29工区首里寒川地内公共下水道工
事　ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

14工区久茂地地内公共下水道工事
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

名護市公共下水道工事6号汚水幹線
管渠工事(その276)ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

11工区久茂地地内公共下水道工事
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

雨水桝ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査工

下請

(資)張本機械工業 下請

(有)与那嶺産業 下請

(株)間土建 下請

愛媛ｼｰﾙﾄﾞ工業(株) 下請

津嘉山土地区画整理汚水管移設工
事(08-1)ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

34工区首里金城町公共下水道工事
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

下請(株)羽地総業



様式　３

（申請業種区分）　その他（ＴＶカメラ調査）

元請 測量等対象の 業務履行場所名 着手年月

下請の別 規模等 請負代金額(千円) 完成(予定)年月

南風原町 平成 21年  2月

平成 21年  2月

南城市 平成 21年  2月

平成 21年  2月

西原町 平成 21年  2月

平成 21年  2月

南城市 平成 21年  2月

平成 21年  2月

中城村 平成 21年  2月

平成 21年  2月

中城村 平成 21年  3月

平成 21年  3月

名護市 平成 21年  3月

平成 21年  3月

うるま市 平成 21年  4月

平成 21年  4月

記載要領　　１　申請する業種別に作成すること。

　　　　　　２　直前２年間の主な完成業務及び直前２年間に着手した主な未成業務について記載すること。

　　　　　　３　下請については、「発注者」欄には元請業者名を、「件名」欄には下請件名を記載すること。

　　　　　　４　「測量等対象の規模等」欄には、測量の面積・精度・設計の構造・延べ面積等を記載すること。

(有)大政建設 下請

下請

(有)原建設工業 下請

測　量　等　実　績　調　書

発注者

(株)新崎技建 下請
沖縄ﾌﾟﾗﾝﾄ工業(株)私有地造成工事
雨水管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

(有)玉城建設 下請

(株)新栄組

津花波処理分区枝線工事(その1)
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

兼久枝線下水道工事(その2)
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

津嘉山第2汚水幹線工事(20-3)
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

(有)津田建設 下請
兼久第1処理分区枝線工事(その9)
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

名護市公共下水道9号汚水枝線管渠
工事(その279)ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

当間地内公共下水道工事(20-4)
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

当間地内公共下水道工事(20-6)
ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査

(株)山内土木 下請

(有)山川建設 下請

件　　名


