
沖縄県建設業ゼロ災運動・ゼロ災宣言事業場 

索引 

あ                い  う       え   お  か  き  く  け  こ  さ  し  す  せ    そ 

   た  ち             つ              て                 と    な  に              ぬ   ね              の    は     ひ  ふ    へ     ほ 

   ま  み  む            め               も    や  ゆ  よ  ら   り  る  れ  ろ  わ  

 

ア （有） 安護建設工業 

 あおみ建設（株） 

 あおみ建設（株）・丸尾建設特定建設工事共同企業体 

 旭建設（株） 

 東建設(株) 

 （株） 新崎土木 

イ （有） 池村建設 

 池村建設工業（株） 

 （株）一廣工業 

ウ （株） 上原土木 

エ （株） 栄三建設 

オ （株） 大宜見組 

 （有） 大里建設 

 （株） 大城組 

 太田建設（株） 

 大友建設（株） 

  （株） 太名嘉組 

  （株） オカノ 

 （株） 沖栄建設 

 （株） 興建設 

 （株） 荻建設 

 （有） オキケン開発 

 （株） おきさん 

 （有） 沖産 

 沖電開発（株） 



 （株） 沖電工 

 沖電水工事（株） 

 （有） 沖電モートル 

  （株） 沖永開発 

 （株） 沖縄エジソン 

  沖縄ｶﾞｽﾘﾋﾞﾝｸﾞ（株） 

 （株） 沖縄計装工事 

 （株） 沖縄工業 

  （有） 沖縄小堀電機 

  沖縄水質改良（株） 

  沖縄東芝エレベータ（株） 

  沖縄道路（株） 

 （株） 沖縄特電 

 （株） 沖縄土木 

 沖縄ピーシー（株） 

 （有） 沖南建設 

 （株） 奥浜組 

  （株） オリジン建設 

カ 海邦電設 

 （株） 海邦土木 

 鹿島建設（株）沖縄工事（事） 

 金秀グリーン（株） 

  金秀建設（株） 

 （株） 川平建設 

キ 技研工業（株） 

 （株） 基電 

  （株） 喜屋武建設 

  球陽生ｺﾝｸﾘｰﾄ（株） 

  協栄海事土木（株） 

 （株） 鏡原組 



 （株） 共和技研 

 共和産業（株） 

 共和産業（株）石垣支店 

 （株） 京和土建 

 極東建設（株） 

 （株） 金城キク建設 

 （株） 金城組 

 金城電気工事（株） 

ク （有） 久貝土建 

 （有） くくる 

 （有） 國光建設 

 （有） 国吉組 

 
久米建設（株） 

 （有） 呉開発 

 （有） 黒島組 

ケ 建設業労働災害防止協会沖縄県支部 

コ 光南建設（株） 

 
（有） 光和ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

  （株） 國場組 

 （株） 古波蔵組 

  （株） 小波津組 

  （株） 呉屋組 

  （株） 呉屋建設 

サ 先嶋建設（株） 

 （有） 先島メンテナンス 

 崎原建設（株） 

  崎原土建（株） 

 座波建設(株) 

 （株） 佐平建設 

 三栄工業（株） 



 三協電気工事（株） 

 （株） 三光建設工業（株） 

 （株） 三光電設 

  （株） 三和土建 

シ （株） 紫電舎 

 （株） 重建 

 （株） ジュンカン 

 （有） 昭電工業 

 （株） 尚輪興建 

 （株） 信吉組 

 （株） 新生 

 （株） 新友建設 

 （株） 信用組 

 （株） 伸和建設 

 （有） 真和建設 

ス （有） 洲鎌組 

 （有） スタプランニング 

 （有） 砂川興業 

 砂川土木（有） 

 砂盛建設（株） 

 （株） 砂盛工業 

 （有） 砂盛土木 

セ （有） 成友興業 

 （株） 瀬底土建 

 （株） 善太郎組 

ソ （有） 総合計画 

 （株） 創進 

タ （株） 第一建設 

 （株） 第一三興建設       

 大永建設(株) 



 （株） 大寛組 

  大鏡建設（株） 

 （有） 大協建設 

 （有） 太建開發 

 （株） 大晃 

 （株） 大進建設 

 大晋建設（株） 

 （株） 大米建設 

 （有） 第三土建 

 （株） 大成ホーム 

 大日本土木（株） 

  （有） 太輪 

 （株） 高橋土建 

 （有） 田端設備工業 

  （株） 玉城組 

  （株） 玉清組 

 （株） 玉新建設 

 （株） 玉吉建設 

チ 知念土建（株） 

 中部電水工事（株） 

ツ （有） 津城電気工事 

テ （有） Dプラン開発 

 （株） テクノ工業 

 （株） 照正組 

 照屋建設（株） 

 （株） 照屋建設 

 照屋電気工事（株） 

 （株） 照屋土建 

  （株） 輝陽 

  （株） 天仁建設 



ト 東興産業（株） 

 （株） 東光電設工業 

 （有） 東洋工業 

 東洋ｺﾝｸﾘｰﾄ（株） 

 東洋電気工事（株） 

 （株） 東洋設備 

 （株） 豊都建設 

 桐和空調設備（株） 

 （株） 徳里産業 

 （有） 渡久地組 

 飛島建設（株） 石垣島管路作業所 

 （株） 富建 

 （株） とみしろ建設 

  （株） 巴総業 

ナ （有） 名嘉商会 

  （有） 長浜建設 

  （有） 仲野電設 

 仲程土建（株） 

 （株） 仲間組 

 中村工業（株） 

 仲本建設（株） 

 （株） 仲本工業 

 （株） 七和 

 （株） 那覇電工 

 （株） 南海建設 

 （株） 南海土木 

  南西開発(株) 

 （株） 南成建設 

 （株） 南西工業 

 南西電設（株） 



 （有） 南成土建 

 （有） 南成土木 

 南部電工（株） 

 南洋土建（株） 

ニ （有） 新高土木 

 西日本電信電話（株）沖縄支店 

 （株） 西原環境おきなわ 

 西松建設（株） 

 日特建設（株） 

 （株） ＮＩＰＰＯ沖縄建築工事事務所 

 日本総合整美（株） 

 日本無線（株） 

ノ （株） 野里組 

 （株） 野村建設 

ハ （株） 八電工 

ヒ 比嘉組 

 （株） 比嘉組 

 比嘉工業（株） 

 （株） 東開発 

  （有） 東緑化開発 

  光建設（株） 

  光通信工業（株） 

  光電気工事（株） 

 （株） 肥後工務店 

 （株） 美善建設 

 （株） 平田建設 

 （株） 秀光建設 

 （合） 廣組 

フ （有） 福地組 

 フクムラ重機 



 福山商事（株） 

 （有） 福雄建装工業 

 （株） 富士建設 

 フジタ前木特定建設共同企業体 

ホ （株） 豊神建設 

 （株） ホット沖縄 

マ （株） 前木組 

 牧港建設（株） 

  街クリーン（株） 

 （株） 町田組 

 （株） 松川建設 

 松川住宅設備（株） 

 （株） 丸石建設 

 （株） 丸内重機 

  

  

丸尾建設(株) 

（株） 丸清組 

 （株） 丸憲 

  （株） 丸元建設 

  （有） 丸玄建設 

  （株） 丸新建設 

 （株） 丸真組 

 （株） 丸善組 

 丸善建設（株） 

  （株） 丸政工務店 

  （有） まるやす建設 

 （株） 万田建設 

ミ 三善建設（株） 

 三成技建（株） 

 （有） 宮里電気 

 宮嶋建設（株） 



 

ム ムトウ建設（株） 

メ （株） 明成建設 

モ （株） 基土木 

ヤ （株） 八重島工業 

 八重山興業(株) 

 八重山電気工事業協同組合 事務局 

 （有） 八重山土木 

  （株） 屋島組 

  安岡建設（株） 

 （株） 屋部土建 

 （有） 山口建設 

ユ ゆたか電気 

ヨ （株）与儀組 

 与儀土建（株） 

  （有） 義工業 

 （株） 与那原建設 

  （株） 米盛建設工業 

リ 琉球建設産業（株） 

 （株） 琉球テクノ産業 

 琉球ペイント（株） 

 琉穂建設（株） 

ワ （株） 和高建設工業 

 若築建設（株）沖縄営業所 


