
 

 

 

 

 

 

 

工 事 実 績 表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ２ 年 ４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

株式会社 
ソルテック 

ＳＯＬＴＥＣ 
深層混合工法専門施工会社 (ＳＥＣ工法・ＣＤＭ工法 ) 

新技術で未来を拓く!! 



 

  



 

 

 

地盤改良工事実績 ･････････････････････  P1 

施 工 年 度       工事実績件数 

令和 元年度 １９件 

平成３０年度 ３３件 

平成２９年度 ３９件 

平成２８年度 ４２件 

平成２７年度 ４８件 

平成２６年度 ４４件 

平成２５年度 ４３件 

平成２４年度 ４２件 

平成２３年度 ４０件 

平成２２年度 ４３件 

昭和 58 年～平成 21 年度 
※実績表には掲載していません 

７３１件 

 

 

ユシロックＰＬＵＳ工法施工実績 ･･･････  P21 
（NETIS 登録番号 OK-150003-A） 

施 工 年 度       工事実績件数 

平成 27 年～令和元年度 
※地盤改良工事実績と重複しています 

１０件 

 

 

一般工事実績 ･････････････････････････  P22 

施 工 年 度       工事実績件数 

平成 8 年～令和元年度 ４２件 
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地盤改良工事実績 令和 元 年度                    （1-19件／19件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

1 国場川河川改修工事（Ｈ３０－１） 南部土木事務所 
護岸基礎及びすべり

防止 
φ1000(単軸式) 

2 小波津川河川改修工事（Ｈ３０－２） 中部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

3 
被覆型一般廃棄物 終処分場建設工事（地盤

改良工事等） 
南部広域行政組合 地盤強化 φ1000(単軸式) 

4 
ＪＡおきなわ上野支店・Ａコープうえの店新

築工事 
民間企業 建物基礎 浅層改良 

5 小波津川河川改修工事（Ｈ３０－３） 中部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単･二軸式) 

6 
沖縄市明道住宅新築工事（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・

Ｅ・Ｆ・Ｋ・Ｌ・Ｍ・Ｎ・Ｏ棟） 

(株)ダイナスティー

ハウジング（民間） 
建物基礎 浅層改良 

7 那覇市西ビジネスホテル新築工事 
(株)宮健商事 

（民間） 
地盤強化 浅層改良 

8 玉城那覇自転車道線整備工事（Ｈ３０） 南部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

9 石嶺市営住宅第６期建替工事（造成その２） 那覇市建築工事課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

10 Ｍ邸新築工事 個人（民間） 建物基礎 φ1000(単軸式) 

11 
沖縄給油施設(株)６号タンク（Ｔ－２Ｃ）建

設工事（土木工事） 

沖縄給油施設(株)

（民間） 
タンク基礎 φ1000(二軸式) 

12 Ｍ様共同住宅新築工事 個人（民間） 地盤強化 浅層改良 

13 川平団地新築工事（建築・周辺整備） 伊江村建設課 地盤強化 浅層改良 

14 レクサス那覇ワークショップ新築工事 民間企業 建築基礎 φ800(単軸式) 

15 令和元年度識名公園整備工事（土木） 
那覇市花とみどり

課 
擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

16 
株式会社沖電工北部営業所新築工事（造成工

事） 

(株)沖電工 

（民間） 
擁壁基礎 φ1000(二軸式) 

17 Ｉｓｌａｎｄ Ｂａｇ共同住宅新築工事 
(有)アーキテクトデ
ザイントォーラス
（民間） 

建物基礎 φ800(単軸式) 

18 令和元年度津波古地区改良（その１）工事 南部国道事務所 ＢОＸ基礎 φ1000(単軸式) 

19 
那覇北中城線（翁長～上原）道路改良工事

（Ｈ３０－１） 
中部土木事務所 ＢОＸ基礎 φ1000(単軸式) 
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地盤改良工事実績 平成３０年度                    （1-21件／33件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

1 
津嘉山第３雨水・第４汚水幹線工事（２９－

１） 

南風原町区画下水

道課 
函渠・人孔基礎 φ1000(単軸式) 

2 小波津川河川改修工事（Ｈ２９） 中部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

3 
嘉手納（２９）家族住宅（５０８）新設建築

その他工事（その1） 
沖縄防衛局 建築基礎 φ1000(単軸式) 

4 西屋部川改修工事（Ｈ２９－１） 北部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

5 浦西停車場線道路改良工事（Ｈ２９－４） 
都市モノレール建

設事務所 
排水管基礎 φ1000(二軸式) 

6 国場川河川改修工事（Ｈ２９－２） 南部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単･二軸式) 

7 （仮）おきでん名護ビル新社屋建設工事 
沖縄電力(株) 

（民間） 
擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

8 
陸自宮古島（２９）千代田宿舎新設建築工事

（その１） 
沖縄防衛局 建築基礎 φ1000(単軸式) 

9 マックスバリュ兼久店新築工事 
イオン琉球(株)

（民間） 
建築基礎 φ800(単軸式) 

10 トヨタカローラ糸満店新築工事 
トヨタカローラ沖

縄（株）（民間） 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

11 北前海岸地盤改良工事（Ｈ３０） 中部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

12 沖縄市明道住宅新築工事 
(株)ダイナスティー

ハウジング（民間） 
地盤強化 浅層改良 

13 吉富地区貯水池工事（Ｈ２９） 
南部農林土木事務

所 
擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

14 平成３０年度今泊港川改修工事（６工区） 今帰仁村建設課 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

15 Ｙ様共同住宅新築工事 個人（民間） 建物基礎 浅層改良 

16 
伊計平良川線（池味～桃原）道路改良工事Ｈ

３０－１ 
中部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

17 
ディーズグロウ伊良部島プロジェクト新築工

事 
民間企業 地盤強化建築基礎 浅層改良 

18 Ｈ２９南部東道路改良工事（４工区－４） 南部土木事務所 補強土壁･重力式擁壁 φ1000(二軸式) 

19 Ｕ様住宅新築工事 個人（民間） 建物基礎 φ800(単軸式) 

20 泡瀬市営住宅建替事業（第１期）建築工事 沖縄市市営住宅課 
駐車場基礎及びポン

プ室基礎 
浅層改良 

21 平成２９年度金武ＢＰ２工区改良工事 北部国道事務所 函渠基礎 φ1000(単軸式) 
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地盤改良工事実績 平成３０年度                    （22-33件／33件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

22 
（仮称）那覇港総合物流センター地盤改良工

事（Ｈ３０） 
那覇港管理組合 液状化対策 φ1600(単軸式) 

23 浦西停車場線道路改良工事（Ｈ３０－３） 
都市モノレール建

設事務所 
雨貯留槽部･桝部基礎 φ1000(二軸式) 

24 Ｇ様駐車場新設工事 個人（民間） 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

25 ライオンズ浦添城間グランテラス新築工事 民間企業 建物基礎 φ1000(単軸式) 

26 
平成３０年度農連市場地区防災街区整備事業

公共下水道移設工事 

那覇市農連市場地
区防災街区整備事
業組合 

地盤強化 φ1000(単軸式) 

27 
恩納村立統合中学校（仮称）屋内運動場新築

工事（建築） 

恩納村教育委員会 

学校教育課 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

28 
被覆型一般廃棄物 終処分場建設工事（地盤

改良工事等） 
南部広域行政組合 円弧すべり防止 φ1000(単軸式) 

29 沖縄市明道住宅新築工事（Ｇ棟，Ｈ棟） 
(株)ダイナスティー

ハウジング（民間） 
地盤強化 浅層改良 

30 
平成３０年度金武ＢＰ２工区改築（その２）

工事 
北部国道事務所 補強土壁･盛土基礎 φ1000(単軸式) 

31 Ｍ邸新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良 

32 ホテルパームロイヤル プール増築工事 民間企業 地盤強化 浅層改良 

33 ＤＥＳＬＩＥ 店舗兼宿泊施設新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良 
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地盤改良工事実績 平成２９年度                    （1-21件／39件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

1 
津嘉山第３雨水・第４汚水幹線工事（２８

－３） 

南風原町区画下水

道課 
ＢОＸ基礎 φ1000(単軸式) 

2 白比川河川改修工事（Ｈ２８－１） 中部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単･二軸式) 

3 津嘉山第３雨水幹線工事（２８－２） 
南風原町区画下水

道課 
ＢОＸ基礎 φ1000(単軸式) 

4 仲伊保下水道工事（その１０） 南城市下水道課 
人孔･管路基礎及び

止水壁 
φ1000(単軸) 

5 玉城那覇自転車道整備工事（Ｈ２８） 南部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

6 （仮称）大米建設宮古本店新築工事 
(株)大米建設（民

間） 
建築基礎 φ800(単軸式) 

7 小波津川河川改修工事（Ｈ２８－２） 中部土木事務所 護岸基礎 φ1000(二軸式) 

8 西屋部川改修工事（Ｈ２８－３） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

9 
石嶺市営住宅第５期建替工事（外構及び駐

車場整備） 
那覇市建築工事課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

10 
国道５０７号（八重瀬道路）道路改良工事

（Ｈ２８－２工区） 
南部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

11 とうやま保育園新築工事 
社会福祉法人青松

福祉会（民間） 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

12 
美里第二土地区画整理街区及び道路改修工

事 
沖縄市区画整理課 孔壁保護 φ1000(単軸式) 

13 
牧補（Ｈ２８）警衛所等（国道５８号線

沿）新設等建築工事 
沖縄防衛局 建築基礎 φ1000(単軸式) 

14 今帰仁冷凍冷蔵施設整備建築工事 今帰仁村建設課 建築基礎 φ1200(単軸式) 

15 
平成２９年度農連市場地区防災街区整備事

業に係わる街路整備工事 

那覇市農連市場地
区防災街区整備事
業組合 

地盤強化 φ1000(単軸式) 

16 
浦添南第二地区整地及び安波茶沢岻線築造

工事（２９－１） 
浦添市区画整理課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

17 
球陽生コンクリート本社社屋及び那覇工場

新築工事 

球陽生コンクリー

ト(株)（民間） 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

18 
東風平豊見城線道路改良工事（Ｈ２９－１

工区） 
南部土木事務所 ＢＯＸ基礎 φ1000(単･二軸式) 

19 
嘉手納（２８）家族住宅（５０８）新設建

築工事（その２） 
沖縄防衛局 建築基礎 φ1000(単軸式) 

20 
平成２８年度（繰越）慶良間諸島国立公園

阿嘉園地休憩所新築工事（外構ほか工事） 

環境省那覇自然環

境事務所 
地盤強化 浅層改良 

21 地域密着型複合老人施設 百穂苑新築工事 
社会福祉法人彩生

会（民間） 
建築基礎 φ1200(単軸式) 
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地盤改良工事実績 平成２９年度                    （22-39件／39件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

22 
平成２９年度小波津川橋架替関連施設整備

工事 
南部国道事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

23 沖縄海邦銀行国頭支店職員宿舎新築工事 
(株)沖縄海邦銀行

（民間） 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

24 我部祖河川改修工事（Ｈ２９－１） 北部土木事務所 護岸すべり防止 φ1000(単軸式) 

25 
平成２９年度農連市場地区防災街区整備事

業地内公共下水道工事 

那覇市農連市場地
区防災街区整備事
業準備組合 

地盤強化 φ1000(単軸式) 

26 Ｋ邸新築工事 個人（民間） 建築基礎 φ1000(単軸式) 

27 Ｗ氏共同住宅新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良 

28 新城海岸トイレ施設整備工事 宮古島市観光課 建築基礎 浅層改良 

29 浦添小学校屋内運動場改築工事（建築） 浦添市建築営繕課 建築基礎 φ1000(単軸式) 

30 
沖縄科学技術大学院大学チャイルドディベ
ロップメントセンター第２期整備新営その
他工事 

学校法人沖縄科学

技術大学院大学 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

31 Ｆ邸新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良 

32 
大名市営住宅第３期建替工事（造成その

２） 
那覇市建築工事課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

33 
久米島町多目的公園休憩所及び東屋建築工

事 
久米島町 地盤強化 浅層改良 

34 北前海岸地盤改良工事（Ｈ２９） 中部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

35 
平成２９年度金武ＢＰ２工区改築（その

１）工事 
北部国道事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

36 
浦添南第二地区１６街区整備工事（Ｈ２９

－４） 
浦添市区画整理課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

37 
浦添南第二地区整地及び区画道路工事（Ｈ

２９－５） 
浦添市区画整理課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

38 
平成２９年度３工区小禄地内公共下水道

（汚水）工事 
那覇市下水道課 地盤強化 φ1000(単軸式) 

39 大米建設本社ビル増築工事 
(株)大米建設（民

間） 
建築基礎 φ800(単軸式) 
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地盤改良工事実績 平成２８年度                    （1-21件／42件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

1 
普天間（２７）構内道路整備工事（その

２） 
沖縄防衛局 

ＢОＸ基礎及び盛土

部基礎 
φ1200(単軸式) 

2 
普天間（２７）構内道路整備工事（その

１） 
沖縄防衛局 

ＢОＸ基礎及び盛土

部基礎 
φ1200(単軸式) 

3 
平成２７年度農連市場整備事業（インフラ

北街区） 

那覇市農連市場地
区防災街区整備事
業準備組合 

地盤強化 φ1000(単軸式) 

4 
（仮称）屋部土建資材置場兼事務所新築工

事 

(株)屋部土建（民

間） 
擁壁基礎 φ1000(二軸式) 

5 国場川河川改修工事（Ｈ２７－２） 南部土木事務所 
護岸基礎及びすべり

防止 
φ1000(単軸式) 

6 
城西小学校屋内運動場及び幼稚園園舎改築

工事（擁壁） 
那覇市教育委員会 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

7 坂田小学校新増改築工事（建築２工区） 
西原町役場プロジ

ェクト推進室 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

8 坂田小学校新増改築工事（建築３工区） 
西原町役場プロジ

ェクト推進室 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

9 
真和志小学校屋内運動場及び幼稚園園舎改

築工事（建築） 
那覇市教育委員会 建築基礎 φ1000(単軸式) 

10 
（仮）沖縄国際ゴルフ倶楽部 クラブハウ

ス新築工事 

沖縄国際ゴルフク

ラブ（民間） 
地盤強化 φ1000(単軸式) 

11 
浦添西原線１号橋整備工事（仮設道路工Ｈ

２７） 

都市モノレール建

設事務所 
地盤強化 φ1000(単軸式) 

12 小波津川河川改修工事（Ｈ２７－１） 中部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(二軸式) 

13 白比川河川改修工事（Ｈ２７－２） 中部土木事務所 護岸基礎 φ1000(二軸式) 

14 安里川河川改修工事（Ｈ２７－１） 南部土木事務所 
護岸基礎強化及び斜

面安定 
φ1000(単軸式) 

15 
国道５０７号ヘンサ橋橋梁整備工事（上り

線Ａ－２） 
南部土木事務所 

護岸基礎強化及び斜

面安定 
φ1000(単軸式) 

16 我部祖河川河川改修工事（Ｈ２７－２） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

17 平成２８年度国場川側道橋下部工工事 南部国道事務所 
地盤強化及び円弧す

べり防止 
φ1000(二軸式) 

18 「世」ＴＥＲＲＡＣＥ新築工事 
(株)三ツ丸（民

間） 
地盤強化 浅層改良 

19 
城辺西城市営住宅６棟改築工事（６－Ａ

棟） 
宮古島市建築課 地盤強化 浅層改良 

20 渡嘉敷川河川整備工事（Ｈ２７） 南部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

21 平成２８年度恩納南ＢＰ１工区改築工事 北部国道事務所 擁壁工基礎 φ1000(単軸式) 
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地盤改良工事実績 平成２８年度                    （22-42件／42件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

22 （仮称）レーヴ我如古新築工事 
(株)ファンスタイ

ル（民間） 

歩道及び車道のスロ

ープ基礎 
φ1000(単軸式) 

23 
城北中学校屋内運動場及びプール改築工事

（造成） 
那覇市教育委員会 間知ブロック基礎 φ1000(単軸式) 

24 沖縄空手会館新築工事（外構・１工区） 沖縄県施設建築課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

25 
平成２７年度（繰越）慶良間諸島国立公園

阿嘉園地休憩所新築工事 

環境省那覇自然環

境事務所 
地盤強化 浅層改良 

26 徳佐田地区雨水２号幹線工事（その３） 西原町上下水道課 
ＢＯＸ基礎及び地盤

強化 
φ1000(単軸式) 

27 
平成２７年度金武ＢＰ２号橋下部工（Ａ

１）他工事 
北部国道事務所 函渠工基礎 φ1000(単軸式) 

28 
Ｈ２８年度農連市場地区防災街区整備事業

に係る街路整備工事 

那覇市農連市場地
区防災街区整備事
業組合 

地盤強化 φ1000(単軸式) 

29 
県道３７号線（具志川）道路改修工事（Ｈ

２８） 
中部土木事務所 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

30 
浦添南第二地区整地及び区画道路工事（２

８－３） 
浦添市区画整理課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

31 西屋部川改修工事（Ｈ２８－２） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

32 
（仮称）トヨタレンタリース沖縄那覇空港

店新築工事 

(株)トヨタレンタリ

ース沖縄（民間） 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

33 我部祖河川改修工事（Ｈ２８－１） 北部土木事務所 
基礎地盤強化及び斜

面安定 
φ1000(単軸式) 

34 今泊港川改修工事（４工区） 今帰仁村建設課 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

35 大道橋橋梁架替工事 恩納村建設課 
ＢＯＸ基礎及び地盤

強化 
φ1000(単軸式) 

36 名護市公共下水道山田原雨水幹線工事 名護市下水道課 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

37 北中城中学校校舎改築工事 
北中城村教育委員

会 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

38 徳佐田地区雨水１号幹線工事（その１７） 西原町上下水道課 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

39 
浦添南第二地区整地及び区画道路工事（２

８－１） 
浦添市区画整理課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

40 白比川河川改修工事（Ｈ２８－１） 中部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

41 INSTALL POOL HEATING SYSTEM B-5909 
ＲＯＩＣＣ海軍契

約事務所 
建築基礎 φ1000(二軸式) 

42 
平成２８年度金武ＢＰ２工区改良（その

１）工事 
北部国道事務所 

補強土壁基礎及び盛

土基礎 
配合試験 
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地盤改良工事実績 平成２７年度                    （1-21件／48件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

1 浦添市前田地内土地造成工事 
沖縄県土地開発公

社 
擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

2 西屋部川改修工事(Ｈ２６) 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

3 高江洲小学校及び幼稚園敷地造成工事 
うるま市教育委員

会 
擁壁基礎 φ1000(二軸式) 

4 
安慶田市営住宅建替事業（第２期）敷地整

備工事 

沖縄市市営住宅建

設課 
擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

5 国場川河川改修工事（Ｈ２６－１） 南部土木事務所 
護岸基礎及びすべり

防止 
φ1000(二軸式) 

6 新設学校給食センター造成工事 
宜野湾市土地開発

公社 
擁壁及びＢＯＸ基礎 φ1000(単･二軸式) 

7 我部祖河川改修工事（Ｈ２６） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

8 坂田小学校校舎危険建物新増築設計 
西原町プロジュク

ト推進室 
建築基礎 配合試験 

9 こどもの国公園整備工事 
沖縄市建築・公園

課 
擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

10 渡嘉敷川河川整備工事（Ｈ２６） 南部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

11 美里分譲住宅ＡＢ棟新築工事 個人（民間） 擁壁基礎 浅層改良 

12 （仮称）光の園保育園新築工事 
光の園保育園 

（民間） 
建築基礎 浅層改良 

13 安里川河川改修工事（Ｈ２６－１） 南部土木事務所 
護岸基礎及びすべり

防止 
φ1000(単軸式) 

14 
沖縄県中央卸売市場冷蔵配送施設新築工事

（建築） 
沖縄県施設建築課 

建築基礎 

φ1000(単軸式) 
φ1000(単軸式) 

15 
空自那覇（２６）貯蔵庫等新設土木その他

工事 
沖縄防衛局 

貯蔵庫基礎及び擁壁

基礎 
φ1000(二軸式) 

16 消防庁舎建設敷地造成工事 名護市都市計画課 地盤強化 浅層改良 

17 消防庁舎建設敷地造成工事 名護市都市計画課 
ＢＯＸカルバート布

設工基礎 
φ1000(単軸式) 

18 Ａ共同住宅新築工事 個人（民間） 建築基礎 φ1000(単軸式) 

19 城辺西城市営住宅５棟改築工事（建築） 宮古島市建築課 建築基礎 浅層改良 

20 宮古島狩俣簡易宿泊施設新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良 

21 
(株)わくわく沖縄 有料型複合老人ホーム

新築工事 

(株)わくわく沖縄 

（民間） 

建物基礎及び擁壁基

礎 
φ1000(単軸式) 
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地盤改良工事実績 平成２７年度                    （22-42件／48件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

22 
空手道会館（仮称）新築工事（展示棟・建

築） 
沖縄県施設建築課 建築基礎 φ1000(単軸式) 

23 
株式会社那覇ミート繁殖育成豚舎及び附帯

施設建設工事 

(株)那覇ミート 

（民間） 
建築基礎 浅層改良 

24 
(株)沖縄県食肉センター肥育豚舎及び付帯

施設建築工事 

(株)沖縄食肉セン

ター（民間） 
建築基礎 浅層改良 

25 
県道３７号線（具志川）道路改修工事（Ｈ

２７－１） 
中部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

26 
県道３７号線（具志川）道路改修工事（Ｈ

２７－２） 
中部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

27 Ｍ氏店舗・住宅及び共同住宅新築工事 個人（民間） 建築基礎 φ1000(単軸式) 

28 
那覇浄化センター水処理施設地盤改良工事

（２工区） 

沖縄県下水道建設

事務所 
土木構造物基礎 φ1600(単軸式) 

29 
今帰仁城跡周辺環境整備今泊港川改修工事

（３工区） 
今帰仁村建設課 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

30 白比川河川改修工事（Ｈ２７－１） 中部土木事務所 護岸基礎 φ1000(二軸式) 

31 徳佐田地区雨水２号幹線工事（その１） 西原町上下水道課 ＢＯＸ基礎 φ1000(二軸式) 

32 Ｈ２７南部東道路改良工事（４工区－１） 南部土木事務所 
補強土壁･重力式擁

壁･BOX ｶﾙﾊﾞｰﾄ基礎 
φ1000(単･二軸式) 

33 （仮称）沖縄トヨペット国場店新築工事 
沖縄トヨペット

(株)（民間） 
建築基礎 浅層改良 

34 久米島第三地区牛舎等建築工事 
(財)沖縄県農業振

興公社 
建築基礎 浅層改良 

35 
具志川浄化センター３号汚泥消化タンク築

造工事 

沖縄県下水道建設

事務所 
タンク基礎 φ1000(二軸式) 

36 真喜屋大川改修工事（Ｈ２７） 北部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

37 南上原地区築造工事（２７－４工区） 中城村都市建設課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

38 村道与那嶺諸志線道路改築工事（６工区） 今帰仁村建設課 擁壁基礎 配合試験 

39 津嘉山第３雨水幹線工事（２７－４） 
南風原町区画下水

道課 

ＢＯＸ基礎及び側面

部地盤強化 
φ1000(単軸式) 

40 宮古毎日新聞社社屋新築工事 
宮古毎日新聞社 

（民間） 
建築基礎 φ800(単軸式) 

41 大湾小水力発電所建設工事 沖縄県企業局 建築基礎 浅層改良 

42 ＯＭ様共同住宅兼倉庫新築工事 個人（民間） 建物基礎 
φ1000･φ800(単軸

式) 



- 10 - 

地盤改良工事実績 平成２７年度                    （43-48件／48件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

43 大井川改修工事（Ｈ２７－２） 北部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

44 
高江洲小学校校舎及び水泳プール増改築工

事（機械１工区） 

うるま市教育委員

会 
人孔基礎 φ1000(二軸式) 

45 西屋部川改修工事（Ｈ２７－２） 北部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

46 高江洲小学校外構工事 
うるま市教育委員

会 
擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

47 高江洲小学校外構工事（追加分） 
うるま市教育委員

会 
擁壁基礎 φ1000(二軸式) 

48 
高江洲小学校屋内運動場増改築工事（建

築） 

うるま市教育委員

会 
地盤強化 浅層改良 



- 11 - 

地盤改良工事実績 平成２６年度                    （1-22件／44件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

1 今帰仁城跡周辺環境整備今泊港川改修工事 今帰仁村建設課 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

2 国場川河川改修工事（Ｈ２５－２） 南部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(二軸式) 

3 
宜野湾北中城線道路改良工事（Ｈ２５－

１） 
中部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(二軸式) 

4 村道与那嶺諸志線道路改良工事（２工区） 今帰仁村建設課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

5 
浦添南第一地区整地及び区画道路工事（２

５－８） 
浦添市区画整理課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

6 饒波川河川線改修工事（Ｈ２５－２） 南部土木事務所 円弧すべり防止 配合試験 

7 南上原地区築造工事（２５－７工区） 中城村都市計画課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

8 
（仮称）プレサンスロジェ松尾レーヴ新築

工事 

(株)プレサンスコ
ーポレーション
（民間） 

立体駐車場基礎 浅層改良技術管理 

9 
沖縄盲学校屋内運動場及び水泳プール改築

工事（建築）・（屋外プール） 
沖縄県施設建築課 建築基礎 φ1000(単軸式) 

10 国場川河川改修工事（Ｈ２５－３） 南部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単･二軸式) 

11 与勝中学校屋内運動場改築工事（建築） 
うるま市教育委員

会 
建築基礎 

φ1000(単軸式)・ 

浅層改良 

12 
新港ふ頭１２号岸壁背後用地整備工事（Ｈ

２５－２） 
南部土木事務所 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

13 Ｈ邸新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良 

14 
宜野湾北中城線道路改良工事（Ｈ２５－

３） 
中部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(二軸式) 

15 名城海岸防災林造成工事 
南部農林土木事務

所 
防波堤基礎 浅層改良技術管理 

16 
有限会社北国ファーム肥育豚舎及び付帯施

設新築工事 

(有)北国ファーム 

（民間） 
建築基礎 φ800(単軸式) 

17 
シュワブ（Ｈ２５）隊舎（０５１４）新設

土木工事 
沖縄防衛局 擁壁基礎 配合試験 

18 羽地地域直売加工施設敷地造成工事 名護市産業振興課 擁壁基礎 
φ1000(単軸式)・ 

浅層改良 

19 安謝川河川改修工事（Ｈ２６－１） 南部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

20 
（仮称）こわん保育園改築工事（建築工

事） 

(福)勢理客福祉会 

（民間） 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

21 南上原地区築造工事（２６－１工区） 中城村都市計画課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

22 村営辺土名団地立替事業（建築）工事 国頭村建設課 建築基礎 φ1000(単軸式) 
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地盤改良工事実績 平成２６年度                    （23-44件／44件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

23 島の駅事務所兼店舗新築工事 民間企業 建築基礎 浅層改良技術管理 

24 宜名真地区公民館新築工事 国頭村教育委員会 建築基礎 φ1000(単軸式) 

25 嘉手納（Ｈ２５）格納庫Ⅱ新設土木工事 沖縄防衛局 貯留槽基礎 φ1000(単軸式) 

26 辺土名大通り線道路改良工事（その１） 国頭村建設課 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

27 
（仮称）株式会社沖縄銀行名護支店新店舗

建設工事 

(株)沖縄銀行（民

間） 
建築基礎 

φ1000･φ1100(単軸

式) 

28 北部国道管内防災（その２）工事 北部国道事務所 擁壁基礎 配合試験 

29 真喜屋大川改修工事（Ｈ２６） 北部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

30 
名護市公共下水道９号汚水枝線管渠工事

（その３２８） 
名護市下水道課 ＢＯＸ基礎 φ800(単軸式) 

31 
浦添南第二地区整地及び区画道路工事（２

５－３） 
浦添市区画整理課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

32 
徳佐田地区雨水1号幹線工事（その１２－

１） 
西原町上下水道課 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

33 沖縄給油施設ジェット燃料タンク増設工事 
沖縄燃料施設(株)

（民間） 
燃料タンク基礎 φ1000(二軸式) 

34 饒波川河川改修工事（Ｈ２５－１） 南部土木事務所 円弧すべり防止 φ1000(単軸式) 

35 
（仮称）安国寺浦添霊園（心庭）新築工事

（土木） 

(宗)安國寺（民

間） 
擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

36 北山商店新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良技術管理 

37 真喜屋大川改修工事（Ｈ２６－２） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

38 今帰仁城跡周辺環境整備今泊港川改修工事 今帰仁村建設課 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

39 Ｔ氏共同住宅新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良技術管理 

40 
（仮称）うるま市医療介護複合ビル新築工

事 

(株)ジョイハウス

（民間） 
擁壁基礎 浅層改良 

41 名護市公共下水道山田原雨水幹線工事 名護市下水道課 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

42 漁業振興関連宅地造成事業 汚水管布設工事 
沖縄県町村土地開

発公社 

汚水管基礎及び止水

壁 
φ1000(単軸式) 

43 小波津川河川改修工事（Ｈ２６－２） 中部土木事務所 護岸基礎 φ1000(二軸式) 

44 （仮）フレスコア宮平建設造成工事 
(株)琉信ハウジン

グ（民間） 
擁壁基礎 浅層改良技術管理 
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地盤改良工事実績 平成２５年度                    （1-21件／43件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

1 国場川河川改修工事（Ｈ２４－１） 南部土木事務所 
護岸基礎及びすべり 

防止 
φ1000(単･二軸式) 

2 知念図書館等複合施設新築工事（建築） 南城市教育委員会 建築基礎 φ1000(単軸式) 

3 西屋部川改修工事（西屋部橋・Ｈ２４） 北部土木事務所 
護岸基礎及びすべり

防止 
φ1000(単軸式) 

4 嘉手納（Ｈ２４）格納庫地区新設土木工事 沖縄防衛局 擁壁基礎 φ1600(単軸式) 

5 国場川河川改修工事（Ｈ２４－２） 南部土木事務所 
護岸基礎及びすべり

防止 
φ1000(単･二軸式) 

6 安謝川河川改修工事（Ｈ２４－７） 南部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

7 
３・４・８号パイプライン線街路改良工事

（Ｈ２４） 
中部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

8 
はごろも小学校校舎・水泳プール・地域・

学校連携施設新築工事 

宜野湾市教育委員

会 
擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

9 
玉城那覇自転車道線整備工事（Ｈ２４－１

工区） 
南部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

10 
平成２４年度金武ＢＰ２工区改良（その

２）工事 
北部国道事務所 路床安定 

スタビライザ浅層改

良 

11 
今帰仁団地豚舎等建築工事及び草地造成工

事（その３） 

(財)沖縄県農業開

発公社 
建築基礎 浅層改良 

12 饒波川河川改修工事（Ｈ２４－１） 南部土木事務所 円弧すべり防止 φ1000(単軸式) 

13 
平成２４年度金武ＢＰ１号橋下部工（Ｐ６

～Ａ２）工事 
北部国道事務所 機械足場安定 浅層改良 

14 （仮称）ＮＴＩ株式会社本社工場新築工事 
ＮＴＩ(株)（民

間） 
土間安定 浅層改良 

15 もみじ保育園新築工事 
(福)まつみ福祉会

（民間） 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

16 
沖縄小児発達センターＢ棟改築敷地造成工

事 

沖縄肢体不自由児

協会（民間） 
擁壁基礎 φ1000(二軸式) 

17 伊江村立人工透析診療施設新築工事 伊江村福祉保健課 建築基礎 φ1000(単軸式) 

18 為又中線道路改良工事（２工区） 名護市建設土木課 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

19 
大名市営住宅第１期建替工事（建築・２工

区） 
那覇市建築工事課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

20 
新港ふ頭１２号岸壁背後用地整備工事（Ｈ

２４－１） 
那覇港管理組合 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

21 スターターマンション豊見城新築工事 
(株)住太郎ホーム

（民間） 
建築基礎 配合試験 
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地盤改良工事実績 平成２５年度                    （22-43件／43件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

22 久米島野球場管理倉庫新築工事 
久米島町環境保全

課 
建築基礎 浅層改良 

23 はごろも幼稚園園舎新築工事 
宜野湾市教育委員

会 
土間安定 浅層改良 

24 真喜屋川改修（Ｈ２５） 北部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

25 名護市公共下水道山田原雨水幹線工事 名護市下水道課 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

26 西屋部川改修工事（Ｈ２５） 北部土木事務所 
護岸基礎及びすべり

防止 
φ1000(単軸式) 

27 桃山公園体験学習施設建設工事 
沖縄市建築・公園

課 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

28 東村分遺所機能高度化事業建築工事 
国頭地区行政事務

組合 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

29 一心寮護園移転改築整備工事 
(福)一心福祉会 

（民間） 
建築基礎 φ800(単軸式) 

30 饒波川河川改修工事（Ｈ２５－１工区） 南部土木事務所 円弧すべり防止 φ1000(単軸式) 

31 
浦添小学校校舎及びプール改築工事（建

築） 
浦添市建築課 建築基礎 φ1000(二軸式) 

32 安謝川河川改修工事（Ｈ２５－１工区） 南部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

33 Ｙ邸新築工事 個人（民間） 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

34 
平成２４年度金武ＢＰ１号橋下部工（Ａ１

～Ｐ２）工事 
北部国道事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

35 徳佐田地区雨水１号幹線工事（その８） 西原町上下水道課 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

36 小波津川河川改修工事（Ｈ２５－２） 中部土木事務所 護岸基礎 φ1000(二軸式) 

37 
（仮称）上田分離校外構整備工事（１工

区） 

豊見城市教育委員

会 
擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

38 ホンダカーズ沖縄 泡瀬店新築工事 
沖縄ホンダ(株)

（民間） 
建築基礎 

φ1200･φ1000(単軸

式) 

39 沖縄自動車道 金武ＩＣ資材倉庫新築工事 
ＮＥＸＣＯ西日本

（民間） 
建築基礎 φ800(単軸式) 

40 
ミルコマンション松尾ビュー＆別邸新築工

事 

(株)ミルキーエス

テート（民間） 
地山安定 浅層改良 

41 
（仮）フェーズドアレイ気象レーダ・ドッ
プラーライダー融合システム用鉄塔新築工
事（沖縄） 

(独)情報通信研究

機構 
構造物基礎 浅層改良 

42 (株)ヨシケイ沖縄工場 新築工事 
(株)ヨシケイ（民

間） 
土間安定 浅層改良 

43 ユニマット・クリーニング工場 新築工事 
(株)ユニマットホ
ールディング（民
間） 

建築基礎 浅層改良 
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地盤改良工事実績 平成２４年度                    （1-21件／42件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

1 
西原浄化センター水処理施設地盤改良工事

（２工区） 

沖縄県下水道建設

事務所 
構造物基礎 φ1600(単軸式) 

2 
Ｈ２３真嘉比古島第二街路及び整地工事（そ

の１１） 
那覇市区画整理課 擁壁基礎 φ1000(単･二軸式) 

3 西屋部川改修工事（Ｈ２３－３） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

4 瑞慶覧（Ｈ２２）給水タンク新設土木工事 沖縄防衛局 タンク基礎 φ1000(単軸式) 

5 沖縄盲学校校舎改築工事（建築１工区） 沖縄県施設建築課 建築基礎 φ1000(二軸式) 

6 南上原地区築造工事（２３－１０工区） 中城村都市建設課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

7 ＫＭ様集合住宅新築工事 個人（民間） 建築基礎 配合試験 

8 Ａ邸住宅新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良 

9 安里川河川改修工事（Ｈ２３－１） 南部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

10 
国道５０５号（仲宗根）道路改修工事（Ｈ２

４－１） 
北部土木事務所 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

11 仲泊畑地かんがい施設工事（その１） 恩納村農林水産課 ため池止水及び築堤 φ1000(単軸式) 

12 宮古島団地牛舎等建築工事 
(財)沖縄県農業開

発公社 
建築基礎 配合試験 

13 
東風平豊見城線道路改良工事（Ｈ２４－１工

区） 
南部土木事務所 

補強土壁基礎及び擁

壁基礎 
φ1000(単･二軸式) 

14 平敷屋漁港岸壁及び護岸改良工事 
中部農林土木事務

所 
岸壁基礎 φ1000(二軸式) 

15 沖縄ガスショールーム新築工事 
沖縄ガス(株)（民

間） 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

16 
平成２４年度宮古伊良部農業水利事業仲原地

下ダム（モリガホ中央部）ヤード造成工事 

宮古伊良部農業水

利事業所 
地盤強化 配合試験 

17 南上原地区築造工事（２４－４工区） 中城村都市建設課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

18 
沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（７工

区外構その他）工事 

(独)沖縄科学技術

研究基盤整備機構 
建築基礎 φ1000(単軸式) 

19 
港川小学校プール及び幼稚園園舎改築工事

（建築） 
浦添市建築課 建築基礎 φ1000(二軸式) 

20 饒波川河川改修工事（Ｈ２３－１） 南部土木事務所 円弧すべり防止 φ1000(単軸式) 

21 真喜屋大川改修工事（Ｈ２４） 北部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 
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地盤改良工事実績 平成２４年度                    （22-42件／42件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

22 那覇高校校舎改築工事（１工区） 沖縄県施設建築課 建築基礎 φ1000(単軸式) 

23 那覇高校校舎改築工事（２工区） 沖縄県施設建築課 建築基礎 φ1000(単軸式) 

24 那覇高校校舎改築工事（３工区） 沖縄県施設建築課 建築基礎 φ1000(単軸式) 

25 饒波川河川改修工事（Ｈ２４－１） 南部土木事務所 円弧すべり防止 φ1000(単軸式) 

26 
我那覇地内雨水幹線布設工事（Ｈ２４－１工

区） 
豊見城市下水道課 ＢＯＸ基礎 配合試験 

27 我部祖河川改修工事（Ｈ２４） 北部土木事務所 円弧すべり防止 φ1000(単軸式) 

28 西屋部川改修工事（Ｈ２４－１） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

29 
西原町庁舎等複合施設建設工事（建築１工

区） 

西原町庁舎等複合

施設建設室 
建築基礎 φ1000(二軸式) 

30 大名市営住宅第１期建替工事（造成） 那覇市建築工事課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

31 
那覇浄化センターガスタンク機械設備工事Ｍ

１２ 

沖縄県下水道建設

事務所 
タンク基礎 φ1000(二軸式) 

32 北谷町水道庁舎建築工事 北谷町水道課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

33 
県道３７号線（具志川）道路改修工事（Ｈ２

４－２） 
中部土木事務所 

ＢＯＸ基礎及び擁壁

基礎 
φ1000(単軸式) 

34 
浦添大公園南エントランス管理事務所新築工

事（建築） 
沖縄県施設建築課 建築基礎 φ1000(単軸式) 

35 小波津川２号車道橋下部工工事 西原町土木課 護岸基礎 φ1000(二軸式) 

36 
Ｈ２４真嘉比古島第二街路及び整地工事（そ

の６）  
那覇市区画整理課 擁壁基礎 φ1000(二軸式) 

37 沖縄市越来保育所新築工事（建築工事） 
沖縄市建築・公園

課 
構造物基礎 浅層改良 

38 赤間運動公園内貯水施設整備 恩納村教育委員会 ため池止水 φ1000(単軸式) 

39 
沖縄先端生命科学研究施設新築工事（建築1

工区） 
沖縄県施設建築課 

汚水管基礎及び止水

壁 
φ1000(単軸式) 

40 汀良翁長線街路改良工事（Ｈ２４－３工区） 南部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

41 Ｋ氏共同住宅基礎 個人（民間） 浅層改良 配合試験 

42 Ｃ氏車輌共同住宅新築工事 個人（民間） 浅層改良 配合試験 
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地盤改良工事実績 平成２３年度                    （1-21件／40件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

1 真喜屋大川改修工事（Ｈ２２－３） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

2 奥川改修工事（Ｈ２２－２） 北部土木事務所 円弧すべり防止 φ1000(単軸式) 

3 我部祖河川改修工事（Ｈ２２－２） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

4 
３・２・５県道２４号線バイパス街路改良工

事（Ｈ２２－１） 
中部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

5 
(仮称)大山小学校分離新設校造成工事（その

１) 

宜野湾市都市開発

公社 
ＢＯＸ基礎 φ800(単軸式) 

6 奥武山公園内施設電力及び通信線路布設工事 
沖縄県都市計画・

モノレール課 
建築基礎 浅層改良 

7 那覇ミート南城市加工工場開発計画 
(株)那覇ミート 

（民間） 
擁壁基礎 φ1000(二軸式) 

8 （仮称）豊崎小学校プール新築工事（建築） 
豊見城市教育委員

会 
止水壁 φ1000(単･二軸式) 

9 ＴＴ様集合住宅新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良 

10 (株)上原ミート豊崎工場新築工事 
(株)上原ミート

（民間） 
建築基礎 浅層改良 

11 
我那覇地内雨水幹線布設工事（Ｈ２３－３工

区） 
豊見城市下水道課 

ＢＯＸ基礎及び止

水･ヒービング防止 
φ1000(単軸式) 

12 真喜屋大川改修工事（Ｈ２３） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

13 西屋部川改修工事（Ｈ２３－１） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(二軸式) 

14 我部祖河川改修工事（Ｈ２３） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

15 西屋部川改修工事（Ｈ２３－２） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

16 屋部１号線整備工事 名護市 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

17 
平成２３年度石嶺線（２）街路工事（２４工

区） 
那覇市道路建設課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

18 
県道３７号線（具志川）道路改修工事（Ｈ２

３） 
中部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

19 国場川河川改修工事（Ｈ２３－２） 南部土木事務所 
護岸基礎及びすべり

防止 
φ1000(二軸式) 

20 沖縄地区国吉基地局建物整備工事 
ＮＴＴファシリテ

ィーズ（民間） 
構造物基礎 浅層改良 

21 沖縄地区国頭東基地局建物整備工事 
ＮＴＴファシリテ

ィーズ（民間） 
構造物基礎 浅層改良 
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地盤改良工事実績 平成２３年度                    （22-40件／40件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

22 沖縄地区万座基地局建物整備工事 
ＮＴＴファシリテ

ィーズ（民間） 
構造物基礎 浅層改良 

23 
（仮称）大山小学校分離新設校造成工事（そ

の２) 

宜野湾市都市開発

公社 

擁壁基礎及びＢＯＸ

基礎 
φ1000(単･二軸式) 

24 南上原地区築造工事（Ｈ２３－７工区） 中城村都市建設課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

25 北中城線道路改良工事（Ｈ２３－１） 中部土木事務所 補強土壁基礎 φ1000(二軸式) 

26 Ｙ邸新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良 

27 安謝川河川改修工事（Ｈ２３－２） 南部土木事務所 
擁壁基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

28 県営与那原団地建替工事第１期（２工区） 沖縄県住宅課 建築基礎 建浅層改良 

29 
平成２１年度モノレール旭橋駅周辺地区第一
種市街地再開発事業(南地区)Ｂ－１街区(Ｂ１
工区)土地整備・施設建築物等整備工事 

旭橋都市再開発

(株) 
防火水槽基礎 浅層改良 

30 
ストックヤード建設工事（与勝工場解体含

む） 

中部北環境施設組

合 
建築基礎 浅層改良 

31 
Ｈ２３真嘉比古島第二街路及び整地工事（そ

の１０） 
那覇市区画整理課 擁壁基礎 φ1000(二軸式) 

32 南上原地区築造工事（Ｈ２３－８工区） 中城村都市建設課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

33 我部祖河川改修工事（Ｈ２３－２） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

34 町道金武２４２号線整備工事（１工区） 金武町建設課 擁壁基礎 浅層改良 

35 宜野湾北中城線道路改良工事（Ｈ２３－２） 中部土木事務所 補強土壁基礎 φ1000(二軸式) 

36 
（仮称）大山小学校分離新設校造成工事（そ

の３） 

宜野湾市都市開発

公社 

擁壁基礎及びＢＯＸ

基礎 
φ1000(二軸式) 

37 平成２３年度小波津川橋下部工工事 南部国道事務所 護岸基礎 φ1000(二軸式) 

38 
平成２３年度南部国道道路維持・修繕（その

４）工事 
南部国道事務所 擁壁基礎 浅層改良 

39 瑞慶覧（Ｈ２２）給水タンク新設土木工事 沖縄防衛局 土質調査 サンプリング 

40 
名護運天港線道路改良工事（Ｈ２３－１工

区） 
北部土木事務所 ＢＯＸ基礎 φ1000(二軸式) 
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地盤改良工事実績 平成２２年度                    （1-21件／43件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

1 
嘉手納（２１）家族住宅（５０８）新設建築

その他工事 
沖縄防衛局 建築基礎 φ1000(単軸式) 

2 
シュワブ（Ｈ２０）造成等土木工事（その

５） 
沖縄防衛局 擁壁基礎 φ1000(二軸式) 

3 西屋部川改修工事（Ｈ２１） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単･二軸式) 

4 
那覇浄化センターガスコンプレッサー室建築

工事 

沖縄県下水道建設

事務所 
構造物基礎 φ1000(二軸式) 

5 
中城湾港（新港地区）東ふ頭上屋新築工事

（建築） 
沖縄県港湾課 建築基礎 浅層改良 

6 島の上３期地区農道工事（Ｈ２１－１） 
北部農林土木事務

所 
擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

7 
嘉手納（２１）教育施設（６４９）宿舎新設

建築工事 
沖縄防衛局 建築基礎 φ1000(単軸式) 

8 沖縄地区崎枝基地局建物整備工事 
ＮＴＴファシリテ

ィーズ（民間） 
構造物基礎 浅層改良 

9 沖縄地区石垣富野基地局建物整備工事 
ＮＴＴファシリテ

ィーズ（民間） 
構造物基礎 浅層改良 

10 Ｎハウス新築工事 個人（民間） 建築基礎 φ1000(単軸式) 

11 沖縄地区砂辺北基地局鉄塔新設工事 
ＮＴＴファシリテ

ィーズ（民間） 
地盤強化 浅層改良 

12 Ｙハウス新築工事 個人（民間） 建築基礎 φ600(単軸式) 

13 Ｋ様集合住宅新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良 

14 
平成２２年度石嶺福祉センター線街路工事

（第１９工区） 
那覇市道路建設課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

15 
東風平豊見城線道路改良工事（国道３３１号

部） 
南部土木事務所 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

16 
［中城湾流域］安慶田雨水枝線工事（第２工

区） 
沖縄市下水道課 止水及びＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

17 渡嘉敷川橋梁（くんみ橋）整備工事 南部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(二軸式) 

18 饒波川河川改修工事 南部土木事務所 円弧すべり防止 φ1000(単軸式) 

19 我部祖河川改修工事（Ｈ２２） 北部土木事務所 円弧すべり防止 φ1000(単軸式) 

20 中城浜漁港第一波除堤及び航路標識工事 中城村農林水産課 波除堤基礎 φ1000(二軸式) 

21 
那覇浄化センター消化ガスタンク機械設備工

事Ｍ０９ 

沖縄県下水道建設

事務所 
建築基礎 浅層改良 
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地盤改良工事実績 平成２２年度                    （22-43件／43件） 

No. 工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

22 饒波川河川改修工事（２工区） 南部土木事務所 円弧すべり防止 φ1000(単軸式) 

23 西屋部川改修工事（Ｈ２２－１） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

24 仲泊畑地かんがい施設工事 恩納村農林水産課 タンク基礎 φ1000(二軸式) 

25 
ハンセン（Ｈ２１）消火訓練施設移設土木工

事（その２） 
沖縄防衛局 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

26 
沖縄県立芸術大学美術工芸学部新築工事（建

築１工区） 
沖縄県土木企画課 建築基礎 浅層改良 

27 ＩＹ様集合住宅新築工事 個人（民間） 建築基礎 浅層改良 

28 
RESTORE/MEDICAL DENTAL CLINIC 

BLDG449 CAMP FOSTER OKINAWA JAPAN 
米軍 地盤強化 浅層改良 

29 西屋部川改修工事（Ｈ２２－２） 北部土木事務所 
護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

30 
真喜屋大川河川改修工事（中之橋下部工Ｈ２

２） 
北部土木事務所 護岸基礎 φ1000(単軸式) 

31 金武町第２地区土砂流出防止対策工事 
北部農林水産振興

センター 

護岸基礎及び円弧す

べり防止 
φ1000(単軸式) 

32 津嘉山雨水管布設工事（２２－１０） 
南風原町区画下水

道課 

止水及びヒービング

防止 
φ1000(単軸式) 

33 
数久田地区用水対策施設工事用道路建設工事

（その２） 
名護市産業建設課 地盤強化 φ1000(単軸式) 

34 
平成２１年度糸満地区（ＯＮ・ＯＦＦラン

プ）擁壁工事 
南部国道事務所 地盤強化 φ1000(二軸式) 

35 沖縄地区伊江基地局建物整備工事 
ＮＴＴファシリテ

ィーズ（民間） 
地盤強化 浅層改良 

36 沖縄地区伊江西基地局建物整備工事 
ＮＴＴファシリテ

ィーズ（民間） 
地盤強化 浅層改良 

37 沖縄地区銘苅西基地局ポール新設工事 
ＮＴＴファシリテ

ィーズ（民間） 
地盤強化 浅層改良 

38 識名トンネル局移動通信工事 
ＮＴＴファシリテ

ィーズ（民間） 
地盤強化 浅層改良 

39 
国道５０５号（仲宗根）道路改修工事（２２

－２） 
北部土木事務所 ＢＯＸ基礎 φ1000(単軸式) 

40 
豊見城中央線街路改良工事（Ｈ２２－１工

区） 
南部土木事務所 ＢＯＸ基礎 φ1000(二軸式) 

41 ワイズガーデン中原テラス新築工事 
エールクリエイト

(株)（民間） 
建築基礎 

φ1000(単軸式) 

浅層改良 

42 南部家畜市場建築工事（１工区） 
(財)沖縄県農業開

発公社 
路床改良 浅層改良 

43 
３・４・８号線パイプライン線街路改良工事

（Ｈ２２－１） 
中部土木事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 
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ユシロックＰＬＵＳ工法施工実績（NETIS 登録番号OK-150003-A）      （1-10件／10件） 

No. 
施工 

年度 
工 事 名 発 注 者 工 事 目 的 工 種 

1 H27 消防庁舎建設敷地造成工事 名護市都市計画課 
ＢＯＸカルバート布

設工基礎 
φ1000(単軸式) 

2 H27 新設学校給食センター造成工事 
宜野湾市土地開発

公社 
擁壁及びＢＯＸ基礎 φ1000(単･二軸式) 

3 H27 
Ｈ２７南部東道路改良工事（４工区

－１） 
南部土木事務所 

補強土壁･重力式擁

壁･BOX ｶﾙﾊﾞｰﾄ基礎 
φ1000(単･二軸式) 

4 H28 
平成２７年度金武ＢＰ２号橋下部工

（Ａ１）他工事 
北部国道事務所 函渠工基礎 φ1000(単軸式) 

5 H29 
東風平豊見城線道路改良工事（Ｈ２９

－１工区） 
南部土木事務所 ＢＯＸ基礎 φ1000(単･二軸式) 

6 H29 
大名市営住宅第３期建替工事（造成そ

の２） 
那覇市建築工事課 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

7 H29 
平成２９年度金武ＢＰ２工区改築（そ

の１）工事 
北部国道事務所 擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

8 H30 
（仮）おきでん名護ビル新社屋建設工

事 

沖縄電力(株) 

（民間） 
擁壁基礎 φ1000(単軸式) 

9 H30 
平成３０年度金武ＢＰ２工区改築（そ

の２）工事 
北部国道事務所 補強土壁･盛土基礎 φ1000(単軸式) 

10 R1 
株式会社沖電工北部営業所新築工事 

（造成工事） 

(株)沖電工 

（民間） 
擁壁基礎 φ1000(二軸式) 
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一般工事実績表                               （1-22件／42件） 

No. 受注・施工年度 工 事 名 発 注 者 

1 平成 ８年度 富盛地区災害復旧工事 東風平町農林土木課 

2 平成１１年度 町内集落道路補修工事（その２） 東風平町建設課 

3 平成１３年度 平成１３年度松尾公園整備工事（土木） 那覇市公園緑地課 

4 平成１４年度 旭橋崇元寺線街路工事（第１０工区） 那覇市道路建設課 

5 平成１５年度 国場急傾斜地維持工事 南部土木事務所 

6 平成１５年度 那覇新都心交通広場（Ｈ１５の１０）工事 
地域振興整備公団沖縄都市開発事

務所 

7 平成１５年度 那覇新都心道路整備（Ｈ１５の４）工事 
地域振興整備公団沖縄都市開発事

務所 

8 平成１６年度 国場急傾斜地維持工事 南部土木事務所 

9 平成１８年度 Ｈ１７真嘉比古島第二街路及び整地工事（その７） 那覇市区画整理課 

10 平成１９年度 南部管内道路維持工事（その２） 南部土木事務所 

11 平成１９年度 大道小学校屋内運動場改築工事(杭) 那覇市建築工事課 

12 平成２０年度 宇栄原市営住宅第１期建替工事（造成その２） 那覇市建築工事課 

13 平成２０年度 那覇港電気防食及び防舷材設置工事 那覇港管理組合 

14 平成２１年度 平成２１年度５工区小禄地内公共下水道工事 那覇市下水道課 

15 平成２１年度 平成２１年度５工区小禄地内公共下水道付帯工事 那覇市下水道課 

16 平成２２年度 県道１５３号線外１線街路改良工事（Ｈ２２－１工区） 南部土木事務所 

17 平成２２年度 久場川市営住宅第２期建替工事（駐車場整備） 那覇市建築工事課 

18 平成２２年度 県道１５３号線汚水桝人孔調整工事 那覇市上下水道局 

19 平成２２年度 
首里平良町２丁目県道１５３号線街路改良工事現場内発

見不発弾処理に係る処理豪構築業務委託 
那覇市防災課 

20 平成２２年度 国場川河川改修工事（Ｈ２２－２） 南部土木事務所 

21 平成２３年度 小禄名嘉地線街路改良工事（Ｈ２３-１工区） 南部土木事務所 

22 平成２３年度 小禄名嘉地線汚水桝人孔調整工事（その１） 那覇市上下水道局 
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一般工事実績表                               （23-42件／42件） 

No. 受注・施工年度 工 事 名 発 注 者 

23 平成２３年度 南部管内離島海岸漂着物処理業務委託 南部土木事務所 

24 平成２３年度 比屋定・粟国島東部海岸漂着物等回収処理業務委託 南部農林土木事務所 

25 平成２３年度 田原自治会館外構改修工事 田原自治会（民間） 

26 平成２３年度 小禄名嘉地線道路舗装工事（Ｈ２３） 南部土木事務所 

27 平成２３年度 カトリックカプチン修道会構造物撤去工事 
宗教法人カトリックカプチン 修

道会（民間） 

28 平成２４年度 カトリックカプチン修道会外構工事 
宗教法人カトリックカプチン 修

道会（民間） 

29 平成２４年度 平成２４年度９工区牧志地内公共下水道工事 那覇市上下水道局 

30 平成２４年度 久米島比屋定・粟国東部海岸漂着物等回収処理業務委託 南部農林土木事務所 

31 平成２５年度 
小波津川２号車道橋下部工工事に伴う地盤改良工資

料作成業務委託 
西原町土木課 

32 平成２５年度 泊幼稚園解体工事 那覇市教育委員会 

33 平成２５年度 真栄平地区４号浸透池工事 南部農林土木事務所 

34 平成２６年度 福地～宇出那覇導水管布設工事（川田工区）その４ 企業局 

35 平成２５年度 粟国島東部海岸漂着物等改修処理業務委託 粟国村民生課 

36 平成２６年度 県道６８号線道路改良工事（Ｈ２５－３工区) 南部土木事務所 

37 平成２６年度 県道６８号線既設水道管撤去工事（その１） 豊見城市施設課 

38 平成２７年度 真和志小学校屋内運動場及び幼稚園園舎解体工事 那覇市教育委員会 

39 平成２８年度 具志頭橋及び他１橋橋梁補修工事（Ｈ２８） 南部土木事務所 

40 平成２９年度 平成２９年度松城中学校東側線道路改良工事 那覇市道路建設課 

41 平成３０年度 平成３０年度松城中学校東側線公共下水道調整工事 那覇市上下水道局 

42 平成３０年度 平成３０年度松城中学校東側線舗装工事 那覇市道路建設課 

 


