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国建の組織構成とその変遷
1960（S35）

1970（S45）

國建築設計
事務所

国建設計工務株式会社

那覇市
崇元寺

那覇市松尾／美栄橋
琉球新報ビル3F（那覇市下泉2-8）

1980（S55）
株式会社
国建

一級建築士事務所登録（1960）

OTV国和プラザ
（那覇市久茂地1-2-20）

自社ビル（那覇市久茂地1-7-3）

本社移転（1970）

土地家屋調査士事務所登録（1976）

本社移転（1983）

建築コンサルタント事業者登録（1973）

本社移転（1963）
株式会社に改組（1963）

測量業者登録（1974）

本社移転（1965）

海外コンサルティング協会に加盟（1976）

補償コンサルタント登録
（1985）
社名変更（1984）

業務部

1970-1989

営業部

1970-現在

八重山分室

東京事務所

1962-1965

1968-現在

福岡事務所

1974-2001

大阪事務所

海外部

1974-1977

建築設計

1960-1965

1983-1990

建築設計部
1965-現在

構造設計部
1970-現在

設備設計部

1970-2004

土質調査部

1981年 東町分室へ移転（測量部・土質調査部）

1967-現在

測量部

1980-現在

土木設計部
1970-現在

開発部

1971-1999

システム部

1986-1991

関連会社の変遷
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㈱国建東京
㈱国建大阪

1973-1977
1974-1977

㈱国建デザイン 1974-1977
㈱国建土木
㈱国建ハウジング

1972-1977
1974-1977

第四部

1990（H2）

2000（H12）

宅地建物取引業者登録（1989）
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2010（H22）

ISO9001認証取得（東京事務所除く：2001）
地質調査業者登録（1997）

ISO14001認証取得
（総務部・環境部：2004）
（沖縄本社：2006）

総務部

総務部

経理部

経理部

1989-現在
1989-現在

営業部
東京事務所
北部事務所

2004-2007

八重山事務所
2003-2009

1990年 建築設計部と統合

建築設計部
構造設計部
2004年
㈱環境設計国建として独立
1995年 東町分室から本社へ復帰

2003年 ㈲ジオテクノ沖縄として一部独立

土質調査部

1995年 東町分室から本社へ復帰

2003年 ㈲ジオテクノ沖縄として一部独立

測量部
土木設計部

開発企画室

1992 年 開発部と統合
（スタッフは各部へ帰籍）

1987-1992

1991年 ㈱国建システムとして独立

2003年 都市計画室
地域計画部から分離 2003-2010（名称変更）

地域計画部

地域計画部
1999-現在
1999年
名称変更

環境部

2002-2007

2007年
地域計画部と統合

2004年 ㈱環境設計国建
設備設計部から独立 2004-現在

㈱インターネット国建
1989-1996

1991年 ㈱国建システム
システム部から独立 1991-現在

まちづくり計画部

2003年
㈲ジオテクノ沖縄
測量部・土質調査部から
一部独立 2003-2007

㈱ジオテクノ国建

㈱環境設計国建
㈱ジオテクノ国建

2007-現在

㈱国建システム

国建の組織構成とその変遷
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歴代役員
役

職

会

長

副

会

社

1963（S38）

1970（S45）

1980（S55）

長

長

國場幸一郎

大濱博貞

1963.10-1977.6

1977.6-1991.3

神山芳和
副

社

1977.6-1991.3

長

神山芳和
1966.4-1977.6

専

大濱博貞

務

1972.6-1977.6

神村盛秀
1977.6-1991.3

神村盛秀
1963.10-1977.6

金城曽四郎
1977.6-1991.3

鈴木諄
常

1977.6-1991.3

務

永松一甫
1977.6-1993.3

國場幸房
1986.3-1991.3

相

談

役

國場幸房
1975.6-1986.3

金城曽四郎

宮里仁正

1963.10-1977.6

1979.3-1991.3

竹牟禮平男

新垣徹

1971.6-1973.6

取

締

役

1977.6-1991.3

比嘉盛一

川上重之

1972.6-1975.6

1977.6-1987.3

松本邦夫

山田正和

1975.6-1977.6

1981.3-1985.3

永松一甫

口ノ町尚

1975.6-1977.6

1981.3-1987.3

鈴木諄
1975.6-1977.6

吉川清
1977.6-1993.3

監
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査

役

歴代役員

新垣隆司
1985.3-1989.3

第四部

1990（H2）
大濱博貞
1991.3-1993.3

2000（H12）

2010（H22）
名誉会長

神山芳和

神村盛秀

1993.3-1996.3

1999.3-2002.9 2002.9-2010.9

國場

國場幸房

代表取締役会長

神山芳和

國場幸房

幸房

1999.3-2002.9

新城

神村盛秀

新城安雄

代表取締役社長

1991.3-1999.3

1999.3-2010.9

1991.3-1993.3
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比嘉

安雄
盛朋

鈴木諄
1997.3-1999.3

國場幸房
1991.3-1999.3

鈴木諄

新城安雄

比嘉盛朋

1991.3-1997.3

1997.3-1999.3

2003.9-2010.9

専務取締役

松山

喜治

吉川清
1997.3-1998.3

平良隆
1997.4-2008.9

常務取締役

新垣徹

松山喜治

1991.3-2001.3

2004.9-2010.9

吉川清

高木紀夫

1993.3-1997.3

2001.3-2006.9

新垣允啓
2008.9-現在

藤元節男

福田 俊次
宜寿次 均
渡部
精
新垣 允啓

1995.3-2004.9

白鳥東一

宜寿次均

1995.3-1999.3

2001.3-2004.9

宜寿次均
2009.9-現在

比嘉盛朋

福田俊次

1999.3-2003.9

2004.9現在

新城安雄

渡部精

1991.3-1997.3

2004.9-現在

大濱博貞

鈴木諄

平良隆

1993.3-1995.3

1999.3-2001.3

2008.9-現在

永松一甫

神村盛秀

1993.3-1994.3

2002.9-2003.9

新城安雄

宮城正和

1989.11-1991.3

1998.3-現在

取締役

白鳥東一

比嘉盛朋

渡部精

1993.3-1995.3

1997.3-1999.3

2001.3-2004.9

下川路登喜廣

福田俊次

1995.8-1998.3

1999.3-2004.9

宮城
上地
平良

正和
由次
啓

取締役部長

松苗
宮城

宜寿次均

新垣允啓

1991.3-2001.3

2002.3-2008.9

藤元節男

平出啓見

宜寿次均

1991.3-1995.3

1996.7-2003.5

2004.9-2008.9

高木紀夫

比嘉政敏

1991.3-2001.3

2002.3-2004.9

金城曽四郎

松山喜治

1991.3-1998.3

2001.3-2004.9

良幸
榮治

執行役員

根間
半戸
花城
内間

永仁
道郎
和雄
寛

上地由次
2003.9-現在

國場幸秀

國場幸吉郎

金城曽四郎

神村盛秀

1989.3-1993.3

1993.6-1998.3

1998.3-2003.9

2003.9-現在

監査役

神村

盛秀

歴代役員
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年表・主要業務実績一覧
西暦
和暦
当社の出来事
世間の出来事
主な業務実績
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1959
昭和 34 年
―

1960
昭和 35 年

建築設計・土質調査を業として國建築設計事務所を発足（9.13）
一級建築士事務所登録（國場幸一郎、神村盛秀、金城曽四郎）
事務所を那覇市松尾へ移転

日本政府、沖縄砂糖特恵措置を閣議決定（2.8）

米国大統領、予算教書「沖縄の無期限保持」を言明（1.18）

西原飛行場返還、糖業振興 5 ヵ年計画策定

琉球経済援助法（プライス法）成立（5.23）

沖縄国際空港ターミナルビル落成（5.9）

沖縄県祖国復帰協議会設立（4.28）

那覇バスターミナルビル落成（8.27）

チリ地震による津波が沖縄本島中北部を襲う（10.16）

シャーロット台風で、沖縄本島で死者 46 人、負傷者 25 人（10.16）

全琉一斉に国勢調査開始（12.1） 概数人口 88 万 1967 人

キューバ革命でカストロ政権誕生（1.1）

池田勇人内閣誕生（7.19）

建築部門

建築部門

―

西原製糖工場設計・監理／西原製糖

土木部門

土木部門

―

―

調査・計画部門

調査・計画部門

―

―

年表・主要業務実績一覧
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1961
昭和 36 年
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1962
昭和 37 年

―

石垣製糖工場の設計のための八重山分室を開設

糸満町・兼城村・高嶺村・三和村が合併し、糸満町誕生（10.1）

鉄筋の輸入規制、物品課税、建築業界は抜き打ち措置に困窮

奥武山陸上競技場起工（10.18）

水道法を公布（7.20）

請負工事代金の支払い遅延防止法の立法要請

海岸法を公布（8.16）

那覇琉米文化会館、宮古琉米文化会館完成

ガーブ川改修工事起工（8.28）

国内線初のジェット機就航（東京～札幌間）

ケネディ大統領「沖縄新政策」を発表（3.19）

ソ連が初の有人衛星打ち上げ（4.12）

建築部門

建築部門

―

―

土木部門

土木部門

―

―

調査・計画部門

調査・計画部門

―

―

※この時期の記録は散逸している
年表・主要業務実績一覧
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西暦
和暦

1963
昭和 38 年

当社の出来事

国建設計工務株式会社へ改組（10.29）

1964
昭和 39 年

新城安雄（現・代表取締役会長）が入社

國場幸一郎が代表取締役社長に就任（10.29）
資本金を $3,000 とする
那覇市美栄橋へ事務所移転

世間の出来事

久米島で最低温度マイナス 2℃を記録（1.20）

与那国飛行場竣工（6.20）

72 年ぶりの異常干ばつで、鹿児島から飲料水救援（6.1）

軍工事の入札ボンド制実施で業界さわぐ

琉球商工会議所発足（8.1）

琉球セメント会社操業開始（12.10）

労働災害保険法を公布（8.14）

東京オリンピック開催（10.10 ～ 10.24）

米国のケネディ大統領暗殺（11.23）

日本、海外渡航自由化
佐藤榮作内閣誕生（11.9）

主な業務実績

建築部門

建築部門

パンオーシャン工場／パンオーシャン

琉球新報本社設計・監理／琉球新報

東急ホテル増築設計・監理／東急ホテル

中部畜産センター設計・監理／琉球政府

国場商事安謝営業所設計・監理／国場商事

モルモン教会那覇設計・監理／モルモン教会

モルモン教会宜野湾支部設計・監理／モルモン教会

174

土木部門

土木部門

―

―

調査・計画部門

調査・計画部門

―

―

年表・主要業務実績一覧

第四部

1965
昭和 40 年

那覇市泉崎の琉球新報ビルへ事務所移転

資料編

1966
昭和 41 年
―

八重山分室を閉鎖

那覇～久米島間の航空路開設（3.4）

米軍、1 号線道路の改修舗装工事開始（8.8）

トランジットビザ制度（72 時間滞在を許可）実施（4.1）

台風 18 号が宮古島に甚大な被害を及ぼす（9.5）

奥武山陸上競技場完成

沖縄初の道路横断橋（久茂地交差点）開通

佐藤首相沖縄を訪問（8.19）

琉球政府立博物館竣工

那覇市庁舎竣工（9.15）

首都高速道路第 1 号線開通（12.21）

九州横断自動車道建設法を公布（5.28）

中国で文化大革命が本格化（5.16）

建築部門

建築部門

名渡山医院設計・監理／名渡山氏

沖縄建設会館設計・監理／建設業協会

ユースホステル春海荘設計・監理／ YMCA

沖縄スポーツ社設計・監理／沖縄スポーツ

第一企業肉加工工場設計・監理／第一企業

双葉荘増築設計・監理／双葉荘

栄町ボーリング場設計・監理／栄町ボーリング
松下レーン設計・監理／松下興産

土木部門

土木部門

松下レーン土質調査／松下興産

琉球セメント土質調査／琉球セメント

具志川看護学校建設用地土質調査

安富祖砂防ダム土質調査

沖縄ガス・タンク建設用地土質調査

琉球生命美栄橋ビル新築工事土質調査／琉球生命

第一企業食肉加工工場新築工事土質調査

与那原地区警察署土質調査

具志頭小学校共同調理場土質調査／具志頭村

神原中学校校舎敷地土質調査／那覇市

調査・計画部門

調査・計画部門

―

―

年表・主要業務実績一覧

175

西暦
和暦

1967
昭和 42 年

当社の出来事

國場幸房（現・名誉会長）が入社

1968
昭和 43 年

東京都中央区日本橋に東京事務所を開設

土質調査部を新設

世間の出来事

沖縄建設会館竣工（2.18）

沖縄下水道公社発足（1.4）

円覚寺放生橋勾欄を復旧し竣工（6.13）

米国石油精製 4 社へ外資導入の認可（1.20）

公共工事の前払金保障事業に関する立法交付（8.19）

1 号線バイパス（ひめゆり通り）建設工事着工（3.8）

大城立裕が「カクテルパーティー」で芥川賞受賞が決定（7.21）

都市公園法を公布（5.24）

この年、日本の人口が 1 億人超える

小笠原諸島が日本に返還（6.26）

米空軍、ベトナムで枯葉剤作戦を決行（2.6）
主な業務実績
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建築部門

建築部門

ホテル香和設計・監理／ホテル香和

國場ビルディング設計・監理／國場組

バークレーモータース設計・監理／バークレー

三越新館ビル設計・監理／沖縄三越

オリオン薬品設計・監理／オリオン薬品

石垣空港ターミナル設計・監理／琉球政府建設局

国際ボーリングセンター設計・監理／国際ボーリング

パシフィック観光ホテル設計・監理／パシフィック観光

共栄製鋼圧延工場設計・監理／共栄製鋼

郵便貯金古島アパート設計・監理／郵便貯金住宅

土木部門

土木部門

那覇商港上屋倉庫土質調査

北山高校土質調査

宮古平良市公営住宅土質調査／平良市

石垣市庁舎新築工事土質調査／石垣市

八重山気象台土質調査

読谷高校土質調査

宮古空港ターミナル土質調査

国際学園増築工事土質調査

琉球大学理系ビル新設敷地土質調査

馬天港埋立工事土質調査

調査・計画部門

調査・計画部門

―

―

年表・主要業務実績一覧
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1969
昭和 44 年
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1970
昭和 45 年

資本金を $10,000 に増資

那覇市久茂地に自社ビルを建設し、事務所を移転

松山喜治（現・専務取締役）が入社

土木設計部を新設
構造設計部を新設
設備設計部を新設
業務部・営業部を新設

米軍、入札ボンド制適用で建設業者を軍工事からしめだす（4.5）

沖縄北方対策庁発足（5.1）

琉球政府、下地島パイロット訓練飛行場誘致を決定（11.4）

浦添市が市に昇格（7.1）
、名護市誕生（8.1）

福地ダム着工（12.26）

沖縄で戦後初の国会議員選挙実施（11.5）

土地区画整理法を公布（7.11）

コザ暴動が起こる（12.20）

アポロ 11 号、月面着陸（7.20）

日本万国博覧会開催（3.14 ～ 9.13）
「よど号」ハイジャック事件起こる（3.31）

建築部門

建築部門

天久台精神病院設計・監理／天久台病院

糸満市庁舎新築工事設計・監理／糸満市

南洋相互銀行本店設計・監理／南洋相互銀行

普天間モルモン教会設計・監理／モルモン教会

大越東宝デパート（三越）設計・監理／大越デパート

奥武山体育館設計・監理／琉球政府
国際ショッピングセンター設計・監理／沖縄信託
沖縄トヨタカローラ設計・監理／沖縄トヨタ

土木部門

土木部門

大越百貨店増築工事土質調査／大越百貨店

沖縄エッソ海洋土質調査／沖縄エッソ

羽地小学校給食センター土質調査／羽地村

琉球銀行東町支店新築工事土質調査／琉球銀行

糸満町糸満漁港土質調査／糸満町

琉球東急ホテル改築工事土質調査／琉球東急ホテル

那覇新港建設予定地土質調査

下地島訓練飛行場踏査

那覇中央保健所増築工事土質調査

奥武山体育館新築工事土質調査／琉球政府

調査・計画部門

調査・計画部門

―

牧志ショッピングセンター整備計画／那覇市

年表・主要業務実績一覧

177

西暦
和暦

1971
昭和 46 年

1972
昭和 47 年

当社の出来事
世間の出来事

開発部を新設

久茂地の自社ビルを増築

東京事務所が神田に移転

㈱国建土木を設立

那覇市市制施行 50 周年記念式典開催（5.20）

沖縄が本土復帰し、沖縄県誕生（5.15）

沖縄返還協定調印（6.17）

戦後初めての県知事選挙で屋良朝苗が当選（6.25）

沖縄国際海洋博覧会の開催が決定（10.22）

本土～沖縄間電話の即時ダイヤル市外電話開始（10.1）

糸満町が糸満市に昇格（12.1）

政府、
「沖縄振興開発計画」を策定（12.18）

日本本土、円の変動相場制に移行（10.8）

札幌オリンピック開催（2.3 ～ 2.13）
田中角栄内閣誕生（7.7）

主な業務実績

建築部門

建築部門

那覇市ゴミ焼却場設計・監理／那覇市

沖縄県学校給食総合センター設計・監理／沖縄県

南部工業高校校舎新築工事設計・監理／琉球政府

宮古高等学校新築設計・監理／沖縄県

沖縄グランドパークレストセンター設計・監理／沖縄谷茶センター

三和シャッター沖縄工場設計・監理／三和シャッター

大永建設社屋設計・監理／大永建設

観光ホテル球陽館設計・監理／塩浜氏

石垣市庁舎設計・監理／石垣市

沖縄事業局アパート設計・監理／日本専売公社

土木部門

土木部門

日銀那覇営業所土質調査／日本銀行

泊漁港設計／沖縄県

西表一周線土質調査

具志川農地改良工事／東洋航空

南部工業高校土質調査

平安座漁港設計／防衛施設庁

宜野湾市下水道布設工事土質調査／宜野湾市

本部町公共下水道事業計画／本部町

那覇市ゴミ処理焼却炉新築工事土質調査／那覇市

離島空港調査／沖縄総合事務局

調査・計画部門

琉球リースビル土質調査／琉球リース

海洋博関連施設整備計画／沖縄県

沖縄キリスト教短大土質調査／沖縄キリスト教学院

沖縄都ホテル土質調査／沖縄都ホテル

調査・計画部門
残波リゾートゾーン開発計画／読谷村
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年表・主要業務実績一覧

第四部

1973
昭和 48 年

資料編

1974
昭和 49 年

資本金を￥40,000,750 に増資

福岡事務所を開設

年間売上高 7 億円を計上

大阪事務所を開設

建設コンサルタント登録（3.5）

㈱国建大阪、㈱国建デザイン、㈱国建ハウジングを設立

㈱国建東京を設立

測量業者登録（10.25）

沖縄特別国体（若夏国体）開催（5.3 ～ 5.6）

国指定重要文化財玉陵修理工事起工（2.1）

サトウキビ要求価格貫徹県民大会開催（6.26）

沖縄大学が文部省認可後初の入学試験実施（2.17）

国道 330 号返還開道（7.30）

コザ市と美里村が合併し、沖縄市が誕生（4.1）

米軍が砲撃演習のため県道 104 号線を封鎖（8.16）

首里～那覇間に「バス専用レーン」開設（8.1）

石油危機でガソリン・プロパンガスが値上げ

海洋博入場券が全国一斉に発売開始（7.20）

第 1 次石油ショック始まる

三木武夫内閣誕生（12.9）

建築部門

建築部門

ホテルムーンビーチ新築工事設計・監理／ムーンビーチ

海洋博迎賓館設計・監理／沖縄国際海洋博覧会協会

沖配ビル新築工事設計・監理／沖配ビル

ホテルエッカ新築工事設計・監理／エッカ

琉球リース総合ビル新築工事設計・監理／琉球リース

宮古工業高校校舎建築工事設計・監理／沖縄県

赤平市街地住宅設計・監理／沖縄県

南部国道事務所設計・監理／沖縄総合事務局

沖縄青少年センター設計・監理／ YMCA

沖縄自動車道伊芸サービスエリア施設設計・監理／道路施設協会

土木部門

土木部門

那覇下水処理場関連業務／沖縄県

県道 104 号線道路台帳作成業務／沖縄県

新渡久地港マスタープラン／沖縄総合事務局

北部地区簡易水道調査／沖縄県

金武漁港設計／金武村

那覇港（伊奈武備瀬地区）公有水面埋立工事、測量設計／浦添市

名護国頭線土質調査

月の浜（ムーンビーチ）土質調査／ムーンビーチホテル

沖縄液化ガス（シェル石油）タンク基礎土質調査

石垣港岸壁土質調査／沖縄県

海洋博会場海上ボ－リング調査

奥武山友愛スポーツセンター土質調査／那覇市

大宜味小中校体育館土質調査／大宜味村

首里高校舎土質調査／沖縄県

調査・計画部門

調査・計画部門

―

那覇地域商業近代化地域計画／那覇商工会議所
慶良間列島観光開発基本計画／沖縄県
沖縄県観光開発基本計画／沖縄県
浦添大公園基本設計／沖縄県
海軍壕公園基本設計／沖縄県

年表・主要業務実績一覧
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西暦
和暦

1975
昭和 50 年

当社の出来事

福田俊次（現・常務取締役）が入社

1976
昭和 51 年

土地家屋調査士事務所登録（12.9）
新垣允啓（現・常務取締役）が入社
海外コンサルティング協会に加盟
「沖縄国際海洋博覧会会場建設工事」
「沖縄国際海洋博覧会
関連道路事業」で全建賞（㈳全日本建築技術協会）を受賞

世間の出来事

本部大橋開通式（4.20）
沖縄自動車道開通式（5.20）
沖縄国際海洋博覧会開催（7.20 ～翌 1.18）

沖縄電力が配電 5 社を吸収合併し、配電の一貫供給を開始
「沖縄海洋博記念公園」決定を告示（3.22）
屋良知事、CTS 建設を許可（6.22）

バス専用レーンスタート（9.1）

平良幸市、沖縄県知事就任（6.25）

フォード米国大統領、ベトナム戦の終結宣言（4.23）

具志堅用高、WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオンとなる（10.10）
福田赳夫内閣誕生（12.24）

主な業務実績

建築部門
沖縄水産高校校舎建設工事設計・監理／沖縄県（JV）

琉球大学マスタープラン／琉球大学

北谷高校校舎設計・監理／沖縄県

クウェート国ハウジングプロジェクト設計／國場組

公立学校共済組合保養所設計・監理／公立学校共済組合

平戸観光ホテル千里ヶ浜新築工事設計・監理／平戸観光ホテル

沖縄大学図書館設計・監理／沖縄大学

那覇市立病院設計・監理／那覇市（JV）

小波津マンション設計・監理／小波津組

なみさとビル設計・監理／並里商会

土木部門

土木部門

海洋博海浜公園（人工海浜）測量・調査工事／沖縄国際海洋博

竹富町船浦地内測量設計及び土質調査／沖縄県

覧会協会

渡口～西原導水管調査設計（第 3 工区）／沖縄県

一日橋地区土地区画整理事業調査／那覇市

那覇市公共下水道事業変更認可作成業務／那覇市

本部～伊江海底送水管調査設計／沖縄県

南風原村喜屋武・玉城村喜良原～親ヶ原地奈県道 5 号線設計／沖縄県

北部国道金武及び屋嘉地区測量設計／沖縄総合事務局

名護浦公園測量及び実施設計／名護市

那覇港湾区域内伊奈武瀬地区開発計画に伴う環境影響予測調

平安座～宮城島間埋立敷地土質調査

査／浦添市

与座岳分屯基地燃料タンク基礎地盤調査

ムーンビーチ下水処理場土質調査／ムーンビーチホテル

下地島訓練飛行場土質調査／沖縄県

名護漁港土質調査／沖縄県

県道 16 号線土質調査／沖縄県

辺戸名高校校舎新築敷地地盤調査／沖縄県

調査・計画部門

調査・計画部門
中南部都市圏緑のマスタープラン／沖縄県

沖縄の離島における地域格差調査／沖縄総合事務局

海洋博記念公園植栽計画／沖縄総合事務局

糸満地先工業導入計画調査／沖縄県

中南部都市圏整備基幹事業調査／沖縄総合事務局・沖縄県

西表島及び周辺離島観光開発基本計画／沖縄総合事務局

沖縄県立植物園基本構想／沖縄県

那覇市みどり計画／沖縄県

名護浦公園（21 世紀の森公園）計画・設計／名護市

沖縄本島北部レクリエーション基地開発整備計画／沖縄総合
事務局･沖縄県･沖縄県ﾘｿﾞｰﾄ開発公社
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建築部門

年表・主要業務実績一覧

第四部

1977
昭和 52 年

資本金を￥50,000,000 に増資

資料編

1978
昭和 53 年

宜寿次均（現・常務取締役）が入社

年間売上高 9 億 8 千万円を計上
大阪事務所、関連会社を閉鎖
國場幸一郎が退任し、大濱博貞が代表取締役社長に就任（7.1）
渡部精（現・常務取締役）が入社

県、沖縄自動車道の南部延長について正式に要請（3.30）

交通方法変更に伴う自動車前消灯切り替え作業開始（2.1）

沖縄県軍用地転用促進協議会が設置（4.8）

第 1 回「沖縄県功労賞」表彰式（3.12）

米国のラジオ局 VOA（ヴォイス・オブ・アメリカ）が撤退（5.30）

県下一斉に交通方法の変更を実施（7.30）

沖縄県の交通方法変更の実施日を定める政令を公布（9.20）

沖縄平和記念堂開堂式（10.1）

第 1 回沖縄の産業まつり開催（11.18）

西銘順治、沖縄県知事就任（12.14）
日中平和友好条約が北京で調印（8.12）

建築部門

建築部門

那覇市若狭地区住宅新築工事設計・監理（5・6 号棟）／那覇市（JV）

沖縄県立中部病院外来診療棟工事設計・監理／沖縄県（JV）

沖縄県立八重山病院設計・監理／沖縄県（JV）

那覇バスターミナル新築工事設計・監理／那覇バスターミナル

大名小学校設計・監理／那覇市

沖縄法務合同庁舎建設設計・監理／沖縄総合事務局

沖縄葬斎場設計・監理／沖善社
東風平村農村環境改善センター設計・監理／東風平村

沖縄労働者いこいの村新築工事設計・監理／雇用促進事業団
「おきなわ郷土村・おもろ植物園」設計・監理／沖縄総合事務局

土木部門

土木部門

安波ダム右岸堀削運搬路測量及び設計等業務／沖縄総合事務局

那覇バスターミナル新築工事／那覇バスターミナル

前田～上間送水管調査設計（第 2 工区）／沖縄県

730 対策交通方法変更に伴う自動車教習所安全施設補助事

農地保全事業中山地区測量設計／沖縄県

業道路標識及び標示工事／國場組

一般国道 329 号中城地区道路実施設計／沖縄総合事務局

南大東空港実施測量設計／沖縄県

伊計架橋調査設計／与那城村

那覇空港排水工（三面）測量設計／沖縄総合事務局

琉球大学農学部敷地造成工事／戸田建設・球建設共同企業体

琉球放送ビル増築工事土質調査／琉球放送

八重山病院敷地地盤調査／沖縄県

那覇バスターミナル敷地地盤調査／那覇バスターミナル

座間味ダム予備調査／沖縄県

宮古空港ターミナルビル新築工事土質調査／沖縄県

調査・計画部門

沖縄刑務所地質調査

中城湾関連地域開発計画調査／沖縄総合事務局

調査・計画部門

国道 58 号ロードパーク緑化調査計画／沖縄総合事務局

具志川市総合計画／具志川市

座喜味城跡公園基本計画／読谷村

沖縄県観光修景緑化計画／沖縄県

沖縄縦貫道路南部区間文化財調査／日本道路公団

都市計画基礎調査（那覇広域都市計画区域）／沖縄県

嘉数高台公園実施設計／宜野湾市

緑のマスタープラン策定調査（那覇広域都市計画区域）／沖縄県

「おきなわ郷土村・おもろ植物園」計画・設計／沖縄総合事務局

年表・主要業務実績一覧
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西暦
和暦

1979
昭和 54 年

1980
昭和 55 年

当社の出来事
世間の出来事

宮城正和（現・環境設計国建社長）が入社

測量部を新設

県、米軍、那覇防衛施設局で基地問題連絡協議会発足（7.19）

県、八重山広域市町村圏を設定（3.31）

琉球大学に医学部開設（10.1）

「沖縄県過疎地域振興計画」の前期 5 年の事業計画策定（7.2）

松下電気、糸満市の同社工場用地を県に寄贈（12.12）

「中城湾港開発基本計画」を策定（7.29）

沖縄県観光振興条例を公布（12.25）

日本道路公団が沖縄自動車道石川・那覇間延伸を決定（7.29）

第 2 次オイルショック始まる

イラン・イラク戦争勃発（9.20）
鈴木善幸内閣誕生（7.17）

主な業務実績

建築部門

建築部門

熱帯、亜熱帯植物見本園エリア設計・監理／沖縄総合事務局

沖縄県立南部病院新築工事設計・監理／沖縄県（JV）

県営壺川市街地住宅工事設計・監理／沖縄県

沖縄県総合健康増進センター設計・監理／沖縄県保険医療福

ホテルサンコースト設計・監理／サンコースト

祉事業団（JV）

佐賀市火葬場設計・監理／佐賀市

琉球放送社屋新築工事設計・監理／琉球放送

リビア国メスラプロジェクト設計・監理／ AGOCO・國場組

琉球大学教育学部棟設計・監理／琉球大学

土木部門
コザ浄水場ろ過池等改良工事調査設計／沖縄県

土木部門

羽地ダム工事用道路概略設計／沖縄総合事務局

石川浄水場ろ過池等改良工事調査設計／沖縄県

狩俣～大神海底送水施設（陸上含）調査・設計／宮古島上水

空港高良線街路概算設計（モノレール）／沖縄県

道企業団

祖納港土質調査業務委託・与那国祖納港橋梁変更設計

奥間レストセンター周辺屋外運動場設置造成業務（測量及び

長浜ダム土質調査／日本農業土木コンサルタンツ

実施設計）／国頭村

平良港（本港地区）防波堤（南）土質調査／沖縄総合事務局

希望ヶ丘造成設計（恩納村）／沖縄観光開発

県道 18 号線調査測量設計／沖縄県

南西石油ＣＴＳ建設工事

与那国空港基本設計測量／沖縄県

沖縄テレビ塔敷地地盤予備調査／沖縄テレビ

金武村役場新築工事測量／金武村

熱帯ドリームセンター試錐調査／沖縄総合事務局

海軍壕公園用地調査測量／沖縄県

佐敷村新里地すべり対策工事ボ－リング／高良さく井工業

沖縄県総合運動公園基本計画及び基本設計／沖縄県

潟原宜野座地区測量設計／沖縄総合事務局
本部町送水管深浅測量／沖縄県

調査・計画部門

幸地川砂防ダム流路工測量／沖縄総合事務局

道路修景緑化事業計画調査（那覇市主要街路）／沖縄県

調査・計画部門

緑のマスタープラン実現のためのプログラム策定調査／沖縄県
沖縄県総合運動公園基本計画／沖縄県

壺川地区既成市街地整備計画調査／沖縄総合事務局・沖縄県

サボテン公園基本設計及び実施設計／東南植物楽園

那覇地域商業近代化計画調査／那覇商工会議所

奥武山公園実施設計／沖縄県

久米島県立自然公園計画基本調査／沖縄県
海洋博記念公園植栽実態調査／沖縄総合事務局
公共交通関連施設等整備計画調査／沖縄総合事務局・沖縄県
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琉薬社屋設計・監理／琉薬

年表・主要業務実績一覧

第四部

1981
昭和 56 年

土質調査部・測量部を那覇市東町へ移転し、分室とする

資料編

1982
昭和 57 年

ＯＴＶ国和プラザビル建設
この頃、海外技術研修員受け入れ開始

国は「中城湾港（新港地区）港湾計画」を策定（4.17）

沖縄振興開発特別措置法、沖縄復帰特別措置法の延長決定（3.31）

沖縄県対米請求権事業協会設立（6.1）
国頭村で発見された新種野鳥をヤンバルクイナと命名（11.14）

326 日続いた制限給水解除（6.7）
政府は「第 2 次沖縄振興開発計画」を策定（8.5）

嘉手納米軍基地爆音防止住民共闘会議が結成（9.25）

農林水産省が沖縄離島のミカンコバエ根絶を宣言（8.24）

建築基準法が改正され、新耐震基準が開始（6.1）

沖縄都市モノレール㈱創立、社長に西銘順治知事（9.22）
中曽根康弘内閣誕生（11.27）

建築部門

建築部門

宜野湾高校校舎体育館及び水泳プール建築工事設計・監理／沖縄県

嘉手納警察署庁舎新築設計・監理／沖縄県

OTV 国和プラザ設計・監理／国和不動産

沖縄県中央卸売市場新設工事設計・監理／沖縄県（JV）

沖縄瓦新社屋設計・監理／沖縄瓦新

県栽培漁業センター設計・監理／沖縄県

フェスティバルビル設計・監理／サンライズ開発（JV）

大学会館設計・監理／琉球大学

松島中学校設計・監理／那覇市

壺川公営住宅設計・監理／那覇市

土木部門

土木部門

浦添ふ頭防波堤土質調査設計／那覇市

都市モノレール構造物詳細設計及び土質調査／沖縄県

辺野喜ダム資材運搬路測量及び実施設計／沖縄総合事務局

真志喜地先公有水面埋立設計／宜野湾市

県道 17 号線調査・測量・設計／沖縄県

那覇市公共下水道変更許認可作成業務／那覇市

国場川調査測量設計（河川改修工事）／沖縄県

与那取水ポンプ場調査設計／沖縄県

松山公園実施設計／那覇市

沖縄県総合運動公園基本設計策定業務／日本公園緑地協会

沖縄自動車道北中城地区土質調査／日本道路公団

宜野湾市海浜公園計画土質調査／宜野湾市

瀬底大橋橋梁整備（第 3 期）工事／國場組

羽地ダム原石山試錐調査／沖縄総合事務局

与那国空港基本設計実施設計用地確定測量／沖縄県

首里協会敷地測量および地盤調査／日本キリスト教団

那覇市港湾基準点測量／那覇市

宜野湾市埋立深浅測量（真志喜地先公有水面埋立設計委託

浦添大公園実施設計（B ゾーン）／沖縄県

業務）／宜野湾市土地開発公社

調査・計画部門
具志地区開発整備計画／那覇市

浦添市職業訓練校那覇分校敷地測量／雇用促進事業団
座間味ダム地形測量／沖縄県

宜野湾海浜公園基本計画／宜野湾市

調査・計画部門

ヨット競技会場地選定及び建設基本計画／沖縄県

玉城村農村総合整備モデル事業実施計画／沖縄県

沖縄県総合運動公園基本設計／沖縄県

牧志第 1 地区住環境整備計画調査／那覇市

地区計画案の策定及び現況調査／浦添市

首里金城地区歴史的地区環境整備基本計画／那覇市

中南部都市圏市街地整備計画／沖縄県

沖縄県総合運動公園園路・広場・修景施設実施設計／沖縄県
石川市都市計画区域の用途地域指定変更に関する調査／石川市

年表・主要業務実績一覧
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西暦
和暦

1983
昭和 58 年

1984
昭和 59 年

当社の出来事
世間の出来事

ＯＴＶ国和プラザ（当社設計）が完成し、事務所移設

社名を株式会社国建に変更（4.1）

海外部を新設

比嘉盛朋（現・代表取締役社長）が入社

宜名真トンネル（全長 1,045 ㍍）開通式（3.18）

中城湾新港地区の公有水面埋立第 1 次工事開始（1.11）

「沖縄県土地利用基本計画」内閣総理大臣より承認（3.30）

ヤンバルテナガコガネを県の天然記念物に指定（2.16）

第 42 回国民体育大会（昭和 62 年）沖縄開催正式決定（7.1）

名蔵大橋完成

安波ダム、普久川ダム完成（10.26）

沖縄県、
「首里城公園基本計画」を策定

東京都、三宅島 21 年ぶりの大噴火（10.3）

沖縄県の入域観光客数 200 万人突破
ロサンゼルスオリンピック開催（7.28 ～ 8.12）

主な業務実績

建築部門

建築部門

都市モノレール駅舎設計・監理／沖縄県（JV）

辺野喜ダム管理庁舎その他設計・監理／沖縄総合事務局

沖縄コンベンションセンター設計／沖縄県（JV）

県立精和病院新築工事設計・監理／沖縄県

ホテルサンパレス設計・監理／球陽館

総合運動公園体育館その他設計・監理／沖縄県

多摩ニュータウン 4 住区設計・監理／住宅都市整備公団

那覇市民体育館設計・監理／那覇市

宜野湾市立体育館設計・監理／宜野湾市

フテンマハウジング改良工事設計／ PACAF

土木部門

土木部門

都市モノレール構造物詳細設計及び土質調査（泉崎牧志町線）／沖縄県

中城湾南部開発基本計画策定業務／与那原町

高良具志地区組合土地区画整理事業調査業務／那覇市

中川区水道施設実施設計／金武町

浦添大公園（C1 ゾーン～ C2 ゾーン）調査設計／沖縄県

宜野湾海浜公園実施設計／宜野湾市

宜野湾海浜公園（基本計画・基本設計）業務委託／宜野湾市

座間味ダム実施設計計画調査／沖縄県

沖縄県立教育センター用地造成測量設計業務／沖縄県土地

県道宜野湾北中城線調査測量設計／沖縄県

開発公社

識名公園土質調査／那覇市

沖縄自動車道胡屋橋他 1 橋基本詳細設計／日本道路公団

琉球銀行事務センター土質調査／琉球銀行

県道 18 号線調査測量設計および土質調査委託業務／沖縄県

辺野喜ダム管理庁舎建築工事に伴う土質調査／沖縄総合事務局

今帰仁コミュニティセンター土質調査／今帰仁村

瑞慶山ダムダムサイト縦横断測量／沖縄総合事務局

那覇市立病院二期建築工事土質調査／那覇市

ハンセン隊舎その他新設測量／那覇防衛施設局

若狭地内海浜基礎調査測量／那覇市

識名小学校及び城岳小学校現況測量・用地測量／那覇市

沖縄自動車道用地取得に伴う土地測量／沖縄県土地開発公社
国道 329 号線金武町伊芸（用地杭設置）測量／沖縄総合事務局

調査・計画部門

調査・計画部門

国頭村振興開発基本計画／沖縄県

北部水源地域振興開発基本計画調査／沖縄県

宜野湾海浜公園基本設計／宜野湾市

中南部都市圏における既存集落整備計画／沖縄県

都市計画基礎調査（コザ広域都市計画用途地域見直し）／沖縄県

首里城公園基本計画調査／沖縄県

都市計画土地利用規制図書作成調査／沖縄県

久茂地 1 丁目地区再開発事業計画及び基本設計／那覇市
都市計画基礎調査（用途地域見直し）／沖縄県
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中城湾南部開発基本計画／与那原町

年表・主要業務実績一覧

第四部

1985
昭和 60 年

補償コンサルタント登録（10.28）
年間売上高 14 億円を計上

資料編

1986
昭和 61 年

システム部を新設
「琉球放送会館」で第 1 回那覇市都市景観賞を受賞

瀬底大橋完成・開通（2.13）

熱帯ドリームセンター開園（2.8）

県民会館（コンベンションセンター）起工式開催（3.20）

沖縄県立芸術大学正式発足（4.1）

沖縄県初の人間国宝（金城次郎氏）誕生（4.13）

那覇臨港泊大橋開通（4.11）

第 1 回全日本トライアスロン宮古島大会開催（4.28）

ウクライナのチェルノブイリ原発で爆発事故発生（4.28）

第 1 回 NAHA マラソン開催（12.8）
科学万博「つくば 85」開催（3.17 ～ 9.15）

建築部門

建築部門

具志川市庁舎設計・監理／具志川市

ホテルシティーコート設計・監理／きたけん

マチナト SC 新築工事設計・監理／マチナト SC

パレット（久茂地 1 丁目再開発）設計・監理／那覇市（JV）

開邦高校校舎建築工事設計・監理／沖縄県

カミサリー（キャンプバトラー）工事監理／クロムウェル社

沖縄コンベンションセンター監理／沖縄県（JV）

レイクサイドゴルフクラブハウス設計・監理／竜王開発

琉球銀行事務センター設計・監理／琉球銀行（JV）

野崎病院放射線科棟増築工事設計・監理／野崎病院

都市型低層住宅躯体システム開発検討／住宅都市整備公団

蘭風レストラン内装設計／平戸観光ホテル

名護パラダイスレストラン新築工事設計・監理／積水化学工業

土木部門

土木部門
浦添ふ頭橋梁設計／那覇市

下崎地区測量・調査・設計／平良市

沖縄県総合運動公園造成設計／沖縄県

赤嶺ポンプ場実施設計／那覇市

辺野古道路実施設計（その 2）業務／沖縄総合事務局

北谷浄水場～那覇送水管布設工事（ハンビーライン）調査設

那覇臨港道路計画調査／沖縄総合事務局

計／沖縄県

長山港防波堤（内）調査測量設計／沖縄県

那覇調整池調査設計／沖縄県

トゥリバー地区調査測量設計／平良市

都市公園台帳等作成業務／沖縄総合事務局

都市モノレール土質調査（市道）／那覇市

宮古島下地町におけるゴルフ場建設計画に伴う土質調査／東

座間味ダム地質調査及び全体計画作成業務／沖縄県

京急行電鉄

金武湾港（屋嘉地区）護岸調査測量設計／沖縄県

沖縄県行政庁舎土質調査／沖縄県庁舎行政棟実施設計共同体

徳之島奥名川地先深浅測量及びボーリング調査／きたけん

西崎ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ新築工事土質調査／西崎ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ

宇地泊海岸調査設計／沖縄県

前泊港・普天間港・仲間港・竹富東港深浅測量（港湾計画作

祖納港防波堤（西）測量設計及び模型実験／沖縄県

成のための深浅測量）／沖縄県

米本団地道路修繕実施設計／住宅都市整備公団

熱帯、亜熱帯植物見本園エリア実施設計その他業務／沖縄総

杉田町団地第 2 期敷地造成その他工事監督／住宅都市整備公団

合事務局

昭島つつじヶ丘ハイツ関連昭島都市計画 2.4.4 号線築造工事

オランダ緑地公園実施設計／糸満市

監督／住宅都市整備公団

米本団地汚水管修繕調査設計業務／住宅都市整備公団
洋光台 6 丁目団地敷地造成工事監督業務／住宅都市整備公団
港南台 142BL 造園工事監督業務／住宅都市整備公団

調査・計画部門

調査・計画部門
漢那福地川周辺地域整備計画調査／沖縄県
中城湾南部マリンタウンプロジェクト調査／沖縄総合事務局・ 沖縄県
ガーブ川沿線再開発計画調査／沖縄県

那覇商業近代化地域開発計画ローリング事業調査／那覇商工

都市環境整備計画調査／沖縄県

会議所

国営沖縄記念公園首里城地区基本計画／日本公園緑地協会

沖縄北部東海岸地域振興開発調査／沖縄県
玉城村総合計画策定調査／玉城村
首里城公園整備計画調査／沖縄県
那覇市みどり実施計画／那覇市

年表・主要業務実績一覧

185

西暦
和暦

1987
昭和 62 年

当社の出来事

開発企画室を新設
「OTV 国和プラザ」
「ホテルサンパレス」で第 2 回那覇市都市
景観賞を受賞
「那覇市民体育館」で照明普及賞を受賞

世間の出来事

於茂登トンネル開通（3.25）

1988
昭和 63 年

「沖縄県総合運動公園建設事業」で全建賞（㈳全日本建築技
術協会）を受賞（6.24）
「具志川市庁舎」で日本建築士事務所協会連合会会長賞を受
賞（10.11）

「沖縄トロピカルリゾート基本構想」を策定（3.5）

主な業務実績

宜野湾港マリーナ開港式開催（7.25）

高速バス（那覇～名護間）開通式（4.30）

沖縄自動車道（石川～那覇間）通り初め（10.8）

沖縄電力が民営へ移行（10.1）

第 42 回国民体育大会（海邦国体）開催（1.27 ～ 10.30）

那覇新都心開発整備事業調印（12.16）

オキナワコンベンションビューロー（OCB）発足（12.7）

イラン・イラク戦争停戦（8.19）

竹下登内閣誕生（11.6）

ソウルオリンピック開催（9.17 ～ 10.2）

建築部門

建築部門

ＣＮＣ松浦ビル新築工事設計・監理／ＣＮＣ

首里城正殿実施設計／日本公園緑地協会

比嘉マンション新築工事設計・監理／大真

ホテルゆがふイン設計・監理／屋部土建

コートニー図書館新設建築工事設計・監理／那覇防衛施設局

ベスト電器那覇店設計・監理／きたけん

小禄公営住宅新築工事設計・監理／那覇市

西サモアフェリーターミナル設計・監理／日本テトラポッド

首里地区建物撤去検計業務／沖縄総合事務局

北部医師会立病院設計・監理／國場組

浦和南部 81BL 他建物設計／住宅都市整備公団

ベルコリーヌ南大沢 2BL-S 棟建物設計／住宅都市整備公団

消防法改正適用住宅の設計企画／住宅都市整備公団

野崎病院本館棟増築工事設計・監理／野崎病院

土木部門

土木部門

白川田貯水池調査測量設計／宮古島上水道企業団

伊波～嘉手納導水管布設工事調査設計／沖縄県

沖縄県総合運動公園植栽設計／沖縄県

県道漢那松田線調査測量設計／沖縄県

那覇港港湾利用効果調査／那覇市

下地島空港進入灯保守通路橋及び進入灯改良工事実施設計／沖縄県

白浜南風原線概略設計／沖縄県

石川バイパス道路実施設計／沖縄総合事務局

首里城公園上の毛エリア実施設計／沖縄県

石炭火力発電所建設予備調査・土質調査／沖縄電力（JV）

金武湾港（金武地区）物揚場調査測量設計／沖縄県

新南大東島空港基本設計／沖縄県

大同火災ビル土質調査／大同火災

仲里村庁舎建設工事土質調査／仲里村

石垣第 2 発電所用地境界復元及び図面作製／沖縄電力

ハンセン隊舎（3 工区）新設工事調査測量／那覇防衛施設局

東京都新宿区信濃町在県有地境界標設置業務／沖縄県

沖縄市東海岸地区環境現況及びボーリング調査／沖縄市

真砂第 1 団地駐車場基盤整備設計／住宅都市整備公団

福岡県在県有地境界標設置業務／沖縄県

都市計画道路環状 3 号線（杉田地区）街路築造工事監督／住

高根台団地商店街区整備設計／住宅都市整備公団

宅都市整備公団

調査・計画部門
平和通り周辺再開発計画調査／那覇市

村上団地商店街区整備設計／住宅都市整備公団
杉田町団地 D ブロック基盤整備工事ほか監督／住宅都市整備公団

調査・計画部門

名護ウォーターフロント開発構想、基本計画策定業務／名護市

複合リゾートカントリー整備計画調査／沖縄県

中城湾港南部開発構想調査／沖縄県

大里村総合計画策定業務／大里村

首里城関係資料解析業務／沖縄総合事務局

豊見城村地先開発基本計画調査／沖縄県

都市計画基礎調査（那覇広域都市計画区域）／沖縄県

沖縄県リゾート地域整備基本計画／沖縄県
平良市マスタープラン策定調査／平良市
沖縄海岸・戦跡国定公園計画再検討調査／沖縄県
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第四部

1989

昭和 64 年／平成元年
宅地建物取引業者登録（9.27）
㈱インターネット国建を設立

資料編

1990
平成 2 年

CAD システムを導入
「琉球日産自動車本社」で日本建築士事務所協会連合会会長

年間売上高 21 億円を計上

賞を受賞（9.27）

業務部を二分し、総務部・経理部を新設

海外部が建築設計部に統合

宮古～東京間直行便開設（7.22）

沖縄県庁舎行政棟開庁式（2.21）

首里城正殿復元建築工事起工式開催（11.3）

第 1 回世界ウチナーンチュ大会開催（8.23 ～ 8.26）

元号が昭和から平成に変わる（1.8）

中城湾港新港地区一部供用開始（10.25）

消費税税率 3% スタート（4.1）

大田昌秀、沖縄県知事就任（12.9）

ジョージ・H・W ・ブッシュが米国大統領に就任（1.20）

イラク軍、クェートに侵攻（8.2）

マルタ会談で東西冷戦の終結を宣言（12.3）

建築部門

建築部門

パレットくもじ監理／那覇市（JV）

平良市庁舎建設設計・監理／平良市

金秀ビル新築工事設計・監理／金秀鉄鋼

阿見ゴルフクラブハウス新築工事設計・監理／阿見ゴルフクラブ

ハートライフ病院増築工事設計・監理／長楽

琉球日産本社ビル新築工事設計・監理／琉球日産自動車

沖縄電力本店新館新築工事設計・監理／沖縄電力

沖縄ヤクルト社屋新築工事設計・監理／沖縄ヤクルト

グリーンパレス小倉設計・監理／国和不動産

首里城南殿・北殿他設計・監理／住宅都市整備公団

沖縄銀行小岩寮新築工事設計・監理／沖縄銀行

北坂戸団地 E ラウンジ設置工事設計業務／住宅都市整備公団

多摩 NT15-6BL 建物設計／住宅都市整備公団

元 - 東 -6 号（飛島建設）建設工事監督業務／住宅都市整備公団

土木部門

土木部門

具志川火力発電土木実施設計及び埋申資料作成業務／沖縄電力

県道 18 号線予備設計／沖縄県

久茂地川設計／沖縄県

平良港港湾計画改訂調査／平良市

恩納南バイパス道路予備設計業務／沖縄総合事務局

市道 122 号線測量設計／浦添市

広福門等実施設計／沖縄総合事務局

中城湾港港湾計画調査／日本港湾協会

石垣空港調査・測量・設計及び施設変更許可申請書作成業務／沖縄県

石垣港伊原間線調査業務（崎枝工区）土質調査／沖縄県

那覇空港誘導路土質調査外 1 件／沖縄総合事務局

ライオンズマンション宇栄原土質調査／沖縄大京

沖縄県庁舎議会棟土質調査／沖縄県庁舎議会棟実施設計共同体

運天港（上運天地区）仮桟橋調査設計／沖縄県

安田生命沖縄ビル新築工事土質調査／安田生命

NTT 那覇営業所境界測量／日本電信電話公社

名護海岸調査測量設計／沖縄県

具志川火力発電所建設地既設護岸地区界測量／沖縄電力

川平リゾート敷地測量／國場組

大宜味海岸測量設計／沖縄県

豊見城村地先開発事業測量／沖縄県土地開発公社

長山港防波堤（東）調査測量設計／沖縄県

久米島一周線歩道設計／大東エンジニアリング

大川端団地 RC21 土木工事設計／住宅都市整備公団

百合丘第 1 団地汚水管修繕工事設計／住宅都市整備公団

杉田町団地公益用地基盤整備工事監督／住宅都市整備公団

園生団地道路修繕その他工事設計／住宅都市整備公団

あやめ台団地環境整備工事他監督／住宅都市整備公団

港北ニュータウン 1-13 ブロック土木その他工事ほか監督／住
宅都市整備公団

調査・計画部門
リゾート沖縄マスタープラン基本構想業務／沖縄県・インタープラン

調査・計画部門
ブセナリゾート開発基本計画調査／ブセナリゾート
宮古地域公園基本構想調査／沖縄県
平成 2 年度那覇広域都市計画基礎調査／沖縄県

久米島県立自然公園施設整備計画調査／沖縄県

沖縄県軍用地跡地利用基本計画調査／沖縄県

中核的リゾート拠点地区形成基本構想調査／沖縄県

重点整備地区開発整備計画調査／沖縄県

平成元年度都市計画基礎調査／沖縄県
平良市用途地域変更案作成業務／平良市

年表・主要業務実績一覧
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西暦
和暦

1991
平成 3 年

1992
平成 4 年

当社の出来事

福岡事務所が中央区渡辺通へ移転

「パレットくもじ」で第 7 回那覇市都市景観賞を受賞

大濱博貞が退任し、神村盛秀が代表取締役社長に就任（3.12）

「沖縄コンベンションセンター」で建築業協会賞（BCS 賞）を

世間の出来事
主な業務実績

システム部が㈱国建システムとして独立（6.14）

受賞（11.17）

この頃、土木設計部が CAD システムを導入

開発企画室を閉鎖、開発部と統合

県立沖縄看護学校落成式開催（2.20）

池間大橋開通式開催（2.12）

県立名護病院落成式開催（11.19）

完全週休 2 日制導入に伴い、土曜閉庁開始（9.5）

沖縄県県土保全条例を改正（12.1）

政府が「第 3 次沖縄振興計画」を策定（9.28）

沖縄都市モノレール、県と那覇市が調印（12.19）

首里城公園開園（11.3）

宮沢喜一内閣誕生（11.5）

県とボリビア・サンタクルス州の姉妹関係提携調印式開催（11.18）

湾岸戦争が開始（1.17）

バルセロナオリンピック開催（7.25 ～ 8.9）

建築部門

建築部門

ネーブルカデナ新築工事設計・監理／沖縄建設工業・大阪ヤシマ

トロピカルテクノセンター社屋建設工事設計・監理／トロピカ

大同火災本社ビル別館新築工事設計・監理／大同火災海上保険

ルテクノセンター

安田生命保険沖縄ビル新築工事設計・監理／安田生命保険相互会社

具志川火力発電所新設建物設計・監理／沖縄電力（JV）

沖縄職業訓練短期大学校設計・監理／雇用促進事業団

琉球セメント社屋建設工事設計・監理／琉球セメント

琉球石油本社新築工事設計・監理／琉球石油

沖縄県立女子学生寮建設工事設計・監理／沖縄県

阿見ゴルフクラブキャディハウス新築工事設計・監理／ナカツネ

与那城村役場庁舎設計・監理／与那城村

府中団地（第 1 期建替）建物設計／住宅都市整備公団

土木部門
豊見城東道路測量及び実施設計／沖縄総合事務局

清瀬旭ヶ丘団地派出所建替設計業務／住宅都市整備公団
洋光台中央団地郵便局新築その他工事基本設計業務／住宅
都市整備公団

中城湾港マリンタウン・プロジェクト（西原与那原地区）調査

土木部門

測量基本設計／沖縄県

ウォーターフロント開発・保全計画調査／沖縄総合事務局

中城港湾（安座真地区）海岸環境基本設計／日本マリーナ・ビーチ協会

沖縄自動車道 西原ＪＣＴ概略設計／日本道路公団

豊見城村地先開発事業基本設計／沖縄県土地開発公社

新南大東空港調査測量設計／沖縄県南部土木事務所

新南大東空港施工計画及び工法検討等業務／沖縄県

中城湾港マリンタウンプロジェクト（西原・与那原地区）港湾

漢那ダム地下水位観測孔設置その他業務／沖縄総合事務局

緑地基本計画・公有水面埋立免許願書作成業務／沖縄県

トゥリバー地区調査測量設計／平良市

久茂地川環境整備計画業務／沖縄県

北大東空港基本設計／沖縄県

我喜屋ダム地質調査／沖縄県

宜野湾港現況測量／沖縄県

新南大東空港ドリーネ調査測量／沖縄県

我喜屋ダム調査測量／沖縄県

恩納分屯基地施設整備調査／那覇防衛施設局

牧の原団地総合団環基本設計／住宅都市整備公団

県道 18 号線調査測量設計（大川地区）／沖縄県

高津団地道路修繕設計／住宅都市整備公団

沖縄県立南風原高等学校用地境界確認現況測量／沖縄県

港北 NT2-4-D ブロック関連鶴見川流域貯留浸透事業（受託）

運天港（上運天地区）岸壁及び船揚場調査測量設計／沖縄県

監督／住宅都市整備公団

調査・計画部門
豊見城村地先開発整備計画見直し調査／豊見城村
沖縄県リゾートパーク整備計画調査／沖縄県

大宜味海岸調査測量／沖縄県
千葉北部地区新 19 住区小学校外構設計／住宅都市整備公団
花見川団地環境整備工事監督／住宅都市整備公団
千草団地環境整備工事監督／住宅都市整備公団

平成 3 年度那覇広域都市計画基礎調査／沖縄県

調査・計画部門

嘉手納町軍用地跡地利用計画調査／嘉手納町

嘉手納町土地利用基本計画調査／嘉手納町

佐敷町全町植物園化構想策定調査／佐敷町

沖縄県景観形成基礎調査・推進調査／沖縄県
首里城周辺交通量調査／沖縄県
首里城内の儀式・諸祭事に関する調査業務／海洋博覧会記念
公園管理財団
那覇市中心市街地コンセプト 21 調査／那覇市
新用途地域見直しマニュアル策定基礎調査／沖縄県
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第四部

1993
平成 5 年

「パレットくもじ」で日本建築学会霞が関ビル記念賞を受賞
「漢那ダム建築事業」
「国営沖縄記念公園首里城地区整備事

資料編

1994
平成 6 年

「安田生命那覇ビル」
「那覇市空港通りの街路空間」で第 8
回那覇市都市景観賞を受賞

業」で全建賞（㈳全日本建築技術協会）を受賞（6.22）

NHK 大河ドラマ「琉球の風」放送
西表トンネル開通（1.20）

名桜大学開学（4.10）
「国立組踊劇場（仮称）誘致基本構想」発表（5.16）

屋我地大橋開通（3.27）

沖縄県・福建省サミット開催（8.24）

第 44 回全国植樹祭が糸満市で開催（4.25）

赤土等流出防止条例、個人保護法条例を公布（10.20）

とよみ大橋開通（11.24）

村山富市内閣誕生（6.30）

細川護熙内閣誕生（8.9）

建築部門

建築部門

上野村ドイツ文化村博愛記念館調査設計・監理／上野村

大同火災本社ビル新築工事設計・監理／大同火災海上保険

スタジオパーク「琉球の風」設計・監理／沖縄うみの園

具志川火力発電所土木建築工事監理／沖縄電力（JV）

沖縄県公文書館建設工事設計・監理／沖縄県（JV）

海邦カントリークラブハウス設計・監理／海邦興産

沖縄公庫宮古支店設計・監理／沖縄振興開発金融公庫

宜野座村庁舎建設工事設計・監理／宜野座村

ザ・ブセナテラス設計・監理／名護国際観光

リサイクル施設設計・監理／沖縄総合事務局

沖縄県女子学生寮新築工事監理業務／沖縄県

洋光台中央団地郵便局新築工事実施設計業務／住宅都市整備公団

けやき台団地診療所改修実施設計業務／住宅都市整備公団

子安町 3 丁目団地配置建物検討設計／住宅都市整備公団

土木部門

土木部門

中城湾港 M・T・P（西原・与那原地区）景観検討及び施設配

羽地ダム左岸付替道路 2 号橋及び道路修正設計／沖縄総合事務局

置計画業務／沖縄県

豊見城東ＩＣ及び交差点詳細設計／沖縄総合事務局

羽地ダム築堤材料運搬路橋梁実施設計／沖縄総合事務局

西系列幹線導水施設調査設計（大保～羽地）／沖縄県

那覇港臨港道路空港線ドライドック施設調査／沖縄総合事務局

宮古農業水利事業仲尾峰 3 － 2 号支線水路（その 2）測量設

平良港（トゥリバ－地区）防波堤（北）外 2 件景観設計／沖縄

計／沖縄総合事務局

総合事務局

那覇空港国内線旅客ターミナルビル実施設計地質調査／沖縄

宮古農業水利事業仲原流域取水施設測量設計／沖縄総合事務局

総合事務局

那覇警察署警察官待機宿舎新設工事（土質調査）／沖縄県警本部

西表・小浜地区農道調査設計／沖縄県

新南大東空港試験盛土調査解析業務／沖縄県

那覇駐屯地体育館厚生施設新設土木工事／那覇防衛施設局

北大東空港調査測量設計／沖縄県

新南大東空港土質調査／沖縄県

座間味ダム台帳調整業務／沖縄県

沖縄県総合運動公園台帳作成業務／沖縄県

我喜屋ダム測量／沖縄県

恩納バイパス用地測量／沖縄総合事務局

宜野座村役場庁舎建設設計測量／宜野座村

大山地先（仮設港）埋立基本設計／沖縄県

八重山合同庁舎建設工事設計測量／沖縄県

名護中央公園台帳作成業務／沖縄県

多摩ＮＴ永山団地駐車場基盤整備設計／住宅都市整備公団

米本団地低利用敷地活用促進基本設計／住宅都市整備公団

多摩ＮＴ 21- ＧＢＬ整備その他工事監督／住宅都市整備公団

調査・計画部門

竹の塚第 3 団地環境整備基本構想設計／住宅都市整備公団
梶の町 3 丁目団地基盤整備工事監督／住宅都市整備公団

金武町軍用地跡地利用計画／金武町

調査・計画部門

沖縄県景観形成推進調査／沖縄県

冊封使関係調査業務／海洋博覧会記念公園管理財団

首里城地区整備計画策定業務／海洋博覧会記念公園管理財団

東風平町新用途地域・マスタープラン策定業務／東風平町

石垣都市計画用途地域見直し基礎調査／石垣市

都市計画法改正に伴う新用途地域原案等策定業務／沖縄県

浦添市都市マスタープラン策定業務／浦添市

都市モノレールの景観に関する調査業務／沖縄県

都市計画法の改正に伴う調査業務（那覇市都市マスタープラン）／

リゾートパーク風水構想整備基本計画策定業務／糸満市

那覇市

年表・主要業務実績一覧
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西暦
和暦

1995
平成 7 年

当社の出来事

「沖縄県公文書館」で建設大臣賞を受賞（10.19）

平成 8 年

㈱インターネット国建を閉鎖
「比謝川総合開発事業（瑞慶山ダム）
」で全建賞（㈳全日本建
築技術協会）を受賞（6.28）

世間の出来事
主な業務実績

大国林道が開通（3.30）

又吉栄喜氏「豚の報い」で芥川賞受賞が決定（1.11）

沖縄県行政オンブズマン制度発足（4.1）

新沖縄県行政改革大綱を策定（3.29）

平和の礎完成、除幕式開催（6.23）

沖縄都市モノレール着工（11.26）

米兵による少女暴行事件発生（9.4）

日米特別行動委員会（SACO）で普天間基地など 11 施設の

沖縄戦終結 50 周年記念事業が多数実施

返還合意（4.15）

阪神・淡路大震災が起こる（1.7）

橋本龍太郎内閣誕生（1.11）

建築部門

建築部門

朝日生命浦添・宜野湾支店設計・監理／朝日生命

新南大東空港旅客ターミナルビル新築工事設計・監理／南大東村

宮古空港ターミナルビル新築工事設計・監理／宮古空港ター

読谷村文化センター新築工事設計・監理／読谷村

ミナル（JV）

沖縄美ら海水族館実施設計／沖縄総合事務局

久米島空港ターミナルビル新設工事設計・監理／沖縄県（JV）

ウズベキスタン国地方 3 空港整備設計／日本空港コンサルタンツ

沖縄県消防学校建設工事設計・監理／沖縄県

沖縄県中央卸売市場花卉部設計・監理／沖縄県

金武火力発電所実施設計／國場組

沖縄県東京職員住宅改修工事設計／沖縄県

子安町 3 丁目団地管理・集会所建築工事実施設計／住宅都市

館が丘団地診療所増築設計業務／住宅都市整備公団

整備公団
沖縄県東京事務所物産観光情報センター改修工事設計／沖縄県

土木部門

土木部門
饒波高架橋詳細設計／沖縄総合事務局
中城湾港（泡瀬地区）基本設計調査／沖縄県

都市モノレール施行認可・測量・詳細設計／沖縄県（ＪＶ）

県道 18 号線大川 1 号橋実施設計／沖縄県（ＪＶ）

運天港（上運天地区）岸壁及び船揚場調査設計修正業務／沖縄県

宜野湾バイパス牧港橋詳細設計／沖縄総合事務局

赤土堆積漁場機能回復事業（第 2 期分）／沖縄県

都市モノレール構造物詳細設計業務／沖縄県（ＪＶ）

金武湾港（金武地区）物揚場Ⅲ調査測量設計／沖縄県

与那国空港基本設計／沖縄県

国場川環境護岸調査測量設計／沖縄県

那覇空港立体駐車場新築工事に伴う地盤調査／沖縄総合事務局

伊是名ダム調査／沖縄県

祖納港防波堤（西）調査測量設計／沖縄県

平良港（本港地区）防波堤（下崎西）土質調査／沖縄総合事務局

ライオンズマンション壺川土質調査／沖縄大京

普天間工場新設等土質調査／那覇防衛施設局

首里城城郭等復元整備事業設計／沖縄県

石垣港港湾計画土質調査／石垣市

部瀬名海岸調査測量設計／沖縄県

沖縄県農業研究センター用地土地調査／沖縄県土地開発公社

多摩 NT13-20BL 土木工事設計／住宅都市整備公団

海軍壕公園基本設計／沖縄県

金杉台団地道路修繕工事他 2 件設計／住宅都市整備公団

多摩 NT13-20BL 基本設計／住宅都市整備公団

武蔵野緑町団地（第 1 期建替）その 1 造園工事他監督／住宅

港北 NT2-6-CBL 遊水池工事監督／住宅都市整備公団

都市整備公団

武蔵野緑町団地（第 1 期）土木工事監督／住宅都市整備公団

調査・計画部門

調査・計画部門
国際都市中南部圏総合開発整備構想調査／沖縄県

奥武山総合運動場整備構想調査／那覇市

沖縄県景観形成モデル地区詳細調査／沖縄県

首里城正殿扁額作成業務／海洋博覧会記念公園管理財団

石垣市用途地域見直し及び都市計画基礎調査／石垣市

石垣市都市計画マスタープラン作成業務／石垣市

中南部都市圏密集市街地基礎調査／沖縄県

那覇広域都市計画基礎調査分析業務／沖縄県

那覇広域都市計画区域線引き原案策定業務／沖縄県

豊見城村宜保地区地区計画策定調査／豊見城村
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第四部

1997
平成 9 年

資本金を￥100,000,000 に増資
建築設計部使用の CAD システムを CAD-CITY に変更

資料編

1998
平成 10 年

「金秀ビルの公開空地と遊歩道」で第 10 回那覇市都市景観
賞を受賞

地質調査業者登録（10.29）
「首里城の歴史的建造物の復元整備」で日本建築学会賞を受
賞（5.30）

目取真俊氏「水滴」で芥川賞受賞が決定（7.17）

改正沖縄振興開発特別措置法成立（3.30）

沖縄県・福建省友好県省締結調印式開催（9.4）

県サミット誘致推進本部第 1 回会合（4.28）

名護市長が海上ヘリポートの受け入れを表明（12.24）

稲嶺恵一、沖縄県知事就任（11.21）

久米島空港、新南大東空港、北大東空港が共用開始

沖縄政策協議会開催（12.11）

香港返還（7.1）

長野オリンピック開催（2.7 ～ 2.22）

マザー・テレサ死去（9.5）

小渕恵三内閣誕生（7.30）

建築部門

建築部門

沖縄銀行新事務センター増築工事設計・監理／沖縄銀行（JV）

沖縄国際大学セミナーハウス新築工事設計・監理／沖縄国際大学

沖縄職業総合庁舎設計・監理／沖縄総合事務局

琉球新報発送配送センター新築工事設計・監理／琉球新報

海軍壕公園ビジターセンター設計・監理／沖縄県

具志川ランセンター農産物展示加工場設計・監理／具志川ラ

金武町営屋内プール設計・監理／金武町

ンセンター

金武町総合保健福祉センター設計・監理／金武町

沖縄都市モノレール運営基地設計・監理／沖縄都市モノレール

八重山刑務支所設計業務／法務省

嘉手納町水釜団地設計・監理／嘉手納町

8- 東民 -12 号（中山氏他 1 名）建設工事その他監督業務／住

沖縄職業能力開発短期大学校学生寮増築その他工事設計及

宅都市整備公団

び監理／雇用促進事業団

土木部門

イエス福音教会

中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立免許願書作成調査／沖縄県

宗教法人単立小川イエス福音教会新築工事設計・監理／小川

県道第 2 環状線都市モノレール関連街路実施設計／沖縄県

土木部門

中城湾港（泡瀬地区）景観・緑化計画業務／沖縄市

浦添大公園（Ａゾーン）測量設計／沖縄県（ＪＶ）

シュワブ沖土質調査／那覇防衛施設局

豊見城村地先開発事業区画計画及び実施設計／沖縄県土地

西海区石垣支所係船施設その他業務設計／沖縄総合事務局

開発公社

海底堆砂調査／沖縄県

中城湾港（西原与那原地区）2 号橋調査測量設計／沖縄県

サントピア浦添敷地造成工事土質調査／琉信ハウジング

那覇地区電線共同溝その他詳細設計／沖縄総合事務局

当山の石畳等修復工事設計／浦添市

西系列幹線導水施設調査設計（羽地～許田）／沖縄県

中城湾港（西原与那原地区）緑地Ⅱ護岸測量調査設計／沖縄県

平良港（本港地区）波除堤（下崎西）土質調査／沖縄総合事務局

具志頭バイパス（糸満地区）道路詳細設計／沖縄総合事務局

知念岬公園設計／知念村

浦添大公園（B ゾーン）測量設計／沖縄県

琉球新報社制作センター新築工事測量／琉球新報

芸術の森（仮称）基本設計／沖縄県

那覇空港誘導路改良実施設計／日本空港コンサルタンツ

高洲第 1 団地道路修繕外 1 件設計／住宅都市整備公団

牧志地区都市モノレール測量／沖縄県

桜堤団地（第 1 期）基盤整備工事他監督／住宅都市整備公団

多摩 NT3-6-5 ブロック土木工事設計／住宅都市整備公団

多摩 NT16-C ブロック土木工事他監督／住宅都市整備公団

高洲第 1 他 7 団地環境整備その他工事監督／住宅都市整備公団

調査・計画部門

武蔵野緑町団地（第 2 期）土木工事他監督／住宅都市整備公団

国頭村第 2 次国土利用計画策定業務／国頭村

調査・計画部門

普天間基地周辺現況調査／沖縄県

第 3 次佐敷町総合計画／佐敷町

ヘルシーアイランド構想推進事業調査／厚生省

金武町ふるさとづくり整備事業基本構想／金武町

琉球歴史回廊の調査検討業務／日本公園緑地協会

読谷村観光振興計画策定業務／読谷村

東風平町字伊覇・屋宜原地区計画策定業務／東風平町

東風平町都市マスタープラン概要作成業務／東風平町
南風原町津嘉山地区計画／南風原町

年表・主要業務実績一覧

191

西暦
和暦

1999
平成 11 年

当社の出来事

開発部を地域計画部に名称変更

2000
平成 12 年
―

神村盛秀が退任し、新城安雄が代表取締役社長に就任（3.3）

世間の出来事

沖縄尚学高校が春の選抜高校野球大会優勝（4.4）

沖縄県人ハワイ移住 100 周年記念式典開催（1.7）

2000 年サミット主要国首脳会議開催地が沖縄県に決定（4.29）

万国津梁館落成式典開催（5.14）

漫湖がラムサール条約の登録湿地に決定（5.15）
那覇空港新国内線旅客ターミナルビルオープン（5.25）
沖縄国際友好会館（現万国津梁館）起工式（6.14）

九州沖縄サミット首脳会合開催（7.21 ～ 7.23）
「琉球王国のグスク及び関連遺産群」世界遺産登録（12.2）
森喜朗内閣誕生（4.5）
都市計画法及び建築基準法改正（5.19）

主な業務実績

建築部門

建築部門

沖縄産業振興・支援センター新築工事設計・監理／沖縄県

中城海上保安署設計／沖縄総合事務局

きむたか交流プラザ建設工事設計・監理／具志川市

恩納村博物館設計・監理／恩納村

下地町庁舎建設工事設計・監理／下地町

南大東村庁舎新築工事設計・監理／南大東村

那覇第 2 地方合同庁舎 1 号館設計／沖縄総合事務局

那覇少年鑑別所設計・監理／法務省

万国津梁館設計・監理／沖縄県

国頭村立葬祭場等設計・監理／国頭村

住・施分離他検討補助業務／住宅管理協会

那覇新都心メディアビル設計・監理／那覇新都心

土木部門

プロムナード東伏見第 11 住宅建築工事その他監督業務／住

宜野湾港浮桟橋基本設計／沖縄県

宅都市整備公団

中城湾港（西原与那原地区）緑地Ⅱ基本設計及び景観検討業

名護市国際海洋情報センター新築工事設計／沖縄県

務／沖縄県

土木部門

沖縄自動車道沖縄管内造園設計／日本道路公団

県道 18 号線大川 1 号橋実施設計／沖縄県

ロードパークリフレッシュ実施設計／沖縄総合事務局

繁多川公営住宅建設工事（造成設計）／那覇市

ライオンズマンション松島土質調査／沖縄大京

中城湾港港湾計画策定調査／日本港湾協会

浦添ようどれ復元基本調査／浦添市

新石川浄水場埋立護岸実施設計／沖縄県

運天港（上運天地区）土質調査／沖縄県

金武湾港（屋嘉地区）海岸護岸調査設計／沖縄県

中城湾港泡瀬地区基準点測量／沖縄総合事務局

運天港（上運天地区）土質調査／沖縄県

宜野湾埋立用地測量／沖縄県

与那国空港基本設計測量調査／沖縄県

祖納港海岸護岸測量設計／沖縄県

南大東村庁舎実施設計（測量）／南大東村

村上団地道路修繕工事他設計／住宅都市整備公団

中城湾港泡瀬地区魚垣写真測量／沖縄総合事務局

大泉学園駅前地区補助 135 号線・6 号線道路工事監督／住宅

宮原団地（建替）第 1 期基盤整備基本その他設計／都市基盤

都市整備公団

整備公団

教育隊残土調査検討業務／防衛施設局

北仲通南地区基盤整備その 2 工事他監督業務／都市基盤整備公団

調査・計画部門

4 研相模原合同宿舎土木調査検討／都市基盤整備公団

豊見城村緑の基本計画／豊見城村

調査・計画部門

平成 10 年度都市施設現況調査／沖縄県

市町村合併推進要綱策定調査業務／沖縄県

平成 10 年度那覇広域都市計画基礎調査分析業務／沖縄県

北部振興事業基本構想／北部広域市町村圏事務組合

那覇広域都市計画区域線引きの点検及び調整区域における地

移設先・周辺地域活性化構想／名護市

区計画制度活用検討業務／沖縄県

東風平町富盛地区集落地区計画策定業務／東風平町
東風平町緑の基本計画策定業務／東風平町
沖縄の観光振興における世界遺産の活用方策に関する検討調
査／日本公園緑地協会
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年表・主要業務実績一覧

第四部

2001
平成 13 年

2002
平成 14 年

ISO9001 認証取得（東京事務所を除く）
（1.1）

人事考課制度を導入

福岡事務所を閉鎖

環境部を新設

那覇市金城ダムが供用開始（4.1）

豊見城村が市制施行し、豊見城市誕生（4.1）

台風 16 号が迷走、沖縄本島を 2 度横断

仲里村と具志川村が合併し久米島町誕生（4.1）

小泉純一郎内閣誕生（4.14）

美ら海水族館開館（11.1）

ジョージ・W ・ブッシュが米国大統領に就任（1.20）

政府が「沖縄振興計画」を策定（10.7）

アメリカ同時多発テロ事件発生（9.11）

初の日朝首脳会談開催（9.17）

建築部門

建築部門

サンエー那覇メインプレイス設計・監理／サンエー

ジ・アッタテラス設計・監理／テラスホテルズ

裁判所平良支部建設工事設計・監理／沖縄総合事務局

国頭エコ・スポレクゾーン整備事業設計・監理／国頭村

北部国道新庁舎設計・監理／沖縄総合事務局

サンエー西原シティー新築計画設計・監理／サンエー

サーバーファーム整備事業設計・監理／宜野座村（JV）

沖縄健康バイオ研究開発センター設計・監理／沖縄県

バンヤンツリーゴルフクラブクラブハウス設計／ＤＥ

新町ロータリー地区再開発設計・監理／嘉手納町

中層階段室型エレベーター設置に係る団地等調査／都市基盤

製品評価技術センター FABR 建築工事監理業務／関東地方整備局

整備公団

小平団地集会所改修工事実施設計に係る補助業務／住宅管理協会

羽村団地診療所改修実施設計業務／都市基盤整備公団

土木部門

土木部門

エコスポレクゾーン整備事業（実施設計）／国頭村

中城湾港（西原与那原地区）マリーナ調査設計／沖縄県

南部国道管内改築関係測量設計／沖縄県

港湾整備計画策定／沖縄県

新石川浄水場調査設計業務委託／沖縄県（JV-B）

奥武山公園橋梁調査測量設計／沖縄県

金武湾港（天願地区）防波堤（東）改良調査測量設計／沖縄県

ブセナリゾートサブリゾートゾーンⅡ測量及び基本設計／ブセ

世界遺産周辺整備事業・やちむんの里測量調査設計／読谷村

ナリゾート

嘉手納地区保安壁等移設調査測量／那覇防衛施設局

石垣港港湾計画策定調査／石垣市

那覇駐屯地整備場新設土質調査／那覇防衛施設局

那覇港国際流通港湾実現化調査その 3（港湾利用効率化・道

粟国港防波堤（沖）調査測量設計／沖縄県

路利用検討調査）／沖縄県

平良港（下崎地区）泊地土質調査／沖縄総合事務局

あやかりの杜整備事業基本設計（土質調査）／北中城村

首里城公園円覚寺エリア測量設計／沖縄県

新水族館管理道測量設計／沖縄総合事務局

瀬良垣地区他歩道詳細設計／沖縄県

億首ダム工事用道路詳細設計／沖縄県

久喜 PT 北地区土木その他工事設計／都市基盤整備公団

万国津梁館増築工事設計（土質調査・測量）／沖縄県

芦花公園団地（第 1 期）他 1 団地土木工事ほか監督／都市基

パークゴルフ場等整備事業実施設計（測量）／国頭村

盤整備公団

三軒茶屋地区 209 号線関連代替用地整地工事他設計／都市

座間米軍構内道路整備土木設計／防衛施設局

基盤整備公団

資料編

大泉学園駅前地区駅前広場整備工事監督／都市基盤整備公団

調査・計画部門

東雲 1 丁目地区他建設等に係る（土木）工事／都市基盤整備公団

東風平町富盛地区集落地区計画運用基準策定業務／東風平町

調査・計画部門

読谷村世界遺産周辺整備基本計画・基本設計／読谷村

沖縄県健康保養型観光事業全体計画策定業務／沖縄県

大規模駐留軍用地を活用した都市の再編･再整備のための都

都市計画区域マスタープラン（那覇広域・コザ広域・石川）策

市計画等／沖縄県

定業務／沖縄県

金武町地域新エネルギービジョン策定業務／金武町

宜野湾市周辺自然環境調査／沖縄環境分析センター

江戸上り関連資料整理調査業務／海洋博覧会記念公園管理財団
平成 13 年度都市計画基礎調査（分析）／沖縄県
白地地域敷地建築物等調査業務／沖縄県

年表・主要業務実績一覧
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西暦
和暦

2003
平成 15 年

平成 16 年

当社の出来事

土質調査部・測量部の一部を分社化し、㈲ジオテクノ沖縄を

ISO14001 認証取得（総務部・環境部）
（1.1）

設立（11.7）

設備設計部を㈱環境設計国建として分社（10.1）

地域計画部から都市計画室が分離
八重山事務所を開設

北部事務所を開設
「北明治橋」で第 13 回那覇市都市景観賞を受賞

世間の出来事
主な業務実績

沖縄科学技術大学院大学
（仮称）の建設地が恩納村に決定
（4.9）

沖縄国際大学に米海兵隊輸送ヘリコプター墜落（8.13）

沖縄都市モノレール（ゆいレール）が開通（8.10）

自衛隊がイラクへ派遣（1.16）

宮里藍、史上最年少プロゴルファーとなる（10.14）

景観緑三法が制定（6.18）

郵政事業庁が日本郵政公社に改組（4.1）

新潟県中越地震が起こる（10.23）

米英軍がイラクを攻撃しイラク戦争勃発（3.20）

アテネオリンピック開催（8.13 ～ 8.29）

建築部門

建築部門

城辺町庁舎設計・監理／城辺町

てんぶす那覇設計・監理／那覇市

城北中学校校舎改築及び武道場新築工事設計・監理／那覇市

喜名番所設計・監理／読谷村

西原町立図書館新築工事設計・監理／西原町

琉球新報本社ビル建設工事設計・監理／琉球新報

県立南部医療センター・子供医療センター設計・監理／沖縄県

沖縄 DFS ギャラリア設計・監理／ NTD（JV）

玉陵東の御番所復元設計・監理／那覇市

環境の杜ふれあい設計・監理／那覇市・南風原町事務組合

国土環境九州支店新社屋ビル新築工事設計・監理業務／国土環境

南六郷 2 丁目団地 2 号棟集会所改修その他工事設計／都市

藤の台団地 1 － 49・50 号棟住施分離工事実施設計業務／都

再生機構

市基盤整備公団

土木部門

竹の塚第 1 団地 34 号棟集会所改修工事実施設計業務／都市
再生機構

嘉手納地区（15）運動施設（429）移設土木設計／那覇防衛施設局

土木部門

伊江港防波堤（西）Ⅰ調査測量設計／沖縄県

宮城海岸調査測量設計／沖縄県

世界遺産周辺整備事業・喜名番所跡周辺測量調査設計／読谷村

道路案内標識表示基準に関する資料整理業務／沖縄建設弘済会

伊芸海浜公園実施設計／金武町

新石川浄水場調査設計／沖縄県

佐手地区道路詳細設計／沖縄総合事務局

観光と海洋レクリエーションの活用による沖縄振興調査／日

平良港（本港地区）防波堤（下崎北第 2）土質調査／沖縄総

本港湾協会

合事務局

南風原シネマ新設工事設計（土質調査）／ 國場組

沖縄海邦銀行読谷支店新築に伴う土質調査業務／沖縄海邦銀行

那覇駐屯地屋内訓練場新設土質調査／那覇防衛施設局

フレスコア首里御殿山ヒルズ建築工事（土質調査）／琉信ハウジング

モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業に伴う現

市道 292 号線詳細設計／豊見城市

況測量／旭橋都市再開発

石垣港水路測量／沖縄総合事務局

沖縄国際大学 1 号館改築工事に伴う測量／沖縄国際大学

平成 15 年宇江城城跡保存修理測量／久米島町

沖縄自動車道（那覇～石川）分筆測量／日本道路公団

東・西鳩ケ谷団地（建替）排水計画その他基本設計／都市基

芝浦アイランド地区船路橋実施設計／都市再生機構

盤整備公団

東久留米団地（第 1 期）1 ブロック土木その他工事監督／都

大楽寺地区他建設等に係る（土木）工事監督／都市基盤整備公団

市再生機構

三鷹台団地（1 ブロック後工区）他 1 団地基盤整備工事監督／

千葉幸町団地 13 街区屋外環境（土木）整備工事監督／都市

都市基盤整備公団

再生機構

調査・計画部門

調査・計画部門

沖縄科学技術大学院大学（仮称）周辺整備計画策定委託業務／

バイオマス導入具体化計画策定調査／沖縄新エネ開発

恩納村

移設先地域における福祉・健康等定住化促進関連施設基本計

座間味村地域新エネビジョン／沖縄新エネ開発

画策定業務／名護市

平成 15 年度土壌汚染状況等調査／沖縄県

県営公園のあり方検討調査業務／沖縄県都市計画課

住宅地区改良事業等計画基礎調査事業（整備プログラム）委

嘉手納町都市計画マスタープラン策定委託業務／嘉手納町

託業務／嘉手納町

2 項道路及び 3 項道路調査業務／沖縄県

都市計画区域マスタープラン（那覇広域・コザ広域・石川）原

沖縄県都市計画運用指針作成業務／沖縄県

案策定業務／沖縄県
改正都市計画法等に対応した都市計画方針作成／沖縄県

194

2004

年表・主要業務実績一覧

第四部

2005
平成 17 年

東京事務所が千代田区東神田へ事務所移転

資料編

2006
平成 18 年

ISO14001 認証取得（沖縄本社）
（1.1）
社内表彰制度（社長賞）の創設
ジオテクノ沖縄が商号を株式会社に変更（11.7）

石川市・具志川市・与那城町・勝連町が合併しうるま市誕生（4.1）
平良市・城辺町・下地町・上野村・伊良部町が合併し宮古島市
誕生（10.1）

東風平町と具志頭村が合併し八重瀬町誕生（1.1）
玉城村・知念村・佐敷町・大里村が合併し南城市誕生（1.1）
「琉球国王尚家関係資料」が国宝指定（3.17）

普天間飛行場移設先が名護市キャンプ・シュワブ沿岸部に決定（10.29）

中城村・那覇市首里で大雨による地すべり発生（6.10）

名蔵アンパル、慶良間海域、ラムサール条約に登録（11.8）

沖縄県知事、仲井真弘多就任（12.10）

愛・地球博覧会が開催（3.25 ～ 9.25）

安倍晋三内閣誕生（9.26）

建築部門

建築部門

フレスコア首里御殿山ガーデン設計・監理／琉信ハウジング

読谷村健康増進施設屋内施設設計・監理／読谷村

中の町ミュージックタウン音楽市場設計・監理／沖縄市（JV）

ネイチャーみらい館設計・監理／金武町

八重山警察署新築工事基本・実施設計／沖縄県警察本部

沖縄開発金融公庫八重山支店新築工事設計・監理／沖縄公庫

那覇第 2 合同庁舎 2 号館建築工事設計／沖縄総合事務局

ザ・ブセナテラスウェルネスクラブ設計・監理／テラスホテルズ

金武町堆肥センター基本・実施設計業務／金武町

ポートヒロック新築工事設計・監理／陽邦

保全工事積算基準標準図面等作成業務／住宅管理協会

洋光台中央団地エントランス改修その他工事設計業務／都市

鶴瀬第 2 団地（建替）立体駐車場基本設計／都市再生機構

再生機構

土木部門

北深電設㈱電気ケーブル保管倉庫新築工事設計／北深電設

部瀬名海岸調査設計／沖縄県

土木部門

平成 17 年度園内測量設計／沖縄総合事務局

公園内測量設計／沖縄総合事務局

沖縄県津波・高潮被害想定調査（沖縄本島沿岸域）／沖縄県（JV-B）

国場川水系水と親しむ川づくり基本構想策定業務／沖縄県

糸数地区農道調査測量設計／沖縄県

宝壽院霊園開発事業計画許認可申請及び設計／高野山宝壽院

宮古分屯基地作業場新設土質等調査／那覇防衛施設局

本部港（本港地区）緑地護岸調査測量設計／沖縄県

新本館建設に関わる土質調査／沖縄国際大学

ライオンズマンション美浜 3 丁目地質調査／沖縄大京

深江橋修正設計（土質調査）／沖縄県

運天港土質調査／沖縄県

ネイチャーみらい館実施設計（土質調査）／金武町

シュワブ土質調査／那覇防衛施設局

ロワジールホテルオキナワにおける敷地測量調査／竹橋地所
国指定名蔵アンパル鳥獣保護区特定民有地買い上げ測量／沖

本部港（本港地区）緑地護岸調査測量設計／沖縄県
（仮称）那覇市奥武山野球場その他周辺施設整備（測量）／那覇市

縄奄美地区自然保護事務所

赤羽台団地（第 1 期 2BL）基盤整備工事設計／都市再生機構

具志川城跡現況平面測量／久米島町

東池袋 4 丁目第 2 地区（再）特定業務代行建設工事（基盤整

晴海 3 丁目西地区（再）公共下水道工事他設計／都市再生機構

備その他工事）監督／都市再生機構

太子堂 3 丁目地区道路築造その他工事監督／都市再生機構

西新井第 3 団地（第 1 期）土木その他工事監督／都市再生機構

草加松原団地（建替）第 1 期先工区基盤整備工事監督／都市
再生機構

調査・計画部門

調査・計画部門
沖縄科学技術大学院大学周辺整備基本計画策定業務／沖縄県
銘苅家所蔵品及び伊是名玉御殿資料整理業務／伊是名村

伊是名城跡等を活用した体験滞在・交流プログラム策定委託

備瀬地区フクギ並木集落街なみ環境整備事業協議会支援委

業務／伊是名村

託業務／本部町

埋蔵文化財保護基本マニュアル導入調査基本構想作成委託

沖縄県住生活基本計画策定業務／沖縄県

業務／宜野湾市

地区計画ガイドライン策定業務委託／沖縄県

石垣市都市再生整備計画作成業務／都市再生機構
土地利用規制誘導手法のあり方検討業務／沖縄県
墓地整備基本計画策定委託業務／読谷村

年表・主要業務実績一覧
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西暦
和暦

2007
平成 19 年

当社の出来事

北部事務所を閉鎖
環境部が地域計画部に統合
タイムネッツを導入

2008
平成 20 年

本社事務所のロビー・会議室を大改修
「那覇第 2 地方合同庁舎 1 号館」で第 15 回那覇市都市景観
賞を受賞

退職金制度をポイント制に変更
㈱ジオテクノ沖縄から㈱ジオテクノ国建へ社名変更（12.1）

世間の出来事

建築基準法改正で、構造計算適合性判定制度開始（6.20）
「教科書検定意見撤回を求める県民大会」が開催（9.29）

琉球放送の特撮番組「琉神マブヤー」放送開始（10.4）

主な業務実績

県立博物館・美術館開館（11.1）

泡瀬干潟訴訟で公金差し止め判決（11.19）

沖縄市長が泡瀬埋め立て一部容認（12.5）

麻生太郎内閣誕生（9.24）

郵政民営化スタート（10.1）

リーマンブラザーズの破綻により、世界的な金融危機となる

福田康夫内閣誕生（9.26）

北京オリンピック開催（8.8 ～ 8.24）

建築部門

建築部門

石垣全日空インターコンチネンタルホテル設計／パノラマホス

漢那リゾートホテル新築工事設計／ルネッサンス

ピタリティー

沖縄県立若夏学院改築工事設計・監理／沖縄県

ＩＴ事業支援センター 2 号館設計業務設計・監理／うるま市
（JV）

沖縄科学技術大学院大学研究実験施設棟Ⅰ設計／ OIST（JV）

沖縄科学技術大学院大学シーサイドビラ設計・監理／ OIST（JV）

沖縄県視覚障害者福祉センター設計・監理／沖縄県視覚障害

南城ネットワークセンター新築工事設計・監理／沖縄セルラー（JV）

者福祉協会

サンエー経塚シティー新築工事設計・監理／サンエー

那覇市奥武山野球場その他周辺施設整備設計・監理／那覇市

マリンタウン総合歯科クリニック新築工事設計・監理業務／さ

南千住七丁目ハイツ他 2 団地エントランス改修工事設計業務／

さき歯科クリニック

都市再生機構

金町第 1 団地第 3 住宅建築工事その他監督業務／都市再生機構

新田二丁目他 5 団地リニューアル実施設計業務／都市再生機構

土木部門

土木部門

浦添ふ頭 8 号岸壁調査測量実施設計及び埋立願書作成業務／

公園内修景設計／沖縄総合事務局

那覇港管理組合
国場川ふるさとの川整備計画書作成業務／沖縄県
金武湾港（平安座南地区）防波堤（東）及び防波堤（波除）
調査測量設計／沖縄県
本部港（本部地区）緑地測量設計（北振）／沖縄県
安里川設計／大和ハウス工業
伊平屋空港ＰＩ実施及び基本設計
（測量・土質調査）
／沖縄県
（JV-B）
瑞慶覧防災整備調査／那覇防衛施設局
大栄空輸（株）那覇空港新貨物ターミナル施設新設測量土質
調査／大栄空輸
市道 292 号線管理図作成業務／豊見城市
南部水道企業団新庁舎建設に伴う敷地測量／南部水道企業団
平成 19 年度施設用地杭復元／沖縄県
草加松原団地（建替）第 1 期後工区基盤整備基本・実施設計／

本部港（本部地区）岸壁港湾施設用地設計／沖縄県
金武町億首川プロムナード施設整備事業（実施設計）／金武町
中城湾港（馬天地区）調査測量設計／沖縄県
沖縄ＩＴ津梁パーク電線共同溝設計／沖縄県
税務署通り線特定交通安全施設等整備事業物件調査／浦添市
新中糖産業社屋設計監理（土質調査）／新中糖産業
金武湾港（平安座第一航路）調査測量設計／沖縄県
サムレー道測量設計／伊是名村
平成 20 年度国指定漫湖鳥獣保護区における歩道測量設計／
那覇自然環境事務所
鶴瀬第 2 団地（建替）後工区基盤整備工事設計／都市再生機構
海岸通団地（建替）先工区基盤整備工事監督／都市再生機構
コンフォール南日吉Ｇ 2 街区造園工事監督／都市再生機構

都市再生機構

調査・計画部門

ひばりが丘団地（2 ブロック後工区）基盤整備その他工事監

沖縄県景観形成ガイドライン策定基礎調査／沖縄県

督／都市再生機構
館ヶ丘団地 3 街区土木修繕（その 2・3）工事監督／都市再生機構

調査・計画部門
カジノ・エンターテイメント検討事業／沖縄県
平成 19 年度国土施策創発調査（バリアフリー観光調査）／沖
縄総合事務局
第 1 次八重瀬町総合計画（基本計画）策定業務／八重瀬町
北中城村都市計画マスタープラン等策定業務／北中城村
石垣空港跡地利用計画／石垣市
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沖縄尚学高校が春の選抜高校野球大会優勝（4.4）

年表・主要業務実績一覧

南城市歴史文化基本構想策定業務／沖縄県
沖縄市都市計画マスタープラン策定業務委託／沖縄市
平成 21 年度都市計画区域マスタープラン策定等業務／沖縄県
うるま市みどりの基本計画策定業務／うるま市

第四部

2009
平成 21 年

資料編

2010
平成 22 年

八重山事務所を閉鎖

都市計画室がまちづくり計画部に名称変更

資本金を￥50,000,000 に減資

新城安雄が退任し、比嘉盛朋が代表取締役社長に就任（9.7）
創業 50 周年を数える（9.13）
「沖縄職業総合庁舎の沿道空間」で第 16 回那覇市都市景観賞を受賞
「南部医療センター・こども医療センター」で国土交通大臣賞を受賞

那覇市ガーブ川で大雨の増水による鉄砲水が発生（8.19）

沖縄セルラースタジアム那覇（奥武山球場）にてプロ野球公

沖縄の伝統芸能「琉球舞踊」が重要無形文化財に指定（9.2）

式戦開催（6.29 ～ 6.30）

「組踊道具・衣裳製作修理」が国選定保存技術となる（9.2）

全国高等学校総合体育大会（美ら島総体）開催（7.28 ～ 8.20）

鳩山由紀夫内閣誕生（9.16）

興南高校が春夏の全国高校野球大会優勝（4.4、8.21）

バラク・オバマが、米国大統領に就任（1.20）

宮崎県で口蹄疫被害発生
管直人内閣誕生（6.8）

建築部門

建築部門

沖縄ＩＴ津梁パーク中核支援施設設計・監理／沖縄県（JV）
CSK（事務所棟・駐車場棟・ホテル棟）設計・監理／ラニカ合

―

同会社
旭橋駅前再開発
（フレスコア旭橋）設計・監理／琉信ハウジング・
旭橋再開発
那覇市新庁舎設計・監理／那覇市
国営沖縄記念公園休憩施設、映像ホール設計／沖縄総合事務局
貝取小学校増改修工事基本設計業務委託／多摩市
辻堂団地住戸内修繕等実施設計業務／都市再生機構

土木部門
―

土木部門
琉球政府護岸のライフサイクルマネジメント研究／沖縄県
糸数地区測量設計／沖縄県
国場川調査測量設計／沖縄県
国営沖縄記念公園休憩施設設計／沖縄総合事務局
本部町陸上競技場全天候型測量設計・施工管理／本部町

調査・計画部門
―

中城公園調査測量設計／沖縄県
旭橋地区かわまちづくり調査測量設計／沖縄県
琉球政府護岸のライフサイクルメネジメント研究／沖縄県
中城湾港（馬天地区）物揚場船揚場等調査測量設計／沖縄県
中城湾港（泡瀬地区）港湾計画変更調査／沖縄県
武田原橋梁改築工事実施設計業／金武町

調査・計画部門
地域総合健康サービス産業創出事業／日本総合研究所
平成 21 年度沖縄の古民家保全・再生・活用調査事業委託業
務／沖縄県
久米島町景観計画ガイドライン調査・作成業務委託／久米島町
南城市白地地域建築形態規制区域設定等業務／沖縄県
本部町農村振興基本計画策定委託業務／本部町

年表・主要業務実績一覧
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参考文献
『沖縄国際海洋博覧会政府出典

海浜公園建設工事記録』㈶沖縄国際海洋博覧会協会 1975 年

『沖縄国際海洋博覧会公式記録（総合編）』㈶沖縄国際海洋博覧会協会 1976 年
『戦後沖縄経済史』琉球銀行調査部編 1984 年
『國場組社史

第 2 部』株式会社國場組 1984 年

『沖縄県建設業協会 40 年史』社団法人沖縄県建設業協会 1990 年
『回想

土木建築行政の 50 年』沖縄県土木建築部 1995 年

『海洋博覧会記念公園管理財団

20 年史』㈶海洋博覧会記念公園管理財団 1997 年

『首里城研究』No4 首里城公園友の会 1998 年
『九州・沖縄サミット首脳社交夕食会の記録』沖縄開発庁沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務所 2000 年
『北部国道 30 年のあゆみ』内閣府沖縄総合事務局北部国道事務所 2003 年
『首里城の復元 正殿復元の考え方・根拠を中心に』㈶海洋博覧会記念公園管理財団 2003 年
『沖縄美ら海水族館

建設工事記録』内閣府沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務所 2003 年

『私の沖縄と私の夢

ひとりの沖縄建築家の軌跡』國場幸一郎 2004 年

『戦後 60 年沖縄の建築業』㈱沖縄建設新聞 2006 年
『平成 19 年度事業概要

国営沖縄記念公園』内閣府沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務所 2007 年

「首里城公園」
（パンフレット）沖縄県土木建築部南部土木事務所 2009 年

図表・図版等引用文献
『沖縄国際海洋博覧会公式記録』沖縄国際海洋博覧会 1976 年
『戦後沖縄経済史』琉球銀行調査部 1984 年
『中城湾港南部開発構想調査報告書』沖縄県土木建築部港湾課 1988 年
『琉球製糖株式会社四十周年記念誌』琉球製糖株式会社 1992 年
『沖縄の都市公園』沖縄県土木建築部都市計画課 1996 年※
『復帰 30 年のあゆみ』沖縄県総務部知事公室広報課 2002 年※
『史跡浦添城跡第Ⅰ期（浦添ようどれ）整備事業報告書』浦添市教育委員会 2007 年
『事務所統計調査報告』琉球政府企画局統計庁 各年
※は㈱沖縄広報センター撮影

会社概要
社

名

株式会社 国建

代表者

代表取締役社長

創

業

昭和 35 年 9 月 13 日

設

立

昭和 38 年 10 月 29 日

比嘉盛朋

資本金

5,000 万円

売上高

15 億 6,910 万円（平成 22 年 6 月決算）

従業員数 計 149 名（平成 22 年 4 月 1 日現在）
本

社

〒 900-0015
沖縄県那覇市久茂地 1 丁目 2 番 20 号
OTV 国和プラザ
ＴＥＬ（098）862-1106（代表）
ＦＡＸ（098）868-3882

東京事務所 〒 101-0031
東 京都千 代田区 東 神田 2 丁目 6 番 5 号
東神田ビル 2F
ＴＥＬ（03）5825-6011（代表）
ＦＡＸ（03）5825-6012
資格者
技術士…7 名／１級建築士…38 名／構造設計１
級建築士…4 名／設備設計１級建築士…3 名／建
築コスト管理士…1 名／ RCCM…17 名／１級建
築施工管理技士…5 名／１級土木施工管理技士…
22 名／１級造園施工管理技士…4 名／宅地建物
取引主任…2 名／補償業務管理士…1 名／建築積
算資格者…6 名／測量士…6 名／地質調査技士…
2名

（平成 22 年 4 月 1 日現在）

登録事業
一級建築士事務所登録 沖縄県知事登録 第 194-71 号
東京都知事登録 第 14113 号

建設コンサルタント登録 建 19 第 4863 号
（港湾及び空港部門、造園部門、都市計画及び地方計画部門、
鋼構造及びコンクリート部門、道路部門）

補償コンサルタント登録 補 19 第 2162 号
（物件部門、営業補償・特殊補償部門）

地質調査業者登録 質 19-1700
測量業者登録 測 10-4594
測量業者登録 245
宅地建物取引業者登録 沖縄県知事 6 第 2264 号
土壌汚染対策法に基づく「指定調査機関」
環 2003-2-72
（平成 22 年 10 月 1 日現在）

国建の半世紀

―― 創業 50 周年記念誌
2010 年 11 月 3 日発行
発

行

株式会社

編

集

社史編集委員会

国建

〒 900-0015
沖縄県那覇市久茂地 1 丁目 2 番 20 号
OTV 国和プラザ
TEL （098）862-1106（代表）
FAX （098）868-3882
URL http://www.kuniken.co.jp/

執筆・資料整理・インタビュー・記録
西村秀三
照屋忠彦
大城涼子
伊波なぎさ

レイアウト・デザイン・装丁
中村友美
鮫島拓

社史編集委員会メンバー
比嘉盛朋（委員長）
上地由次
知花俊成
平良啓
國場幸泉
上原直樹
花城和雄

編集後記

松苗良幸

ようやく足かけ 1 年半にわたる社史の編集作業が終わる。うれしいようなさみし

大濱政典

いような心境である。「先輩のため後輩のために愛情を持って社史づくりに励もう」

武田雅人

と最初の社史編集委員会で話し合ったが、どれだけ形になっているだろうか？

西村秀三

編集委員会ではもうひとつ、「人が資本の会社だから人が主役の社史にしよう」と

照屋忠彦

方針を決めた。美化されているようで恥ずかしいと感じる社員や OB もいるかもし

大城涼子

れないが、どうか照れないでいただきたい。これはあなただけの物語ではない。あ

伊波なぎさ

なたを支えてきた家族に読んでもらいたい物語なのだから。

舟越義人

人の記憶は不確かで断片的である。社史のインタビューを繰り返すなかでも、あ

宮澤芳文

ちらを立てればこちらが立たずという状況に何度も直面した。社史としてまとめた

与那原敏英〔㈱環境設計国建〕

これらの記録は、多くの関係者の記憶のブリコラージュだ。一方、この社史を読ま

上原弘光〔㈱ジオテクノ国建〕

れて、「まだ話し足りない」とか「実はこれには裏話があって･･･」とか「私の知っ

玉城修〔㈱ジオテクノ国建〕

ている事実と違う」という反応を示される方も多くいらっしゃるだろう。我が社の
50 周年記念誌はこの一冊で完結するのではなく、それぞれの国建の思い出を携えた
人が幾篇もの異論・異説を語らい合って完成に近づけていくものだと思う。本書を
肴に国建を語り批評するナラティヴが紡がれ続ける――それこそがこの社史を編集
したことの本懐であるのかもしれない。
最後に、社史作成のために話をうかがった役員・社員の方々、OB や関係者の方々
に、この場を借りて御礼を申し上げたい。また、途中半年以上の空白もあって不定
期の開催になってしまい、思うように議論が尽くせなかった社史編集委員会である
が、メンバーは座談会の調整や業務実績の整理、古い写真の発掘など労を惜しまず

印刷・製本
沖縄高速印刷株式会社

に動き回って下さった。記して謝意を表す。
編集代表

西村秀三

