
№ 県名 発注者名 件　　名 受注年月
1 沖縄 沖縄県企業局 石川浄水場及び管理施設運転管理業務委託(３年契約) Ｈ２４
2 〃 沖縄県企業局 川崎取水ポンプ場運転管理業務 Ｈ２４
3 〃 うるま市 石川終末処理場及び中継ポンプ場

運転維持管理業務(３年契約）
Ｈ２４

4 〃 キャンプコートニー（米軍基地内） 下水道処理施設運転管理業務 Ｈ２４
5 〃 倉浜衛生施設組合 し尿処理施設運転管理業務 Ｈ２４
6 〃 沖縄市 沖縄市中継ポンプ場保守点検業務（３年契約） Ｈ２４
7 〃 公共・民間 浄化槽維持管理業務委託　１３ヶ所 Ｈ２４
8 〃 恩納村 恩納村斎場運転管理 Ｈ２４
9 茨城 茨城県さしま環境管理事務組合 さしま斎場火葬炉運転管理業務 Ｈ２４

10 沖縄 宮古島市 火葬施設　年間点検 Ｈ２４
11 〃 伊江村 火葬施設　年間点検 Ｈ２４
12 〃 金武町 火葬施設　年間点検 Ｈ２４
13 〃 南城市 火葬施設　年間点検 Ｈ２４
14 〃 多良間村 クリーンセンターたらま定期点検 Ｈ２４
15 〃 渡嘉敷村 クリーンセンター定期点検 Ｈ２４
16 〃 渡嘉敷村 クリーンセンター巡回点検 Ｈ２４
17 〃 沖縄県動物愛護管理センター 特殊機械設備保守管理業務委託 Ｈ２４
18 〃 沖縄県企業局 石川浄水場及び管理施設運転管理業務委託 Ｈ２４
19 〃 沖縄県企業局 石川浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ２４
20 〃 沖縄県企業局 北谷浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ２４
21 〃 沖縄県企業局 川崎取水ポンプ場運転管理業務 Ｈ２４
22 〃 沖縄県中部土木事務所 天願川堰設備保守点検業務委託 Ｈ２４
23 〃 沖縄県平和祈念資料館 汚水処理施設維持管理業務 Ｈ２４
24 〃 うるま市 石川終末処理場及び中継ポンプ場

運転維持管理業務(３年契約）
Ｈ２４

25 〃 キャンプコートニー（米軍基地内）下水道処理施設運転管理業務 Ｈ２４
26 〃 倉浜衛生施設組合 し尿処理施設運転管理業務 Ｈ２４
27 〃 沖縄市 沖縄市中継ポンプ場保守点検業務（３年契約） Ｈ２４
28 〃 公共・民間 浄化槽維持管理業務委託　１４ヶ所 Ｈ２４
29 〃 南部広域市町村圏事務組合 いなんせ斎苑火葬炉運転業務 Ｈ２４
30 茨城 茨城県さしま環境管理事務組合 さしま斎場火葬炉運転管理業務 Ｈ２４
31 沖縄 伊江村 火葬施設　年間点検 Ｈ２４
32 〃 今帰仁村 火葬施設　年間点検 Ｈ２４
33 〃 金武町 火葬施設　年間点検 Ｈ２４
34 〃 南城市 火葬施設　年間点検 Ｈ２４
35 〃 多良間村 クリーンセンターたらま定期点検 Ｈ２４
36 〃 南大東村 ごみ処理施設点検 Ｈ２４
37 〃 渡嘉敷村 クリーンセンター定期点検 Ｈ２４
38 〃 渡嘉敷村 クリーンセンター巡回点検 Ｈ２４
39 〃 沖縄県動物愛護管理センター 特殊機械設備保守管理業務委託 Ｈ２４
40 〃 沖縄県企業局 石川浄水場及び管理施設運転管理業務委託 Ｈ２３
41 〃 沖縄県企業局 石川浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ２３
42 〃 沖縄県企業局 北谷浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ２３
43 〃 沖縄県企業局 川崎取水ポンプ場運転管理業務 Ｈ２３
44 〃 沖縄県中部土木事務所 天願川堰設備保守点検業務委託 Ｈ２３
45 〃 沖縄県平和祈念資料館 汚水処理施設維持管理業務 Ｈ２３
46 〃 うるま市 石川終末処理場及び中継ポンプ場

運転維持管理業務(３年契約）
Ｈ２３

47 〃 キャンプコートニー（米軍基地内） 下水道処理施設運転管理業務 Ｈ２３
48 〃 倉浜衛生施設組合 し尿処理施設運転管理業務 Ｈ２３
49 〃 沖縄市 沖縄市中継ポンプ場保守点検業務（３年契約） Ｈ２３
50 〃 公共・民間 浄化槽維持管理業務委託　１４ヶ所 Ｈ２３
51 〃 南部広域市町村圏事務組合 いなんせ斎苑火葬炉運転業務 Ｈ２３
52 茨城 茨城県さしま環境管理事務組合 さしま斎場火葬炉運転管理業務 Ｈ２３
53 沖縄 伊江村 火葬施設　年間点検 Ｈ２３

施設管理実績

施設管理



№ 県名 発注者名 件　　名 受注年月
54 沖縄 今帰仁村 火葬施設　年間点検 Ｈ２３
55 〃 金武町 火葬施設　年間点検 Ｈ２３
56 〃 南城市 火葬施設　年間点検 Ｈ２３
57 〃 多良間村 クリーンセンターたらま定期点検 Ｈ２３
58 〃 南大東村 ごみ処理施設点検 Ｈ２３
59 〃 渡嘉敷村 クリーンセンター定期点検 Ｈ２３
60 〃 渡嘉敷村 クリーンセンター巡回点検 Ｈ２３
61 〃 沖縄県動物愛護管理センター 特殊機械設備保守管理業務委託 Ｈ２３
62 〃 公共施設 浄化槽維持管理業務委託　１９ヶ所 Ｈ２２
63 〃 うるま市 石川終末処理場及び

中継ポンプ場運転維持管理業務(３年契約）
Ｈ２２

64 〃 沖縄県企業局 石川浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ２２
65 〃 沖縄県企業局 北谷浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ２２
66 〃 沖縄県企業局 川崎取水ポンプ場運転維持管理業務 Ｈ２２
67 〃 倉浜衛生施設組合 し尿処理施設　清水苑運転管理業務 Ｈ２２
68 埼玉 北本地区衛生組合 し尿処理施設運転管理業務 Ｈ２２
69 沖縄 キャンプコートニー（米軍） 下水道処理施設運転管理 Ｈ２２
70 〃 キャンプマクトリアス（米軍） 下水道処理施設運転管理 Ｈ２２
71 〃 南部広域市町村圏事務組合 いなんせ斎苑火葬炉運転業務 Ｈ２２
72 〃 今帰仁村 火葬施設　年間点検 Ｈ２２
73 茨城 茨城県さしま環境管理事務組合 さしま斎場火葬炉運転管理業務 Ｈ２２
74 沖縄 伊江村 火葬施設　年間点検 Ｈ２２
75 〃 伊平屋村 火葬施設　年間点検 Ｈ２２
76 〃 南城市 火葬施設　年間点検 Ｈ２２
77 〃 南大東村 ごみ処理施設点検 Ｈ２２
78 〃 北大東村 うふあがりクリーンセンター定期点検 Ｈ２２
79 〃 渡嘉敷村 クリーンセンター定期点検 Ｈ２２
80 〃 渡嘉敷村 クリーンセンター巡回点検 Ｈ２２
81 〃 沖縄県北部家畜保健衛生所 動物用焼却炉　点検・修繕 Ｈ２２
82 〃 沖縄県八重山家畜保健衛生所 動物用焼却炉設備点検整備 Ｈ２２
83 〃 公共施設 浄化槽維持管理業務委託　１９ヶ所 Ｈ２１
84 〃 うるま市 石川終末処理場及び中継ポンプ場

運転維持管理業務(３年契約）
Ｈ２１

85 〃 沖縄県企業局 石川浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ２１
86 〃 沖縄県企業局 北谷浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ２１
87 〃 沖縄県企業局 川崎取水ポンプ場運転維持管理業務 Ｈ２１
88 〃 倉浜衛生施設組合 し尿処理施設　清水苑運転管理業務 Ｈ２１
89 埼玉 北本地区衛生組合 し尿処理施設運転管理業務 Ｈ２１
90 沖縄 キャンプコートニー（米軍） 下水道処理施設運転管理 Ｈ２１
91 〃 キャンプマクトリアス（米軍） 下水道処理施設運転管理 Ｈ２１
92 〃 南部広域市町村圏事務組合 いなんせ斎苑火葬炉運転業務 Ｈ２１
93 〃 国頭村 火葬施設　年間点検 Ｈ２１
94 〃 今帰仁村 火葬施設　年間点検 Ｈ２１
95 〃 金武町 火葬施設　年間点検 Ｈ２１
96 茨城 茨城県さしま環境管理事務組合 さしま斎場火葬炉運転管理業務 Ｈ２１
97 沖縄 伊江村 火葬施設　年間点検 Ｈ２１
98 〃 南城市 火葬施設　年間点検 Ｈ２１
99 〃 某エンジニアリング ごみ処理施設運転管理要員派遣 Ｈ２１

100 〃 南大東村 ごみ処理施設点検 Ｈ２１
101 〃 北大東村 うふあがりクリーンセンター定期点検 Ｈ２１
102 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター定期点検 Ｈ２１
103 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター巡回点検 Ｈ２１
104 〃 公共施設 浄化槽維持管理業務委託　他24件 Ｈ２０
105 福岡 クリタス九州 し尿処理場運転管理要員派遣 Ｈ２０
106 沖縄 某エンジニアリング 下水処理場運転管理要員派遣 Ｈ２０

施設管理

施設管理実績



№ 県名 発注者名 件　　名 受注年月
107 沖縄 本部町 本部町浄化センター運転維持管理業務 Ｈ２０
108 〃 沖縄県企業局 石川浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ２０
109 〃 沖縄県企業局 北谷浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ２０
110 〃 沖縄県企業局 川崎取水ポンプ場運転維持管理業務 Ｈ２０
111 〃 倉浜衛生施設組合 し尿処理施設　清水苑運転管理業務 Ｈ２０
112 〃 キャンプコートニー（米軍） 下水道処理施設運転管理 Ｈ２０
113 〃 キャンプマクトリアス（米軍） 下水道処理施設運転管理 Ｈ２０
114 〃 南部広域市町村圏事務組合 いなんせ斎苑火葬炉運転業務 Ｈ２０
115 〃 国頭村 火葬施設　年間点検 Ｈ２０
116 〃 今帰仁村 火葬施設　年間点検 Ｈ２０
117 〃 金武町 火葬施設　年間点検 Ｈ２０
118 茨城 茨城県さしま環境管理事務組合 さしま斎場火葬炉運転管理業務 Ｈ２０
119 沖縄 伊平屋村 火葬施設　年間点検 Ｈ２０
120 〃 伊江村 火葬施設　年間点検 Ｈ２０
121 〃 南城市 火葬施設　年間点検 Ｈ２０
122 〃 某エンジニアリング ごみ処理施設運転管理要員派遣 Ｈ２０
123 〃 南大東村 ごみ処理施設点検 Ｈ２０
124 〃 北大東村 うふあがりクリーンセンター定期点検 Ｈ２０
125 〃 多良間村 クリーンセンターたらま Ｈ２０
126 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター定期点検 Ｈ２０
127 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター巡回点検 Ｈ２０
128 〃 公共施設 浄化槽維持管理業務委託　他24件 Ｈ１９.０４

129 福岡 クリタス九州 し尿処理場運転管理要員派遣 Ｈ１９.０４

130 沖縄 某エンジニアリング 下水処理場運転管理要員派遣 Ｈ１９.０４

131 〃 沖縄県企業局 石川浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ１９.０４

132 〃 沖縄県企業局 北谷浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ１９.０４

133 〃 沖縄県企業局 比謝川取水ポンプ場運転維持管理業務 Ｈ１９.０４

134 〃 沖縄県企業局 川崎取水ポンプ場運転維持管理業務 Ｈ１９.０４

135 〃 倉浜衛生施設組合 し尿処理施設　清水苑運転管理業務 Ｈ１９.０４

136 〃 南部広域市町村圏事務組合 いなんせ斎苑火葬炉運転業務 Ｈ１９.０４

137 〃 国頭村 火葬施設　年間点検 Ｈ１９.０４

138 〃 今帰仁村 火葬施設　年間点検 Ｈ１９.０４

139 〃 金武町 火葬施設　年間点検 Ｈ１９.０４

140 茨城 茨城県さしま環境管理事務組合 さしま斎場火葬炉運転管理業務 Ｈ１９.０４

141 沖縄 伊江村 火葬施設　年間点検 Ｈ１９.０４

142 〃 南城市 火葬施設　年間点検 Ｈ１９.０６

143 〃 南大東村 ごみ処理施設点検 Ｈ１９.０８

144 〃 北大東村 うふあがりクリーンセンター定期点検 Ｈ１９.０７

145 〃 多良間村 クリーンセンターたらま Ｈ１９.０４

146 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター定期点検 Ｈ１９.０５

147 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター巡回点検 Ｈ１９.０５

148 〃 公共施設 浄化槽維持管理業務委託　他21件 Ｈ１８.０４

149 福岡 クリタス九州 し尿処理場運転管理要員派遣 Ｈ１８.０４

150 沖縄 沖縄県企業局 石川浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ１８.０４

151 〃 沖縄県企業局 北谷浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ１８.０４

152 〃 沖縄県企業局 比謝川取水ポンプ場運転維持管理業務 Ｈ１８.０４

153 〃 キャンプコートニー（米軍） 下水道処理施設運転管理 Ｈ１８.１０

154 〃 キャンプマクトリアス（米軍） 下水道処理施設運転管理 Ｈ１８.１０

155 〃 国頭村 火葬施設　年間点検 Ｈ１８.０４

156 〃 今帰仁村 火葬施設　年間点検 Ｈ１８.０４

157 〃 北大東村 火葬施設　年間点検 Ｈ１８.０４

施設管理実績

施設管理



№ 県名 発注者名 件　　名 受注年月
158 沖縄 伊平屋村 火葬施設　年間点検 Ｈ１８.０４

159 〃 金武町 火葬施設　年間点検 Ｈ１８.０４

160 茨城 茨城県さしま環境管理事務組合 さしま斎場　火葬炉運転管理業務 Ｈ１８.０４

161 沖縄 伊是名村 火葬施設　年間点検 Ｈ１８.０４

162 〃 伊江村 火葬施設　年間点検 Ｈ１８.０４

163 〃 南城市 火葬施設　年間点検 Ｈ１８.０４

164 〃 南大東村 ごみ処理施設点検 Ｈ１８.０４

165 〃 北大東村 うふあがりクリーンセンター定期点検 Ｈ１８.０４

166 〃 多良間村 クリーンセンターたらま Ｈ１８.０４

167 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター定期点検 Ｈ１８.０４

168 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター巡回点検 Ｈ１８.０４

169 〃 キャンプコートニー（米軍） 下水道処理施設運転管理 Ｈ１７.１０

170 〃 キャンプマクトリアス（米軍） 下水道処理施設運転管理 Ｈ１７.１０

171 〃 北大東村 うふあがりクリーンセンター定期点検 Ｈ１７.０７

172 〃 玉城村 火葬施設　年間点検 Ｈ１７.０５

173 〃 公共施設 浄化槽維持管理業務委託　他23件 Ｈ１７.０４

174 福岡 クリタス九州 し尿処理場運転管理要員派遣 Ｈ１７.０４

175 沖縄 沖縄県企業局 石川浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ１７.０４

176 〃 沖縄県企業局 北谷浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ１７.０４

177 〃 沖縄県企業局 比謝川取水ポンプ場運転維持管理業務 Ｈ１７.０４

178 〃 沖縄県企業局 大保取水ﾎﾟﾝﾌﾟ場運転管理業務委託 Ｈ１７.０４

179 〃 金武町 火葬場維持管理業務委託 Ｈ１７.０４

180 〃 北大東村 火葬施設　年間点検 Ｈ１７.０４

181 〃 伊平屋村 火葬施設　年間点検 Ｈ１７.０４

182 〃 名護市 北部食肉協業組合焼却炉点検 Ｈ１７.０４

183 茨城 茨城県さしま環境管理事務組合 さしま斎場　火葬炉運転管理業務 Ｈ１７.０４

184 沖縄 国頭村 火葬施設　年間点検 Ｈ１７.０４

185 〃 今帰仁村 火葬施設　年間点検 Ｈ１７.０４

186 〃 伊平屋村 火葬施設　年間点検 Ｈ１７.０４

187 〃 伊江村 火葬施設　年間点検 Ｈ１７.０４

188 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター定期点検 Ｈ１７.０４

189 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター巡回点検 Ｈ１７.０４

190 〃 南大東村 ごみ処理施設点検 Ｈ１７.０４

191 〃 多良間村 ごみ処理施設点検 Ｈ１７.０４

192 〃 座間味村阿嘉島ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ クリーンセンター総合点検 Ｈ１６.１１

193 〃 伊平屋村 火葬施設　年間点検 Ｈ１６.０６

194 〃 公共施設 浄化槽維持管理業務委託　他25件 Ｈ１６.０４

195 福岡 クリタス九州 し尿処理場運転管理要員派遣 Ｈ１６.０４

196 沖縄 沖縄県企業局 石川浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ１６.０４

197 〃 沖縄県企業局 北谷浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ１６.０４

198 〃 沖縄県企業局 比謝川取水ポンプ場運転維持管理業務 Ｈ１６.０４

199 〃 沖縄県企業局 大保取水ﾎﾟﾝﾌﾟ場運転管理業務委託 Ｈ１６.０４

200 〃 沖縄県企業局 大名調整池採水業務委託 Ｈ１６.０４

201 〃 金武町 火葬場維持管理業務委託 Ｈ１６.０４

202 茨城 茨城県さしま環境管理事務組合 さしま斎場　火葬炉運転管理業務 Ｈ１６.０４

203 沖縄 国頭村 火葬施設　年間点検 Ｈ１６.０４

204 〃 今帰仁村 火葬施設　年間点検 Ｈ１６.０４

205 〃 伊江村 火葬施設　年間点検 Ｈ１６.０４

206 〃 玉城村 火葬施設　年間点検 Ｈ１６.０４

207 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター定期点検 Ｈ１６.０４

208 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター巡回点検 Ｈ１６.０４

209 〃 南大東村 ごみ処理施設点検 Ｈ１６.０４

210 〃 多良間村 ごみ処理施設点検 Ｈ１６.０４

施設管理実績

施設管理



№ 県名 発注者名 件　　名 受注年月
211 茨城 茨城県さしま環境管理事務組合 さしま斎場　火葬炉運転管理業務 Ｈ１５.１１

212 沖縄 沖縄県企業局 石川浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ１５.１１

213 〃 沖縄県企業局 北谷浄水場排水処理施設運転管理業務 Ｈ１５.１１

214 〃 沖縄県企業局 比謝川取水ポンプ場運転維持管理業務 Ｈ１５.１１

215 〃 玉城村 火葬施設　年間点検 Ｈ１５.１１

216 〃 伊江村 火葬施設　年間点検 Ｈ１５.０７

217 〃 多良間村 ごみ処理施設点検 Ｈ１５.０７

218 〃 伊平屋村 火葬施設　年間点検 Ｈ１５.０６

219 〃 南大東村 ごみ処理施設点検 Ｈ１５.０６

220 〃 今帰仁村 火葬施設　年間点検 Ｈ１５.０５

221 〃 （財）宜野湾市施設管理公社 し尿浄化槽維持業務委託 Ｈ１５.０４

222 福岡 クリタス九州 し尿処理施設運転維持管理 Ｈ１５.０４

223 沖縄 金武町 火葬場維持管理業務委託 Ｈ１５.０４

224 〃 公共施設 浄化槽維持管理業務委託　他26件 Ｈ１５.０４

225 〃 国頭村 火葬施設　年間点検 Ｈ１５.０４

226 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター定期点検 Ｈ１５.０４

227 〃 渡嘉敷村 グリーンセンター巡回点検 Ｈ１５.０４

228 〃 与那城町 中継ポンプ場保守管理業務委託 Ｈ１５.０４

229 〃
230 〃
231 〃
232 〃
233 〃
234 〃
235 〃
236 〃
237 〃
238 〃
239 〃
240 〃
241 〃
242 〃
243 〃
244 〃
245 〃
246 〃
247 〃
248 〃
249 〃
250 〃
251 〃
252 〃
253 〃
254 〃
255 〃
256 〃
257 〃
258 〃
259 〃
260 〃
261 〃
262 〃
263 〃

施設管理実績

施設管理


