
様式　土-2-2　（1/2)

令和○年○月

会社名

単位：百万円 ②総合サービス沖縄㈱以外（国、県、市、ＮＥＸＣＯ、その他）の発注に係るもの※2 単位：百万円

１．件　名 施工場所 工事期間 受注額 １．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 沖縄自動車道 H〇〇.〇-H〇〇.〇 42 場所・概要 ○○県 元請　下請 H〇〇.〇-H〇〇.〇 20

２．件　名 施工場所 工事期間 受注額 2．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 沖縄自動車道 H〇〇.〇-H〇〇.〇 41 場所・概要 元請　下請

３．件　名 施工場所 工事期間 受注額 3．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

１．件　名 施工場所 工事期間 受注額 １．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 沖縄自動車道 H〇〇.〇-H〇〇.〇 62 場所・概要 元請　下請

２．件　名 施工場所 工事期間 受注額 2．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 沖縄自動車道 H〇〇.〇-H〇〇.〇 5 場所・概要 元請　下請

３．件　名 施工場所 工事期間 受注額 3．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

１．件　名 施工場所 工事期間 受注額 １．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 沖縄県 元請　下請 H〇〇.〇-H〇〇.〇 50

２．件　名 施工場所 工事期間 受注額 2．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 沖総局南部国道事務所 元請　下請 H〇〇.〇-H〇〇.〇 35

３．件　名 施工場所 工事期間 受注額 3．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 沖縄県 元請　下請 H〇〇.〇-H〇〇.〇 7

記入できなければ次頁へ

工種の種別　：別紙　表-1　西日本高速道路総合サービス沖縄㈱における保全工事等の種別・工事内容及び建設工事(許可)の種類の対応表　参照

T-1.土木保全（　道路維持作業、　土木補修　） FZ-１.舗装 (舗装工、薄層舗装工) FZ-2.コンクリート、用・排水構造物 FZ-3.造園

FZ-4.のり面工（のり面防護工、水抜きボーリング工、点検梯子工） FZ-5.交通安全施設 (防護さく、立入防止柵、減光防止、落下物防止柵、落石防止柵・ネット、視線誘導、反射板)

FZ-6.橋梁トンネル補修工、のり面附属物工 (伸縮装置・橋梁付属物・トンネル附属物・断面修復・はく落対策・漏水対策、点検梯子工) FZ-7.交通管理施設  （標識、標識落下防止、路面標示、薄層舗装）

FZ-8.塗装 FZ-9.その他（樹幹薬液注入、木造構造補修、横断管路補修工）

注） 沖縄県公安委員会告示36号による指定路線（警備員等の検定に関する規則（平成17年国家公安員会規則第20号）第2条の表の6の項の上欄の規程による）

国道58号、国道329号、国道330号、国道331号、国道390号、国道507号、県道奥武山米須線、県道那覇北中城線、県道沖縄石川線、県道那覇糸満線、県道沖縄環状線
県道宜野湾南風原線、県道那覇宜野湾線

最近三年間の主な施工実績　（金額の大きいものから施工実績を3件まで記載する）

①総合サービス沖縄㈱発注に係るもの

工事等の種別　(   T-1　土木保全（道路維持作業、土木補修） 　)※1

草刈12ｈa、樹木伐採3ha、緊急工事

外　注　協　力　会　社　調　査　票　( 施工実績　1/2）

平成〇〇年度　沖縄道土木保全工事（その１） 平成○○年度　沖縄県道　○○線　維持管理

草刈12ｈa、樹木伐採5ha、緊急工事 草刈7ｈa、樹木剪定○本、道路清掃○km

平成〇〇年度　沖縄道土木保全工事（その３）

○○料金所層舗装100m2、カラー20m2

工事等の種別　(      FZ-1　舗装    　     )※1

平成○○年度　沖縄道舗装補修工事

打換え工5500m2、段差修正工320m2

平成○○年度　沖縄道○○料金所他薄層舗装工

うるま市、植樹工○本、張芝○m2、支柱工○本　他

平成○○年度　国道○○線街路造園工事

那覇市、植樹工○本、張芝○m2、支柱工○本　他

工事等の種別　(   FZ-3　造園　　        )※1

無し 平成○○年度　沖縄県道○○線街路造園工事

那覇市、植樹工○本、移植工○本、支柱工○本他

平成○○年度　国道○○線街路造園工事

※1 　施工実績については、登録を希望する工事等の種別 (下記T-1～FZ-9)ごとに記載する。(契約書の鏡(写し)を添付すること)

※2　②総合サービス沖縄㈱以外の施工実績については、総合サービス沖縄㈱の施工実績と合せて3件まで記載し、高速道及び自動車専用道路・沖縄県公安委員会告示の指定路線の実績を優先して記載する。

平成27年4月3日

希望する工種毎に、この工種に見合う実績の契約

件名と施工概要（内容）等を記載する

総合サービス沖縄㈱の実績も含め過去３年の

契約金額が大きいものから３件まで記載する

改良や改築、維持工事の場合、対象路線名が

分かるように記載する

施工概要は、主な工事内容が分かるように記載

総合サービス沖縄㈱の実績がなければ他の実

績を金額の大きいものから３件まで記載する

施工実績の契約形態

が元請か下請かの文

字を○で囲む



令和○年○月

会社名

単位：百万円 ②総合サービス沖縄㈱以外（国、県、市、ＮＥＸＣＯ、その他）の発注に係るもの※2 単位：百万円

１．件　名 施工場所 工事期間 受注額 １．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 沖縄県 元請　下請 H〇〇.〇-H〇〇.〇 25

２．件　名 施工場所 工事期間 受注額 2．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

３．件　名 施工場所 工事期間 受注額 3．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

１．件　名 施工場所 工事期間 受注額 １．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

２．件　名 施工場所 工事期間 受注額 2．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

３．件　名 施工場所 工事期間 受注額 3．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

１．件　名 施工場所 工事期間 受注額 １．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

２．件　名 施工場所 工事期間 受注額 2．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

３．件　名 施工場所 工事期間 受注額 3．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

１．件　名 施工場所 工事期間 受注額 １．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

２．件　名 施工場所 工事期間 受注額 2．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

３．件　名 施工場所 工事期間 受注額 3．件　名 発注者名 契約形態 工事期間 受注額

施工概要 場所・概要 元請　下請

①総合サービス沖縄㈱発注に係るもの

工事等の種別　(     FZ-4　のり面工       )※1

無し 令和元年度　沖縄県道○○線のり面復旧工事

糸満市、ブロック積み工○m2、のり枠工○m2他

様式　土2-2　(2/2)

最近三年間の主な施工実績　（金額の大きいものから施工実績を3件まで記載する）

外　注　協　力　会　社　調　査　表　( 施工実績　2/2 )

工事等の種別　(                               )※1

工事等の種別　(                               )※1

工事等の種別　(                               )※1

※1 　施工実績については、登録を希望する工事等の種別 (T-1～FZ-9)ごとに記載する。(契約書の鏡(写し)を添付すること)

※2　②総合サービス沖縄㈱以外の施工実績については、総合サービス沖縄㈱の施工実績と合せて3件まで記載し、高速道路及び自動車専用道路・沖縄県公安委員会告示の指定路線の実績を優先して記載する。


