
会社紹介



会社商号 株式会社沖電工

代表者 代表取締役社長 大嶺 克成

設立 昭和43年（1968年）6月12日

資本金 130,143,500円

売上高 20,311百万円（平成30年度）

従業員数 262名（令和2年3月1日現在）

主な事業内容

電気事業に関する業務の請負施工
土木、建築、電気の設計および請負施工
電気設備の維持管理業務
電気通信に関する業務の請負施工
冷暖房、給排水その他空調管設備工事の請負施工

所在地 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2丁目11番地11

会社概要



電力工事で培った経験と技術を基盤に、総合建設業と

して公共、民間における土木建築工事、電気機械設備

工事、情報通信モバイル工事、モノレール建設保守工事

など業容を広げ、地域経済を支えるインフラを担う企業と

して努めています。

会社概要



行動指針 ５Ｋ
社員が積極的に実践すべきこと

１.周りの環境変化に気づき
２.常に自らが何をもとめられて
いるか、何をすべきかを考え

３.取り巻くすべてのものに気を配り
４.感謝の気持ちを持って
５.主体的に行動する

経営理念

「信頼と技術で快適な社会づくりに貢献する」



昭和43年06月 沖縄電気工事株式会社設立

平成03年04月
岡電気工事株式会社・中部電気工事株式会社
名護外線工事株式会社・宮古電気工事株式会社と合併

平成03年05月 社名を株式会社沖電工に変更

平成07年09月 子会社沖設備を設立

平成08年08月 那覇市壺川に本社落成

平成10年06月 創立30周年

平成12年03月 売上高220億円達成

平成14年03月 ISO9001:ISO2000年版認証取得

平成20年06月 創立40周年

平成30年06月 創立50周年

沿革～弊社のあゆみ～



事業所所在地
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沖縄電力グループ業績一覧
企業名 2018年度売上高

（単位百万円）

沖縄電力（株） 195,960

（株）沖電工 20,311

沖電企業（株） 5,048

沖縄プラント工業（株） 10,224

沖縄電機工業（株） 1,361

沖電開発（株） 2,744

沖電グローバルシステムズ（株） 2,137

（株）沖縄エネテック 994

沖縄新エネ開発（株） 635

（株）沖設備 1,444

ファーストライディングテクノロジー（株） 1,308

（株）プログレッシブエナジー 3,051

（株）リライアンスエナジー沖縄 ―



請負施工とは

1億円でビルを
建てたい！

弊社が施工しま
しょう！

注文者（公共・民間等） 請負者（弊社）

注文者から工事を引き受ける事を、請負と言います。



請負施工とは

現場代理人

作業員
（協力会社の方々）

弊社社員は現場代理人として、施工の管理を行い、
協力会社の方々をまとめる役割を担っています。



請負施工とは

完成しました！

定められた期間や予算の範囲内で、高水準の工作物を完
成させ、注文者の方へ引き渡します。



施工管理とは

欠陥だらけ… 間に合わない… 予算が尽きた…

お客さまに満足して頂くために、安全・品質・工程・予算など、
施工に関わる様々な管理を行います。

現場でケガ…

もし管理を怠ると…



現場代理人とは

工事現場における責任者です。

知識や技能を身に付けて経験を積み、一つの工事現場を統括し、快適な

社会づくりに貢献している、やりがいのある仕事です。

建設現場では、現場代理人の指示のもとで、さまざまな職種の職人と協

力して工事を完成させます。

現場代理人に一番重要なのは『熱意』と『コミュニケーション』です。

効率のよい工程、安全に働ける環境を整えて、物づくりをサポートする事

が何より重要です。良い物を作りたいという熱意と、コミュニケーション能力

（協調力・調整力）があれば、十分に現場代理人として活躍できます。



現場代理人の一日

8：00～

全体朝礼(ラジオ体操の実施、作業内容確認、情報収集など)
●現場巡視
●書類作成
【定期定型】日報、週報、月次報告書、請求書処理
【そ の 他】工程表(全体工程表、月間工程表、週間工程表)
施工計画書、打合せ議事録、その他

12：00～13：00 昼食（休憩）

13：00～16：30

●職長会議(工程安全打合せ、その他)
●施主工程会議（週間工程会議、月間工程会議）
●現場巡視
【定期定型】日報、週報、月次報告書、請求書処理
【そ の 他】工程表(全体工程表、月間工程表、週間工程表)
施工計画書、打合せ議事録、その他

16：30～17：00
●終業報告の確認、明日の段取り調整等
●本日の予定作業が完了しているか確認。
●問題点を確認し、対策方法を検討



現場代理人の一日



現場代理人の一日



現場代理人の一日



現場代理人の一日



弊社は大きく分けて、３つの工事を取り扱っています

建設工事 設備工事

電力工事



電力工事

電力インフラを支えるため、沖縄電力の電力設備全般の建設お
よび保守工事をおこなっております。

発電所でつくられた電気をお客さまのもとへ安全に確実に届け
る「電気の道」づくり（送電→変電→配電）をサポートしています。



送配電ルート

発電所
鉄塔

電柱
家庭

変電所



配電工事

台風復旧工事



地中線工事

埋設ｹｰﾌﾞﾙ工事
変電所関連工事など



海底ケーブル工事

海底ｹｰﾌﾞﾙ敷設



土木・建築工事

社会生活を構成する道路、下水道等のインフラ整備工事や
住宅、学校、商業施設等の建築工事をおこなっております



土木工事
安部メガソーラー実証研究設備（土地造成工事）

沖縄本島初の大規模太陽光発電設備

低炭素社会に向けた取り組みとして内閣府が行う、沖縄スマートエネルギーアイランド基盤構築事業のひとつ。沖縄
のエネルギー自給率の向上を目指し、大規模な太陽光発電を導入した場合の、電力系統への影響評価、安定化
対策などの実証試験設備です。
環境に配慮した自然にやさしいエネルギーです。



土木工事
地滑りによる大規模な土砂災害対策工事

排水路工事

南城市発注工事
知念分屯地周辺排水路工事



建築工事
南城市庁舎等複合施設新築工事

本工事は、行政機能の一元化、利便

性、効率性、市民サービスの充実、防

災拠点を目的に建設されました。今回

沖電工JV（沖電工・沖栄建設・親川鋼

業）は建築1工区を受注し、建築、電気

、設備の全7JVを取りまとめる幹事工区

として建設工事の一役を担いました。

免震構造の基礎施工で品質管理には

高いハードルがあり、免震基礎の試験

施工を10回行い、厳しい品質規定をク

リアして本施工を行いました。

FOTOTECA

FOTOTECA

FOTOTECA



建築工事
沖縄･空の森プロジェクト新築工事

国内でも稀少なコテージ型大規模木造建屋

、八重瀬町屋宜原に建つ不妊治療を専門と

した医療施設です。

沖縄の厳しい気候風土に木造の建屋が耐え

られるように建物外部の殆どを大型の木製建

具で構成しています。木製建具については

本土の試験場で耐風圧強度試験を実施し、

必要な強度を確認して施工致しました。

延床面積 ２９００．６１㎡
建築面積 ４４６４．１２㎡
構造・規模 木造一部RC造 平屋建て
受賞 ＪＩＡ優秀建築賞

グッドデザイン賞ベスト100

FOTOTECA

FOTOTECA

FOTOTECA



建築工事
那覇市津波避難ビル建設工事

県内初 本格的な津波避難ビル

津波災害時の避難困難者救援などを目的に整備された避難ビルです。収容人数は2千人以上、365日24時間いつでも避難ができ、台風や高

潮等の風水害時の避難所としても活用されます。災害時に助け合う絆を深める場として、災害時以外は地域住民が利用できる施設として活用

されます。県内の建築物では珍しい特殊工法『Pca(*1)工法』と『PC（*2)』を採用しており、耐震性と耐久性(塩害等)に優れ、環境負荷の低減に

も貢献しました。また、沖縄の建物の耐震性能は通常本土の70％で設計されますが、本土並みの100％で設計しています。

施工
沖電工･大晋建設･スタプランニングＪＶ

延床面積 約4,480㎡

構造/規模
ＰＣa鉄筋コンクリート一部鉄骨造4階建て

受賞
平成28年度建設業労働災害防止協会
安全衛生優良賞
平成28年度 那覇市優秀建設工事業者賞



電気・機械設備工事

生活に欠かすことの出来ない電気エネルギーを使用した、
電気設備に関するあらゆる工事をおこなっております



電気設備工事
LED取替工事

照明設備の保守メンテ及び
省エネ化に向けたＬＥＤへの取替工事



電気設備工事

受変電設備 非常用発電機

直流電源装置（内観） 直流電源装置（外観）



機械設備工事
空調器取替工事



通信設備工事

携帯電話の基地局建設、光ケーブルの工事等の情報通信分野
の急速な変化に対応できる設備工事をおこなっております



通信設備工事
防災通信工事

防災通信のうち弊社は有線部門を施工



組織図



組織図



3月中旬 内定者入社前オリエンテーション（顔合わせ）

3月下旬 新入社員ビジネスマナー研修

4月 沖縄電力グループ新入社員研修

4月下旬～6月
配電工事基礎研修
（その他、新入社員安全衛生教育等）

7月 配属

新入社員研修



・資格取得援助
職務上必要とされる資格取得のための試験料、講習
料および必要とする費用は全額、会社が援助します。

・資格取得報奨金
社員が公的資格試験に合格したときに、報奨金を授
与し、公的資格取得を奨励します。

・通信教育援助
社員の能力開発のための自主的な啓発活動に対し
て、費用を全額援助し、通信教育等を奨励します。

社員教育制度

社員の能力開発・キャリア形成を促進し、
企業活力の向上を図ります。



• 有給休暇 （入社時１５日）

• 特別有給休暇 （夏季、慶弔 等）

• 育児・介護休業制度

• 沖縄電力社員持株会制度
（積立金額に対する５％の助成）

福利厚生等
社員のモチベーション向上や気分のリフレッシュ等を
サポートし、従業員満足度の向上を図っています。

• 自社保養施設

カヌチャ・リゾネックス名護 等

• 夏季保養施設

ｵｷﾅﾜﾏﾘｵｯﾄﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾊﾟ
JALﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾘｿﾞｰﾄｵｸﾏ 等



• 沖縄県内提携宿泊施設1,100ヶ所
（※2018年1月現在）

• 介護補助制度有

• 海外特別提携施設1,000ヶ所
（世界人気都市に提携施設有）

• 健康増進施策
（スポーツクラブ優待価格）

• 無認可保育施設利用時の補助制度
（※提携施設に限り）

• 映画観賞券特別価格
（スターシアターズ等）

福利厚生等
社員のモチベーション向上や気分のリフレッシュ等を
サポートし、従業員満足度の向上を図っています。



募集職種 技術職（電気、建築、機械）

仕事の内容 施工管理業務

採用予定人数 ６名程度

入社日 ２０２１年４月１日

応募資格

・２０２１年３月卒業予定者の方で、募集職種の分野につい
て専攻された方
・２０１８年３月以降に大学、短大、専門学校を卒業した方
で、募集職種の分野について専攻された方
（但し正規雇用としての就労経験のない方）
※入社日までに普通自動車免許を取得できる方

勤務地 弊社の各事業所 （沖縄県）

２０２１年度社員採用募集要項



初任給
（基準内賃金）

・大学院卒、大卒：184,160円
・短大、高専、専修学校卒：168,460円
・通勤手当・時間外手当別途支給

昇給 年１回（４月）

賞与
年２回 約４．７８カ月分（６月・１２月）
【２０１９年度実績】

退職金 制度あり

勤務時間 ８：００～１７：００ （１２：００～１３：００は休憩時間）

２０２１年度社員採用募集要項



休日・休暇

週休２日制（土・日）、祝祭日、慰霊の日（６月２３日）、
旧盆（旧７月１５日・７月１６日）、年末年始（１２月２９日～１月３日）

年次有給休暇（勤続３年未満：１５日、３年以上：２０日）
特別有給休暇（夏季、慶弔、産前産後、配偶者出産、子の看護、

介護、年功慰労、ボランティア、傷病、等）

福利厚生

各種社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）

育児休業制度、介護休業制度、沖縄電力社員持株会制度、
資格取得援助制度、資格取得報奨金制度、通信教育援助制度、
財形貯蓄制度、退職金制度

自社保養施設（カヌチャベイリゾート、リゾネックス名護など）、
夏季保養施設、国内・海外特別提携宿泊施設２，０００ヶ所以上、
スターシアターズ特別価格、健康増進施策（スポーツクラブ契約）、等

２０２１年度社員採用募集要項



応募方法

マイナビ２０２１からエントリーして頂いた方へ、
応募方法の詳細をご案内します。

【応募受付期間】
２０２１年３月１日～４月１７日

【提出書類】
・履歴書 ・卒業見込証明書 ・成績証明書

採用試験

【選考フロー】
テストセンター ５月１日～５月２９日予定
一次面接 ６月２２日予定
二次面接 ７月１６～１７日予定

【場 所】
沖電工本社２階多目的ホール

２０２１年度社員採用募集要項



ご清聴ありがとうございました


