
進行
番号

工事（業 務）

番 号

工事（業務）
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1 平成31年度
町営住宅緑化維持
管理業務委託

新田・平尾・普恩寺
地内

R1.6.4 ～ R2.2.28 (270日間) 無

新田第1～第3団地、平尾団地、ｼｰﾗｲﾝﾀｳﾝ
せん定(高木31本,中木6本,低木・中木766本,植込
144㎡)(1回/年)
施肥(高木31本,中木6本,低木・中木766本,植込144
㎡)(1回/年)
防除(高木31本,中木6本,低木・中木766本,植込144
㎡)(2回/年)
除草(植込地3,349.0㎡)(2回/年)

1,950,000円 1,700,000円 玄海産業株式会社

2 平成31年度
玄海町庁舎緑化維
持管理業務委託

諸浦 地内 R1.6.4 ～ R2.3.23 (294日間) 無

庁舎緑化維持監理業務(剪定業務：高木N=14
本、寄植A=2,490㎡、ｸﾛﾏﾂN=5本、除草業務：
A=904㎡、施肥業務：高木N=30本、寄植A=670
㎡、防除業務：高木N=30本、寄植A=670㎡、ｸﾛ
ﾏﾂN=5本、灌水業務A=670㎡)

3,126,000円 3,000,000円 玄海産業株式会社

3 平成31年度
玄海町三島公園緑
化維持管理業務委
託

石田 地内 R1.6.4 ～ R2.3.23 (294日間) 無

剪定：寄植Ａ=1,260㎡、高木34本他、施
肥業務：寄植Ａ=1,260㎡、中高木152
本、薬剤散布業務：寄植Ａ=1,260㎡、中
高木152本

998,000円 800,000円 松本造園

4 平成31年度
藤ノ平ダム周辺除草
作業業務委託

長倉・轟木・藤平
地内

R1.6.4 ～ R1.11.29 (179日間) 無

除草作業 A=15,300㎡(7,650㎡×2回、藤ノ平
ダム周辺 A=1,140㎡、轟木公園下 A=4,710
㎡、藤ノ平ダム堤体横 A=1,800㎡)
樹木剪定 高木 幹周り60cm未満 15本、幹
周り60cm～120cm未満 15本、処分 4m3

1,342,000円 1,060,000円 松本造園

5
平成31年度

電源立地地域対策交
付金基金事業

玄海町町民会館・社
会体育館緑化維持
管理業務委託

新田 地内 R1.6.4 ～ R2.3.23 (294日間) 有

剪定【高木N=47本、中・低木N=354本、
寄植A=5,146㎡】、施肥・防除【高木
N=188本、中・低木N=291本、寄植
A=2,573㎡】、灌水【寄植A=5,146㎡】

4,284,000円 4,100,000円 有限会社嵯峨苑

6
平成31年度

電源立地地域対策交
付金基金事業

玄海町野球場・総合
運動場緑化維持管
理業務委託

新田 地内 R1.6.4 ～ R2.3.23 (294日間) 有

剪定【中･低木N=1,554本、寄植A=892
㎡】、施肥・防除【高木N=174本、中低
木N=1,554本、寄植A=446㎡】、灌水【寄
植A=892㎡】

5,667,000円 5,500,000円 松本造園

7
平成31年度
原委第10号

玄海町上水道浄水
場等場内（1工区）除
草業務委託

町内一円 R1.6.4 ～ R1.11.8 (158日間) 無
値賀浄水場、仮屋加圧ポンプ場、石田排
水池等水道施設16箇所の場内除草(2回/
年)

1,100,000円 940,000円 松本造園

8
平成31年度

玄海町学校施設
整備基金

玄海みらい学園改修
（児童生徒玄関土
間）工事

新田 地内 R1.6.4 ～ R1.9.11 (100日間) 有

改修建築工事一式（玄海みらい学園児童
生徒玄関土間 床ﾓﾙﾀﾙ撤去･床人研ぎ撤
去 A=1,045m2，カラーゴムチップ舗装
(t=10mm) A=1,045m2）

18,700,000円 17,750,000円
株式会社岸本組
玄海支店

9
平成31年度

電源立地地域対策交
付金事業

外津漁港施設（1号
物揚場）補修工事

今村 地内 R1.6.4 ～ R1.9.9 (98日間) 有
アスファルト舗装(t=5cm、野積場及びエ
プロン)A=621㎡、路盤(平均t=6cm、野積
場)A=490㎡

3,210,000円 3,060,000円
株式会社岸本組
玄海支店

10
平成31年度

発電用施設周辺整備
事業維持基金

玄海町総合運動場
観覧席補修工事設
計監理業務委託

新田 地内 R1.6.4 ～ R1.7.16 (43日間) 無
観覧席補修工事設計監理業務（転落防止
柵補修、外壁補修） 623,000円 570,000円 平野建築設計事務所
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11
平成31年度

発電用施設周辺整備
事業維持基金

玄海町野球場・総合
運動場トイレ改修工
事設計監理業務委
託

新田 地内 R1.6.4 ～ R1.7.16 (43日間) 無
トイレ改修工事設計監理業務（野球場ト
イレ N=1箇所、総合運動場トイレ N=2箇
所）

824,000円 750,000円 平野建築設計事務所

12
平成31年度

電源立地地域対策交
付金事業

町道橋梁長寿命化
修繕計画策定業務
委託

町内一円 R1.6.4 ～ R1.12.10 (190日間) 有 橋梁長寿命化修繕計画策定 N=59橋 4,890,000円 4,580,000円
第一復建株式会社
佐賀事務所

13
平成31年度

電源立地地域対策交
付金事業

町道竹の下線改良
工事に伴う測量設計
業務委託

有浦下 地内 R1.6.4 ～ R2.1.31 (242日間) 有
路線測量 L=150.0m，道路詳細設計
L=150.0m，用地測量 A=14,500㎡ 11,400,000円 10,400,000円 新九州測量設計株式会社

14
平成31年度

電源立地地域対策交
付金事業

町道田代線改良工
事に伴う測量設計業
務委託

田代 地内 R1.6.4 ～ R2.1.31 (242日間) 有
路線測量 L=200.0m，道路詳細設計
L=200.0m，用地測量 A=26,300㎡ 14,830,000円 13,500,000円 株式会社原田設計

15

平成31年度
資委第1号

電源立地地域対策交
付金事業

玄海町上水道配水
管新設工事設計業
務委託

大薗・石田・仮屋
地内

R1.6.4 ～ R1.11.29 (179日間) 有 配水管新設工事設計φ150、L=2,800m 11,460,000円 10,300,000円 九州水工設計株式会社

16
平成31年度
原委第8号

玄海町上水道施設
電機設備関係保安
点検業務委託

町内一円 R1.6.4 ～ R2.3.23 (294日間) 無

値賀浄水場他計30施設 電気設備点検
（送水・加圧ポンプ制御盤、急速ろ過池
制御盤・計装盤、テレメータ計装盤他）
年4回実施

9,858,000円 7,400,000円 髙田電機株式会社

17
平成31年度
原委第9号

玄海町上水道薬注
設備保安点検業務
委託

町内一円 R1.6.4 ～ R1.11.29 (179日間) 無
長倉浄水場他計18施設
薬注設備及び分析設備の部品取替え、各
部調整清掃等保守点検業務

13,205,000円 12,900,000円
㈱ウォーターテック

西日本支店

18

平成31年度
原修第1号

佐賀県電源立地地域
対策補助事業

玄海町浄水場機械
設備整備工事

長倉・今村 地内 R1.6.4 ～ R1.9.30 (119日間) 有
長倉・値賀浄水場の混和池設備、排水処
理施設整備工事 9,090,000円 － 不調

19 平成31年度 公共ます設置工事 平尾・有浦 地内 R1.6.4 ～ R1.7.12 (39日間) 無

下水道管布設 L=59.0m
1号マンホール n=2基
小口径マンホール n=2基
公共ます n=2箇所

2,660,000円 2,650,000円 有限会社ナカシマ工業



会社名 代表者肩書 代表者 住所

株式会社岸本組 玄海支店 取締役支店長 八島 德男 玄海町大字長倉926-1

有限会社嵯峨苑 取締役 山口 孝司 玄海町大字有浦上3106

玄海産業株式会社 代表取締役 鶴田 金治 玄海町大字今村4778

松本造園 事業主 松本 香 玄海町大字石田329

会社名 代表者肩書 代表者 住所

株式会社岸本組 玄海支店 取締役支店長 八島 德男 玄海町大字長倉926-1

岡本建設株式会社 玄海営業所 所長 池田 正彦 玄海町大字普恩寺885-7

株式会社前田建設 代表取締役 前田 春実 唐津市肥前町万賀里川173-3

栗原工業株式会社 代表取締役 松尾 宗明 唐津市相知町久保289

笠原建設株式会社 代表取締役 笠原 秀子 唐津市石志4459-1

平成31年度

町営住宅緑化維持管理業務委託

平成31年度

玄海町庁舎緑化維持管理業務委託

平成31年度 学校施設整備基金

平成31年度 電源立地地域対策交付金基金事業

玄海町野球場・総合運動場緑化維持管理業務委託

平成31年度 原委第10号

玄海町上水道浄水場等場内（１工区)除草業務委託

平成31年度

玄海町三島公園緑化維持管理業務委託

平成31年度

藤ノ平ダム周辺除草作業業務委託

平成31年度 電源立地地域対策交付金基金事業

玄海町町民会館・社会体育館緑化維持管理業務委託

玄海みらい学園改修（児童生徒玄関土間）工事



会社名 代表者肩書 代表者 住所

株式会社岸本組 玄海支店 取締役支店長 八島 德男 玄海町大字長倉926-1

唐津土建工業株式会社 代表取締役社長 岩本 真二 唐津市二タ子2-7-51

笠原建設株式会社 代表取締役 笠原 秀子 唐津市石志4459-1

平野建設産業株式会社 代表取締役社長 川添 信雄 唐津市西寺町1388

釘本建設株式会社 代表取締役 釘本 真二 唐津市七山滝川1222

会社名 代表者肩書 代表者 住所

株式会社坂本設計事務所 代表取締役 川添 忠司 唐津市和多田南先石5-37

宮口建築設計事務所 宮口 健 唐津市町田1-3-53

青木企画 代表 青木 勝信 唐津市西寺町481-1-704

平野建築設計事務所 平野 直人 唐津市西寺町511-4

はたせ建築設計事務所 畑瀬 章 唐津市神田1517-65

会社名 代表者肩書 代表者 住所

サンコーコンサルタント㈱ 佐賀営業所 所長 秋吉 宣典 佐賀市神野西4丁目15-1-205

アジアエンジニアリング㈱ 佐賀支店 支店長 永尾 忠善 佐賀市鍋島3-1-10

㈱ダイヤコンサルタント 佐賀事務所 所長 荒巻 洋次朗 佐賀市駅前中央1-4-8

基礎地盤コンサルタンツ㈱ 佐賀事務所 所長 青沼 浩之 佐賀市天祐2-3-11

㈱福山コンサルタント 佐賀営業所 所長 広瀬 雅史 佐賀市卸本町4-2

第一復建㈱ 佐賀事務所 所長 権藤 政雄 佐賀市駅前中央1-9-4

㈱間瀬コンサルタント 佐賀営業所 所長 嶋田 洋人 佐賀市八戸溝3-9-3

日本工営㈱ 佐賀営業所 所長 髙橋 信之 佐賀市駅前中央1-14-31

西鉄シー・イー・コンサルタント㈱
佐賀営業所

所長 吉村 継彦 佐賀市神園1-2-38

平成31年度 発電用施設周辺地域整備事業維持基金

玄海町野球場・総合運動場トイレ改修工事設計監理業務委託

平成31年度 電源立地地域対策交付金事業

町道橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託

平成31年度 電源立地地域対策交付金事業

外津漁港施設（１号物揚場）補修工事

平成31年度 発電用施設周辺地域整備事業維持基金

玄海町総合運動場観覧席補修工事設計監理業務委託



会社名 代表者肩書 代表者 住所

新九州測量設計㈱ 代表取締役 副島 隆昭 佐賀市久保泉町上和泉2753-1

朝日テクノ㈱ 代表取締役 田中 和生 佐賀市大和町梅野280

㈱トップコンサルタント唐津支店 支店長 志岐 俊文 唐津市鏡793-5

㈱新英コアテクニカ唐津支店 支店長 西 満政 唐津市原701-1

㈱アーバン設計 代表取締役 武富 龍馬 佐賀市鍋島町森田511-１

㈱原田設計 代表取締役 原田 誠 佐賀市諸富町大字徳富1289

㈱間瀬コンサルタント佐賀営業所 所長 嶋田 洋人 佐賀市八戸溝3-9-3

国際技術コンサルタント㈱唐津支店 支店長 北島 正信 唐津市双水2690-108

九州水工設計㈱ 代表取締役 片渕 克弘 佐賀市鍋島5-7-24

会社名 代表者肩書 代表者 住所

新九州測量設計㈱ 代表取締役 副島 隆昭 佐賀市久保泉町上和泉2753-1

朝日テクノ㈱ 代表取締役 田中 和生 佐賀市大和町梅野280

㈱トップコンサルタント唐津支店 支店長 志岐 俊文 唐津市鏡793-5

㈱新英コアテクニカ唐津支店 支店長 西 満政 唐津市原701-1

㈱原田設計 代表取締役 原田 誠 佐賀市諸富町大字徳富1289

㈱間瀬コンサルタント佐賀営業所 所長 嶋田 洋人 佐賀市八戸溝3-9-3

九州水工設計㈱ 代表取締役 片渕 克弘 佐賀市鍋島5-7-24

会社名 代表者肩書 代表者 住所

東島電気工事株式会社 代表取締役 東島 吉隆 唐津市北城内6-45

株式会社佐電工 唐津営業所 所長 福田 忠正 唐津市八幡町758-54

髙田電機株式会社 代表取締役 髙田 芳雄 唐津市二タ子3-2-51

大西工業株式会社 代表取締役社長 松尾 俊介 唐津市新興町25

株式会社田中電機 代表取締役 友田 裕司 唐津市相知町相知1428-3

玄海町上水道配水管新設工事設計業務委託

平成31年度 原委第8号

玄海町上水道施設電気設備関係保安点検業務委託

町道田代線改良工事に伴う設計業務委託

平成31年度 資委 第1号 電源立地地域対策交付金事業

平成31年度 電源立地地域対策交付金事業

町道竹の下線改良工事に伴う測量設計業務委託

平成31年度 電源立地地域対策交付金事業



会社名 代表者肩書 代表者 住所

理水化学㈱ 福岡支店 取締役福岡支店長 森下 泰行 福岡市博多区博多駅東3-11-28

オルガノプラントサービス㈱九州事業所 九州支店長 真鍋 敏樹 福岡市中央区白金1-4-2

㈱水機テクノス 九州支店 支店長 宮﨑 龍一 福岡市博多区吉塚1-27-17

水道機工㈱ 九州支店 支店長 鷹栖 茂幸 福岡市中央区天神三丁目10-20

㈱ウォーターテック西日本支店 支店長 中村 幸男 福岡市博多区博多駅前1-18-6

会社名 代表者肩書 代表者 住所

株式会社シビコ 代表取締役 中山 正活 玄海町大字今村6507-2

有限会社宮崎建設 代表取締役 宮崎 松千代 玄海町大字有浦上2144-1

有限会社徳永工務店 代表取締役 徳永 良二 玄海町大字値賀川内1215-1

有限会社ショー 代表取締役 柴田 日出男 玄海町大字今村7537-1

有限会社池田産業 代表取締役 池田 浩一 玄海町大字今村7542-1

有限会社嵯峨苑 取締役 山口 孝司 玄海町大字有浦上3106

有限会社ナカシマ工業 代表取締役 中島 清隆 玄海町大字藤平936

公共ます設置工事

平成31年度 原委第9号

玄海町上水道薬注設備保安点検業務委託

平成31年度 原修第1号 佐賀県電源立地地域対策補助金事業

玄海町浄水場機械設備整備工事

平成31年度


