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1
平成30年度

電源立地地域対策
交付金事業

町道長倉藤平線
防犯灯設置工事

長倉・藤平 H30.8.7 ～ H31.1.7 (154日間)
施工延長 L=1569.6m
防犯灯 N=46基、引込柱 N=3基、防犯
灯兼引込柱 N=1基

33,610,000円 30,248,149円 髙田電機株式会社

2
平成30年度

玄海町学校施設
整備基金

玄海みらい学園改
修（電気・機械設
備）工事

新田 H30.8.7 H30.11.5 (91日間)

改修電気設備 一式 3階ランチルー
ム→学びの教室2室、学習室2室、資
料室1室（照明器具 撤去再取付 N=18
台、照明器具 ガード N=18個、照明
器具移設 N=11個）、3階給食準備室
→相談室（照明器具 取付 N=3個）、
2階多目的教室→会議室（照明器具
撤去再取付 N=12台）、2階会議室→
教育長室（LAN増設 N=1式）
改修機械設備 一式 2階多目的室→
会議室（空冷ヒートポンプエアコン
室内機6台、室外機2台）、3階学びの
教室2室 学習室2室 相談室（空冷
ヒートポンプエアコン 室内機6台、
室外機4台）、3階給食準備室→相談
室（空冷ヒートポンプエアコン 室
内機1台、室外機1台）

15,280,000円 14,500,000円
株式会社九電工
唐津営業所

3
平成30年度

社会資本整備総合
交付金

町営住宅新田第3
団地外部改修工事

新田 H30.8.7 H31.2.1 (179日間)

住宅改修（屋根設置、外壁改修、手摺設
置）工事 一式
自転車置場改修（屋根葺き替、鉄骨塗
装）工事 一式
ポンプ室改修（外壁改修）工事 一式
バルク置場改修（外壁改修、鉄骨塗装）
工事 一式

34,150,000円 33,400,000円
株式会社岸本組
玄海支店

4
平成30年度

玄海町学校施設
整備基金

玄海みらい学園改
修（建築主体）工事

新田 H30.8.7 H30.11.5 (91日間)

改修建築工事一式 2階会議室→教育長室
（タイルカーペット敷き A=59.5㎡）、3
階ランチルーム→学びの教室2室、学習室
2室、資料室1室（耐火・遮音壁新設
A=23.3㎡、多機能カラー鋼板貼り
A=11.7㎡、ウレタンマット張り A=40.5
㎡、軽量引違い扉 N＝2ヶ所、室名サイ
ン N=4ヶ所）、3階給食準備室→相談室

7,830,000円 7,800,000円 有限会社宮崎建設
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会社名 代表者肩書 代表者 住所

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

米村電設工事株式会社 代表取締役 米村 時彦 唐津市和多田天満町1-6-24

株式会社サデック 代表取締役 末長 恵司 唐津市原1386-1

株式会社九電工 唐津営業所 所長 原口 忠浩 唐津市千々賀1-1

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

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 久保 博務 東松浦郡玄海町大字長倉926-1

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

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

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

株式会社小野建設 玄海支店 支店長 友田 茂一 東松浦郡玄海町大字今村6723

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 久保 博務 東松浦郡玄海町大字長倉926-1

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

笠原建設株式会社 代表取締役 笠原 秀子 唐津市二タ子3-1-1

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

岡本建設株式会社 玄海営業所 執行役員営業所長 池田 正彦 東松浦郡玄海町大字普恩寺885-7

平成30年度 電源立地地域対策交付金事業

町道長倉藤平線防犯灯設置工事

平成30年度 社会資本整備総合交付金

町営住宅新田第3団地外部改修工事

玄海みらい学園改修（電気・機械設備）工事

平成30年度 玄海町学校施設整備基金



会社名 代表者肩書 代表者 住所

有限会社中山建設 代表取締役 中山 宗憲 唐津市肥前町納所甲984-1

有限会社宮崎建設 代表取締役 宮崎 松千代 東松浦郡玄海町大字有浦上2144-1

株式会社小野建設 玄海支店 支店長 友田 茂一 東松浦郡玄海町大字今村6723

松本建設株式会社 代表取締役 松本 和成 唐津市鎮西町石室1241-5

平成30年度 玄海町学校施設整備基金

玄海みらい学園改修（建築主体）工事


