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1 平成30年度(繰越) 町道長倉藤平線伐採工事 長倉・藤平 地内 H31.4.26 ～ R1.7.24 (90日間) 無

モルタル吹付(t=5cm、A=212㎡)、除草
(L=529ｍ、A=666㎡)、伐採(L=1,150
ｍ、A=3,018㎡)、伐竹(L=234ｍ、
A=494㎡)、伐採材処分 V=1,073m3

13,990,000円 13,880,000円 有限会社宮崎建設

2 平成31年度
町道諸浦藤平線改良工事に
伴う測量設計業務委託

長倉 地内 H31.4.26 ～ R1.8.21 (118日間) 無
路線測量 L=80.0m、道路詳細設計
L=80.0m、用地測量 A=200㎡

7,060,000円 6,400,000円
㈱ﾄｯﾌﾟｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
唐津支店

3 平成31年度
玄海みらい学園改修（空調
設備）工事設計監理業務委
託

新田 地内 H31.4.26 ～ R1.7.24 (90日間) 無
給排水ガス設備追加工事設計監理業務（理
科室１ 給排水設備、理科室２ 給排水ガス
設備）

5,461,000円 4,000,000円
㈱平野設備設計事

務所

4 平成31年度
玄海みらい学園改修（理科
室給排水ガス設備）工事設
計監理業務委託

新田 地内 H31.4.26 ～ R1.7.9 (75日間) 無

空調設備追加工事設計監理業務 メディア
センター、特別教室７室（工作・技術室、
調理室、生徒会室、理科室１、理科室２、
美術室、被服室）

949,000円 820,000円
㈱平野設備設計事

務所

5 平成31年度
玄海町保育所園舎清掃業
務

新田・平尾 地内 H31.4.26 ～ R2.3.31 (341日間) 無
床樹脂ワックス仕上げ、窓ガラスみがき他
一式 1,341,000円 1,320,000円 玄海産業(株)

6 平成31年度
玄海町保育所空調機設備
点検業務

新田・平尾地内 H31.4.26 ～ R2.3.31 (341日間) 無

冷暖房設備
・冷房シーズンイン
・暖房シーズンイン
点検 他一式

898,000円 890,000円
(株)総合施設メン
テナンス
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会社名 代表者肩書 代表者 住所

㈲宮崎建設 代表取締役 宮崎 松千代 玄海町大字有浦上2144-1

㈲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

㈲池田産業 代表取締役 池田 浩一 玄海町大字今村7542-1

㈲ショー 代表取締役 柴田 日出男 玄海町大字今村7537-1

㈱シビコ 代表取締役 中山 正活 玄海町大字平尾536-1

会社名 代表者肩書 代表者 住所

㈱新英コアテクニカ 唐津支店 支店長 西 満政 唐津市原701-1

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

㈱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

朝日テクノ㈱ 代表取締役 田中 和生 佐賀市大和町梅野280

㈱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

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

㈱原田設計 代表取締役 原田 誠 佐賀市諸富町大字徳富1289

㈱アーバン設計 代表取締役 武富 龍馬 佐賀市鍋島町森田511１

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

㈱日建設備設計事務所 代表取締役 岡 寿孝 武雄市武雄町武雄4617-4

大栄開発㈱ 佐賀営業所 所長 満山 定助 小城市小城町畑田45-9

㈱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

㈱平野設備設計事務所 代表取締役 平野 畯策 唐津市西寺町485-3

㈱石橋建築事務所 代表取締役 野中 毅 佐賀市兵庫北一丁目7-21

㈱現代設備計画 代表取締役 承山 孝吉 佐賀市白山1-8-21

平成30年度（繰越）

町道長倉藤平線伐採工事

平成31年度

町道諸浦藤平線改良工事に伴う測量設計業務委託

平成31年度

玄海みらい学園改修（理科室給排水ガス設備）工事設計監理業務委託

平成31年度

玄海みらい学園改修（空調設備）工事設計監理業務委託



会社名 代表者肩書 代表者 住所

東洋美装工業株式会社 代表取締役 田中丸 忠良 唐津市神田字木ﾉ下1175-1

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

協栄建物管理株式会社 代表取締役 渡邉 早苗 唐津市東城内17番29号唐津商工共済組合ビル2階

有限会社山口ビル管理 代表取締役 山口 智太 唐津市八幡町753-49

株式会社総合施設メンテナンス 代表取締役 東島 吉隆 唐津市魚屋町2015

会社名 代表者肩書 代表者 住所

東洋美装工業株式会社 代表取締役 田中丸 忠良 唐津市神田字木ﾉ下1175-1

株式会社サデック 代表取締役 末長 恵司 唐津市原1386-1

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

有限会社山口ビル管理 代表取締役 山口 智太 唐津市八幡町753-49

株式会社総合施設メンテナンス 代表取締役 東島 吉隆 唐津市魚屋町2015

平成31年度

玄海町保育所園舎清掃業務

平成31年度

玄海町保育所空調機設備点検業務


