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1
平成31年度

電源立地地域対策
交付金事業

浜橋架け替え(下部工)工事 浜野浦 R1.6.20 ～ R2.2.25 (251日間) 有
逆Ｔ式橋台N=2基（V=126m3）、場所打ち
杭 N=8本（φ1000、L=5.5m）、ブロック積
A=120m2

38,810,000円 38,200,000円
株式会社小野建設

玄海支店

2 平成31年度
浜橋架け替え(仮設道路)工
事

浜野浦 R1.6.20 R1.11.5 (139日間) 無

施工延長 L=47.9m 盛土 V=479m3、土の
う設置 N=138袋、吸い出し防止材設置
A=185m2

8,150,000円 8,000,000円
株式会社小野建設

玄海支店

3
平成31年度

発電用施設周辺地域
整備事業維持基金

玄海町町民会館屋根漏水
対策工事設計監理業務委
託

新田 R1.6.20 R1.7.29 (40日間) 無 屋根漏水対策工事設計監理業務 一式 767,000円 650,000円 平野建築設計事務所

4

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

長倉・今村 R1.6.20 R1.9.30 (103日間) 有
長倉・値賀浄水場の混和池設備、排水処理設
備整備工事 9,040,000円 8,700,000円 有限会社徳永工務店

5
平成31年度
原委 第12号

新田浄水場貯水池清掃業
務委託

新田 R1.6.20 R1.7.31 (42日間) 無
新田浄水場貯水タンク（V=10,000m3）の清掃
汚泥処分予定 V=230m3 4,520,000円 4,300,000円

株式会社小野建設
玄海支店

6 平成31年度
玄海みらい学園消防用設備
保守点検業務委託

新田 R1.6.20 R2.2.28 (254日間) 無

消防用設備の機器点検及び総合点検
玄海みらい学園 延床面積15,645.79㎡
・消火器、屋内消火設備 ・移動式粉末消火
設備 ・自動火災報知機設備 ・ガス漏れ火災
警報設備 ・避難器具、非常電源設備 ・誘導
灯・標識、防火戸等設備

1,113,000円 680,000円
株式会社総合施設
メンテナンス

7 平成31年度
玄海みらい学園校舎窓及び
体育館床清掃業務委託

新田 R1.6.20 R2.3.31 (286日間) 無

玄海みらい学園 延床面積15,645.79㎡
・窓ガラス磨き 2,942㎡
・カーペット洗浄、シミ取り 770㎡
・ワックス掛け 1,319㎡

806,000円 790,000円 東洋美装工業株式会社

8 平成31年度
玄海みらい学園施設水槽清
掃等業務委託

新田 R1.6.20 R2.3.31 (286日間) 無
玄海みらい学園 延床面積15,645.79㎡
施設水槽清掃、ねずみ昆虫等駆除、空調機
等清掃、天井換気扇清掃

1,597,000円 1,550,000円
株式会社総合施設
メンテナンス
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会社名 代表者肩書 代表者 住所

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

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

有限会社中山組 代表取締役 中山 道夫 東松浦郡玄海町大字平尾845

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

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

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

有限会社中山組 代表取締役 中山 道夫 東松浦郡玄海町大字平尾845

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

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

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

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

平成31年度

浜橋架け替え（仮設道路）工事

平成31年度 電源立地地域対策交付金事業

浜橋架け替え（下部工）工事

平成31年度 発電用施設周辺地域整備事業維持基金

玄海町町民会館屋根漏水対策工事設計監理業務委託



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

有限会社中山組 代表取締役 中山 道夫 東松浦郡玄海町大字平尾845

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

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

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

松枝商会 代表者 松枝 幸則 佐賀市若楠2丁目10-24

(一財)九州電気保安協会佐賀北事業所 事業所長 福田 哲久 唐津市北波多徳須恵1233

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

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

株式会社三栄 代表取締役 山﨑 光子 唐津市鏡2516-1

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

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

玄海みらい学園施設水槽清掃等業務委託

平成31年度 原委 第12号

新田浄水場貯水池清掃業務委託

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

玄海みらい学園消防用設備保守点検業務委託

平成31年度

玄海みらい学園校舎窓及び体育館床清掃業務委託

平成31年度


