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1
令和元年度

電源立地地域対策交
付金事業

町道のり面・土工構造物調
査及び修繕維持管理計画
策定業務委託

町内一円 R1.7.1 ～ R2.1.6 (190日間) 有
のり面・土工構造物調査及び修繕維持管
理計画策定業務（のり面 N=63箇所、土
工構造物 N=11箇所）

12,890,000円 11,500,000円
㈱東光コンサルタンツ

唐津営業所

2
令和元年度

電源立地地域対策交
付金事業

町道路面性状調査及び修
繕維持管理計画策定業務
委託

町内一円 R1.7.1 ～ R1.12.9 (162日間) 有
路面性状調査及び修繕維持管理計画策
定 L=76.0km

12,170,000円 10,015,000円
ニチレキ㈱
佐賀営業所

3
令和元年度

電源立地地域対策交
付金事業

玄海町野球場照明塔塗装
工事設計監理業務委託

新田 地内 R1.7.1 ～ R1.8.29 (60日間) 有
玄海町野球場照明塔塗装工事設計監理業
務 一式 1,488,000円 1,300,000円 ㈱平野設備設計事務所

4
令和元年度

電源立地地域対策交
付金事業

玄海みらい学園改修（特別
教室空調設備）工事

新田 地内 R1.7.1 ～ R1.10.28 (120日間) 有

空調設備工事 一式 3階工作･技術室（空冷ヒートポンプエ
アコン 室内機1台 室外機4台）、3階家庭科室（調理）（空冷
ヒートポンプエアコン 室内機2台 室外機4台）、3階児童生徒
会室（空冷ヒートポンプエアコン 室内機1台 室外機2台）、3階
理科室1（空冷ヒートポンプエアコン 室内機1台 室外機3台）、
3階理科室2（空冷ヒートポンプエアコン 室内機1台 室外機3
台）、4階美術室（空冷ヒートポンプエアコン 室内機1台 室外
機4台）、4階家庭科室（被服）（空冷ヒートポンプエアコン 室内
機1台 室外機3台）

33,190,000円 31,600,000円
㈱佐電工
唐津営業所

5 令和元年度 外津漁協倉庫前側溝補修工事 今村 地内 R1.7.1 ～ R1.10.3 (95日間) 無
施工延長 L=31.2m、側溝補修 L=30.4m、集
水桝補修 N=1箇所、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
A=21m2

1,320,000円 1,300,000円 ㈲ショー

6 令和元年度
玄海町子ども・子育て支援
事業計画（第２期）策定業務
委託

諸浦 地内 R1.7.3 ～ R2.3.25 (267日間) 無
玄海町子ども・子育て支援事業計画（第２期）
策定業務 2,069,000円 1,288,000円 ㈱九州みらい研究所
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会社名 代表者肩書 代表者 住所

九州技術開発株式会社 代表取締役 向井 喜和 佐賀市鍋島5-7-23

西日本技術開発株式会社 佐賀営業所 所長 德留 康憲 佐賀市駅前中央1-4-8

株式会社パスコ 佐賀支店 支店長 坂本 大介 佐賀市神野東2-2-1

株式会社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

株式会社東光コンサルタンツ 唐津営業所 所長 安達 知宏 唐津市大名小路2-40

会社名 代表者肩書 代表者 住所

西日本技術開発株式会社 佐賀営業所 所長 德留 康憲 佐賀市駅前中央1-4-8

株式会社パスコ 佐賀支店 支店長 坂本 大介 佐賀市神野東2-2-1

株式会社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

株式会社東光コンサルタンツ 唐津営業所 所長 安達 知宏 唐津市大名小路2-40

ニチレキ株式会社 佐賀営業所 所長 神野 正博 佐賀市高木瀬西3-6-22

会社名 代表者肩書 代表者 住所

大栄開発株式会社 佐賀営業所 所長 満山 定助 小城市小城町畑田45-9

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

株式会社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

株式会社石橋建築事務所 代表取締役 野中 毅 佐賀市兵庫北1-7-21

株式会社現代設備計画 代表取締役 承山 孝吉 佐賀市白山1-8-21

令和元年度
電源立地地域対策交付金事業

町道のり面・土工構造物調査及び修繕維持管理計画策定業務委託

令和元年度
電源立地地域対策交付金事業

町道路面性状調査及び修繕維持管理計画策定業務委託

令和元年度
電源立地地域対策交付金事業

玄海町野球場照明塔塗装工事設計監理業務委託



会社名 代表者肩書 代表者 住所

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

株式会社創建 代表取締役社長 村上 伸 唐津市和多田先石6-38

株式会社有明電設 唐津営業所 所長 百武 春輔 唐津市北波多岸山89-38

株式会社小野建設 玄海支店 支店長 友田 茂一 玄海町大字今村6723

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

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

会社名 代表者肩書 代表者 住所

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

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

会社名 代表者肩書 代表者 住所

株式会社九州みらい研究所 代表取締役 福田 博 熊本市東区健軍4-13-2

株式会社ジャパンインターナショナル
総合研究所

代表取締役 藤原 壮督
京都市右京区西京極西池田町9-5
西京極駅前ビル6階

グローバル・ライフ・サポート株式会社 代表取締役 日暮 光一郎 福岡市博多区綱場町5-1

令和元年度

外津漁協倉庫前側溝補修工事

令和元年度

玄海町子ども・子育て支援事業計画（第２期）策定業務委託

令和元年度
電源立地地域対策交付金事業

玄海みらい学園改修（特別教室空調設備）工事


