
業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

測量 補償コン

建築設計

旅客輸送

樹木管理 除草

樹木管理 除草

測量 河川設計 農業土木設計 地質調査 補償コン

イベント

建清掃 測定検査 建消毒 樹木管理 防蟻

除草

測量 下水道設計 道路設計 上水道設計

人警備 機警備

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 鋼構造設計 地質調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン

樹木管理 側溝清掃 道清掃 防蟻 カメラ

漏水調査 除草

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 カメラ

建清掃 測定検査 建消毒 防蟻 除草

市内

040001239 （株）アタック 代表取締役 楠田　雅文 久留米市荒木町白口１５４７－１ 市内

040000986 アズテックコンサルタンツ（株） 代表取締役 山口　透

準市内

040007025 （株）アシストグリーン 代表取締役 梅野　明美 久留米市北野町高良１４３７－１－１ 市内

020000028 （株）アジア建設コンサルタント 久留米支店

030000027 アジアエンヂニアリング（株） 久留米営業所 営業所長 木下　一光

準市内

市内

準市内

040003175

040000696 （有）アクト

支店長 竹下　憲治

準市内

久留米市天神町１２２ 準市内

久留米市荘島町９－３

長尾　紀彦

代表取締役 高倉　誠一

準市内

市内

市内

準市内040001234 （株）アクアテルス 九州支店 支店長 仰木　文男

040003436 秋永緑地 代表者 秋永　芳治

040007149 （株）アクティオ 久留米営業所 所長 桑名　泰滋

011010623 （有）秋永園芸 取締役 秋永　和宏

朝日警備保障（株） 久留米営業所 営業所長 太田　憲二

040000446 朝倉コンサルタント（株） 久留米事務所 所長

030000228 （株）アーバンプラン 代表取締役

040007155 （株）アイワ自動車工業 福岡営業所 取締役

040001227 アイ建築設計一級建築士事務所 管理者 石橋　道雄

久留米市山川追分１－３－１９

久留米市大手町２－１５　ジパングビル１Ｆ

野中　裕充 久留米市津福今町４０４－２２４

久留米市城島町浮島字北江湖９６６－５

久留米市草野町草野２５０－３

河野　雅子

久留米市大手町４ー２

久留米市原古賀町３０－１

久留米市野中町４１４コスモスメゾン２　１０２号

登録（希望）業種

市内

久留米市大橋町常持２３０－１

久留米市白山町５６６－８

久留米市田主丸町以真恵９７０－８

市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計 建点検

イベント

建築設計

建築設計 建点検 設点検

人警備

建清掃 人警備

建築設計

除草

除草

建築設計 耐震診断

建築設計

建築設計

除草

除草

建築設計

久留米市山川町３５９－１ 市内040001211 アトリエ・林田設計工房一級建築士事務所 代表 林田　敏治

040007202 （株）アピールコム 久留米営業所 課長 鬼木　譲二 久留米市東合川２ー１０－３ 準市内

015080019 （有）荒木設計事務所 代表取締役 荒木　良三 久留米市合川町１６２－６ 市内

040003486 （株）荒木総合計画事務所 代表取締役 荒木　恒介 久留米市荒木町白口１５９３－１ 市内

040007036 アリオン（株） 代表取締役 濱崎　繁行 久留米市山川追分１－６－１５－１０２ 市内

040000154 ＡＬＳＯＫ福岡（株） 久留米営業所 所長 伊藤　賢治 久留米市六ツ門町２１－６　久留米東町公園ビル 準市内

040000494 アルファ建築設計事務所 代表 桜庭　公生 久留米市篠山町１－１２－３ 市内

040003324 （株）案納工務店 代表取締役 案納　清美 久留米市高良内町４３３７－１０ 市内

040003351 行武建設（株） 代表取締役 行武　義夫 久留米市御井町４５８－２ 市内

040003104 （有）池上博文建築研究所 取締役 池上　博文 久留米市東町５－１３　ミチパールマンション　７０３号 市内

017230685 （株）石井建築設計事務所 代表取締役 石井　光次郎 久留米市大善寺南１－１１－２２ 市内

040007033 石橋建設産業一級建築士事務所 代表 石橋　進一郎 久留米市野中町５８６－１１ 市内

040000424 井手建設（株） 代表取締役 井手　保次 久留米市山川野口町１－４４ 市内

040003134 伊東建設（株） 代表取締役 伊東　博史 久留米市高良内町１６７５－１ 市内

040003181 いのくち建築設計事務所 代表者 井口　俊範 久留米市北野町八重亀６４２ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

道清掃 カメラ

建築設計

除草

樹木管理 除草

除草

イベント

建築設計 建点検 設点検

自家電保守

自家電保守

除草

除草

樹木管理 除草

電気設備設計 機械設備設計 設点検

樹木管理 除草 側溝清掃

建消毒 防蟻

040000525 井樋建設（株） 代表取締役 井樋　聰枝 久留米市大石町５０７－２ 市内

040001013 今村一級建築士事務所（ジョウジマ） 代表者 今村　日出男 久留米市城島町楢津１０５１－３ 市内

040007120 イマムラ建材 代表 今村　鞆浩 久留米市荒木町白口２１４４－１ 市内

013220613 （有）今村筑寿園 取締役 今村　達也 久留米市藤光町１７２－１ 市内

040003073 岩村建設（株） 代表取締役 岩村　武典 久留米市安武町安武本２６９７－２ 市内

040007188 （株）ウィルエージェンシー 久留米支店 代表取締役 須田　純一 久留米市東町４２－２１日本生命久留米駅前ビル７Ｆ 準市内

040007038 上津原建築事務所一級建築士事務所 代表 上津原　啓輔 久留米市南１－２－５３　１０３ 市内

040003468 牛嶋電気管理センター 代表者 牛嶋　英二 久留米市合川町１７３８ 市内

040003420 牛嶋電気保安サービス 代表者 牛嶋　武 久留米市国分町９２５－１ 市内

014260807 （株）内建 代表取締役 内野　博文 久留米市大善寺南２－２－１５ 市内

014260804 （株）内野組 代表取締役 内野　宗重 久留米市大善寺町夜明１０５２ 市内

040002084 内山緑地建設（株） 代表取締役社長 内山　剛敏 久留米市田主丸町地徳３５５８－１ 市内

015080734 （有）梅野設計 代表取締役 梅野　克成 久留米市宮ノ陣４－２９－１１ 市内

040002313 英樹園 代表 大津　静生 久留米市三潴町西牟田７３－１ 市内

015180724 （株）衛専 代表取締役 井上　敦司 久留米市御井町２４４ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計 補償コン

消防保守

電気設備設計 機械設備設計

自家電保守

建清掃

樹木管理 側溝清掃 道清掃 カメラ 漏水調査

除草

樹木管理 側溝清掃 道清掃 建点検 設点検

側溝清掃 除草

イベント

建清掃 建消毒 防蟻

側溝清掃 除草

除草

自動ドア

樹木管理 除草

建築設計

040000710 （株）エーワンコンサルタント 代表取締役 古田　誠一 久留米市津福今町３６６－２ 市内

040003402 （株）エス・ケイ・ワイメンテナンス 代表取締役 諸藤　拓郎 久留米市国分町３４２－１ 市内

040003164 エヌ設備設計室 代表 納戸　英樹 久留米市三潴町田川２０５－１５ 市内

040007194 ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 福岡ビジネス営業部 取締役福岡ビジネス営業部長 中村　哲 久留米市日吉町２３－３ 準市内

040002448 （有）大川クリーンサービス 代表取締役 中村　亮 久留米市城島町江上４２１－３ 市内

040001222 （株）大久保建設 代表取締役 大久保　周礎 久留米市御井町２４３６－７ 市内

040001207 （株）太田工務店 代表取締役 太田　喜吉 久留米市善導寺町飯田３８０－８ 市内

040003474 （株）オオハシ 代表取締役 大橋　由香 久留米市荒木町白口１１０３－５ 市内

040007166 オーリック（株） ダスキンレントオール久留米ステーション 店長 原野　裕幸 久留米市国分町１４６９－６ 準市内

040000364 （株）オール・クリーン社 代表取締役 江島　伸夫 久留米市城島町上青木９３６－１ 市内

016110828 （有）岡組 代表取締役 岡　由美子 久留米市西町１０４４－１２ 市内

040007146 （株）小川工業 代表取締役 小川　偉位 久留米市城島町江上上５６５－２ 市内

040007102 オリエント産業（株） 久留米支店 支店長 藤井　正義 久留米市瀬下町１－１ 準市内

040002075 （有）隠塚庭園 田主丸支店 田主丸支店長 隠塚　玉美 久留米市田主丸町八幡８５４－１ 準市内

040007057 Ｋａｚｕ建築設計 代表 本村　和也 久留米市新合川２－４－７ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計 建点検

カメラ

樹木管理 除草

側溝清掃 カメラ 漏水調査

建築設計

側溝清掃 除草

建築設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン 不動産

消防保守

除草

電気設備設計 機械設備設計

自家電保守

自家電保守

建清掃 測定検査 建消毒 人警備 防蟻

除草 消防保守 建点検 設点検 自動ドア

測量

040003167 片桐建築計画事務所 代表 片桐　隆嘉 久留米市国分町２１６－１－２０３ 市内

040003258 金子建設（株） 代表取締役 金子　泰大 久留米市東櫛原町４８７ 市内

016210122 （株）河北晃樹園 代表取締役 河北　永之 久留米市国分町１５３６－３４ 市内

040003264 環整工業（有） 久留米営業所 所長 内藤　広作 久留米市三潴町生岩１３１４－３ 準市内

015080131 （有）北島建築研究所 代表取締役 北島　俊雄 久留米市東合川４－７－１９　アーキツイン３０２ 市内

040002249 北野通信工業（株） 代表取締役 猪口　安子 久留米市北野町陣屋５１０－１１ 市内

015050138 （株）キャス企画設計 代表取締役 中原　慎一郎 久留米市野中町１－１ 市内

017230139 （株）久栄綜合コンサルタント 代表取締役 高木　亮一 久留米市津福今町３４９－１８ 市内

015050140 （株）九州ＡＶ 代表取締役 釘崎　匡俊 久留米市山川神代１－１－６ 市内

040000896 九州環境建設（株） 代表取締役社長 福山　正太 久留米市津福本町１６４９－５１ 市内

040003068 （有）九州システム企画 代表取締役 菊地　博 久留米市東合川４－５－１１－１０２ 市内

040003452 九州電気管理技術者福岡（協） 筑後支所 支所長 井手　秀 久留米市小森野６－１８－２８ 準市内

040003428 （一財）九州電気保安協会 久留米事業所 事業所長 樋口　敏郎 久留米市津福本町６４８－２ 準市内

018140146 九州ビルサービス（株） 代表取締役 古村　勝 久留米市梅満町高海１６５０－１１ 市内

040007138 （株）九州文化財総合研究所 福岡営業所 所長 藤井　あゆみ 久留米市御井旗崎３－９－１１ウッドハウスⅡ３０３ 準市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

側溝清掃 カメラ

消防保守

側溝清掃 道清掃 カメラ 漏水調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計 他設計

地質調査

下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計 鋼構造設計

他設計 電気設備設計 機械設備設計 カメラ

樹木管理 除草

建築設計 建点検 設点検 耐震診断

消防保守

貨物

側溝清掃 カメラ 漏水調査

建清掃

建築設計 電気設備設計 機械設備設計 耐震診断

消防保守

電気設備設計 機械設備設計 設点検

040003083 （有）九州メンテナンス 代表取締役 案納　英二 久留米市高良内町４２８１－９ 市内

040005089 （株）九電工 久留米営業所 所長 三原　壮太 久留米市荒木町荒木３７４―１ 準市内

040000021 共栄環境開発（株） 久留米支店 支店長 下田　誠実 久留米市東合川干出町２－１ 準市内

018090150 （株）協立 代表取締役 松藤　正広 久留米市津福今町１６６－６ 市内

030000047 （株）共和テック 代表取締役 山口　輝喜 久留米市東合川３－１－１１ 市内

030000253 （株）極東技工コンサルタント 西日本支社 取締役支社長 板東　高史 久留米市宮ノ陣４－３０－４ 準市内

016210365 （株）クスコ 代表取締役 久冨　廣一郎 久留米市国分町１６４８－７ 市内

018120157 （株）國武建築設計事務所 代表取締役 横溝　當一 久留米市通町１０５－２４ 市内

040003418 （株）倉重ポンプ商会 代表取締役 倉重　功 久留米市梅満町１３６－５ 市内

040007087 久留米運送（株） 代表取締役 二又　茂明 久留米市東櫛原町３５３ 市内

016110166 久留米共栄環境開発（有） 代表取締役 久留須　智子 久留米市東合川干出町２－１ 市内

040003481 （株）クルメクリーンサービス 代表取締役 内田　竹彦 久留米市大善寺町宮本１３８７ 市内

018090663 （協）久留米建築設計協会 代表理事 林田　敏治 久留米市山川町３５９－１ 市内

040003459 久留米消防設備メンテナンス（有） 代表取締役 角　信廣 久留米市宮ノ陣４－１５－１７ 市内

040007186 （社）久留米設備設計協会 代表理事 菊地　博 久留米市東合川４―５－１１－１０２ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

人警備 機警備

樹木管理 側溝清掃 道清掃 除草

補償コン 不動産

樹木管理 除草

建清掃

旅客輸送

建築設計 建点検 設点検 耐震診断

建築設計

樹木管理

建点検 設点検 耐震診断

人警備 機警備

建清掃 樹木管理 除草 イベント

電気設備設計 機械設備設計

建築設計 建点検 設点検

イベント

013210172 久留米綜合警備保障（株） 代表取締役 田中　聖子 久留米市国分町１９２８－１ 市内

017170618 （株）久留米庭苑 代表取締役 高畑　政義 久留米市津福本町９６７－２ 市内

040003185 くるめ不動産鑑定（株） 代表取締役 浅川　博範 久留米市日吉町１－１　アーバンパレス９０２ 市内

040007016 久留米夢庭匠　庭心 事業主 今村　正寿 久留米市山本町豊田１３８７－５ 市内

040003471 （株）紅 代表取締役 末安　健二 久留米市合川町１８２－３ 市内

040007078 グローバル観光（有） 代表取締役 佐藤　俊昭 久留米市東合川１―４―３２ 市内

015080186 （株）ＫＥＮ建築設計一級建築士事務所 代表取締役 古賀　健児 久留米市東合川４－７－１９　ＡＲＣＨＩ　ＴＷＩＮ　４０１ 市内

014240188 建築設計事務所九州工房 代表 宮崎　信二 久留米市荒木町藤田１２６５－５９ 市内

014250191 興亜緑地建設（株） 代表取締役 大久保　繁紀 久留米市安武町武島２３１７－１ 市内

040003433 （株）光栄建設 代表取締役 田中　崇浩 久留米市御井町１７３６－１ 市内

040000216 （株）光進ガードシステム 久留米支店 支店長 久保　恵介 久留米市御井旗崎２ー３ー９ 準市内

040007049 （株）高陽 代表取締役 高尾　陽介 久留米市上津町１１９５－４ 市内

040001237 コガ企画サービス 代表 古賀　守孝 久留米市安武町武島４９２－１ 市内

040003409 （株）小塩悟建築設計事務所 代表取締役 小塩　悟 久留米市山本町耳納７５２－２ 市内

040007063 （株）コスモレンタル 福岡営業所 所長 小野　光陽 久留米市山川神代１－１０－７ 準市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計

樹木管理 除草

貨物 イベント

人警備

建築設計

電気設備設計 機械設備設計

樹木管理 除草

樹木管理 除草

消防保守

建清掃 測定検査 建消毒 防蟻

消防保守 設点検 自動ドア

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計 造園設計

下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計 都市計画設計

鋼構造設計 地質調査

建築設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン

040007223 小坪一級建築士事務所（合） 代表社員 白木　幹雄 久留米市御井旗崎４－４－１６－４０２ 市内

040002263 栽松園 代表者 高松　淳二 久留米市北野町乙丸６９ 市内

040007108 佐川急便（株） 久留米営業所 所長 吉田　猛 久留米市新合川１－６－５１ 準市内

040000723 （有）さくら警備保障 取締役 坂本　卓美 久留米市東合川２－５－１５　ＲＥステートビル１０１ 市内

040005070 （株）櫻設計 代表取締役 重松　法子 久留米市草野町草野３５３－２ 市内

040003190 サケミ設備設計 代表者 酒見　伸一 久留米市長門石３－３－４３　山崎コーポ２０５号 市内

040003146 佐藤緑化 代表者 佐藤　純治 久留米市高良内町３６３７－１２ 市内

040003299 佐野恵樹園（株） 代表取締役 佐野　幹法 久留米市荒木町今１７４ 市内

040007134 猿渡防災 代表 猿渡　隆広 久留米市東櫛原町８８－１６ 市内

018120242 三英ビル管理（株） 代表取締役 中山　智惠 久留米市野中町４３４－３ 市内

040007129 三和シヤッター工業（株） 久留米営業所 所長 荒木　稔博 久留米市御井旗崎１－４－２２ 準市内

018100248 三和測量（有） 取締役社長 板野　司 久留米市東櫛原町３１４－４ 市内

030000430 ジーアンドエスエンジニアリング（株） 久留米営業所 久留米営業所長 橋口　弘生 久留米市合川町２１３８－１ 準市内

040000522 （有）ジーエイ設計 取締役 緒方　文行 久留米市長門石２－４－４３ 市内

020000390 （株）シーマコンサルタント 代表取締役 中島　観司 久留米市高良内町２６９８－３０ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計

農業土木設計 地質調査

樹木管理 除草 側溝清掃

建築設計 機械設備設計 補償コン 建点検

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査

樹木管理 除草 側溝清掃

消防保守

樹木管理 除草

樹木管理 除草

除草

樹木管理 除草

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計

側溝清掃 漏水調査 除草

測量 下水道設計 河川設計 農業土木設計 上水道設計

都市計画設計 補償コン

建清掃 測定検査 建消毒 人警備 樹木管理

防蟻 除草 消防保守 建点検

040000510 （株）ジェーエステック 九州支店 支店長 鬼武　秀吉 久留米市東和町４－４ 準市内

040000344 （株）ジオテック技術士事務所 久留米営業所 所長 池松　昭 久留米市城島町江上本３４９ 準市内

017230819 （株）執行茂寿園 代表取締役 執行　英利 久留米市津福今町２０７ 市内

017230253 Σ１級建築士事務所 代表者 安松　充彦 久留米市津福本町１６９３－１０ 市内

040000955 シビックアーツコンサルタント（株） 久留米支店 執行役員支店長 中野　安久 久留米市東町４－８ 準市内

040000137 （有）島添産業 代表取締役 島添　勝博 久留米市山川野口町１－４６ 市内

040003410 （株）十八防災システム 代表取締役 田中　信幸 久留米市長門石１－３－３４ 市内

013220802 （有）寿楽園 代表取締役 近藤　世士典 久留米市上津町１３２０－１－１ 市内

040002101 （有）春秋園緑地 代表取締役 二又　寛剛 久留米市田主丸町牧１１８９ 市内

040003369 城島町土地改良区 理事長 後藤　敬介 久留米市城島町楢津７４３－２ 市内

040002117 白水園芸 代表者 白水　政則 久留米市田主丸町恵利１１７２－６ 市内

017130268 （株）新栄プランニング 代表取締役 塚本　喜助 久留米市梅満町１１６０－１ 市内

013220620 信成建設（有） 代表取締役 中村　信彦 久留米市藤山町１０２２ 市内

020000416 （株）新世コンソーシアム 久留米支店 支店長 牛島　年博 久留米市荒木町荒木１３３３－１ 準市内

017130271 新生ビルメンテナンス（株） 代表取締役 浦　圭司 久留米市宮ノ陣４－３０－１ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建消毒

消防保守

除草 樹木管理

道路設計 河川設計 農業土木設計 鋼構造設計 地質調査

補償コン

測量 道路設計 河川設計 他設計 地質調査

樹木管理 除草

道清掃 除草

樹木管理 除草

建清掃

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 鋼構造設計

人警備 機警備

消防保守

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン

測量 道路設計

側溝清掃 カメラ 除草

040000742 （有）ステップ・アップ 代表取締役 和田　克弘 久留米市花畑２－１０－１ 市内

040003417 角消防設備（株） 代表取締役 角　正司 久留米市通町１０－１１ 市内

017230725 （株）角養翠園 代表取締役 角　博俊 久留米市津福今町３２８－２ 市内

030001811 精工Ｃ&Ｃ（株） 久留米支店 久留米支店長 池田　一吉 久留米市国分町１３２４－６ 準市内

016200281 （株）セイコー 代表取締役 伊藤　和彦 久留米市上津町１８７４ 市内

015180836 （有）成寿園 取締役 柳　壽祥 久留米市御井旗崎１－１２１７－１ 市内

040003136 （有）西武土木 代表取締役 宮原　アヤ子 久留米市小森野６－７－１１ 市内

012060619 （有）千徳造園 代表取締役 千徳　正利 久留米市北野町中３１７９－２ 市内

040003184 （株）創美 代表取締役 金子　知憲 久留米市津福本町２１５２－２ 市内

030001337 （株）第一技術コンサルタント 久留米営業所 所長 永松　正三 久留米市国分町１２９４－５－６０３ 準市内

020001926 第一警備保障（株） 久留米支社 支社長 前田　猛 久留米市東町４－９ 準市内

047000331 （有）第一電気 代表取締役 津留崎　義晴 久留米市小頭町２－２６ 市内

030000533 第一復建（株） 久留米事務所 所長 坂本　恭一 久留米市三潴町高三潴３７５－５ 準市内

040000434 （株）大高開発 筑後営業所 筑後営業所長 大津留　啓吾 久留米市荒木町荒木５６１－５８ 準市内

013220294 大斉環境開発（有） 代表取締役 野田　斉子 久留米市藤山町１８７３－２ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計

鋼構造設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 補償コン

樹木管理 除草

樹木管理 側溝清掃 除草

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 都市計画設計 鋼構造設計 補償コン

建築設計 建点検 設点検 耐震診断

樹木管理 除草 側溝清掃

建築設計

樹木管理 除草

旅客輸送

樹木管理 除草

建清掃 漏水調査

除草

017130295 大成ジオテック（株） 代表取締役社長 横山　巖 久留米市西町１１７４－１０ 市内

030000494 （株）太平設計 久留米営業所 所長 植田　暁人 久留米市御井旗崎１－３－６ 準市内

018090298 （株）タイヨー設計 代表取締役 中尾　史朗 久留米市御井旗崎１－３－４ 市内

018100350 大和コンサル（株） 代表取締役社長 中嶋　義和 久留米市城南町２３－３ 市内

015080628 （株）高木ガーデン 代表取締役 高木　勝洋 久留米市新合川１－８－３４ 市内

015080626 （株）高木新昭園 代表取締役 高木　真治 久留米市東合川町３４ 市内

015080312 （株）高崎総合コンサルタント 代表取締役 森　祐介 久留米市東合川３－７－５ 市内

040003328 高嶋建築事務所一級建築士事務所 代表 高嶋　誠司 久留米市東合川３－１－９－２０２ 市内

015080609 （株）高嶋造園 代表取締役 高嶋　智久 久留米市東合川町５１４ 市内

040007136 一級建築士事務所　タカタアーキテクトオフィス 代表 高田　智幸 久留米市宮ノ陣４丁目２－１８－３０１ 市内

040003113 （株）タカヤマ 代表取締役 高山　日義 久留米市田主丸町石垣９１３―２ 市内

040007112 （有）タカラ交通観光バス 代表取締役 大山　喬義 久留米市田主丸町長栖３６６ 市内

016200640 （有）滝川緑化建設 代表取締役 瀧川　壮 久留米市国分町６－７０ 市内

040000929 （有）タク設備システム 代表取締役 西尾　公孝 久留米市長門石２－１１－４３ 市内

012060810 タツミ建設（株） 代表取締役 本山　英治 久留米市宮ノ陣町八丁島１５０－２ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

除草

電気設備設計 機械設備設計

樹木管理 除草

貨物

建清掃 測定検査 建消毒 防蟻 除草

地質調査

消防保守 設点検

地質調査

消防保守 設点検

除草

設点検

樹木管理 側溝清掃 除草

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 樹木管理 側溝清掃 道清掃

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 補償コン

測量 他設計 地質調査

040007224 （株）田中建設 代表取締役 田中　仁 久留米市城島町江上上２８１－１ 市内

040000463 タナカ設計事務所 代表者 田中　利治 久留米市荒木町荒木１７９２ 市内

040003116 田中緑化 代表者 田中　利之 久留米市田主丸町秋成６１５－１ 市内

040007091 筑後運送株式会社 代表取締役 仲　聡陽 久留米市京町５丁目１９１－３ 市内

018090665 筑後地区ビル管理業（協） 代表理事 熊谷　清文 久留米市本町３－６ 市内

040003394 （株）筑後土質コンサルタント 代表取締役 坂田　祐治 久留米市北野町中１２０１－７ 市内

040003421 （有）筑邦トーハツ商会 代表取締役 桐岡　康彦 久留米市野中町４１７－６ 市内

040002242 筑邦土質（株） 代表取締役 棚町　保典 久留米市北野町高良１９５５－１ 市内

040003427 中央防災システム（株） 代表取締役 中山　拓 久留米市東合川７－１－２１ 市内

040007226 （有）堤組 取締役社長 吉武　和幸 久留米市三潴町玉満４２９０－１５ 市内

040007165 津福工業（株） 代表取締役社長 津福　一宏 久留米市梅満町１２０２ 市内

040007218 （合）つむぐ 代表社員 矢野　貴志 久留米市中央町２１－２ 市内

040003277 （株）Ｔ．Ｎコンサル 代表取締役 田嶋　徳康 久留米市大石町２７７－９ 市内

015080372 （株）テクノ 代表取締役 中園　孝一 久留米市東合川３－１－２１ 市内

014260611 （株）テクノ大地 代表取締役 高木　正邦 久留米市大善寺町夜明１０２３ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建消毒 防蟻

建築設計

下水道設計 道路設計 河川設計 都市計画設計 鋼構造設計

他設計 地質調査

側溝清掃 道清掃 除草

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計 造園設計

都市計画設計

測量 下水道設計 道路設計 都市計画設計

人警備 機警備

建築設計

電気設備設計

イベント

樹木管理 除草

樹木管理 除草

樹木管理 除草

側溝清掃 道清掃 除草

消防保守 設点検

017230375 寺崎白蟻研究所 代表者 寺崎　博光 久留米市津福本町１４７９－１ 市内

015080377 （株）ＤＥＮ建築設計事務所 代表取締役 山田　秀明 久留米市東合川２－８－１０ 市内

030002048 （株）東光コンサルタンツ 久留米営業所 所長 安達　知宏 久留米市東合川５－６－３２－２０１ 準市内

014240812 （株）時里組 代表取締役 時里　功 久留米市荒木町今２２２－１ 市内

040000584 （株）都市開発コンサルタント 代表取締役 添島　慎輔 久留米市荒木町荒木１２８９－１４ 市内

030000668 都市企画センター（株） 久留米支店 支店長 尾川　賢次 久留米市江戸屋敷１－２－１０ 準市内

040003128 トステム（株） 久留米営業所 所長 細井　要 久留米市東町４－９ 準市内

040002241 轟建築一級建築士事務所 代表者 轟　光明 久留米市北野町上弓削１１８－２ 市内

040003329 豊福設備設計 代表者 豊福　和敏 久留米市山川町１４６１－８ 市内

040007140 （株）トラスト 福岡支店 代表取締役 樋口　誠志郎 久留米市東合川７－８－７ 準市内

040002257 中川造園 代表 吉光　ひとみ 久留米市北野町中川８６０－７ 市内

040002102 （有）長渕緑地建設 代表取締役 長渕　真由美 久留米市田主丸町菅原５８０－２ 市内

011010659 中村桂園 代表 中村　茂 久留米市大橋町蜷川１１７７ 市内

013220813 （株）中村組 代表取締役 中村　勝信 久留米市藤山町６７０－２ 市内

040003430 （株）中村商会 代表取締役 中村　司 久留米市国分町１４１５－４ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

樹木管理 除草

建築設計 建点検 耐震診断

建清掃 測定検査

人警備 機警備

人警備

樹木管理 側溝清掃 道清掃 カメラ 漏水調査

除草

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 鋼構造設計

他設計

建清掃 測定検査 建消毒 人警備 除草

建清掃 測定検査 イベント

建築設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 補償コン

樹木管理 除草

下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計 都市計画設計

鋼構造設計 地質調査 環境計量

他設計 地質調査 カメラ

下水道設計 上水道設計 地質調査

013220820 中村造園 代表者 中村　勉也 久留米市藤光町１８４ 市内

018120594 （株）ナカヤマ・トシ設計 代表取締役 中山　俊治 久留米市西町１４７８－５ 市内

018090422 （有）南都ビル管理社 代表取締役 熊谷　清文 久留米市東櫛原町２０７２－２ 市内

030001199 （株）にしけい 久留米支社 支社長 石橋　哲也 久留米市東櫛原町７００－１ 準市内

040000423 （株）にしけいセキュリティサービス 久留米営業所 所長 前田　哲治 久留米市通町１０３―１４ 準市内

018090617 （株）西鉄グリーン土木 久留米事業所 所長 矢野　康弘 久留米市東櫛原町８１－４ 準市内

030000712 西鉄シー・イー・コンサルタント（株） 久留米営業所 所長 白水　和明 久留米市三潴町高三潴１２３８－１ 準市内

017130427 西日本管財（株） 代表取締役 田中　廉 久留米市東櫛原町２６０８－７ 市内

040003153 （株）西日本企画サービス 代表取締役社長 淀木　雄二 久留米市東合川３－１０－３６ 市内

040003182 西日本建築設計事務所 代表者 田中　朝幸 久留米市日吉町２－３ 市内

016110430 （株）西日本測量設計 代表取締役 楢原　靖弘 久留米市南１－１４－１１ 市内

040002309 西牟田造園 代表 下川　洋 久留米市三潴町西牟田２８－２ 市内

030000742 （株）日建技術コンサルタント 福岡南営業所 所長 藤島　義久 久留米市東合川町４２２－８　リーベナラサキ 準市内

011010809 （株）日進開発工業 代表取締役 秋山　政吉 久留米市北野町稲数７２６－２ 市内

030001741 （株）日新技術コンサルタント 久留米出張所 所長 今林　寛之 久留米市田主丸町地徳１９２３－３ 準市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計

都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 カメラ 漏水調査

下水道設計 道路設計 造園設計 上水道設計 都市計画設計

鋼構造設計 電気設備設計 機械設備設計 地質調査

側溝清掃 カメラ 除草

樹木管理 除草

側溝清掃 カメラ 漏水調査 除草

樹木管理 除草

電気設備設計 機械設備設計 消防保守

樹木管理 除草

樹木管理 除草

自家電保守

建築設計

樹木管理 除草

樹木管理

建築設計 建点検 設点検 耐震診断

電気設備設計 機械設備設計

040003349 （株）日本インシーク 久留米営業所 所長 古澤　清治 久留米市原古賀町２０－１ 準市内

030001710 （株）ニュージェック 久留米事務所 事務所長 石橋　克彦 久留米市東町２－４－７０６ 準市内

013220632 （有）野田総業 代表取締役 野田　博 久留米市藤山町１８７３－６ 市内

011030622 （株）萩尾植樹園 代表取締役 萩尾　坦人 久留米市草野町矢作５４９ 市内

040003123 （株）橋爪土木 代表取締役 山下　達雄 久留米市国分町８２８－４ 市内

040002106 （有）橋本緑園 代表取締役 橋本　公輔 久留米市田主丸町志塚島７９７ 市内

040003024 英技研 主宰 萩原　英樹 久留米市梅満町１１２７－３－１００６ 市内

013220621 （有）馬場大成園 代表取締役 馬場　慶明 久留米市上津町１２３９ 市内

040003016 林田愛樹園緑地建設 代表者 林田　隆一 久留米市田主丸町豊城１６２８ 市内

040007183 早瀬電気管理事務所 代表 早瀬　一昭 久留米市山川野口町６－２４ 市内

040002265 原口一級建築設計事務所 代表者 原口　洋 久留米市田主丸町田主丸１３０９－８ 市内

040002111 （株）万代園 代表取締役 中野　武俊 久留米市田主丸町恵利４７４－１ 市内

040002253 （有）光緑化建設 代表取締役 吉光　和也 久留米市北野町中川４８０－１ 市内

040003467 樋口建築設計事務所 代表 樋口　哲郎 久留米市善導寺町島１０４０－３　レンタルルーム善導寺１０３号 市内

040007132 備前グリーンエネルギー（株） 久留米営業所 事業統括部長 山口　卓勇 久留米市野中町１４３８－１　ＤＭ．ＢＬＤＧ４０１ 準市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

イベント

建築設計 建点検 設点検 耐震診断

下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計 上水道設計

都市計画設計 鋼構造設計 地質調査

他設計 環境計量

消防保守

除草

建築設計 建点検

補償コン 不動産

樹木管理 除草

測量

側溝清掃 カメラ

樹木管理 除草 側溝清掃

樹木管理 除草

側溝清掃

樹木管理 除草 側溝清掃

040007064 ヒリュー装美（株） 久留米支店 支店長 緒方　啓二 久留米市御井旗崎１－６－１４ 準市内

040003341 フィールドデザイン一級建築士事務所 代表 木村　昭文 久留米市東櫛原町９５３－３０１ 市内

030000883 福岡建設コンサルタント（株） 久留米事務所 久留米事務所長 船越　俊輝 久留米市山川沓形町１－４５ 準市内

017230143 （公財）ふくおか公衆衛生推進機構 環境科学センター 環境科学センター長 中田　憲一 久留米市東合川６－４－２３ 準市内

040003454 （株）福岡防災センター 代表取締役 荒木　進 久留米市諏訪野町２２７２－２ 市内

040005073 （株）フクナン開発 久留米事業本部 代表取締役 中川原　孝 久留米市荒木町白口１６０２ 準市内

015080836 建築設計Ｆｕｊｉｋｉ一級建築士事務所 代表 藤木　博文 久留米市津福今町２７８－１　後藤アパート１Ｆ南 市内

016210687 フジ総合補償鑑定（株） 代表取締役 藤岡　憲 久留米市津福今町１９５－１２ 市内

011040614 （有）ふじた造園 代表取締役 藤田　義光 久留米市山本町豊田６４－２ 市内

040003344 （株）フジプランニング 代表取締役 伊藤　繁男 久留米市国分町１３２４－１ 市内

040003484 （有）藤本商事 代表取締役 藤本　公明 久留米市城島町内野５６－２ 市内

013220610 藤山庭園 代表者 中尾　信昭 久留米市藤山町８４２－１ 市内

020001258 （株）藤吉園芸場 代表取締役 藤吉　泰典 久留米市上津町１４０４－３ 市内

040000587 （株）フチガミ 代表取締役 渕上　明彦 久留米市津福本町２３００－１０ 市内

014240815 渕上緑化造園 代表者 渕上　嘉欣 久留米市荒木町白口１８３６－１ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

鋼構造設計 建築設計 補償コン 不動産

測量 下水道設計 道路設計 農業土木設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 補償コン 河川設計

建清掃

樹木管理 除草

人警備

建築設計 建点検

建清掃 測定検査 建消毒 防蟻 除草

建清掃 測定検査 建消毒 除草 消防保守

自家電保守

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

鋼構造設計 他設計 補償コン

造園設計 都市計画設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計

地質調査 補償コン 建点検 設点検 耐震診断

旅客輸送

樹木管理

測量 建築設計 補償コン

除草

樹木管理 除草

016110497 平和総合コンサルタント（株） 代表取締役 平塚　万里子 久留米市野中町９１４ 市内

018100498 平和測量設計（株） 代表取締役 野田　隆一 久留米市東合川７－１０－１１ 市内

018140690 （株）ヘリオスコーポレーション 代表取締役 待鳥　俊郎 久留米市本町３－６ 市内

040002112 宝樹園 代表者 菊竹　誠 久留米市田主丸町秋成８７７‐２ 市内

040003210 （株）北斗開発 代表取締役 永延　城平 久留米市梅満町９２－１ 市内

040002104 松商企画設計一級建築士事務所 所長 田中　公友 久留米市田主丸町朝森６２２－１ 市内

040003422 （株）丸仙 代表取締役 松延　康平 久留米市合川町１２３７ 市内

040005068 （株）溝田 代表取締役 溝田　正樹 久留米市高良内町２８０７－５ 市内

018090693 （株）溝田設計事務所 代表取締役 溝田　豊実 久留米市東町４８０－１６ 市内

040007037 三井総合設計 代表 三井　孝幸 久留米市西町３７３－１４ 市内

040007114 （有）みづま観光バス 代表取締役 古賀　千鶴 久留米市三潴町原田４８７－４ 市内

040002312 みづま造園 代表者 喜田　賢太 久留米市三潴町西牟田１６１２－１ 市内

014240524 三共測量設計（株） 代表取締役 佐藤　博之 久留米市荒木町荒木１３３２－１ 市内

040003308 （株）三原産業 代表取締役 三原　一郎 久留米市北野町中３０８５ 市内

040000528 （株）宮崎環境緑地 代表取締役 宮崎　直 久留米市草野町矢作１３１ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

樹木管理 除草 側溝清掃

建清掃 測定検査

建清掃

樹木管理 除草

建築設計

地質調査

建消毒 防蟻

自家電保守

貨物

建築設計

旅客輸送

カメラ

樹木管理 除草 側溝清掃

樹木管理 除草

測量

014240616 宮崎造園（株） 代表取締役 宮崎　靖幸 久留米市荒木町荒木１９７９－２３ 市内

013190653 明星ビルサービス（有） 代表取締役 中村　秀子 久留米市藤光町９２５－２３ 市内

010000029 メンテナンスの創建 代表者 松隈　律子 久留米市荘島町１８－４ 市内

016200541 森造園業 事業主 森　保幸 久留米市高良内町３１０４－７ 市内

040001226 安岡正博一級建築士事務所 代表者 安岡　正博 久留米市山川町１４５５－５ 市内

040003124 （株）ヤナギ工業 代表取締役 柳　英輔 久留米市西町７４３－６ 市内

040000452 山九（株） 代表取締役 野口　憲三 久留米市日吉町２７－８ 市内

040003465 山崎電気管理事務所 代表 山崎　守好 久留米市善導寺町飯田字立野７５４－８ 市内

040007125 ヤマト運輸（株） 久留米主管支店 主管支店長 久龍　猛志 久留米市荒木町荒木１１３９－１ 準市内

014250800 山本設計工房 主宰 山本　茂明 久留米市津福本町１８０４－５ 市内

040007089 有限会社　トーソン 代表取締役 中川　恵司 久留米市梅満町８８６－１０ 市内

040007097 （有）藤光建設 代表取締役 菊池　昭博 久留米市藤光町９２５－１９４ 市内

040003173 陽春グリーン 代表 土師　芳雄 久留米市田主丸町菅原８８－１ 市内

040002095 吉岡植木園 代表者 吉岡　孝治 久留米市田主丸町地徳２３７７－１ 市内

040005081 吉岡組 代表者 吉岡　勝城 久留米市草野町吉木２４６１－２ 市内
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業務委託登録業者名簿（市内・準市内） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

除草

電気設備設計 機械設備設計

樹木管理 除草

樹木管理 除草

建清掃 側溝清掃 道清掃 除草

イベント

人警備

樹木管理 除草

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計

カメラ 漏水調査

測量 補償コン

040007227 （株）吉武商事 取締役社長 吉武　良子 久留米市城島町下青木４６６－１ 市内

040007046 リュウ設計 代表者 佐藤　龍治 久留米市御井町４４８－２　フォレストメゾンＭｉｉＢ棟 市内

012060811 （有）緑建システム 代表取締役 飯田　建夫 久留米市宮ノ陣６－２２－４７ 市内

040007192 （株）緑修グリーン 代表取締役 大熊　修平 久留米市田主丸町長栖１９１４－１ 市内

040003253 （一社）れんこん 代表理事 八木　正明 久留米市通外町７０－２ 市内

040007137 （株）レンタルのニッケン 久留米営業所 所長 神谷　盛寿 久留米市御井旗崎２－２５－４８ 準市内

040003345 ロイヤル警備保障（株） 久留米支社 支社長 吉田　政利 久留米市梅満町８６ー１ 準市内

040003042 （有）老木園 代表取締役 江上　尚紀 久留米市三潴町田川１９８７－１ 市内

040001053 （株）ワールドプランニング 代表取締役 増嶋　隆博 久留米市田主丸町竹野１８７９－１ 市内

040000589 脇建設（株） 代表取締役 脇　昭子 久留米市東櫛原町２０４４ 市内

015080579 和興測量設計（株） 代表取締役 小野　光彦 久留米市東合川３－１－１０ 市内
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