
部局名： 福祉保健部 H20.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

1 福祉保健部長寿社会課 H19.7.17 H19.7.19 20,000,000 21,000,000 委託料 一般競争入札

（１社）

長崎県北福祉事務 平戸市明の川内町２９９－２ 指名競争入札

2 福祉保健部 県北福祉 H19.4.19 H19.4.19 庁舎清掃等業務委 310,000 325,500 (有)平戸美装工業 委託料 （３社）

事務所 託

上五島福祉事務所
東京都渋谷区神宮前１－５－１

3 福祉保健部 上五島福祉事務所 H19.4.2 H19.4.2 機械警備業務委託 804,000 844,200 セコム（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　原口　兼正 （２社）

長崎市万才町３番５号

4 福祉保健部 西彼保健所 H19.4.4 H19.4.4 1,000,000 1,050,000 （有）長崎ビル美装社 委託料 指名競争入札

代表取締役大久保哲也 （５社）

月額基本料金（モ
ノクロ5,000枚含
む）＠11,200／枚

月額基本料金（モ
ノクロ5,000枚含
む）＠11,200／枚

長崎市万才町３番５号

5 福祉保健部 西彼保健所 H19.4.20 H19.4.20
モノクロ超過料金
（5,001枚以上）
＠2.24／枚

モノクロ超過料金
（5,001枚以上）
＠2.24円枚

富士ゼロックス長崎
　　　　（株）営業本部

需用費 指名競争入札

カラー
＠13.00／枚
（税別）

カラー
＠13.00／枚
（税別）

営業本部長 大杉幸男 （３社）

（地方機関） （住所・氏名）
所管部局

（入札業者数）
節 区 分入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

福岡市博多区博多駅
南４－２－１０
（株）福祉サービス評
価機構代表取締役　奥
住　文明

平成１９年度 競争入札に付した契約情報一覧（※建設工事関係等を除く）

西彼保健所庁舎
清掃業務委託

複写サービス業務
（単価契約）

番号

介護支援専門員再
研修及び介護支援
専門員更新研修業
務委託



部局名： 福祉保健部 H20.3.31 現在
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平成１９年度 競争入札に付した契約情報一覧（※建設工事関係等を除く）

番号

諫早市川内町９７番地

6 福祉保健部 県央保健所 H19.4.2 H19.4.2 庁舎清掃業務委託 760,000 798,000 （有）サイトウビル管理 委託料 指名競争入札

代表取締役　済藤初喜 （５社）

諫早市栄田町５ー２６

7 福祉保健部 県央保健所 H19.3.26 H19.4.2 216,000 226,800
（有）テクノエレベーターサービス

委託料 指名競争入札

代表取締役　鈴木孝夫 （４社）

長崎市元船町１１番４号

8 福祉保健部 県央保健所 H19.4.2 H19.4.2 ガソリン @124/ℓ @124/ℓ マツハヤ（株） 需用費 指名競争入札

（単価契約） （税別） （税別） 代表取締役　植松俊徳 （５社）

長崎市元船町１１番４号

9 福祉保健部 県央保健所 H19.4.2 H19.4.2 Ａ重油 @68/ℓ @68/ℓ マツハヤ（株） 需用費 指名競争入札

（単価契約） （税別） （税別） 代表取締役　植松俊徳 （５社）

福岡市中央区天神

10 福祉保健部 県南保健所 H19.4.2 H19.4.2 エレベーター保守 360,000 378,000 ２丁目１３番８号 委託料 指名競争入札

点検業務委託 株式会社日立ビルシ （２社）

ステム九州支社支社

長　斎藤　国壽

エレベータ保守点
検業務委託
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番号

島原市北安徳町丁

11 福祉保健部 県南保健所 H19.4.27 H19.5.1 庁舎清掃業務委託 446,000 468,300 ９７８ー２０ 委託料 指名競争入札

扶桑建物管理有限会 （３社）

社　代表取締役　

岩永　傳四郎

長崎県県北保健所 平戸市明の川内町２９９番地２

12 福祉保健部 県北保健所 H19.4.2 H19.4.3 庁舎清掃業務委託 1,490,000 1,564,500 有限会社平戸美装工業 委託料 指名競争入札

代表取締役　川上トシエ （３社）

長崎県県北保健所 長崎市浪の平町１番３４号

13 福祉保健部 県北保健所 H19.4.2 H19.4.3 昇降機保守点検 334,800 351,540 （有）西部エレベーターサービス 委託料 指名競争入札

業務委託 取締役　川原広幸 （２社）

ガソリン 五島市籠渕２４５０番地１

14 福祉保健部 五島保健所 H19.4.2 H19.4.2 （単価契約） ＠150／リットル ＠150／リットル
ごとう農業協同組合

需用費 指名競争入札

（税別） （税別） 代表理事組合長　中尾　弘
一

（４社）

Ａ重油 五島市東浜町１丁目２番５号

15 福祉保健部 五島保健所 H19.4.2 H19.4.2 （単価契約） ＠81／リットル ＠81／リットル
合資会社　今利石油店

需用費 指名競争入札

（税別） （税別）
代表社員　今利　弘子

（４社）
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番号

長崎市田中町586-3

16 福祉保健部 五島保健所 H20.2.8 H20.2.8 ボタン電話改修工事 890,000 934,500
西部通信工業株式会社 工事請負費指名競争入札

代表取締役社長　河津　政
男

（３社）

長崎市旭町３－６

17 福祉保健部 上五島保健所 H19.3.28 H19.4.2 長崎県上五島保健所 852,000 894,600 長崎綜合警備株式会社 委託料 一般競争入札

機械警備業務委託契約 代表取締役　山田　俊治 （２社）

長崎市万才町３－５

18 福祉保健部 H19.3.27 H19.4.2 1,980,000 2,079,000 (有)長崎ビル美装社 委託料 指名競争入札

代表取締役大久保哲也 （４社）

大村市原口町1148番地６

19 福祉保健部 H19.3.29 H19.4.2 2,980,000 3,129,000 （株）中央綜合警備保障 委託料 一般競争入札

代表取締役　堀内敏也 （８社）

長崎市京泊町３－１３－１７

20 福祉保健部 こども医療 H19.3.30 H19.4.2 空調設備等保守 800,000 840,000 ㈲城岩冷凍 委託料 指名競争入札

福祉センター 点検業務委託契約 （５社）

大村市東三条町６－１

21 福祉保健部 こども医療 H19.4.10 H19.5.1 医事業務委託契約 4,300,000 4,515,000 ㈱シンコー 委託料 指名競争入札

福祉センター （４社）

長崎こども・
女性・障害
者支援セン
ター

長崎こども・女性・
障害者支援セン
ター庁舎清掃業務
委託

長崎こども・
女性・障害
者支援セン
ター

清和寮警備業務委
託
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番号

諫早市真崎町１７４２

22 福祉保健部 こども医療 H19.3.23 H19.4.2 清掃・洗濯業務委託 7,882,800 8,276,940 ㈲諫早ビル 委託料 指名競争入札

福祉センター 契約 （１４社）

長崎市大橋町２２－６

23 福祉保健部 こども医療 H19.3.30 H19.4.2 臨床検査業務委託 単価契約 単価契約 ㈲長崎医学中央検査室 委託料 指名競争入札

福祉センター 　 （４社）

佐賀県小城市小城町 使用料及び

24 福祉保健部 こども医療 H19.3.23 H19.4.2 基準寝具賃貸借契約 @69/組 @69/組 ２２７－２　　ワタキュー 賃借料 指名競争入札

福祉センター （税別） （税別） セイモア㈱九州支社 （２社）

長崎市弥生町１８－１８

25 福祉保健部 こども医療 H19.3.23 H19.4.2 医薬品購入 単価契約 単価契約 ㈱翔薬　長崎営業部 需用費 指名競争入札

福祉センター 　 （５社）

大村市陰平町４８－１

26 福祉保健部 こども医療 H19.3.23 H19.4.2 医薬品購入 単価契約 単価契約 鶴原吉井㈱諫早大村店 需用費 指名競争入札

福祉センター 　 （５社）

大村市東三条町１５－２

27 福祉保健部 こども医療 H19.3.23 H19.4.2 医薬品購入 単価契約 単価契約 東七㈱　大村営業所 需用費 指名競争入札

福祉センター 　 （５社）
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番号

長崎市田中町２０２２

28 福祉保健部 こども医療 H19.3.23 H19.4.2 医薬品購入 単価契約 単価契約 藤村薬品㈱ 需用費 指名競争入札

福祉センター 　 （５社）

諫早市東小路町２－２８

29 福祉保健部 こども医療 H19.3.23 H19.4.2 医薬品購入 単価契約 単価契約 ㈱宮崎温泉堂商店 需用費 指名競争入札

福祉センター 　 諫早支店 （５社）

30 福祉保健部 光が丘学園 H.19.4.2 H.19.4.2 　＠185/㎥ 　＠185/㎥ 扶助費 指名競争入札

(税別） (税別） （３社）

プロパンガス
（単価契約）

長崎県央農業協同組
合
代表理事組合長
野中　彌三


