
部局名： 環境部 H21.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)

契約相手の名称 契約方法

（地方機関） （円） （円） （住所・氏名） （入札業者数）

長崎県西彼杵郡長与町高田郷３６４０番地３

1 環境部 環境政策課 H20.3.28 H20.4.1 4,200,000 4,410,000 (社) 長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　　徳永　清隆 （３者）

福岡市博多区金の隈２丁目２番３１号

2 環境部 環境政策課 H20.4.3 H20.4.8 9,978,000 10,476,900 (株)太平環境科学センター 委託料 一般競争入札

代表取締役　外村征洋 （６者）

佐世保市三川内新町２６番地１

3 環境部 環境政策課 H20.3.28 H20.4.1 12,700,000 13,335,000 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　　山口 優親 （２者）

長崎県西彼杵郡長与町高田郷３６４０番地３

4 環境部 環境政策課 H20.5.16 H20.5.20 2,300,000 2,415,000 (社) 長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　　徳永　清隆 （５者）

佐賀県佐賀市光１丁目１番２号

5 環境部 環境政策課 H20.6.13 H20.6.16 7,970,000 8,368,500 （財）佐賀県環境科学検査協会 委託料 一般競争入札

理事長　木原奉文 （４者）

長崎県長崎市エミネント葉山町１８番８号

6 環境部 環境政策課 H20.7.2 H20.7.2 1,420,000 1,491,000 いであ株式会社　長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　西元　洋一郎 （２者）

佐世保市三川内新町２６番地１

7 環境部 環境政策課 H20.8.19 H20.8.21 606,000 636,300 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　　山口 優親 （４者）

福岡市博多区金の隈２丁目２番３１号

8 環境部 環境政策課 H20.8.27 H20.8.29 2,717,000 2,852,850 (株)太平環境科学センター 委託料 一般競争入札

代表取締役　外村征洋 （３者）

節 区 分

長崎県大気汚染監視テレメー
タシステム管理運営業務委託

諫早湾干拓地潮受堤防・内部
堤防における緑化の手引き
作成業務委託

平成２０年度ダイオキシン類
調査業務委託

平成２０年度有害大気汚染物
質調査分析業務委託

平成２０年度 競争入札に付した契約情報一覧表（※建設工事関係等を除く）

番号

水質監視調査業務委託

長崎県設置大気測定局の自
動測定機等保守管理業務委
託

所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

平成２０年度島原半島内地下
水調査業務委託

平成２０年度排出ガス等調査
業務委託



部局名： 環境部 H21.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
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番号 所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎県西彼杵郡長与町高田郷３６４０番地３

9 環境部 未来環境推進課 H20.4.18 H20.4.21 2,300,000 2,415,000 （社）長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　徳永清隆 （４者）

長崎県諫早市津久葉町６２－２２

10 環境部 未来環境推進課 H20.4.18 H20.4.21 2,750,000 2,887,500 (株)ピー・シー・エル 委託料 指名競争入札

代表取締役　齋藤　和延 （１２者）

福岡県大野城市白木原三丁目５番１１号

11 環境部 未来環境推進課 H20.12.25 H20.12.25 1,820,000 1,911,000 (財)日本環境衛生センター西日本支局 委託料 指名競争入札

西日本支局長　原 明輝 （５者）

長崎県大村市原口町１１４８－６

12 環境部 廃棄物対策課 H20.4.2 H20.4.7 710,000 745,500 (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 （５者）

長崎県諫早市小船越町１００２－２

13 環境部 廃棄物対策課 H20.4.1 H20.4.7 697,000 731,850 長崎ワールド警備保障(株) 委託料 一般競争入札

代表取締役　高橋　信夫 （５者）

長崎県諫早市小船越町１００２－２

14 環境部 廃棄物対策課 H20.4.1 H20.4.7 697,000 731,850 長崎ワールド警備保障(株) 委託料 一般競争入札

代表取締役　高橋　信夫 （４者）

長崎県佐世保市立神町１

15 環境部 廃棄物対策課 H20.4.1 H20.4.7 490,000 514,500 (株) つくもサービス 委託料 一般競争入札

代表取締役　宮本　忠博 （４者）

長崎県五島市錦町１-１４

16 環境部 廃棄物対策課 H20.4.2 H20.4.7 746,700 784,035 (株)司コーポレーション 委託料 一般競争入札

代表取締役　庄司　夛三夫 （２者）

平成２０年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（五島保健
所管内）

長崎県廃棄物処理計画進行
管理・産業廃棄物税効果検証
調査業務

酸性雨調査業務委託

国設酸性雨測定所保守管理
業務委託

平成２０年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（西彼保健
所管内）

平成２０年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（県央保健
所管内）

平成２０年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（県北保健
所管内）

平成２０年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（県南保健
所管内）
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所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
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番号 所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎県長崎市栄町１－２５

17 環境部 廃棄物対策課 H20.4.2 H20.4.7 746,700 784,035 太平ビルサービス(株)長崎支店 委託料 一般競争入札

代表取締役　下妻　周 （４者）

長崎県対馬市豊玉町曽６２６

18 環境部 廃棄物対策課 H20.4.2 H20.4.7 660,000 693,000 (有)対馬警備保障 委託料 一般競争入札

代表取締役　梅野　益子 （４者）

長崎県長崎市赤迫１-３-２

19 環境部 廃棄物対策課 H20.4.8 H20.4.10 700,000 735,000 応用地質(株)長崎支店 委託料 指名競争入札

代表取締役　藤崎　俊彦 （８者）

長崎県長崎市栄町１－２５

20 環境部 廃棄物対策課 H20.5.2 H20.5.8 767,000 805,350 太平ビルサービス(株)長崎支店 委託料 一般競争入札

代表取締役　下妻　周 （１者）

長崎県長崎市赤迫１－３－２

21 環境部 廃棄物対策課 H20.5.30 H20.6.2 3,230,000 3,391,500 エヌエス環境(株)長崎営業所 委託料 指名競争入札

所長　友岡　輝秀 （５者）

福岡市博多区博多駅南三丁目１０番２号

22 環境部 廃棄物対策課 H20.6.25 H20.6.27 2,470,000 2,593,500 (株)九州環境指導センター 委託料 指名競争入札

代表取締役　長田　久史 （１４者）

収集運搬実績
報告書のＣＳ
Ｖﾃﾞｰﾀ入力料
＠43円/ﾃﾞｰﾀ
１件　（税別）

収集運搬実績
報告書のＣＳ
Ｖﾃﾞｰﾀ入力料
＠43円/ﾃﾞｰﾀ
１件　（税別）

処分実績報告
書のＣＳＶﾃﾞｰ
ﾀ入力料
＠42円/ﾃﾞｰﾀ
１件　（税別）

処分実績報告
書のＣＳＶﾃﾞｰ
ﾀ入力料
＠42円/ﾃﾞｰﾀ
１件　（税別）

委託料
指名競争入札
（３者）

環境部 廃棄物対策課 H20.7.25 H20.7.31
産業廃棄物処理実績報告書
のＣＳＶデータ入力業務委託

長崎市出来大工町３６番
扇精光（株）
代表取締役　池田　正志

平成２０年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（壱岐保健
所管内）

平成２０年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（対馬保健
所管内）

23

平成２０年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（上五島保
健所管内）

産業廃棄物処理施設（安定型
最終処分場）の埋立容量等調
査業務委託

産業廃棄物処理施設の硫化
水素等測定調業務委託

産業廃棄物最終処分場に係
る浸透水、放流水等の水質
検査業務委託



部局名： 環境部 H21.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)
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番号 所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市出来大工町３６ 使用料及

環境部 自然環境課 H20.10.14 H20.10.17 768,000 806,400 扇精光（株） び賃借料 指名競争入札

代表取締役　池田正志 （３者）

24
プリンタ及びスキャナの賃貸
借並びに保守契約


