
部局名： 県北振興局 H21.2.28 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）

管理部 佐世保市鹿子前町２９－３６

総務企画課 泉警備保障株式会社佐世保営業所

所長　本間　和直 (６社)

管理部 佐世保市広田二丁目２７８－９

総務企画課 株式会社させぼワークサービス

代表取締役　岡　良德 (５社)

管理部 佐世保市有福町１７１２－３

総務企画課 株式会社中央ビル管理

代表取締役　松園　英太朗 (１１社)

管理部 大村市東三城町６－１

総務企画課 株式会社シンコー

代表取締役　田代　ハルヱ (１１社)

１枚当り １枚当り 佐世保市比良町５－２

5 県北振興局 管理部 H20.4.1 H20.4.1 ●青写真焼付／枚 ●青写真焼付／枚 ㈱エコー 需用費 指名競争入札

会計課 A0　　   ＠８０円 A0　　   ＠８０円 代表取締役　永石  浩一郎 (２社)

A1　　 ＠４５円 A1　　 ＠４５円

A2　　 ＠２０円 A2　　 ＠２０円

A3　　 ＠１０円 A3　　 ＠１０円

2A0　＠１５０円 2A0　＠１５０円

A0A1＠１２０円 A0A1＠１２０円

A0A2＠１００円 A0A2＠１００円
A0A3＠１００円 A0A3＠１００円
●ｶﾗｰｺﾋﾟｰ／枚 ●ｶﾗｰｺﾋﾟｰ／枚
A0＠３，０００円 A0＠３，０００円
A1＠２，０００円 A1＠２，０００円
A2＠１，０００円 A2＠１，０００円

指名競争入札

指名競争入札
4 県北振興局 H20.4.1 H20.4.1

県北振興局天満庁
舎清掃等業務委託

2,980,000 3,129,000 委託料

県北振興局庁舎清
掃等業務委託

6,180,000 6,489,000 委託料3 県北振興局 H20.4.1 H20.4.1

指名競争入札

2 県北振興局 H20.3.28 H20.4.1
県北振興局天満庁
舎管理業務委託

4,650,000 4,882,500 委託料
指名競争入札

県北振興局庁舎保
安警備業務委託

3,513,700 3,689,385 委託料1 県北振興局 H20.3.28 H20.4.1

（入札業者数）

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 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称
（地方機関） （住所・氏名）

青写真焼付等
（単価契約）



部局名： 県北振興局 H21.2.28 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）
（入札業者数）

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 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称
（地方機関） （住所・氏名）

A1→A3＠７００円 A1→A3＠７００円

●PPCｺﾋﾟｰ／枚 ●PPCｺﾋﾟｰ／枚
A0　　＠５００円 A0　　＠５００円
A1　　＠２５０円 A1　　＠２５０円
A2　　＠１５０円 A2　　＠１５０円
A0A1＠７００円 A0A1＠７００円
A0A2＠６００円 A0A2＠６００円
A1→A3＠１００円 A1→A3＠１００円

●第２原図トレぺ ●第２原図トレぺ
A0　　＠７００円 A0　　＠７００円
A1　　＠４００円 A1　　＠４００円
●データモノクロ出
力フィルム＃２００

●データモノクロ出
力フィルム＃２００

A1＠１，３００円 A1＠１，３００円
●データモノクロ出力ト
レペコート紙

●データモノクロ出力ト
レペコート紙

A0　　＠７００円 A0　　＠７００円
A1　　＠４００円 A1　　＠４００円
●製本 ●製本
折り　＠１０円 折り　＠１０円
（税別） （税別）

１枚当り １枚当り 佐世保市白岳町３－２５

●カラー／枚 ●カラー／枚 （株）佐世保九州教具

 ＠７．２５円  ＠７．６１２５円 代表取締役　本田　嘉彦

●モノクロ／枚 ●モノクロ／枚

 ＠２．００円  ＠２．１円

7 県北振興局 建設部 H20.4.7 H20.5.30 道路台帳補正業務 道路台帳平面図補正 道路台帳平面図補正 佐世保市上町１番１号 委託料 指名競争入札

道路建設課 委託
道路改良安全施設
（現地調査含む）

道路改良安全施設
（現地調査含む） 県北土地開発㈱ （５社）

ほか ３７８円／ｍ ３７８円／ｍ 代表取締役　福井隆義
橋梁（現地調査・断
面図記入含む）

橋梁（現地調査・断
面図記入含む）

３９４円／ｍ ３９４円／ｍ
防災（現地調査含
む）

防災（現地調査含
む）

３７８円／ｍ ３７８円／ｍ

需用費
指名競争入札
（5社）

H20.6.16 県北振興局

カラー複合機
複写サービス農政部

農政管理課
H20.5.26



部局名： 県北振興局 H21.2.28 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）
（入札業者数）

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 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称
（地方機関） （住所・氏名）

防災（現地調査無し）
防災（現地調査無
し）

２２２円／ｍ ２２２円／ｍ

舗装新設・舗装補修
（現地調査含む）

舗装新設・舗装補修
（現地調査含む）

２９８円／ｍ ２９８円／ｍ
舗装新設・舗装補修
（現地調査無し）

舗装新設・舗装補修
（現地調査無し）

１４２円／ｍ １４２円／ｍ
平面図縮尺補正費 平面図縮尺補正費

６７円／ｍ ６７円／ｍ
（税別） （税別）

建設部 大村市東三城町６番地１

道路維持課 (株)シンコー

代表取締役　田代ハルヱ （５社）

佐世保市吉井町立石12-1

ながさき西海農業協同組合

総務課 代表理事組合長　松本 英達 （３社）

松浦市志佐町高野免631-4

1,240,000 1,302,000 ㈲平戸ビルサービス

総務課 代表取締役 青崎  伊佐雄 （５社）

松浦市志佐町高野免631-4

2,395,000 2,514,750 大和産業㈱長崎営業所

総務課 所長　土橋　寛之 （４社）

H21.2.16
鷹島肥前大橋開通
式会場設営・運営等
業務委託

委託料
指名競争入札

11 県北振興局

田平土木事
務所 H21.2.10

指名競争入札

10 県北振興局

田平土木事
務所 H20.4.2 H20.4.7

田平土木事務所庁
舎清掃業務委託

委託料
指名競争入札

燃料・油脂等単価契
約

ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ)

＠147円/ℓ
軽油＠127円/ℓ
白灯油＠92円/ℓ
（税別）

ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ)

＠147円/ℓ
軽油＠127円/ℓ
白灯油＠92円/ℓ
（税別）

需用費

４９，０００円／日
（税別）

４９，０００円／
日　　（税別）

委託料

9 県北振興局

田平土木事
務所 H20.4.2 H20.4.2

指名競争入札
8 県北振興局 H20.8.27 H20.9.2

県北振興局管内路
線道路路面清掃業
務委託（単価契約）


