
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） 部局名： 農林部 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）

長崎市飽の浦町１番１号

1 農林部 農政課 H20.4.1 H20.4.1 城栄合同庁舎清掃 888,000 932,400 長崎菱興サービス（株） 委託料 一般競争入札

作業業務委託 代表取締役宮脇　茂 （７社）

20農政第1号 長崎市宝町5-5

2 農林部 農政課 H21.2.25 H21.2.26 シカ生息状況等 2,700,000 2,835,000 日本工営㈱長崎事務所 委託料 指名競争入札

調査業務委託 所長　荻野　晋 （９社）

福岡市博多区中呉服１－５

3 農林部 農業経営課 H20.12.5 H20.12.16 諫早湾干拓営農支援 3,398,650 3,568,582 コマツハウス株式会社 使用料及び 一般競争入札

センター会議室賃貸借 九州支店 賃借料 （５社）

支店長　　岸本邦昭

5,000枚まで 5,000枚まで

4 農林部 農産園芸課 H20.4.25 H20.5.1 複写サービス業務 　14,150円 　14,150円 長崎市田中町587-1 需用費 指名競争入札

（単価契約） 5,001枚以上 5,001枚以上 ㈱イシマル （３社）

　1枚2.83円 　1枚2.83円 代表取締役　石丸利行

（税別） （税別）

長崎市飽の浦町５番３号

5 農林部 林務課 H20.8.25 H20.8.26 4,750,000 4,987,500 長崎県森林組合連合会 委託料 一般競争入札

代表理事会長　八江　利春 （３社）

メイン用 メイン用 佐世保市大塔町666-10

6 農林部 肉用牛改良 H20.4.1 H20.4.2 液体窒素購入 　@123円/kg 　@123円/kg 大陽日酸㈱ 需用費 指名競争入札

センター （単価契約） サブ用 サブ用 佐世保営業所 （２社）

@335円/kg @335円/kg 所長　高石　亮太郎

　（税別） 　（税別）

平成20年度森林資
源モニタリング調
査業務委託

（入札業者数）
契 約 の 名 称 節 区 分

（地方機関） （住所・氏名）
番号 所管部局 入 札 日契 約 日



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） 部局名： 農林部 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）

契 約 の 名 称 節 区 分
（地方機関） （住所・氏名）

番号 所管部局 入 札 日契 約 日

 諌早市栗面町１７４番地１

7 農林部 中央家畜 H20.4.10 H20.4.11 燃料油脂等単価契約 Ａ重油@８５円/ℓ Ａ重油@８５円/ℓ 長崎県央農業協同組合 需用費 指名競争入札

保健衛生所 Ａ重油 (税別） (税別） 代表理事組合長　野中彌三 （６社）

ガソリン＠１７１円/ℓ ガソリン＠１７１円/ℓ 五島市籠渕町2450-1

8 農林部 中央家畜 H20.4.7 H20.4.7 燃料・油脂等 灯油＠１１２円/ℓ 灯油＠１１２円/ℓ ごとう農業協同組合 需用費 指名競争入札

保健衛生所 （単価契約） Ａ重油９９円/ℓ Ａ重油９９円/ℓ 代表理事組合長　 （５社）

五島支所 （税別） （税別） 中尾　弘一

基本料金　１３，５００円 基本料金　１３，５００円

9 農林部 中央家畜 H20.4.1 H20.4.1 複写サービス業務 黒１～１，０００枚まで 黒１～１，０００枚まで 五島市　木場町３１０－１ 需用費 指名競争入札

保健衛生所 （単価契約） １枚　６円 １枚　６円 有限会社　円尾商店 （４社）

五島支所 黒３，０００枚まで 黒３，０００枚まで 代表取締役

１枚　５円 １枚　５円 岩瀬　和義

黒３，０００枚以上 黒３，０００枚以上

１枚　３円 １枚　３円

カラー１枚～１，０００枚まで カラー１枚～１，０００枚まで

１枚　２８円 １枚　２８円

（税別） （税別）

ガソリン@160円/ℓガソリン@160円/ℓ壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦168

10 農林部 壱岐家畜 H20.4.2 H20.4.2 燃料・油脂等 Ａ重油　@89円/ℓ Ａ重油　@89円/ℓ (有)辻川石油店 需用費 指名競争入札

保健衛生所 （単価契約） （税別） （税別） 代表取締役　辻川　武一 （５社）

県央農村
基本(ｶﾗｰ500枚込)
2.10円/枚

基本(ｶﾗｰ500枚込)
2.10円/枚 長崎市万才町３番５号

11 農林部 整備事務所 H20.5.22 H20.6.2 複写サービス契約
黒モード
2.10円/枚

黒モード
2.10円/枚 富士ゼロックス長崎 需用費 指名競争入札

ｶﾗｰﾓｰﾄﾞ(501～
8.20円/枚

ｶﾗｰﾓｰﾄﾞ(501～
8.20円/枚 （７社）



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） 部局名： 農林部 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）

契 約 の 名 称 節 区 分
（地方機関） （住所・氏名）

番号 所管部局 入 札 日契 約 日

県央農村 諌早市東小路町１０番２８号

12 農林部 整備事務所 H20.4.1 H20.4.1 1,456,000 1,528,800 (有)諌栄ビル管理 委託料 指名競争入札

(諫早湾干拓堤防管理事務所） 代表取締役　田崎　助義 （５社）

県央農村 長崎市北陽町934番地５

13 農林部 整備事務所 H20.3.21 H20.4.1 5,500,000 5,775,000 (株)ガードサービス長崎 委託料 一般競争入札
(諫早湾干拓堤防管理事務所） 代表取締役　中村　敕志 （６社）

県央農村 長崎市岩川町１５番１７号

14 農林部 整備事務所 H20.4.24 H20.4.25 600,000 630,000 (有)九建 使用料及び 指名競争入札
(諫早湾干拓堤防管理事務所） 代表取締役　岩瀬　清幸 賃借料 （３社）

県央農村
雑物回収船運転
32,500円/日・隻

雑物回収船運転
32,500円/日・隻

15 農林部 整備事務所 H20.6.19 H20.6.23
雑物陸揚げ・運搬
58,000円/台・日

雑物陸揚げ・運搬
58,000円/台・日

諌早市小長井町小川原浦９９９ 委託料 指名競争入札

(諫早湾干拓堤防管理事務所）
雑物回収員
15,800円/人・日

雑物回収員
15,800円/人・日 (有)ﾏﾘﾝﾜｰｸｴｰｼﾞｪﾝｼｰ （５社）

雑物回収補助員
15,800円/人・日

雑物回収補助員
15,800円/人・日

２５トンクレーンによ
る雑物陸揚げ
68,000円/台・日

２５トンクレーンによ
る雑物陸揚げ
68,000円/台・日

代表取締役　嵩下　正人

１０トンダンプトラッ
クによる運搬作業
58,000円/台・日

１０トンダンプトラッ
クによる運搬作業
58,000円/台・日

10，000枚まで 10，000枚まで

16 農林部 長崎林業 H20.4.1 H20.4.1 複写コピーサービス 　12,500円 　12,500円 長崎市万才町3番5号 需用費 指名競争入札

事務所 （単価契約） 10，00１枚～ 10，00１枚～ 富士ゼロックス長崎㈱ （２社）

 @1.25円/枚 @1.25円/枚 営業本部長  大杉幸男

諫早湾干拓堤防調
整池・有明海清掃
業務委託

諫早湾干拓堤防管
理事務所清掃業務
委託

諫早湾干拓堤防道
路交通誘導警備業
務委託

諫早湾干拓堤防道
路仮設トイレ賃貸
借契約



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） 部局名： 農林部 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）

契 約 の 名 称 節 区 分
（地方機関） （住所・氏名）

番号 所管部局 入 札 日契 約 日

ガソリン ガソリン 長崎市大橋町２５番１号

17 農林部 長崎林業 H20.4.1 H20.4.1 燃　　料 １３６円/ℓ １３６/ℓ 西部石油株式会社 需用費 指名競争入札

事務所 （単価契約） （税別） （税別） 代表取締役　江村大洋 （３社）

長崎市飽の浦町１番１号

18 農林部 林務課 H20.9.29 H20.10.3 高分解能衛星デジタル 12,600,000 13,230,000 株式会社リョーイン長崎営業所 備品購入費 一般競争入札

画像データ一式 執行役員長崎営業所長 （３社）

波田　良実

長崎市飽の浦町５番３号

19 農林部 林務課 H20.9.29 H20.10.3 ふるさと緑の生活環境基盤 5,300,000 5,565,000 社団法人長崎県林業コンサルタント 委託料 指名競争入札

整備事業業務委託　　 会長　中江　勝春 （７社）

長崎市飽の浦町５番３号

20 農林部 林務課 H20.10.31 H20.11.6 治山事業計画資料作成 3,800,000 3,990,000 社団法人長崎県林業コンサルタント 委託料 指名競争入札

業務委託　　 会長　中江　勝春 （７社）

長崎市飽の浦町１番１号

21 農林部 林務課 H20.11.28 H20.12.5 ＩＫＯＮＯＳ衛生画像 5,200,000 5,460,000 株式会社リョーイン長崎営業所 備品購入費 一般競争入札

デジタルオルソ・ライト一式 執行役員長崎営業所長 （２社）

波田　良実


