
部局名： 水産部 H21.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（地方機関） （円） （消費税込み）（円） （住所・氏名） （入札業者数）

島原市湊町５番地２

1 水産部 漁業取締室 H20.5.2 H20.5.7 9,900,000 10,395,000 島原ドック協業組合 需用費 指名競争入札

代表理事　中村　光德 （５社）

長崎市浪の平町４番１８号

2 水産部 漁業取締室 H20.6.2 H20.6.3 4,600,000 4,830,000 新長ﾄﾞｯｸ株式会社 需用費 指名競争入札

代表取締役　前川　秀樹 （５社）

島原市湊町５番地２

3 水産部 漁業取締室 H20.6.13 H20.6.13 31,500,000 33,075,000 島原ドック協業組合 需用費 指名競争入札

代表理事　中村　光德　 （５社）

福岡県古賀市青柳２８４８番地

4 水産部 漁業取締室 H20.6.13 H20.6.13 31,000,000 32,550,000 富永物産株式会社九州事業所 需用費 指名競争入札

所長　植木　盛昭 （３社）

長崎市浪の平町４番２号

5 水産部 漁業取締室 H20.8.22 H20.8.22 10,800,000 11,340,000 長崎造船株式会社 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　宮春　薫 （５社）

長崎市浪の平町４番１８号

6 水産部 漁業取締室 H20.9.19 H20.9.22 6,100,000 6,405,000 新長ドック株式会社 需用費 指名競争入札

代表取締役　前川　秀樹 （５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）

番号

２０取締船修理第１号
漁業取締船かいりゅう
一般修理工事

２０取締船修理第２号
漁業取締船かいおう一
般修理工事

２０取締船修理第３号
漁業取締船かいりゅう
中間検査（船体部）修
理工事

２０取締船修理第４号
漁業取締船かいりゅう
中間検査（機関部）修
理工事

２０取締船修理第５号
漁業取締船ながさき一
般修理工事

節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

２０取締船修理第６号
漁業取締船はやぶさ一
般修理工事
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所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法
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番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市土井首町５０９－１３

7 水産部 漁業取締室 H20.10.17 H20.10.21 29,800,000 31,290,000 株式会社渡辺造船所 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　渡邉悦治 （５社）

福岡県古賀市青柳２８４８番地

8 水産部 漁業取締室 H20.10.17 H20.10.21 31,000,000 32,550,000 富永物産株式会社九州事業所 需用費 指名競争入札

所長　植木　盛昭 （３社）

長崎市戸町４－１１－１１

9 水産部 漁業取締室 H21.1.15 H21.1.16 5,900,000 6,195,000 株式会社井筒造船所 需用費 指名競争入札

代表取締役　井筒　龍介 （５社）

長崎市戸町４－１１－１１

10 水産部 漁業取締室 H21.2.6 H21.2.9 10,450,000 10,972,500 株式会社井筒造船所 需用費 指名競争入札

代表取締役　井筒　龍介 （５社）

長崎市土井首町５０９番地１３

11 水産部 漁業取締室 H21.2.20 H21.2.23 12,600,000 13,230,000 株式会社渡辺造船所 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　渡邉　悦治 （５社）

長崎市浪の平町４－２

12 水産部 漁業取締室 H21.3.6 H21.3.9 6,500,000 6,825,000 長崎造船株式会社 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　宮春　薫 （５社）

２０取締船修理第１０号
漁業取締船かいりゅう
一般修理工事

２０取締船修理第１1号
漁業取締船ながさき一
般修理工事

２０取締船修理第１２号
漁業取締船はやぶさ一
般修理工事

２０取締船修理第９号
漁業取締船かいおう一
般修理工事

２０取締船修理第７号
漁業取締船おおとり定
期検査（船体部）修理
工事

２０取締船修理第８号
漁業取締船おおとり定
期検査（機関部）修理
工事
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長崎市御船蔵町２－３

13 水産部 水産振興課 H20.3.26 H20.4.1 1,747,200 1,834,560 (財)九州電気保安協会 委託料 一般競争入札

長崎県支部 (１社)

佐世保市白岳町166-1

14 水産部 水産基盤計画課 H20.6.18 H20.6.19 700,000 735,000 （株）微研テクノス　 委託料 指名競争入札

代表取締役　金岡敏夫 (５社)

平成２０年度底質分析
及び底生生物同定業務
委託

長崎県地方卸売市場
長崎魚市場自家用電
気工作物保安管理業
務委託


