
部局名： 環境部 H22.3.31 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）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

1 環境部 環境政策課 H21.3.27 H21.4.1 4,400,000 4,620,000 （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）

長崎市本原町３５－２０

2 環境部 環境政策課 H21.3.27 H21.4.1 13,100,000 13,755,000 ㈱旺計社　長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　藤原　可能 （２者）

福岡市博多区金の隈２丁目２－３１

3 環境部 環境政策課 H21.4.3 H21.4.6 8,970,000 9,418,500 ㈱太平環境科学センター 委託料 一般競争入札

代表取締役　坂本　雅俊 （７者）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

4 環境部 環境政策課 H21.5.20 H21.5.21 3,300,000 3,465,000 （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 （１者）

福岡県福岡市博多区金の隈２丁目２－３１

5 環境部 環境政策課 H21.6.12 H21.6.15 6,200,000 6,510,000 ㈱太平環境科学センター 委託料 一般競争入札

代表取締役　坂本　雅俊 （３者）

佐世保市三川内新町２６－１

6 環境部 環境政策課 H21.7.10 H21.7.16 5,280,000 5,544,000 西部環境調査㈱ 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　優親 （４者）

佐世保市白岳町１６６－１

7 環境部 環境政策課 H21.7.30 H21.8.5 350,000 367,500 ㈱微研テクノス 委託料 一般競争入札

代表取締役　金岡　敏夫 （６者）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

8 環境部 環境政策課 H21.8.26 H21.8.28 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 （３者）

佐世保市三川内新町２６－１

9 環境部 環境政策課 H21.9.3 H21.9.7 3,800,000 3,990,000 西部環境調査（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　優親 （４者）

平成２１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

平成21年度長崎県設置大気
測定局内の自動測定機等保
守管理業務委託

平成21年度長崎県水質監視
調査業務委託

平成21年度長崎県大気汚染
監視テレメータシステム管理
運営業務委託

平成21年度有害大気汚染物
質調査分析業務委託

平成21年度ダイオキシン類調
査業務委託

節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

平成21年度大村貧酸素水塊
観測業務委託

平成21年度島原半島地下水
調査業務委託

平成21年度排出ガス等調査
業務委託

新幹線鉄道騒音に係る環境
基準類型指定事前調査業務
委託
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所 管 課 落 札 価 格
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番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市田中町６０３－３

10 環境部 未来環境推進課 H21.4.15 H21.4.20 2,300,000 2,415,000 株式会社　環境衛生科学研究所 委託料 一般競争入札

代表取締役　新宮　一広 （４者）

佐世保市三川内新町２６番１

11 環境部 未来環境推進課 H21.4.15 H21.4.20 3,080,000 3,234,000 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 （３者）

長崎県西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３

12 環境部 未来環境推進課 H21.7.15 H21.7.21 1,800,000 1,890,000 社団法人　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）

長崎県大村市原口町１１４８－６

13 環境部 廃棄物対策課 H21.4.1 H21.4.7 670,000 703,500 (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）

長崎県大村市原口町１１４８－６

14 環境部 廃棄物対策課 H21.4.1 H21.4.7 690,000 724,500 (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 （４者）

長崎県大村市原口町１１４８－６

15 環境部 廃棄物対策課 H21.4.1 H21.4.7 730,000 766,500 (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 （２者）

長崎県佐世保市立神町１

16 環境部 廃棄物対策課 H21.4.2 H21.4.7 480,000 504,000 (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

17 環境部 廃棄物対策課 H21.4.2 H21.4.7 812,200 852,810 (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）

長崎県長崎市栄町１－２５

18 環境部 廃棄物対策課 H21.4.2 H21.4.7 890,800 935,340 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）

平成２１年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（県南保健
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２１年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（五島保健
所管内）

平成２１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）

平成２１年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（県央保健
所管内）

酸性雨調査委託業務

国設酸性雨測定所保守管理
運営委託業務

平成２１年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（西彼保健
所管内）

長崎県認定リサイクル製品溶
出試験業務委託
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長崎県対馬市厳原町久田３８７ー１

19 環境部 廃棄物対策課 H21.4.2 H21.4.7 720,000 756,000 （有）タイテック 委託料 一般競争入札

代表取締役　主藤　由美子 （２者）

長崎県対馬市厳原町久田３８７ー１

20 環境部 廃棄物対策課 H21.4.2 H21.4.7 750,000 787,500 （有）タイテック 委託料 一般競争入札

代表取締役　主藤　由美子 （２者）

長崎県長崎市赤迫１-３-２

21 環境部 廃棄物対策課 H21.4.14 H21.4.15 600,000 630,000 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 （６者）

長崎県長崎市三京町２７５０-１

22 環境部 廃棄物対策課 H21.5.22 H21.5.28 29,000,000 30,450,000 長崎不法投棄物撤去共同企業体 委託料 一般競争入札

代表構成員　株式会社　西菱環境開発
代表取締役　西村邦俊

（１者）

福岡市博多区金の隈２－２－３１

23 環境部 廃棄物対策課 H21.5.26 H21.5.26 1,973,000 2,071,650 (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　坂本　雅俊 （１３者）

長崎市田中町６０３－３

24 環境部 廃棄物対策課 H21.5.27 H21.6.1 1,500,000 1,575,000 (株)環境科学研究所 委託料 指名競争入札

代表取締役　新宮　一広 （７者）

収集運搬実績
報告書のＣＳ
Ｖﾃﾞｰﾀ入力料
＠19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
＠19円/ﾃﾞｰﾀ
１件　（税別）

大村市雄ヶ原町1298－29アルカディア大村1Ｆ

処分実績報告
書のＣＳＶﾃﾞｰ
ﾀ入力料
＠18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
＠18円/ﾃﾞｰﾀ
１件　（税別）

(株)スタイルネット
代表取締役　菅野谷　武

長崎市三京町2750-1

26 環境部 廃棄物対策課 H21.11.30 H21.12.4 1,000,000 1,050,000 (株)西菱環境開発 委託料 一般競争入札

代表取締役　西村　邦俊 （３者）

産業廃棄物処理施設の硫化
水素等測定業務委託

平成２１年度ｸﾘｰﾝアップ事業
（撤去・分別業務）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

平成２１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２１年度不法投棄監視パ
トロール業務委託（対馬保健
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

25 環境部 廃棄物対策課 H21.10.13 H21.10.19
産業廃棄物処理実績報告書
のＣＳＶデータ入力業務委託

委託料
一般競争入札
（６者）

平成２１年度ｸﾘｰﾝアップ事業
処分業務委託（西彼保健所
管内）
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大村市東三城町６－１

27 環境部 廃棄物対策課 H21.11.30 H21.12.4 469,340 492,807 (株)シンコー 委託料 一般競争入札

代表取締役　田代　ハルヱ （４者）

長崎市三京町2750-1

28 環境部 廃棄物対策課 H21.11.30 H21.12.4 830,000 871,500 (株)西菱環境開発 委託料 一般競争入札

代表取締役　西村　邦俊 （３者）

諫早市小船越町９３０－８

29 環境部 廃棄物対策課 H21.11.30 H21.12.8 1,800,000 1,890,000 イケダ・スクラップセンター・マルゼン共同企業体 委託料 一般競争入札

代表構成員㈱イケダ　代表取締役　池田　久幸 （１者）

諫早市小船越町９３０－８

30 環境部 廃棄物対策課 H21.11.30 H21.12.8 5,200,000 5,460,000 イケダ・スクラップセンター・マルゼン共同企業体 委託料 一般競争入札

代表構成員㈱イケダ　代表取締役　池田　久幸 （２者）

壱岐市石田町池田仲触１４８９

31 環境部 廃棄物対策課 H21.12.1 H21.12.7 828,000 869,400 眞弓商事㈲・㈱クボタ共同企業体 委託料 一般競争入札

代表構成員眞弓商事㈲　代表取締役　眞弓　倉夫 （２者）

諫早市小船越町９３０－８

32 環境部 廃棄物対策課 H21.12.1 H21.12.8 900,000 945,000 イケダ・スクラップセンター・マルゼン共同企業体 委託料 一般競争入札

代表構成員㈱イケダ　代表取締役　池田　久幸 （２者）

長崎市元船町13-5（第二森谷ビル）

33 環境部 廃棄物対策課 H21.12.18 H21.12.22 12,800,000 13,440,000 (株)建設技術研究所長崎事務所 委託料 指名競争入札

所長　福島　勇人 （３者）

長崎市西海町２７３９－４

34 環境部 廃棄物対策課 H22.1.20 H22.1.26 2,150,000 2,257,500 株式会社　中央環境 委託料 一般競争入札

代表取締役　前田　正道 （２者）

平成２１年度ｸﾘｰﾝアップ事業
処分業務委託（県央保健所
管内）

平成２１年度ｸﾘｰﾝアップ事業
処分業務委託（県南保健所
管内）

平成２１年度ｸﾘｰﾝアップ事業
処分業務委託（五島保健所
管内）

平成２１年度ｸﾘｰﾝアップ事業
処分業務委託（県北保健所
管内）

平成２１年度ｸﾘｰﾝアップ事業
処分業務委託（上五島保健
所管内）

平成２１年度ｸﾘｰﾝアップ事業
処分業務委託（壱岐保健所
管内）

平成２１年度ｸﾘｰﾝアップ事業
処分業務委託（対馬保健所
管内）

長崎県海岸漂着物対策推進
地域計画策定支援業務委託


