
部局名： 県北振興局 H22.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）
管理部 県北振興局庁舎保 佐世保市鹿子前町29-36

1 県北振興局 総務企画課 H21.3.30 H21.4.1 保安警備業務 3,370,000 3,538,500 いずみサポート㈱佐世保営業所 指名競争入札
所長 宇高  幸一 （６社）

管理部 佐世保市卸本町２１－１

2 県北振興局総務企画課 H21.11.30 H21.12.4 1,142,120 1,199,226 九州ワーク株式会社 需用費 指名競争入札
代表取締役社長　納所　佳民 （７社）

管理部 平成２１年度Ａ重 Ａ重油 Ａ重油 佐世保市吉井町立石252-7

3 県北振興局 会計課 H21.4.1 H21.4.1 油単価契約 @45.7円/l @45.7円/l 大島石油㈱ 需用費 指名競争入札
(税別) (税別) 代表取締役　吉牟田 雄一 （５社）

長崎市田中町５８６－３ 需用費
4 県北振興局総務企画課 H22.2.15 H22.2.19 2,256,000 2,368,800 西部通信工業　株式会社 役務費 一般競争入札

代表　河津　政男 備品購入費 （１社）
長崎県県北保健所 平戸市明の川内町２９９番地２

5 県北振興局 保健部 H21.4.1 H21.4.1 庁舎清掃業務委託 1,450,000 1,522,500 有限会社ひらど美装工業 委託料 指名競争入札
（県北保健所） 代表取締役　川上トシエ （３社）
農林部 松浦市今福町北免2009-200

6 県北振興局 土地改良課 H21.12.22 H21.12.25 5,400,000 5,670,000 ㈱昭和ボーリング 委託料 指名競争入札
代表取締役　河内俊雄 （７社）

農林部 佐世保市矢峰町1053
7 県北振興局 土地改良課 H21.12.22 H21.12.25 7,800,000 8,190,000 ㈱親和テクノ 委託料 指名競争入札

代表取締役　津田薫平 （７社）
農林部 佐世保市宮田町1-6

8 県北振興局 土地改良課 H21.12.22 H21.12.28 8,700,000 9,135,000 藤永地建㈱ 委託料 指名競争入札
代表取締役　藤永雅之 （７社）

農林部 松浦市今福町北免2009-200

9 県北振興局 土地改良課 H21.12.22 H21.12.25 1,350,000 1,417,500 ㈱昭和ボーリング 委託料 指名競争入札
代表取締役　河内俊雄 （５社）

長崎県県北保健所 月額基本料金 月額基本料金 長崎市万才町3番5号
10 県北振興局 保健部 H21.3.30 H21.4.1 複写サービス業務 （10,000枚まで） （10,000枚まで） 富士ゼロックス長崎（株） 需用費 指名競争入札

（県北保健所） （単価契約） 14,000 14,000 営業本部長　大杉　幸男 （３社）
超過料金 超過料金

（10,001枚以上） （10,001枚以上）
@1.35／枚 @1.35／枚

（15,001枚以上） （15,001枚以上）
@1.25／枚 @1.25／枚

（20,001枚以上） （20,001枚以上）
@1.15／枚 @1.15／枚

建設部 佐世保市上町１番１号
11 県北振興局 管理第二課 H21.9.4 H21.9.10 2,400,000 2,520,000 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役　福井　隆義 （５社）

（入札業者数）

委託料

県単県北地区地す
べり施設調査業務
委託
県単県北地区地す
べり施設調査業務
委託（その２）
県単県北地区地す
べり施設調査業務
委託（その３）
県単県北地区地す
べり危険地調査業
務委託

平成２１年度県北
振興局職員貸与被
服購入

県北振興局地デジ
対応テレビ購入等

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 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）

江迎港県単管理工
事（埋立竣功図書
作成）



部局名： 県北振興局 H22.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）
（入札業者数）

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 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）

建設部 長崎市元船町１３－５
12 県北振興局 河川防災課 H21.4.7 H21.4.8 25,000,000 26,250,000 ㈱建設技術研究所　長崎事務所 委託料 指名競争入札

所長　副島　勇人 （１０社）
建設部 長崎市築町４－１５

13 県北振興局 河川防災課 H21.4.7 H21.4.10 19,500,000 20,475,000 ㈱ウエスコ長崎営業所 委託料 指名競争入札
所長　大黒　一弘 （１０社）

建設部 長崎市横尾４－４－１４
14 県北振興局 河川防災課 H21.4.7 H21.4.10 26,000,000 27,300,000 ㈱アイエステー長崎営業所 委託料 指名競争入札

所長　深迫　茂充 （１０社）
建設部 長崎市大黒町９－２２

15 県北振興局 河川防災課 H21.4.7 H21.4.10 12,400,000 13,020,000 ㈱パスコ　長崎支店 委託料 指名競争入札
支店長　尾形　隆 （１０社）

建設部 長崎市築後町３－３０
16 県北振興局 河川防災課 H21.4.7 H21.4.13 23,600,000 24,780,000 明治コンサルタント㈱長崎営業所 委託料 指名競争入札

所長　中村　隆 （１０社）
建設部 長崎市魚の町１－２３

17 県北振興局 河川防災課 H21.6.9 H21.6.12 22,000,000 23,100,000 東亜建設技術(株)長崎支社 委託料 指名競争入札
支社長　中野　瑛 （１０社）

建設部 佐世保市立神町
18 県北振興局 河川防災課 H21.7.1 H21.7.7 1,720,000 1,806,000 佐世保重工業㈱長崎営業所 委託料 指名競争入札

所長　渡邉　健三 （５社）
建設部 長崎市万才町４－１５

19 県北振興局 河川防災課 H21.7.28 H21.7.28 2,300,000 2,415,000 三菱電機㈱長崎支店 委託料 指名競争入札
支店長　平　浩幸 （７社）

建設部 佐世保市万徳町４－１８

20 県北振興局 河川防災課 H21.8.26 H21.9.1 4,790,000 5,029,500 エコー電子工業㈱ 委託料 指名競争入札
代表取締役　小林　啓一 （７社）

建設部 佐世保市矢峰町１０５３

21 県北振興局 河川防災課 H22.1.26 H22.2.1 15,900,000 16,695,000 ㈱親和テクノ 委託料 指名競争入札
代表取締役　津田薫平 （１０社）

建設部 諫早市宇都町１８－４３

22 県北振興局 河川防災課 H22.1.26 H22.1.29 14,600,000 15,330,000 ㈱カミナガ 委託料 指名競争入札
代表取締役　黒山雅夫 （１０社）

建設部 佐世保市藤原町７２－３

23 県北振興局 河川防災課 H22.1.26 H22.1.27 14,000,000 14,700,000 ㈱綜合建設コンサルタント 委託料 指名競争入札
代表取締役　東房誓二 （１０社）

建設部 佐世保市上町１－１
24 県北振興局 港湾漁港課 H21.8.19 H21.8.25 4,500,000 4,725,000 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役　福井　隆義 （７社）

基礎調査（微地形
調査）業務委託（三
川内町他６町）

河川砂防情報シス
テム維持管理業務
委託

江迎港県単改修工
事（埋立竣功図書
作成）

河川管理施設維持
管理計画業務委託
（その２）
河川管理施設維持
管理計画業務委託
（その３）

基礎調査（微地形
調査）業務委託（黒
髪町）

基礎調査（微地形
調査）業務委託（花
高町他５町）
基礎調査（微地形
調査）業務委託（日
宇町他２町）
基礎調査（微地形
調査）業務委託（大
塔町他３町）

基礎調査（微地形
調査）業務委託（心
野町他５町）

小野川日野川水門
定期点検業務

小野川日野川水門
遠隔監視設備保守
点検業務

河川管理施設維持
管理計画業務委託
（その１）



部局名： 県北振興局 H22.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）
（入札業者数）

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 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）

建設部 長崎市栄町５番５号
25 県北振興局 港湾漁港課 H21.9.11 H21.9.17 1,600,000 1,680,000 ㈱三洋ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長崎支店 委託料 指名競争入札

取締役支店長　井手　季彦 （５社）
建設部 平戸市新町１０番地

26 県北振興局 港湾漁港課 H21.11.19 H21.11.25 900,000 945,000 (有)肥後測量設計事務所 委託料 指名競争入札
代表取締役　肥後　厚 （５社）

建設部 平戸市田平町里免240-1

27 県北振興局 港湾漁港課 H22.2.3 H22.2.5 1,250,000 1,312,500 ㈱ﾏﾘﾀｲﾑ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 委託料 指名競争入札
代表取締役　大坪　雅人 （５社）

建設部 平戸市田平町里免240-1

28 県北振興局 港湾漁港課 H22.2.10 H22.2.15 1,290,000 1,354,500 ㈱ﾏﾘﾀｲﾑ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 委託料 指名競争入札
代表取締役　大坪　雅人 （５社）

建設部 道路台帳補正 *以下、税別 *以下、税別 佐世保市上町1番１号
29 県北振興局 道路維持 H21.6.11 H21.6.17 業務委託 道路台帳補正 道路台帳補正 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札

第一課 　道路改良・安全施設 　道路改良・安全施設 代表取締役　福井　隆義 （７社）
　　（現地調査は含まない） 　　（現地調査は含まない）

223円／ｍ 223円／ｍ
　橋梁（断面図記入含む・ 　橋梁（断面図記入含む・

　　現地調査は含まない） 　　現地調査は含まない）

235円／ｍ 235円／ｍ
　防災（現地調査は含まない） 　防災（現地調査は含まない）

223円／ｍ 223円／ｍ
　舗装新設・舗装補修 　舗装新設・舗装補修

　　（現地調査は含まない） 　　（現地調査は含まない）

142円／ｍ 142円／ｍ
  現地調査費   現地調査費

80円／ｍ 80円／ｍ
平面図縮尺補正 平面図縮尺補正

65円／ｍ 65円／ｍ
建設部 佐世保市大野町２２６番地２

30 県北振興局 道路維持 H21.9.4 H21.9.10 3,800,000 3,990,000 大日産業㈱ 指名競争入札
第一課 代表取締役　小田原　豪 （7社）

県北振興局管内道
路環境整備工事（1
工区）

工事請負
費

川棚港県単調査委
託（費用対効果算
定）
大島港県単調査委
託（埋立竣功認可
申請図書作成業
務）
田平港県単調査委
託（埋立竣功認可
申請図書作成業
務）
阿翁浦地区広域漁
港整備工事(阿翁
浦漁港　埋立竣功
図作成委託）



部局名： 県北振興局 H22.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）
（入札業者数）

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 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）

建設部 佐世保市上町1番１号
31 県北振興局 道路維持 H21.9.25 H21.10.1 1,900,000 1,995,000 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札

第一課 代表取締役　福井　隆義 （５社）
建設部 長崎市長浦町１１００

32 県北振興局 道路維持 H21.11.5 H21.11.10 9,150,000 9,607,500 琴海清掃㈲ 委託料 指名競争入札
第一課 代表取締役　濱本　泰 （１０社）
建設部 佐世保市上町1番１号

33 県北振興局 道路維持 H22.1.19 H22.1.25 1,700,000 1,785,000 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札
第一課 代表取締役　福井　隆義 （５社）
建設部 佐世保市上町1番１号

34 県北振興局 道路維持 H22.2.18 H22.2.24 1,120,000 1,176,000 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札
第一課 代表取締役　福井　隆義 （５社）
建設部 佐世保市世知原町槍巻49-2

35 県北振興局 道路維持 H21.8.27 H21.9.2 4,200,000 4,410,000 ㈱枝吉組 指名競争入札
第二課 代表取締役　種田　精治 （５社）
建設部 道路台帳補正 *以下、税別 *以下、税別 佐世保市上町1番１号

36 県北振興局 道路建設 H21.6.11 H21.6.17 業務委託２ 道路台帳補正 道路台帳補正 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札
 第二課 　道路改良・安全施設 　道路改良・安全施設 代表取締役　福井　隆義 （７社）

　　（現地調査は含まない） 　　（現地調査は含まない）

223円／ｍ 223円／ｍ
　橋梁（断面図記入含む・ 　橋梁（断面図記入含む・

　　現地調査は含まない） 　　現地調査は含まない）

235円／ｍ 235円／ｍ
　防災（現地調査は含まない） 　防災（現地調査は含まない）

223円／ｍ 223円／ｍ
　舗装新設・舗装補修 　舗装新設・舗装補修

　　（現地調査は含まない） 　　（現地調査は含まない）

142円／ｍ 142円／ｍ
  現地調査費   現地調査費

80円／ｍ 80円／ｍ
平面図縮尺補正 平面図縮尺補正

65円／ｍ 65円／ｍ
建設部 長崎市旭町１－２０

37 県北振興局 田平土木維持 H21.6.22 H21.6.26 3,050,000 3,202,500 日本無線(株)長崎支店 委託料 指名競争入札
管理事務所 支店長　福島　立治 （７社）
建設部 平戸市田平町里免２４３番地３

38 県北振興局 田平土木維持 H21.8.27 H21.9.1 4,560,000 4,788,000 松田産業㈱ 指名競争入札
管理事務所 代表取締役　松田　和雄 （7社）

工事請負
費

県北振興局管内バ
リアフリー道路現況
調査業務委託

県北振興局管内道
路環境整備工事
（２工区）

一般国道２０２号他
１９線路面清掃委
託（業者持込）

工事請負
費

田平土木維持管理
事務所管内道路環
境整備工事

情報基盤保守点検
業務委託

県北振興局管内
道路台帳作成委託

道路台帳補正業務
委託３



部局名： 県北振興局 H22.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）
（入札業者数）

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 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）

建設部 北松浦郡江迎町猪調免

39 県北振興局 田平土木維持 H21.12.24 H21.12.28 8,850,000 9,292,500 ９２０番地４ 委託料 指名競争入札
管理事務所 旭測量設計㈱ （７社）

代表取締役　本村　丹
建設部 長崎市飽の浦町１－１

40 県北振興局 大瀬戸土木維持 H21.8.5 H21.8.11 3,700,000 3,885,000 長菱制御システム㈱ 委託料 指名競争入札
管理事務所 取締役社長　中村　直臣 （７社）

建設部 西海市西海町木場郷５６３

41 県北振興局 大瀬戸土木維持 H21.8.27 H21.9.2 3,549,000 3,726,450 ㈱クボタ 指名競争入札
管理事務所 代表取締役　久保田　忠 （7社）
建設部 長崎市西山本町５番

42 県北振興局 大瀬戸土木維持 H21.12.18 H21.12.24 2,650,000 2,782,500 ２８号 委託料 指名競争入札
管理事務所 太洋技研（株） （７社）

代表取締役　藤瀬政則
建設部 長崎市宝町１２番３号

43 県北振興局 大瀬戸土木維持 H21.12.18 H21.12.22 1,800,000 1,890,000 （有）吉川土木コンサル 委託料 指名競争入札
管理事務所 タント （５社）

代表取締役　吉川國夫
建設部 大村湾潮位観測データ 長崎市出来大工町３６町

44 県北振興局大瀬戸土木維持 H22.1.27 H22.1.27 整理業務委託 2,050,000 2,152,500 扇精光(株） 委託料 指名競争入札
管理事務所 （調和分解解析） 代表取締役　扇　健二 （５社）
建設部 長崎市旭町５－１

45 県北振興局 大瀬戸土木維持 H22.2.16 H22.2.22 2,000,000 2,100,000 ㈱長大　長崎事務所 委託料 指名競争入札
管理事務所 所長　池田　武士 （５社）
建設部 佐世保市島瀬町１－９

46 県北振興局 県北ダム管理事務所 H21.7.14 H21.7.17 3,500,000 3,675,000 建設環境研究所㈱ 委託料 指名競争入札
代表取締役　松本　雅章 （７社）

建設部 佐世保市万徳町４－１８

47 県北振興局 県北ダム管理事務所 H21.7.15 H21.7.21 9,500,000 9,975,000 エコー電子工業㈱ 委託料 指名競争入札
代表取締役　小林　啓一 （１０社）

建設部 佐世保市万徳町４－１８

48 県北振興局 県北ダム管理事務所 H21.7.15 H21.7.21 2,300,000 2,415,000 エコー電子工業㈱ 委託料 指名競争入札
代表取締役　小林　啓一 （５社）

建設部 佐世保市立神町
49 県北振興局 県北ダム管理事務所 H21.7.28 H21.7.31 3,400,000 3,570,000 佐世保重工業㈱長崎営業所 委託料 指名競争入札

所長　渡邉　健三 （７社）

大瀬戸地区河川砂
防情報基盤施設保
守点検業務委託
（１２ヶ月点検）

笛吹ダム管理設備
保守点検業務委託

県北ダムゲート及
び取水設備保守点
検業務委託

雪浦川河川管理施
設維持管理計画策
定業務委託（現地
調査）
河通川河川管理施
設維持管理計画策
定業務委託（現地
調査）

大瀬戸土木維持管
理事務所管内道路
環境整備工事

工事請負
費

河川管理施設維持
管理計画策定業務
委託（現地調査）

一般県道鷹島肥前
線鷹島肥前大橋巡
回点検業務委託
笛吹ダム水質モニ
タリング調査業務
委託

県北ダム管理設備
保守点検業務委託



部局名： 県北振興局 H22.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）
（入札業者数）

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 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）

建設部 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目３－１１

50 県北振興局 県北ダム管理事務所 H21.8.5 H21.8.7 2,200,000 2,310,000 ㈱ｸﾘﾓﾄﾃｸﾉｽ　九州営業所 委託料 指名競争入札
所長　浅野　謙介 （５社）

建設部 北松浦郡佐々町小浦免４

51 県北振興局 県北ダム管理事務所 H21.12.1 H21.12.7 2,000,000 2,100,000 ㈱実光測量設計 委託料 指名競争入札
代表取締役　土橋紀平 （５社）

建設部 佐世保市藤原町７２－３

52 県北振興局 県北ダム管理事務所 H21.12.1 H21.12.2 1,200,000 1,260,000 ㈱綜合建設コンサルタント 委託料 指名競争入札
代表取締役　東房誓二 （５社）

建設部 佐世保市田原町９－１５

53 県北振興局 県北ダム管理事務所 H22.1.12 H22.1.15 3,500,000 3,675,000 豊福設計㈱ 委託料 指名競争入札
代表取締役　豊福修四 （７社）

建設部 佐世保市島瀬町１－９
54 県北振興局 県北ダム管理事務所 H22.1.12 H22.1.18 3,500,000 3,675,000 建設環境研究所㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役　松本雅章 （７社）
建設部 福岡県福岡市南区大橋１－２－１９

55 県北振興局 雪浦ダム管理事務所 H21.6.18 H21.6.22 2,200,000 2,310,000 福岡芝浦電子㈱ 委託料 指名競争入札
代表取締役　瞿曇　義夫 （５社）

建設部 佐世保市立神町
56 県北振興局 雪浦ダム管理事務所 H21.10.8 H21.10.14 1,070,000 1,123,500 佐世保重工業㈱長崎営業所 委託料 指名競争入札

所長　渡邉　健三 （５社）
建設部 長崎市馬町５５

57 県北振興局 雪浦ダム管理事務所 H21.12.10 H21.12.15 2,100,000 2,205,000 九州オリエント測量設計㈱ 委託料 指名競争入札
 代表取締役　中島健二 （５社）

建設部 長崎市高尾町４６－２７

58 県北振興局 雪浦ダム管理事務所 H21.12.22 H21.12.25 3,600,000 3,780,000 ㈱工藤測量設計 委託料 指名競争入札
代表取締役　工藤重利 （７社）

農林部 北松浦郡佐々町松瀬免463-3

59 県北振興局 林業課 H21.12.21 H21.12.25 2,500,000 2,625,000 北松森林組合 委託料 指名競争入札
代表理事組合長　市瀬健爾 （４社）

農林部 平戸市宝亀町９１－１
60 県北振興局林業課 H21.12.21 H21.12.25 2,500,000 2,625,000 平戸市森林組合 委託料 指名競争入札

代表理事組合長　青崎寛 （４社）
農林部 佐世保市大塔町1266-24

61 県北振興局 林業課 H21.6.9 H21.6.9 852,000 894,600 扇精光(株)佐世保支店 指名競争入札
森林土木課 支店長　南里純直 （３社）

猫山ダム施設調査
業務委託

野々川ダム施設調
査業務委託

県営林間伐素材生
産販売事業委託

県営林間伐素材生
産販売事業委託
（その２）

雪浦ダム施設調査
業務委託

雪浦ダムテレメー
ター設備保守点検
業務委託

笛吹ダム取水放流
設備保守点検業務
委託

サーバ機器賃貸借
契約

雪浦ダム貯水池内
堆砂測量業務委託

使用料及
賃借料

雪浦ダムゲート及
びホロージェットバ
ルブ点検整備委託

県北ダム堆砂測量
業務委託

笛吹ダム堆砂測量
業務委託



部局名： 県北振興局 H22.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）
（入札業者数）

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 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）

農林部 佐世保市大塔町574-5
62 県北振興局 森林土木課 H21.7.23 H21.7.29 3,313,000 3,478,650 （株）庭建 指名競争入札

代表取締役　田雑　豪裕 （７社）
管理部 長崎市万才町3-5

63 県北振興局 会計課 H21.6.22 H21.6.23 @1.58／枚 @1.58／枚 富士ゼロックス長崎（株） 需用費 指名競争入札
（農業振興課） (税別) (税別) 営業本部長　大杉　幸男 （２社）
管理部 ガソリン ガソリン 平戸市田平町里免241-3

64 県北振興局 会計課 H21.6.29 H21.6.30 @114円/l @114円/l アオキ石油（有） 需用費 指名競争入札
（田平土木維持 軽油 軽油 代表取締役　青木　繁 （２社）
　管理事務所） @66.9円/l @66.9円/l

(税別) (税別)
管理部 カラー カラー 長崎市万才町3-5

65 県北振興局 会計課 H21.9.16 H21.9.18 @8.8／枚 @8.8／枚 富士ゼロックス長崎（株） 需用費 指名競争入札
（田平土木維持 モノクロ モノクロ 営業本部長　大杉　幸男 （３社）
　管理事務所） @1.9／枚 @1.9／枚

(税別) (税別)
管理部 カラー カラー 佐世保市卸本町8-2

66 県北振興局 会計課 H21.10.20 H21.10.23 @8.5／枚 @8.5／枚 （株）イシマル佐世保支店 需用費 指名競争入札
（大瀬戸維持 モノクロ モノクロ 支店長　井上　明彦 （２社）
　管理事務所） @1.8／枚 @1.8／枚

(税別) (税別)
管理部 モノクロ モノクロ 長崎市万才町3-5

67 県北振興局 会計課 H21.9.16 H21.9.18 @25／枚 @２５／枚 富士ゼロックス長崎（株） 需用費 指名競争入札
（雪浦ダム管理事務所） (税別) (税別) 営業本部長　大杉　幸男 （３社）

複写サービス契約

複写サービス契約

複写サービス契約

複写サービス契約

平成２１年度燃料
類（ガソリン・軽油）
単価契約

山の田地区奥地保
安林保全緊急対策
工事（２工区）

工事請負
費


