
部局名： 環境部 H23.3.31 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 H22.3.30 H22.4.1 6,650,000 6,982,500 （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

2 環境部 環境政策課 H22.3.30 H22.4.1 13,800,000 14,490,000 西部環境調査㈱ 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　優親 （２者）

佐世保市三川内新町26-1

3 環境部 環境政策課 H22.4.2 H22.4.5 8,460,000 8,883,000 西部環境調査㈱ 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　優親 （６者）

佐世保市三川内新町26-1

4 環境部 環境政策課 H22.4.14 H22.4.16 2,280,000 2,394,000 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）

長崎市田中町６０３－３

5 環境部 環境政策課 H22.4.14 H22.4.16 3,100,000 3,255,000 ㈱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 （３者）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

6 環境部 環境政策課 H22.5.21 H22.5.24 4,200,000 4,410,000 （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）

福岡市博多区金の隈２－２－３１

7 環境部 環境政策課 H22.6.16 H22.6.17 4,470,000 4,693,500 ㈱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 （４者）

佐世保市三川内新町26-1

8 環境部 環境政策課 H22.6.25 H22.6.30 3,960,000 4,158,000 西部環境調査㈱ 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　優親 （３者）

佐世保市三川内新町26-1

9 環境部 環境政策課 H22.6.25 H22.6.30 1,750,000 1,837,500 西部環境調査㈱ 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　優親 （５者）

節 区 分

平成２２年度有害大気汚染物
質調査分析業務委託

平成22年度国設酸性雨測定
所保守管理運営委託業務

平成22年度酸性雨調査委託
業務

契 約 の 名 称契 約 日

平成２２年度ダイオキシン類
調査業務委託

平成２２年度大村湾貧酸素水
塊観測業務委託

平成２２年度有明海広域総合
水質調査業務委託

平成２２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22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22年度長崎県水質監視
調査業務委託

平成22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

所管部局 入 札 日



部局名： 環境部 H23.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称契 約 日

平成２２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 所管部局 入 札 日

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

10 環境部 環境政策課 H22.7.20 H22.8.2 603,000 633,150 （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 （５者）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

11 環境部 環境政策課 H22.8.31 H22.9.1 3,630,000 3,811,500 （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）

福岡市博多区金の隈２－２－３１

12 環境部 廃棄物対策課 H22.4.1 H22.4.1 1,890,000 1,984,500 （株）太平環境科学センター 委託料 指名競争入札

代表者　坂本　雅俊 （１２者）

長崎市赤迫１－３－２

13 環境部 廃棄物対策課 H22.5.21 H22.5.21 1,600,000 1,680,000 エヌエス環境（株） 委託料 指名競争入札

代表者　北口　富雄 （７者）

長崎市三京町２７５０－１

14 環境部 廃棄物対策課 H22.5.27 H22.6.2 32,000,000 33,600,000 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）

大阪市北区本庄東1-1-10RISE88

15 環境部 廃棄物対策課 H22.6.30 H22.7.5 3,930,000 4,126,500 応用技術（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　谷澤　寿一 （８者）

長崎県長崎市五島町3-10　YSビル202号

16 環境部 廃棄物対策課 H22.10.27 H22.11.2 660,000 693,000 （株）スタイルネット 委託料 一般競争入札

代表取締役　菅野谷　武 （６者）

長崎市三京町2750-1

17 環境部 廃棄物対策課 H23.1.7 H23.1.13 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）

長崎市三京町2750-1

18 環境部 廃棄物対策課 H23.1.7 H23.1.13 1,580,000 1,659,000 （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）

クリーンアップ事業処分業務
委託（西彼保健所管内）

クリーンアップ事業処分業務
委託（県北保健所管内）

産業廃棄物処理関係報告書
データ入力業務委託

産業廃棄物処理施設の硫化
水素等測定調査業務委託

長崎県廃棄物処理計画策定
支援業務委託

平成２２年度クリーンアップ事
業（撤去・分別業務）業務委
託

平成22年度島原半島内地下
水調査業務委託

平成22年度排出ガス等調査
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
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五島市上大津町2238-2

19 環境部 廃棄物対策課 H23.1.7 H23.1.13 1,400,000 1,470,000 （株）セイホウ開発 委託料 一般競争入札

代表取締役　吉田　秀夫 （３者）

対馬市美津島町雞知乙481-21

20 環境部 廃棄物対策課 H23.1.7 H23.1.13 2,580,000 2,709,000 不動商事・対州海運共同企業体 委託料 一般競争入札

代表構成員　（株）不動商事　代表取締役　早田和子 （３者）

諫早市小船越町930-8

21 環境部 廃棄物対策課 H23.1.7 H23.1.17 1,780,000 1,869,000 クリーンアップ長崎共同企業体 委託料 一般競争入札

代表構成員　（株）イケダ　代表取締役　池田久幸 （２者）

諫早市小船越町930-8

22 環境部 廃棄物対策課 H23.1.20 7,600,000 7,980,000 クリーンアップ長崎共同企業体 委託料 一般競争入札

代表構成員　（株）イケダ　代表取締役　池田久幸 （３者）

長崎市宝町5-5

23 環境部 廃棄物対策課 H23.2.18 2,890,000 3,034,500 玉野総合コンサルタント（株） 委託料 指名競争入札

代表取締役　川上丈二 （７者）

雲仙市小浜町雲仙３２０ 一般競争入札

24 環境部 自然環境課 H22.4.14 H22.4.19 1,270,000 1,333,500 （財）自然公園財団雲仙支部 委託料 （１者）

所長　君野昌二
（前年度随意契約
から移行）

クリーンアップ事業処分業務
委託（上五島保健所管内）

H23.1.7
H23.1.14

クリーンアップ事業処分業務
委託（壱岐保健所管内）

クリーンアップ事業処分業務
委託（五島保健所管内）

クリーンアップ事業処分業務
委託（対馬保健所管内）

雲仙公園内公衆便所清掃業
務委託

H23.2.16
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


