
部局名： 水産部 H23.3.31 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）

　 　
大分県東国東郡姫島村2112
番地の30

水産部 資源管理課 H22.4.20 H22.4.26 7,000,000 7,350,000 姫島車えび養殖株式会社 需用費 一般競争入札

代表取締役社長　松原　幸一 (１者）

水産部 資源管理課 H22.5.18 H22.5.24 11,400,000 11,970,000 需用費 一般競争入札

（2者）

水産部 資源管理課 H22.5.18 H22.5.24 5,400,000 5,670,000 需用費 一般競争入札

(１者）

水産部 資源管理課 H22.5.18 H22.5.24 4,600,000 4,830,000 需用費 一般競争入札

(１者）

水産部 資源管理課 H22.5.18 H22.5.24 5,600,000 5,880,000 需用費 一般競争入札

(１者）

水産部 資源管理課 H22.5.10 H22.5.14 12,800,000 13,440,000 需用費 一般競争入札

(１者）

4

5

6

1

2
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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年度有明海漁業
振興技術開発事業に係
るクルマエビ種苗購入

平成２２年度有明海漁業
振興技術開発事業にか
かるトラフグ放流用種苗
購入

節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎県佐世保市小佐々町矢
岳町１６８番地
株式会社　長崎県漁業公社

平成２２年度有明海漁業
振興技術開発事業にか
かるオニオコゼ中間育
成用種苗購入

長崎県佐世保市小佐々町矢
岳町１６８番地
株式会社　長崎県漁業公社

平成２２年度有明海漁業
振興技術開発事業にか
かるカサゴ放流用種苗
購入

長崎県佐世保市小佐々町矢
岳町１６８番地
株式会社　長崎県漁業公社

長崎県佐世保市小佐々町矢
岳町１６８番地
株式会社　長崎県漁業公社

平成２２年度有明海漁業
振興技術開発事業にか
かるホシガレイ直接放流
用種苗、ホシガレイ中間
育成用種苗購入

長崎県佐世保市小佐々町矢
岳町１６８番地
株式会社　長崎県漁業公社

平成２２年度有明海漁業
振興技術開発事業にか
かるガザミ直接放流用
種苗等購入
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番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

水産部 資源管理課 H22.5.10 H22.5.14 5,710,000 5,995,500 需用費 一般競争入札

（2者）

8 指名競争入札

（株）ジャパンアクアテック （7者）

9 指名競争入札

（株）微研テクノス （7者）

10 指名競争入札

（社）長崎県食品衛生協会 （5者）

佐世保市潮見町8-29-912

11 水産部 資源管理課 H22.8.3 H22.8.5 7,700,000 8,085,000
環境テクノス株式会社長
崎営業所

指名競争入札

所長　國友　浩 (９者)

１検体あたり １検体あたり 熊本県熊本市南熊本

12 水産部 資源管理課 H22.10.12 H22.10.18 1,600 1,680 3-14-3 委託料 一般競争入札

株式会社　トランスジェニック （３者）

7

平成２２年度有明海漁業
振興技術開発事業にか
かるヒラメ放流用種苗購
入

長崎県島原市南有馬町甲
1213
有限会社　島原種苗

水産部 資源管理課 H22.6.23 H22.6.24
有明海特産魚介類生息
環境調査に係る貧酸素
改善効果調査業務

6,400,000 6,720,000

佐世保市小佐々町黒石
339-41

委託料

水産部 資源管理課 H22.6.21 H22.6.22

有明海特産魚介類生息
環境調査に係る底質分
析及び底生生物同定業
務

2,300,000 2,415,000
佐世保市白岳町166-1

委託料

水産部 資源管理課 H22.6.15 H22.6.22 委託料
平成２２年度底質分析及
び底生生物同定業務委
託

1,050,000 1,102,500

西彼杵郡長与町高田郷3640-
3

有明海特産魚介類生
息環境調査に係るタ
イラギ生息状況調査
業務

委託料

漁獲クルマエビのＤＮＡ
抽出及びミトコンドリアＤ
ＮＡ分析業務
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番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

　 広島県広島市東区二葉の里

13 水産部 資源管理課 H22.10.12 H22.10.18 96,120 100,926 １丁目２番７号 委託料 一般競争入札

株式会社日本総合科学広島支所 （３者）

14 水産部 資源管理課 H22.11.8 H22.11.12 36,000 37,800 委託料 一般競争入札

　 （３者）

15 水産部 資源管理課 H22.12.6 H22.12.9 6,880,000 7,224,000 委託料 指名競争入札

　 （7者）

　 １検体あたり １検体あたり

16 水産部 資源管理課 H22.11.30 H22.12.6 1,800 1,890 委託料 一般競争入札

（2者）

１検体あたり １検体あたり

17 水産部 資源管理課 H22.11.30 H22.12.6 667 700 委託料 一般競争入札

（2者）

18 水産部 資源管理課 H23.1.14 H23.1.20 3,600,000 3,780,000 需用費 一般競争入札

　 (1者）

親クルマエビのマイクロ
サテライトＤＮＡ分析業
務

東京都江東区冬木11番17号
社団法人　家畜改良事業団

親クルマエビのＤＮＡ抽
出及びミトコンドリアＤＮ
Ａ分析業務

ガザミのマイクロサテラ
イトＤＮＡ分析業務委託

東京都江東区冬木１１番１７
号
社団法人　家畜改良事業団

平成２２年度水域環境保
全創造工事にかかる藻
場調査業務委託

長崎市栄町５－５
（株）三洋コンサルタント　長
崎支店

ガザミのDNA抽出及びミ
トコンドリアDNA分析業
務委託

熊本県熊本市南熊本三丁目
１４番３号
株式会社　トランスジェニック

平成２２年度有明海漁業
振興技術開発事業に係
るヒラメ種苗購入

島原市南有馬町甲１２１３番
地
有限会社　島原種苗
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番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

水産部 資源管理課 H23.2.16 H23.2.17 3,600,000 3,780,000 委託料 一般競争入札

（７者）

長崎市戸町４－１１－１１

水産部 漁業取締室 H22.5.7 H22.5.7 14,100,000 14,805,000 （株）井筒造船所 需用費 指名競争入札

代表取締役　井筒　龍介 （5者）

島原市湊町５－２

水産部 漁業取締室 H22.5.28 H22.5.28 27,720,000 29,106,000 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者）

長崎市浪の平町４－２

水産部 漁業取締室 H22.7.2 H22.7.2 15,700,000 16,485,000 長崎造船（株） 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　宮春　薫 （5者）

長崎市土井首町５０９－１３

23 水産部 漁業取締室 H22.8.20 H22.8.20 7,900,000 8,295,000 （株）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者）

長崎市浪の平町４－２

24 水産部 漁業取締室 H22.9.14 H22.9.14 16,300,000 17,115,000 長崎造船（株） 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　宮春　薫 （５者）

22

２２取締船修理第５号
漁業取締船ながさき一
般修理工事

２２取締船修理第４号
漁業取締船かいりゅう一
般修理工事

２２取締船修理第６号
漁業取締船はやぶさ一
般修理工事

漁場環境改善赤潮抑制
事業に係る底質改善効
果把握調査業務

社団法人長崎県食品衛生協
会

19

20

21

２２取締船修理第１号
漁業取締船おおとり一般
修理工事

２２取締船修理第２号
漁業取締船かいおう中
間検査修理工事
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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 指名競争入札

25 水産部 漁業取締室 H22.10.1 H22.10.1 11,000,000 11,550,000 （株）渡辺造船所 需用費 （５者）

代表取締役社長　渡邉　悦治

島原市湊町５－２ 指名競争入札

26 水産部 漁業取締室 H22.10.29 H22.10.29 25,520,000 26,796,000 島原ドック協業組合 需用費 （５者）

代表理事　中村　光伸　

福岡県古賀市青柳２８４８ 指名競争入札

27 水産部 漁業取締室 H22.10.29 H22.10.29 26,000,000 27,300,000 富永物産（株）九州事業所 需用費 （２者）

所長　植木　盛昭

長崎市浪の平町４－１８ 指名競争入札

28 水産部 漁業取締室 H22.12.21 H22.12.21 12,200,000 12,810,000 新長ドック（株） 需用費 （５者）

代表取締役　中村　ミズヱ

長崎市戸町４－１１－１１ 指名競争入札

29 水産部 漁業取締室 H23.1.12 H23.1.12 10,200,000 12,810,000 （株）井筒造船所 需用費 （５者）

代表取締役　井筒　龍介

長崎市浪の平町４－２

30 水産部 漁業取締室 H23.2.4 H23.2.4 27,900,000 29,295,000 長崎造船（株） 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　宮春　薫 （５者）

長崎市御船蔵町２番３号

31 水産部 水産振興課 H22.3.29 H22.4.1 1,747,200 1,834,560
(財)九州電気保安協会　長崎
支部

委託料 一般競争入札

支部長　幸山龍彦 （１者）

２２取締船修理第７号
漁業取締船おおとり一般
修理工事

２２取締船修理第８号
漁業取締船かいりゅう定
期検査（船体部）修理工
事

２２取締船修理第９号
漁業取締船かいりゅう定
期検査（機関部）修理工
事

２２取締船修理第１１号
漁業取締船ながさき一
般修理工事

２２取締船修理第１０号
漁業取締船かいおう一
般修理工事

２２取締船修理第１３号
漁業取締船はやぶさ中
間検査修理工事

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
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番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市花園町2-21

32 水産部 水産振興課 H22.8.24 H22.8.30 380,000 399,000 長崎電業(株) 委託料 一般競争入札

代表取締役　中川志郎 （3者）

長崎市三京町2842番地1

33 水産部 水産振興課 H22.11.24 H22.11.30 1,620,000 1,701,000 平木工業(株) 委託料 一般競争入札

代表取締役　平木實男 （１者）

長崎市北陽町934番地6

34 水産部 水産振興課 H22.12.2 H22.12.8 5,968,500 6,266,925 長崎電建工業(株) 工事請負費 指名競争入札

代表取締役　新島豊 （5者）

長崎市出来大工町36

35 水産部 漁港漁場課 H22.8.10 H22.8.16 11,500,000 12,075,000 扇精光㈱ 一般競争入札

代表取締役　扇　健二 (１者）

委託料

公有水面埋立図書ファイ
リング業務委託

長崎県地方卸売市場長
崎魚市場消防用設備等
保守点検業務委託

長崎魚市場排水処理施
設汚泥処理等業務委託

長崎魚市場非常用放送
設備改修工事


