
平成２３年度 競争入札に付した契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 県北振興局 H24.3.31 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） （円） （住所・氏名） （入札業者数）

管理部 佐世保市木風町1468-1

1 県北振興局 総務企画課 H23.3.30 H23.4.1 4,482,768 4,706,906 ㈲　佐世保警備 委託料 指名競争入札
代表取締役　中尾晋 (8)

長崎県県北保健所 平戸市明の川内町299-2 指名競争入札

2 県北振興局保健部 H23.4.1 H23.4.1 庁舎清掃業務委託 1,530,000 1,606,500 （有）ひらど美装工業 委託料 （５社）

企画調整課

佐世保市比良町
５番２号

管理部 ㈱　エコー
3 県北振興局 会計課 H23.4.1 H23.4.1 H23年度カラーコピー 代表取締役 需用費 指名競争入札

等単価契約 永石　浩一郎 (2)

農林部 佐世保市上町1-1 指名競争入札
4 県北振興局 用地管理課 H23.12.14 H23.12.20 1,200,000 1,260,000 県北土地開発㈱ 委託料 (5)

代表取締役　福井隆義

建設部 ２３単起交整第４１４－３号 佐世保市矢峰町90-4 指名競争入札

5 県北振興局 用地第二課 H23.8.25 H23.8.29
主要地方道佐世保吉井
松浦線交通安全施設整
備工事外

6,050,000 6,037,500 株式会社　産研九州 委託料 (7)

（用地関係資料作成・整
理等業務委託）

代表取締役　井手誠次

建設部 ２２繰国改第１－１９号 佐世保市常磐町３－９ 指名競争入札
6 県北振興局 道路建設 H23.6.28 H23.7.1 4,050,000 4,252,500 ㈱サン測量設計 委託料 (7)

第一課 代表取締役大西律生
建設部 23単調第２１－２号 佐世保市上町1-1 指名競争入札

7 県北振興局 道路建設 H23.10.13 H23.10.17 一般国道206号外4線 1,200,000 1,260,000 県北土地開発㈱ 委託料 (5)
第一課 交通量調査業務委託 代表取締役福井隆義

契 約 の 名 称

木場地区地積測量
図作成業務委託

入 札 日契 約 日番号 所管部局 節 区 分

一般国道２０２号
交通量調査業務委託

カラーコピー（Ａ０）
           ２，０００円
カラーコピー（Ａ１）
           １，０００円
カラーコピー（Ａ２）
           　８００円
カラーコピー縮小
（Ａ１→Ａ３）５００円
データモノクロ出力
フィルム♯２００（Ａ

１）
           １，５００円
データモノクロ出力
トレペ/コート紙（Ａ

０）
               ７００円
データモノクロ出力
トレペ/コート紙（Ａ

１）
               ４００円

県北振興局庁舎
保安警備業務委託

カラーコピー（Ａ０）
           ２，０００円
カラーコピー（Ａ１）
           １，０００円
カラーコピー（Ａ２）
           　８００円
カラーコピー縮小
（Ａ１→Ａ３）５００円
データモノクロ出力
フィルム♯２００（Ａ

１）
           １，５００円
データモノクロ出力
トレペ/コート紙（Ａ

０）
               ７００円
データモノクロ出力
トレペ/コート紙（Ａ

１）
               ４００円



平成２３年度 競争入札に付した契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 県北振興局 H24.3.31 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） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
契 約 の 名 称入 札 日契 約 日番号 所管部局 節 区 分

※以下、税別 ※以下、税別
道路台帳補正 道路台帳補正
道路改良・安全施設 道路改良・安全施設

(現地調査は含まない) (現地調査は含まない)

233円/m 233円/m
橋梁(断面図記入含む・ 橋梁(断面図記入含む・ 佐世保市上町1-1

建設部 23県北振建第92号 現地調査は含まない) 現地調査は含まない) 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札
8 県北振興局 道路建設 H23.7.12 H23.7.15 道路台帳補正業務 245円/m 245円/m 代表取締役 (7)

第二課 委託2 防災(現地調査は含まない) 防災(現地調査は含まない) 福井　隆義
233円/m 233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)

148円/m 148円/m
現地調査費 現地調査費

158円/m 158円/m
平面図縮尺補正 平面図縮尺補正

70円/m 70円/m

建設部 平戸市木引田町468 指名競争入札
9 県北振興局 道路建設二課 H23.12.20 H23.12.26 平戸公園台帳作成 5,800,000 6,090,000 (有)肥後測量設計 委託料 (7)

業務委託 代表取締役　肥後　厚
建設部 23県道清第1号 大村市松並2-921

10 県北振興局 道路維持 H23.6.1 H23.6.7 一般国道202号外19 10,700,000 11,235,000 岡山建設㈱ 委託料 指名競争入札
第一課 線路面清掃委託 代表取締役 (10)

（業者持込） 岡山　武
※以下、税別 ※以下、税別
道路台帳補正 道路台帳補正
道路改良・安全施設 道路改良・安全施設

(現地調査は含まない) (現地調査は含まない)

233円/m 233円/m
橋梁(断面図記入含む・ 橋梁(断面図記入含む・ 佐世保市上町1-1

建設部 23県北振建第136号現地調査は含まない) 現地調査は含まない) 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札
11 県北振興局 道路維持 H23.6.1 H23.6.7 道路台帳補正業務 245円/m 245円/m 代表取締役 (7)

第一課 委託1 防災(現地調査は含まない) 防災(現地調査は含まない) 福井　隆義
233円/m 233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)

148円/m 148円/m
現地調査費 現地調査費

158円/m 158円/m
平面図縮尺補正 平面図縮尺補正

70円/m 70円/m



平成２３年度 競争入札に付した契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 県北振興局 H24.3.31 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） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
契 約 の 名 称入 札 日契 約 日番号 所管部局 節 区 分

23単起災防第401-6号 佐世保市
建設部 主要地方道佐世保 白仁田町41-2 指名競争入札

12 県北振興局 道路維持 H23.10.25 H23.10.28 吉井松浦線外2線 3,800,000 3,990,000 ㈱春本工業 委託料 (7)
第一課 道路災害防除工事 代表取締役

（トンネル非常用 春本　弥寿雄
施設点検委託）

建設部 佐世保市上町1-1 指名競争入札
13 県北振興局 道路維持 H23.11.22 H23.11.28 道路台帳補正業務 2,600,000 2,730,000 県北土地開発㈱ 委託料 (7)

第一課 委託1 代表取締役　福井隆義

建設部 一般競争入札

14 県北振興局 河川課 H23.3.28 H23.4.1 13,650,000 14,332,500 委託料 (1)

建設部 23県北ダム管3号 佐世保市万徳町4-18 指名競争入札

15 県北振興局 河川課 H23.5.24 H23.5.30 県北ダム管理設備 10,200,000 10,710,000 エコー電子工業㈱ 委託料 (9)

保守点検業務委託 代表取締役　小林啓一

建設部 23県北河情第2号 佐世保市万徳町4-18 指名競争入札

16 県北振興局 河川課 H23.5.24 H23.5.30 河川砂防情報ｼｽﾃﾑ 4,850,000 5,092,500 エコー電子工業㈱ 委託料 (7)

維持管理業務委託 代表取締役　小林啓一

建設部 長崎市万才町4-15 指名競争入札

17 県北振興局 河川課 H23.6.7 H23.6.8 2,300,000 2,415,000 三菱電機㈱長崎支店 委託料 (7)

支店長　平　浩幸

建設部
熊本市植木町石川
450番地1

指名競争入札

18 県北振興局 河川課 H23.7.12 H23.7.15 1,350,000 1,417,500 開成工業㈱ 委託料 (3)

代表取締役鬼塚善嗣

建設部
佐世保市小佐々町
臼ﾉ浦571-24

指名競争入札

19 県北振興局 河川課 H23.11.1 H23.11.7 4,150,000 4,357,500 ㈱実光測量設計 委託料 (7)

代表取締役
土橋　紀平

諫早市栄田町２番１号
特定非営利活動法人 長崎県
治水砂防ボランティア協会理
事長　瓜生宣憲

23県北ダム管2号
県北振興局管内ダ
ム管理補助業務委
託

23県北ダム管4号
県北ダム堆砂測量
業務委託

23県北河管第2号
小野川・日野川
水門遠隔監視設備
保守点検業務

23県北河特構第1-1
号
小野川・日野川
水門定期点検業務



平成２３年度 競争入札に付した契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 県北振興局 H24.3.31 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） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
契 約 の 名 称入 札 日契 約 日番号 所管部局 節 区 分

建設部
諫早市長野町1489
番地1-401

指名競争入札

20 県北振興局 河川課 H23.11.22 H23.11.28 950,000 997,500
㈱IHIインフラ建設
長崎営業所

委託料 (2)

所長 園田　健児

建設部 長崎市馬町55番地 指名競争入札

21 県北振興局 河川課 H23.11.22 H23.11.28 2,000,000 2,100,000 九州ｵﾘｴﾝﾄ測量設計㈱ 委託料 (5)
代表取締役
中島　健二

. 建設部 長崎県佐世保市立神町 指名競争入札

22 県北振興局 河川課 H23.12.8 H23.12.12 1,260,000 1,323,000
佐世保重工業㈱
取締役専務執行役員

委託料 (3)

機械事業部長
種村 輝幸

建設部 長崎市宝町5番5号 指名競争入札

23 県北振興局 河川課 H23.12.13 H23.12.19 3,400,000 3,570,000
日本工営株式会社
長崎事務所

委託料 (7)

所長　荻野　晋

建設部 諫早市栄田町2-1 一般競争入札

24 県北振興局 砂防防災課 H23.12.13 H23.12.19 8,550,000 8,977,500
特定非営利活動法人長
崎県治水砂防ボランティ
ア協会

委託料 (1)

理事長　瓜生　宣憲

建設部 佐世保市上町1-1 指名競争入札

25 県北振興局 港湾漁港第一課 H23.11.8 H23.11.9 8,500,000 8,925,000 県北土地開発㈱ 委託料 (7)

代表取締役　福井隆義

建設部 長崎市上町1-27 指名競争入札

26 県北振興局 港湾漁港第一課 H23.11.8 H23.11.14 8,200,000 8,610,000 ㈱長崎測量設計 委託料 (7)

代表取締役　森重孝志

23県北つダム第4
号つづらダム取水
放流設備保守点検
業務委託

23県北雪ダム管5
号雪浦ダム貯水池
内堆砂測量業務委
託

23県北雪ダム管6
号雪浦ダムｹﾞｰﾄ施
設点検整備委託

県北地区緊急雇用
創出（長寿命化にか
かる海岸施設点検）
業務委託

大瀬戸地区緊急雇
用創出（長寿命化に
かかる海岸施設点
検）業務委託

23県北ダ調第1-1号
笛吹ダム
事業事後評価検討
業務委託

22繰県北急基調第
10号
土砂災害防止法事
前縦覧業務委託（柚
木地区・日宇地区・
三川内地区）



平成２３年度 競争入札に付した契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 県北振興局 H24.3.31 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） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
契 約 の 名 称入 札 日契 約 日番号 所管部局 節 区 分

建設部 長崎市旭町5-1 指名競争入札
27 県北振興局 田平土木維持 H23.3.28 H23.4.1 6,500,000 6,825,000 ㈱長大　長崎事務所 委託料 (7)

管理事務所 所長　池田武士
<モニター監視員>
土日祝日 22時～5時

1,800 1,890
土日祝日 5時～22時

1,250 1,312
平日 22時～5時

1,800 1,890
平日 5時～9時,17時～22時 大村市原口町1148- 一般競争入札

建設部 1,250 1,312
28 県北振興局 田平土木維持 H23.3.28 H23.4.1 <交通整理員> ㈱中央綜合警備保障 委託料 (2)

管理事務所 土日祝日 22時～5時
1,480 1,554 代表取締役　堀内敏也

土日祝日 5時～22時
1,080 1,134

平日 22時～5時
1,480 1,554

平日 5時～9時,17時～22時
1,350 1,417

平日 9時～17時
1,080 1,134

建設部 松浦市志佐町高野免６３１－４ 指名競争入札

29 県北振興局 田平土木維持 H23.4.1 H23.4.1 1,170,000 1,228,500 ㈲平戸ビルサービス 委託料 (2)

管理事務所 代表取締役　青崎伊佐雄

建設部 長崎市旭町１－２０ 指名競争入札

30 県北振興局 田平土木維持 H23.5.19 H23.5.23 3,050,000 3,202,500 日本無線㈱長崎支店 委託料 (7)

管理事務所 支店長　福島　立治

建設部
松浦市御厨町里免
890

指名競争入札

31 県北振興局 田平土木維持 H23.10.25 H23.10.31 1,800,000 1,890,000
大菱電気工業㈱
松浦営業所

委託料 (5)

管理事務所 所長　宮村　由郎

２３田河情第１号
情報基盤保守点検
業務委託

県北振興局田平土木
維持管理事務所庁舎
及び平戸大橋管理事
務所清掃業務委託

２３田道維２号
一般国道３８３号外
２線長大橋監視業
務委託（単価契約）

23田道維１号　一般県道
鷹島肥前線鷹島肥前大
橋巡回点検業務委託

23単交整第504-2号
一般国道383号交通
安全施設等整備工
事（平戸大橋主ケー
ブル乾燥空気送気シ
ステム機械設備点検
業務委託）



平成２３年度 競争入札に付した契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 県北振興局 H24.3.31 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） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
契 約 の 名 称入 札 日契 約 日番号 所管部局 節 区 分

23単起災防第503-4号 佐世保市光町160-6
建設部 主要地方道平戸生月線 ㈱新光電気 指名競争入札

32 県北振興局 田平土木維持 H24.1.31 H24.2.6 道路災害防除工事（航空 2,500,000 2,625,000 代表取締役　松田武幸 委託料 (7)
管理事務所 障害灯保守点検業務委託）

<モニター監視員>
土日祝日 22時～5時

1,800 1,890
土日祝日 5時～22時

1,250 1,312
平日 22時～5時

1,800 1,890
平日 5時～9時,17時～22時 大村市原口町1148- 一般競争入札

建設部 1,250 1,312
33 県北振興局 大瀬戸土木維持 H23.3.28 H23.4.1 <交通整理員> ㈱中央綜合警備保障 委託料 (2)

管理事務所 土日祝日 22時～5時
1,480 1,554 代表取締役　堀内敏也

土日祝日 5時～22時
1,380 1,449

平日 22時～5時
1,480 1,554

平日 5時～9時,17時～22時
1,350 1,417

平日 9時～17時
1,100 1,155

建設部 23大砂情維第１号 長崎市飽の浦町１－１ 指名競争入札
34 県北振興局 大瀬戸土木維持 H23.5.24 H23.5.26 大瀬戸地区河川砂防情報基盤 2,500,000 2,625,000 長菱制御システム㈱ 委託料 (7)

管理事務所 保守点検業務委託（12ケ月点検） 代表取締役　山本博文

建設部 23大道維1-5号 長崎市昭和町3-3- 指名競争入札

35 県北振興局 大瀬戸土木維持 H23.6.7 H23.6.7 2,650,000 2,782,500 ㈱タカラ電設 委託料 (7)

管理事務所 代表取締役　西村実

建設部 長崎県佐世保市立神町 指名競争入札
36 県北振興局 県北ダム H23.8.24 H23.8.30 2,240,000 2,352,000 佐世保重工業㈱ 委託料 (2)

管理事務所
取締役専務執行役員
機械事業部長　種村輝幸

建設部 23県北雪ダム第２号 福岡市南区大橋1-2-19 指名競争入札
37 県北振興局 雪浦ダム H23.5.19 H23.5.23 雪浦ダムテレメータ設備 2,400,000 2,520,000 福岡芝浦電子㈱ 委託料 (7)

管理事務所 保守点検業務委託 代表取締役　瞿曇義夫

主要地方道大島太田
和線大島大橋航路標
識・航空障害灯設備保
守点検業務委託

２３大道維１－１号
主要地方道大島太
田和線長大橋監視
業務委託(単価契
約）

23県北樋ダム第3号
県北ダム
取水放流設備
保守点検業務委託



平成２３年度 競争入札に付した契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 県北振興局 H24.3.31 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） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
契 約 の 名 称入 札 日契 約 日番号 所管部局 節 区 分

23大道維第201号 長崎市宝町4-30
県北振興局 ㈱星野組 一般競争入札

県北振興局 建設部 H24.2.21 H24.2.27 大瀬戸土木維持管理事務所管内 34,800,000 36,540,000 代表取締役　星野憲司 委託料 (5)
大瀬戸土木維持管理事務所 道路監視業務委託
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