
平成２４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： 壱岐振興局 H24.12.31 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 壱岐振興局
壱岐市郷ノ浦町志
原南触1143

1 壱岐振興局 総務課 H24.4.2 H24.4.2 総合庁舎清掃業務 1,340,000 1,407,000 （有）大真ビル研装 委託料 指名競争入札

委託 取締役　目良　国博 （３者）

管理部 平成24年度燃料類
壱岐市郷ノ浦町郷
ノ浦168

2 壱岐振興局 総務課 H24.4.2 H24.4.2 （A重油）売買単価契約 111円/L 111円/L ㈲辻川石油店 需用費 指名競争入札

（税別） 代表取締役　足達　博子 （５者）

建設部 壱岐管内ダム管理設備
福岡県福岡市中央
区長浜１－１-３５

3 壱岐振興局 建設課 H24.5.23 H24.5.23 保守点検業務委託 6,400,000 6,720,000
沖ｳｨﾝﾃｯｸ㈱　九州
支店 委託料 指名競争入札

（勝本・永田・男女岳ﾀﾞﾑ） 支店長　三浦　淳 （７者）

建設部 壱岐地区河川砂防情報
長崎市飽の浦町1
番1号

4 壱岐振興局 建設課 H24.5.30 H24.6.5 システム維持管理業務委託 3,330,000 3,496,500
株式会社　MHIｺﾝﾄ
ﾛｰﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 委託料 指名競争入札

（保守点検）
代表取締役常務長崎事
業部長　山本　博文 （７者）

建設部 基礎調査（区域設定）
松浦市志佐町里免
2000-14

5 壱岐振興局 建設課 H24.7.10 H24.7.13 業務委託（その１） 15,000,000 15,750,000
（株）　大信技術開
発 委託料 指名競争入札

代表取締役　中島
政則 （10者）

建設部 基礎調査（区域設定）
長崎市宝町１２－
３

6 壱岐振興局 建設課 H24.7.10 H24.7.13 業務委託（その２） 30,000,000 31,500,000
（有）　吉川土木コ
ンサルタント 委託料 指名競争入札

代表取締役　吉川
國夫 （10者）

節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称番号



平成２４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： 壱岐振興局 H24.12.31 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）
節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称番号

建設部
壱岐市芦辺町芦辺
浦85-3

7 壱岐振興局 建設課 H24.8.8 H24.8.10 ㈱壱岐測量設計 委託料 指名競争入札

代表取締役　殿川
卓

（５者）

農林水産部
壱岐市石田町池田
仲触1489

8 壱岐振興局 農林整備課 H24.10.24 H24.10.30 眞弓商事㈲ 委託料 一般競争入札

代表取締役　眞弓
倉夫 （２者）

建設部
壱岐市郷ノ浦町東
触１６０７

9 壱岐振興局 管理･用地課 H24.10.24 H24.10.30 ㈲藤尾 委託料 一般競争入札

代表取締役　藤尾
秀孝 （２者）

4,357,500

3,300,000 3,465,000

一般国道３８２号他
道路台帳補正委託
（単価契約）

道路改良・安全
　　　　　151円/ｍ
橋梁　　175円/ｍ
防災　　114円/ｍ
舗装　　　37円/ｍ
現地調査
　　　　　229円/ｍ
施設台帳作成
現地調査含まない
　　　　237円/施設
現地調査含む
　　　　475円/施設

道路改良・安全
　　　　　151円/ｍ
橋梁　　175円/ｍ
防災　　114円/ｍ
舗装　　　37円/ｍ
現地調査
　　　　　229円/ｍ
施設台帳作成
現地調査含まない
　　　　237円/施設
現地調査含む
　　　　475円/施設
（税別）

壱岐地区漁港・建
設海岸漂着物清掃
業務委託

壱岐地区農地海岸
漂着物清掃業務委
託

4,150,000



平成２４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： 壱岐振興局 H24.12.31 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）
節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称番号

10 壱岐振興局
建設部

管理･用地課 H24.10.3 H24.10.3
平成24年度登記業
務委託（単価契約・
壱岐振興局）

長崎市五島町8-7

社団法人長崎県公
共嘱託登記土地家
屋調査士協会

理事長　柴田　盛
義

委託料

一般競争入
札　（1者）

（前年度随意
契約から移
行）

資料調査
　公簿類　680円/筆個
　地図類　680円/筆
　図面類　1,550円/筆個
　疎明書面　3,200円/件
事前調査　27,320円/件
筆界確認
　多角測量　16,030円/点
　復元測量　10,240円/点
　画地調整　18,690円/区画
　上記加算　12,430円/区画毎
民有地境界
　立会・確認　6,270円/点
　測距・探索　8,440円/点
　特殊作業　10,610円/点
公共用地境界
　Ａランク　13,620円/点
　Ｂランク　46,150円/点
　Ｃランク　56,500円/点
面積測量（地積）
　100㎡以下　35,950円
　200㎡以下　45,470円
　300㎡以下　52,900円
　400㎡以下　59,080円
　600㎡以下　69,550円
　800㎡以下　78,380円
　1000㎡以下　86,010円
　2000㎡以下　116,430円
　3000㎡以下　139,720円
　4000㎡以下　159,330円
　5000㎡以下　176,650円
　5000㎡を超えて1000㎡当たり13,410
円
境界標設置
　境界点測設　8,510円/点
　境界標埋設　9,570円/点
　引照点測量　11,640円/点
嘱託手続業務
　表題基本額　15,970円/筆
　上記加算額　9,230円/1筆増す毎に
　分筆基本額（2筆まで）　16,630円
　上記加算額　3,550円/1筆増す毎に
　地積の変更・更正基本額　14,440円/
筆
　上記加算額　7,720円/1筆増す毎に
　合筆基本額（2筆まで）　7,950円
　上記加算額　860円/1筆増す毎に
　地目変更基本額　7,950円/筆
　上記加算額　860円/1筆増す毎に
　滅失基本額　7,950円/筆
　上記加算額　860円/1筆増す毎に
　所有者更正基本額　7,950円/筆
　上記加算額　860円/1筆増す毎に
　所有者表示変更・更正基本額　7,950
円/筆
　上記加算額　860円/1筆増す毎に

資料調査
　公簿類　680円/筆個
　地図類　680円/筆
　図面類　1,550円/筆個
　疎明書面　3,200円/件
事前調査　27,320円/件
筆界確認
　多角測量　16,030円/点
　復元測量　10,240円/点
　画地調整　18,690円/区画
　上記加算　12,430円/区画毎
民有地境界
　立会・確認　6,270円/点
　測距・探索　8,440円/点
　特殊作業　10,610円/点
公共用地境界
　Ａランク　13,620円/点
　Ｂランク　46,150円/点
　Ｃランク　56,500円/点
面積測量（地積）
　100㎡以下　35,950円
　200㎡以下　45,470円
　300㎡以下　52,900円
　400㎡以下　59,080円
　600㎡以下　69,550円
　800㎡以下　78,380円
　1000㎡以下　86,010円
　2000㎡以下　116,430円
　3000㎡以下　139,720円
　4000㎡以下　159,330円
　5000㎡以下　176,650円
　5000㎡を超えて1000㎡当たり13,410
円
境界標設置
　境界点測設　8,510円/点
　境界標埋設　9,570円/点
　引照点測量　11,640円/点
嘱託手続業務
　表題基本額　15,970円/筆
　上記加算額　9,230円/1筆増す毎に
　分筆基本額（2筆まで）　16,630円
　上記加算額　3,550円/1筆増す毎に
　地積の変更・更正基本額　14,440円/
筆
　上記加算額　7,720円/1筆増す毎に
　合筆基本額（2筆まで）　7,950円
　上記加算額　860円/1筆増す毎に
　地目変更基本額　7,950円/筆
　上記加算額　860円/1筆増す毎に
　滅失基本額　7,950円/筆
　上記加算額　860円/1筆増す毎に
　所有者更正基本額　7,950円/筆
　上記加算額　860円/1筆増す毎に
　所有者表示変更・更正基本額　7,950
円/筆
　上記加算額　860円/1筆増す毎に



平成２４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： 壱岐振興局 H24.12.31 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）
節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称番号

（続き）
10

壱岐振興局
建設部

管理･用地課 H24.10.3 H24.10.3
平成24年度登記業
務委託（単価契約・
壱岐振興局）

書類の作成
　文案を要するもの　3,510円/通
　文案を要しないもの　1,730円/通
　騰抄本交付手続・受領　960円/通
　原本の複製　880円/通
境界標打設等
　金属鋲　880円/箇所
　金属プレート　1,230円/箇所
　真鋳基準鋲　(砲金）　2,000円/箇所
　プラスチック杭（4.5㎝角）　1,580円/箇
所
　プラスチック杭（7.0㎝角）　1,680円/箇
所
現況平面図測量・製図　82,400円/枚

書類の作成
　文案を要するもの　3,510円/通
　文案を要しないもの　1,730円/通
　騰抄本交付手続・受領　960円/通
　原本の複製　880円/通
境界標打設等
　金属鋲　880円/箇所
　金属プレート　1,230円/箇所
　真鋳基準鋲　(砲金）　2,000円/箇所
　プラスチック杭（4.5㎝角）　1,580円/箇
所
　プラスチック杭（7.0㎝角）　1,680円/箇
所
現況平面図測量・製図　82,400円/枚

（税別）

長崎市五島町8-7

社団法人長崎県公
共嘱託登記土地家
屋調査士協会

理事長　柴田　盛
義

委託料

一般競争入
札　（１者）

（前年度随意
契約から移
行）

建設部
壱岐市石田町池田
仲触1489

11 壱岐振興局 管理･用地課 H24.12.12 H24.12.14 眞弓商事㈲ 委託料 一般競争入札

代表取締役　眞弓
倉夫 （２者）

芦辺漁港漂着物清
掃業務委託

2,450,000 2,572,500


