
部局名： 島原振興局 H25.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（円） （円）

1 島原振興局 管理部 H24.4.2 H24.4.2 需用費 指名競争入札

総務課 ㈲事務機の島原エビス （1者）

代表取締役　大矢保考

前年度随意契約から移行

（地方機関）
入 札 日契 約 日

平成２４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
（入札業者数）

契 約 の 名 称 節 区 分
（住所・氏名）

島原市新湊
　　　2丁目丙1713-23

・Ａ２　　　　　 36円
・Ａ１　　　　　 61円
・Ａ０　　　 　129円
・Ａ０Ａ１　 　169円
・２Ａ０　　　 258円
・２Ａ０Ａ１ 　319円
折り方
・Ａ１　　　　　 10円
・Ａ０　　　　　 30円
ＰＰＣコピー
・Ａ２　　　 　 170円
・Ａ１　　　 　 370円
・Ａ０　　　 　 740円
・Ａ０Ａ２ 　 　890円
・Ａ０Ａ１ 　　 980円
・２Ａ０　　  1380円
シャットフィルム
・Ａ１　　　  1800円
・Ａ０　　　  3600円
・Ａ０Ａ２　  4500円
・Ａ０Ａ１　  5400円
カラーコピー
・Ａ２　　 　 1900円
・Ａ１　　 　 3900円
・Ａ０　　 　 7900円
カラーコピー縮小
・Ａ１-Ａ３  2500円
・Ａ０-Ａ３  5000円
ＰＰＣ縮小
・Ａ１-Ａ３  　500円
・Ａ０-Ａ３  　900円
ＰＰＣ縮小(シャット)
・Ａ０-Ａ３  1100円
カラーデータ出力
・Ａ１　　　  1700円
・Ａ０　　　  3500円
・Ａ０Ａ２　  4200円
・Ａ０Ａ１　  5200円
モノクロデータ出力
・Ａ１　　　 　 450円
・Ａ０　　　 　 850円
・Ａ０Ａ２　  1250円
・Ａ０Ａ１ 　 1450円
・２Ａ０　　  1650円
・２Ａ０Ａ１  1850円
(税別）

・Ａ２　　　　　 36円
・Ａ１　　　　　 61円
・Ａ０　　　 　129円
・Ａ０Ａ１　 　169円
・２Ａ０　　　 258円
・２Ａ０Ａ１ 　319円
折り方
・Ａ１　　　　　 10円
・Ａ０　　　　　 30円
ＰＰＣコピー
・Ａ２　　　 　 170円
・Ａ１　　　 　 370円
・Ａ０　　　 　 740円
・Ａ０Ａ２ 　 　890円
・Ａ０Ａ１ 　　 980円
・２Ａ０　　  1380円
シャットフィルム
・Ａ１　　　  1800円
・Ａ０　　　  3600円
・Ａ０Ａ２　  4500円
・Ａ０Ａ１　  5400円
カラーコピー
・Ａ２　　 　 1900円
・Ａ１　　 　 3900円
・Ａ０　　 　 7900円
カラーコピー縮小
・Ａ１-Ａ３  2500円
・Ａ０-Ａ３  5000円
ＰＰＣ縮小
・Ａ１-Ａ３  　500円
・Ａ０-Ａ３  　900円
ＰＰＣ縮小(シャット)
・Ａ０-Ａ３  1100円
カラーデータ出力
・Ａ１　　　  1700円
・Ａ０　　　  3500円
・Ａ０Ａ２　  4200円
・Ａ０Ａ１　  5200円
モノクロデータ出力
・Ａ１　　　 　 450円
・Ａ０　　　 　 850円
・Ａ０Ａ２　  1250円
・Ａ０Ａ１ 　 1450円
・２Ａ０　　  1650円
・２Ａ０Ａ１  1850円
(税別）

平成24年度　青写
真等焼付単価契約



部局名： 島原振興局 H25.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（円） （円）
（地方機関）

入 札 日契 約 日

平成２４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
（入札業者数）

契 約 の 名 称 節 区 分
（住所・氏名）

長崎市城栄町5-3

2 島原振興局 H24.3.27 H24.4.2 995,000 1,044,750 ㈱長南 委託料 一般競争入札

代表取締役　折田文雄 （2者）

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ 島原市新馬場町850-2 指名競争入札

3 島原振興局 H24.4.2 H24.4.2 ＠159 ＠159 ㈲大石商会 需用費 （4者）

軽油   ＠140 軽油   ＠140 代表取締役　大石正幸

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ 島原市下川尻町69 指名競争入札

4 島原振興局 H24.4.2 H24.4.2 ＠159 ＠159 アポロ興産㈱ 需用費 （2者）

代表取締役　馬渡清光

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ

＠154 ＠154 島原市有明町湯江甲142 指名競争入札

5 島原振興局 H24.4.2 H24.4.2 A重油   　　  ＠96 A重油   　　  ＠96 ㈲まるいしシェル 需用費 （3者）

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 代表取締役　石見　敏

＠382 ＠382

諫早市津久葉町6-41 指名競争入札

6 島原振興局 H24.4.12 H24.4.16 3,300,000 3,465,000 アメック㈱ 委託料 （8者）

　代表取締役　増山嘉文

建設部
管理課

総合庁舎及び分庁
舎清掃業務委託

平成24年度　燃料
単価契約（県南家
畜保健衛生所）

管理部
総務課

平成24年度　燃料
単価契約（局・保健
所）

平成24年度　燃料
単価契約（西八幡
町分庁舎）

管理部
総務課

管理部
総務課

島原港外港地区一
般送迎用駐車場管
理業務委託

管理部
総務課



部局名： 島原振興局 H25.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（円） （円）
（地方機関）

入 札 日契 約 日

平成２４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
（入札業者数）

契 約 の 名 称 節 区 分
（住所・氏名）

島原市大下町丙1173-1 指名競争入札

7 島原振興局 H24.6.14 H24.6.20 ㈱島原九州教具 需用費 （3者）

　代表取締役　村瀬英治

島原市新山2-9002 指名競争入札

8 島原振興局 H24.8.23 H24.8.29 ㈱上田測量設計 委託料 （5者）

　代表取締役　上田幸成

道路改良･安全施設
          @212円/m
橋梁    @246円/m
防災    @158円/m
舗装　  @  49円/m
現地調査費
　　　　　@323円/m
施設台帳作成
          @334円/施設
施設台帳作成
(現地調査含む)
          @674円/施設

道路改良･安全施設
          @212円/m
橋梁    @246円/m
防災    @158円/m
舗装　  @  49円/m
現地調査費
　　　　　@323円/m
施設台帳作成
          @334円/施設
施設台帳作成
(現地調査含む)
          @674円/施設

・用地管理課前
　ｶﾗｰ　@5.36/枚
　ﾓﾉｸﾛ @1.67/枚
・県南家保
　ｶﾗｰ　@9.90/枚
　ﾓﾉｸﾛ @3.05/枚
・林務課
　ﾓﾉｸﾛ @2.98/枚
・県南水試
　ﾓﾉｸﾛ @3.74/枚
・総務課(経理)
　ﾓﾉｸﾛ @3.98/枚

・用地管理課前
　ｶﾗｰ　@5.36/枚
　ﾓﾉｸﾛ @1.67/枚
・県南家保
　ｶﾗｰ　@9.90/枚
　ﾓﾉｸﾛ @3.05/枚
・林務課
　ﾓﾉｸﾛ @2.98/枚
・県南水試
　ﾓﾉｸﾛ @3.74/枚
・総務課(経理)
　ﾓﾉｸﾛ @3.98/枚

管理部
総務課

建設部

道路都市
計画課

道路台帳補正業務
委託単価契約

複写サービス単価
契約



部局名： 島原振興局 H25.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（円） （円）
（地方機関）

入 札 日契 約 日

平成２４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
（入札業者数）

契 約 の 名 称 節 区 分
（住所・氏名）

長崎市五島町8-7 一般競争入札

9 島原振興局 H24.9.11 H24.9.14
社団法人 長崎県公共嘱託
登記土地家屋調査士協会 委託料 （1者）

　理事長　柴田盛義 前年度随意契約から移行

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
  謄抄本交付手続・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）　2,100円/箇所
  プラスチック杭（4.5cm角）　1,580円/箇所
  プラスチック杭（7.0cm角）　1,680円/箇所
  現況平面図測量・製図 82,400円/枚

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

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
  謄抄本交付手続・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）　2,100円/箇所
  プラスチック杭（4.5cm角）　1,580円/箇所
  プラスチック杭（7.0cm角）　1,680円/箇所
  現況平面図測量・製図 82,400円/枚

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

建設部
用地課

平成２４年度
登記業務委託
（単価契約・島原振
興局）



部局名： 島原振興局 H25.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（円） （円）
（地方機関）

入 札 日契 約 日

平成２４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
（入札業者数）

契 約 の 名 称 節 区 分
（住所・氏名）

雲仙市小浜町南木指2912-1

10 島原振興局 H24.10.11 H24.10.16 6,050,000 6,352,500 雲仙森林組合 委託料 指名競争入札

代表理事組合長　奥村慎太郎 （5者）

雲仙市小浜町南木指2912-1

11 島原振興局 H24.10.23 H24.10.29 3,178,000 3,336,900 雲仙森林組合 委託料 指名競争入札

代表理事組合長　奥村慎太郎 （7者）

長崎市宝町12-3

12 島原振興局 H24.11.15 H24.11.21 4,850,000 5,092,500 ㈲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 （7者）

島原市上の原3-6616-8

13 島原振興局 H24.11.15 H24.11.26 3,250,000 3,412,500 ㈱第一電設 需用費 指名競争入札

　代表取締役　梅崎寛智 （5者）

福岡市博多区千代2-2-43

14 島原振興局 H24.12.4 H24.12.5 9,900,000 10,395,000 ㈱ケイシン 需用費 一般競争入札

　代表取締役　秋吉健治 （2者）

県営林間伐素材生
産販売事業委託
（尾ノ上工区）

農林水産部
林務課

県営林間伐素材生
産販売事業委託
（富津工区）

建設部
管理課

島原外港一般送迎
用駐車場（第2駐車
場）料金精算ｼｽﾃﾑ
機器修繕工事

建設部
管理課

多比良港第２可動
橋キュービクル式
高圧受電設備修繕
工事

建設部
河港課

島原振興局管内砂
防関係施設定期点
検業務委託

農林水産部
林務課


