
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： 水産部 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

（地方機関） （円） （円） （住所・氏名） （入札業者数）

佐世保市矢峰町90-4

1 水産部 資源管理課 H24.5.7 H24.5.16 1,040,000 1,092,000 (株)産研九州 委託料 指名競争入札

代表取締役　井手誠次 （５者）

佐世保市小佐々町矢岳168番地

2 水産部 資源管理課 H24.5.11 H24.5.18 12,400,000 13,020,000 (株)長崎県漁業公社 需用費 一般競争入札

代表取締役社長　田中桂之助 （１者）

東国東郡姫島村2112番地の30

3 水産部 資源管理課 H24.5.11 H24.5.18 16,640,000 17,472,000 姫島車エビ養殖(株) 需用費 一般競争入札

代表取締役社長　松原幸一 （１者）

長崎市伊良林1丁目2番31号

4 水産部 資源管理課 H24.5.21 H24.5.25 2,180,000 2,289,000 (株)西村商会 委託料 一般競争入札

代表取締役　西村喬 （２者）

長崎市出来大工町36番地

5 水産部 資源管理課 H24.5.22 H24.5.28 7,448,000 7,820,400 扇精光(株) 一般競争入札

代表取締役　扇健二 （１者）

長崎市高島町2706番地

6 水産部 資源管理課 H24.5.23 H24.5.30 5,500,000 5,775,000 (株)長崎高島水産センター 需用費 一般競争入札

代表取締役　多良敏男 （１者）

番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

平成24年度底質分析
及び底生生物同定業
務

平成24年度有明海
漁業振興技術開発
事業にかかるホシガレ
イ中間育成用種苗購
入

平成24年度有明海
漁業振興技術開発
事業にかかるクルマエ
ビ放流用種苗購入

平成24年度有害赤潮
等総合対策事業に係
る橘湾の連続観測機
器保守点検業務

使用料及
び賃借料

平成24～28年度漁獲
管理情報処理システ
ム機器賃貸借及び保
守契約

平成24年度有明海
漁業振興技術開発
事業にかかるオニオコ
ゼ放流用種苗購入



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： 水産部 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

（地方機関） （円） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

佐世保市小佐々町矢岳168番地

7 水産部 資源管理課 H24.5.23 H24.5.30 6,240,000 6,552,000 (株)長崎県漁業公社 需用費 一般競争入札

代表取締役社長　田中桂之助 （２者）

佐世保市小佐々町矢岳168番地

8 水産部 資源管理課 H24.5.23 H24.5.30 4,200,000 4,410,000 (株)長崎県漁業公社 需用費 一般競争入札

代表取締役社長　田中桂之助 （１者）

長崎市伊良林1丁目2番31号

9 水産部 資源管理課 H24.5.30 H24.5.31 4,350,000 4,567,500 (株)西村商会 委託料 一般競争入札

代表取締役　西村喬 （２者）

西彼杵郡長与町高田郷3640番地3

10 水産部 資源管理課 H24.6.13 H24.6.14 1,941,600 2,038,680 （社）長崎県食品衛生協会 委託料 指名競争入札

会長　山口弘勝 （５者）

佐世保市矢峰町90番地4

11 水産部 資源管理課 H24.6.20 H24.6.20 9,500,000 9,975,000 （株）産研九州 委託料 指名競争入札

代表取締役　井手誠次 （１０者）

佐世保市小佐々町矢岳168番地

12 水産部 資源管理課 H24.6.21 H24.6.22 8,900,000 9,345,000 （株）長崎県漁業公社 需用費 一般競争入札

代表取締役社長　田中桂之助 （１者）

平成24年度有明海
漁業振興技術開発
事業に係るガザミ放流
用種苗購入

平成24年度有明海特
産魚介類生息環境調
査に係る小長井地区
漁場環境把握調査業
務

平成24年度有明海特
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

平成24年度有明海特
産魚介類生息環境調
査に係る貧酸素改善
効果調査業務

平成24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

平成24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



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： 水産部 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

（地方機関） （円） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

13 水産部 資源管理課 H24.8.7 H24.8.8 8,200,000 8,610,000 （社）長崎県食品衛生協会 委託料 指名競争入札

会長　山口弘勝 （７者）

福岡市中央区長浜1丁目3番4号

14 水産部 資源管理課 H24.8.10 H24.8.16 5,300,000 5,565,000 (株)東京久栄　福岡支店 委託料 一般競争入札

常務取締役支店長　宮武良幸 （１者）

長崎市興善町2-24

15 水産部 資源管理課 H24.8.28 H24.9.3 2,350,000 2,467,500 (株)パスコ長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　大本和司 （１者）

長崎市高島町2706番地

16 水産部 資源管理課 H24.9.25 H24.10.2 7,540,000 7,917,000 (株)長崎高島水産センター 需用費 一般競争入札

代表取締役　多良敏男 （２者）

1検体あたり 1検体あたり 流山市東深井105番地

17 水産部 資源管理課H24.10.11 H24.10.17 950 998 (株)バイオマトリックス研究所 委託料 一般競争入札

代表取締役　松永俊介 （２者）

1検体あたり 1検体あたり 広島市東区二葉の里1丁目2番7号

18 水産部 資源管理課H24.10.11 H24.10.17 1,450 1,523 (株)日本総合科学広島支所 委託料 一般競争入札

所長　井上稔 （１者）

平成24年度有明海漁
業振興技術開発事業
に係るヒラメ放流用種
苗購入

平成24年度有明海特
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

長崎県栽培漁業セン
ター海水取水管清掃
業務委託

漁業権管理システム
データ入力業務

クルマエビのＤＮＡ抽
出及びミトコンドリアＤ
ＮＡ分析業務委託

クルマエビのマイクロ
サテライトＤＮＡ分析業
務委託



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： 水産部 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

（地方機関） （円） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

1検体あたり 1検体あたり 流山市東深井105番地

19 水産部 資源管理課H24.10.11 H24.10.17 1,100 1,155 (株)バイオマトリックス研究所 委託料 一般競争入札

代表取締役　松永俊介 （２者）

1検体あたり 1検体あたり 広島市東区二葉の里1丁目2番7号

20 水産部 資源管理課H24.10.11 H24.10.17 2,500 2,625 (株)日本総合科学広島支所 委託料 一般競争入札

所長　井上稔 （１者）

長崎市田中町６０３－３

21 水産部 資源管理課 H25.1.22 H25.1.23 6,380,000 6,699,000 (株)環境衛生科学研究所 委託料 指名競争入札

（７者）

島原市湊町５－２

22 水産部 漁業取締室 H24.5.2 H24.5.2 8,000,000 8,400,000 島原ドック協業組合 需用費 指名競争入札

代表理事　中村　光伸 （５者）

長崎市土井の首町５０９－１３

23 水産部 漁業取締室 H24.5.18 H24.5.18 8,400,000 8,820,000 （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 H24.6.8 H24.6.8 13,600,000 14,280,000 長崎造船（株） 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　堀田　好洋 （５者）

２４取締船修理第３号
漁業取締船かいりゅう
一般修理工事

２４取締船修理第１号
漁業取締船おおとり一
般修理工事

２４取締船修理第２号
漁業取締船かいおう一
般修理工事

平成24年度有明海特産魚
介類生息環境調査に係る
島原有明地区漁場環境改
善効果把握調査業務

ガザミのＤＮＡ抽出及
びミトコンドリアＤＮＡ分
析業務委託

ガザミのマイクロサテ
ライトＤＮＡ分析業務委
託



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： 水産部 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

（地方機関） （円） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

島原市湊町５－２

25 水産部 漁業取締室 H24.8.24 H24.8.24 7,860,000 8,253,000 島原ドック協業組合 需用費 指名競争入札

代表理事　中村　光伸 （５者）

長崎市浪の平町４－２

26 水産部 漁業取締室 H24.9.14 H24.9.14 13,350,000 14,017,500 長崎造船（株） 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　堀田好洋 （１０者）

長崎市土井の首町５０９－１３

27 水産部 漁業取締室 H24.10.1 H24.10.3 102,000,000 107,100,000 （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 （６者）

島原市湊町５番地２

28 水産部 漁業取締室H24.11.22 H24.11.22 10,800,000 11,340,000 島原ドック協業組合 需用費 指名競争入札

代表理事　中村　光伸 （６者）

長崎市浪の平町4-18

29 水産部 漁業取締室H24.12.27 H24.12.27 5,200,000 5,460,000 新長ドック（株） 需用費 指名競争入札

代表取締役　中村　ミズヱ （６者）

長崎市戸町4-11-11

30 水産部 漁業取締室 H25.1.18 H25.1.24 105,800,000 111,090,000 ㈱井筒造船所 需用費 指名競争入札

代表取締役　井筒　龍介 （６者）

長崎市御船蔵町2番3号

31 水産部 水産振興課 H24.3.27 H24.4.2 1,747,200 1,834,560 （一財）九州電気保安協会 委託料 一般競争入札

長崎支部長　幸山龍彦 （２者）

自家用電気工作物の
保安管理業務委託

２４取締船修理第４号
漁業取締船はやぶさ
一般修理工事

２４取締船修理第７号
漁業取締船かいおう定
期検査修理工事

２４取締船修理第５号
漁業取締船おおとり一
般修理工事

24取締船修理第11号
漁業取締船はやぶさ定
期検査修理工事

２４取締船修理第８号
漁業取締船かいりゅう一
般修理工事

24取締船修理第10号
漁業取締船ながさき一般
修理工事



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： 水産部 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

（地方機関） （円） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市高島町2708番地

32 水産部 水産振興課 H24.5.17 H24.5.18 2,300,000 2,415,000 ㈱長崎高島水産ｾﾝﾀｰ 委託料 一般競争入札

代表取締役 多良敏男 （１者）

佐世保市小佐々町矢岳168番地

33 水産部 水産振興課 H24.5.17 H24.5.18 3,150,000 3,307,500 ㈱長崎県漁業公社 委託料 一般競争入札

代表取締役社長 田中桂之助 （１者）

長崎市鳴滝2-7-18

34 水産部 水産振興課 H24.6.11 H24.6.12 1,238,095 1,299,999 金子産業（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役 笹生勝則 （１者）

対馬市美津島町尾崎783番地2号

35 水産部 水産振興課 H24.7.17 H24.7.18 2,500,000 2,625,000 （株）みつしま水産 委託料 一般競争入札

代表取締役社長 吉田孝幸 （１者）

長崎市鳴滝2-7-18

36 水産部 水産振興課 H24.7.17 H24.7.18 3,600,000 3,780,000 金子産業（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役 笹生勝則 （１者）

長崎県地方卸売市場 長崎市興善町2-24

37 水産部 水産振興課 H24.9.13 H24.9.18 長崎魚市場消防用設備 315,000 330,750 (株）ふよう長崎 委託料 一般競争入札

等保守点検業務委託 代表取締役　田口克己 （5者）

長崎市五島町５番４８号船品ビル２Ｆ

38 水産部 H25.1.28 H25.2.1 544,500 571,725 ㈱ﾏﾙｸｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 委託料 一般競争入札

代表取締役　楠田壽幸 （３者）

平成24年度高付加価
値養殖技術開発事業
にかかるクエ種苗生産
業務（30万粒）

平成24年度高付加価
値養殖技術開発事業
にかかるクエ種苗生産
業務（50万粒）

水産加工・
流通室

水産物流通実態調
査集計業務委託

平成24年度高付加価
値養殖技術開発事業
にかかるクロマグロ中
間育成試験業務
（60mm）

平成24年度高付加価
値養殖技術開発事業
にかかるクロマグロ中
間育成試験業務
（150mm）

平成24年度高付加価
値養殖技術開発事業
にかかるクロマグロ種
苗生産業務（50万粒）



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： 水産部 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

（地方機関） （円） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
番号 節 区 分所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

Ａ重油 @79円/ℓ Ａ重油 @79円/ℓ 長崎市鳴滝2-7-18

39 水産部 漁政課 H24.4.5 H24.4.5 漁業調査船用燃料 免税軽油 @81円/ℓ 免税軽油 @81円/ℓ 金子産業(株) 需用費 一般競争入札

（総合水産試験場） （単価契約） （税別） （税別） 代表取締役　高月　守 （３者）

ﾓﾉｸﾛ＠3.68円/枚 ﾓﾉｸﾛ＠3.68円/枚 西彼杵郡時津町浜田郷1459-13

40 水産部 漁政課 H24.5.25 H24.5.31 複写サービス契約 ｶﾗｰ＠8.83円/枚 ｶﾗｰ＠8.83円/枚 (株)ヨシオカ 需用費 一般競争入札

（総合水産試験場） （単価契約） （税別） （税別） 代表取締役　吉岡　勝 （４者）

プリンタ賃貸借 長崎市出来大工町36 使用料及

41 水産部 漁政課 H24.8.3 H24.8.9 及び保守契約 1,920,000 2,016,000 扇精光(株) び賃借料 一般競争入札

（総合水産試験場） 代表取締役社長　扇　健二 （１者）

漁業調査船「鶴丸」 島原市湊町5-2

42 水産部 漁政課 H24.8.10 H24.8.16 中間検査及び補修工事 19,300,000 20,265,000 島原ドック協業組合 需用費 一般競争入札

（総合水産試験場） 代表理事　中村　光伸 （４者）

漁業調査船「ゆめとび」 佐世保市相浦町1755

43 水産部 漁政課 H24.9.6 H24.9.12 船底掃除及び一般修繕 1,780,000 1,869,000 (有)中里造船所 需用費 指名競争入札

（総合水産試験場） 代表取締役　中里　俊彦 （５者）

隔離実験棟冷凍庫 長崎市京泊3-13-17

44 水産部 漁政課 H24.11.15 H24.11.15 機器システム修繕 440,000 462,000 (有)城岩冷凍 需用費 指名競争入札

（総合水産試験場） 代表取締役　城岩　安文 （５者）

隔離実験棟横水槽 西彼杵郡時津町日並郷2175

45 水産部 漁政課 H24.11.15 H24.11.19 床補修工事 1,050,000 1,102,500 (有)田添建設 需用費 指名競争入札

（総合水産試験場） 代表取締役　田添　則昭 （４者）
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長崎市上町4-3

46 水産部 漁政課 H25.1.8 H25.1.8 消防設備改修工事 4,580,000 4,809,000 崎陽電気(有) 需用費 指名競争入札

（総合水産試験場） 取締役　猿渡　信行 （３者）

海水取水管点検・ 福岡県福岡市中央区長浜1-3-4

47 水産部 漁政課 H25.1.22 H25.1.25 清掃業務委託 3,160,000 3,318,000 (株)東京久栄福岡支店 委託料 一般競争入札

（総合水産試験場） 理事支店長　田中　亮三 （１者）

種苗量産棟天井換気扇 長崎市若竹町1-9

48 水産部 漁政課 H25.1.22 H25.1.25 廻り補修工事（その２） 1,830,000 1,921,500 (有)うら建装 需用費 指名競争入札

（総合水産試験場） 代表取締役　浦　一美 （５者）

総合水産試験場 長崎市三原2-31-69

49 水産部 漁政課 H25.2.20 H25.2.26 電話設備改修工事 4,358,000 4,575,900 品川通信建設(株) 工事請負費 指名競争入札

（総合水産試験場） 代表取締役　品川　廣紀 （３者）

漁業調査船「鶴丸」 長崎市浪の平町4-18

50 水産部 漁政課 H25.2.25 H25.3.1 一般修繕及び船底掃除 2,250,000 2,362,500 新長ドック(株) 需用費 指名競争入札

（総合水産試験場） 代表取締役　中村　ミズヱ （６者）

漁業調査船「ゆめとび」 佐世保市相浦町1755

51 水産部 漁政課 H25.2.25 H25.3.1 船底掃除及び一般修繕 2,440,000 2,562,000 (有)中里造船所 需用費 指名競争入札

（総合水産試験場） 代表取締役　中里　俊彦 （７者）

種苗量産棟 長崎市滑石5-5-56

52 水産部 漁政課 H25.2.28 H25.3.5 コンクリート水槽補修 2,880,000 3,024,000 (株)大成産業 需用費 指名競争入札

（総合水産試験場） 代表取締役　山田　宏義 （６者）


