
部局名： 環境部 H26.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)

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）

長崎市田中町603-3

1 環境部 環境政策課 H25.4.3 H25.4.9 3,230,000 3,391,500 （株）環境衛生科学研究所 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　新宮　一広 （４者）

佐世保市三川内新町２６番１

2 環境部 環境政策課 H25.4.3 H25.4.9 990,000 1,039,500 西部環境調査（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　優親 （１者）

西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３

3 環境部 環境政策課 H25.4.3 H25.4.8 2,290,000 2,404,500 公益社団法人長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　山口　弘勝 （４者）

長崎市出島町１－４３

4 環境部 環境政策課 H25.4.3 H25.4.5 18,500,000 19,425,000 株式会社太平環境科学センター長崎試験所 委託料 一般競争入札

所長　木下　淳也 （５者）

環境政策課 大村市東三城町６－１

5 環境部 （環境保健研究センター） H25.4.2 H25.4.4 庁舎清掃業務委託 1,420,000 1,491,000 （株）シンコー 委託料 指名競争入札

代表取締役　　　田代　スミ子 （５者）

西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３

6 環境部 水環境対策課 H25.4.15 H25.4.17 4,000,000 4,200,000 公益社団法人　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）

諫早市貝津町２９６２－１

7 環境部 廃棄物対策課 H25.4.1 H25.4.5 9,380,000 9,849,000 橋口環境設計㈱ 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　橋口　龍治 （1者）

佐世保市白岳町１６６－１

8 環境部 廃棄物対策課 H25.4.26 H25.4.26 2,480,000 2,604,000 ㈱微研テクノス 委託料 一般競争入札

代表取締役　河口　基興 （4者）

産業廃棄物最終処分場支障除去
対策工事（工事監督支援業務委
託）

平成２５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 日契 約 日契 約 の 名 称 節 区 分

平成２５年度国設酸性雨測定所オ
ゾン計保守点検業務委託

平成２５年度長崎県水質監視調査
業務委託

平成２５年度国設酸性雨調査業務
委託

平成２５年度国設酸性雨測定所保
守管理運営委託業務

長崎県大村湾南部浄化センター
水質及び汚泥分析業務委託

産業廃棄物処理施設の硫化水素
等測定調査業務委託



部局名： 環境部 H26.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)

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）

平成２５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 日契 約 日契 約 の 名 称 節 区 分

雲仙市小浜町雲仙３２０

9 環境部 自然環境課 H25.4.1 H25.4.1 1,060,000 1,113,000 （一財）自然公園財団雲仙支部 委託料 一般競争入札

所長　中島　順一 （２者）

西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３

10 環境部 環境政策課 H25.4.26 H25.5.1 4,080,000 4,284,000 公益社団法人長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　山口　弘勝 （４者）

環境政策課 長崎市平和町２４－１４

11 環境部 （環境保健研究センター） H25.4.26 H25.5.1 ＤＮＡシーケンサ保守業務委託 1,100,000 1,155,000 （株）テクノ・スズタ 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　　　徳永　道義 （１者）

佐世保市白岳町１６６番地１

12 環境部 水環境対策課 H25.5.29 H25.5.31 965,000 1,013,250 （株）微研テクノス 委託料 指名競争入札

代表取締役　川口　基興 （５者）

佐世保市白岳町１６６番地１

13 環境部 環境政策課 H25.5.31 H25.6.5 12,000,000 12,600,000 （株）微研テクノス 委託料 一般競争入札

代表取締役　河口　基興 （４者）

長崎市川口町１０番２

14 環境部 水環境対策課 H25.6.21 H25.6.27 17,150,000 18,007,500 協和機電工業（株） 需用費 指名競争入札

代表取締役　坂井　秀之 （１０者）

西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３

15 環境部 廃棄物対策課 H25.6.14 H25.6.20 9,000,000 9,450,000 公益社団法人　長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　山口 弘勝 （5者）

対馬市厳原町国分1441

16 環境部 自然環境課 H25.3.26 H25.4.1 2,380,000 2,499,000 対馬観光物産協会 委託料 一般競争入札

会長　庄野　伸十郎 （１者）

環境政策課 千葉県千葉市稲毛区山王町２９５番地３

17 環境部 （環境保健研究センター） H25.7.5 H25.7.8 放射能分析確認調査業務委託 2,835,000 2,976,750 公益財団法人　日本分析センター 委託料 一般競争入札

放射能分析業務部長　　池内　嘉宏 （１者）

長崎県大村湾南部浄化センターポ
ンプ施設主ポンプ（NO.1)及び送風
機（NO.2)整備

産業廃棄物最終処分場に係る浸
透水、放流水等の水質検査業務
委託

平成２５年度対馬自然の森案内業
務委託

平成２５年度有害大気汚染物質調
査業務委託

長崎県大村湾南部浄化センター
臭気濃度測定業務委託

雲仙公園内公衆便所清掃業務委
託

平成２５年度ダイオキシン類調査
業務委託



部局名： 環境部 H26.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)

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）

平成２５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 日契 約 日契 約 の 名 称 節 区 分

長崎市宝栄町１番８号

18 環境部 水環境対策課 H25.7.5 H25.7.11 14,659,000 15,391,950 （株）日水コン長崎事務所 委託料 指名競争入札

事務所長　平川　正博 （１０者）

西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３

19 環境部 水環境対策課 H25.7.8 H25.7.12 2,790,000 2,929,500 公益社団法人　長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　山口 弘勝 （４者）

長崎市元船町１３番５号

20 環境部 水環境対策課 H25.7.24 H25.7.30 7,074,000 7,427,700 （株）建設技術研究所長崎事務所 委託料 指名競争入札

所長　沖森　基史 （７者）

長崎市浜口町４－９－４０１

21 環境部 環境政策課 H25.7.31 H25.8.5 5,300,000 5,565,000 （株）静環検査センター　長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　静間　正俊 （３者）

長崎市岩川町６番５号

22 環境部 廃棄物対策課 H25.8.23 H25.8.28 1,800,000 1,890,000 日本通運株式会社長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　都留 邦彦 （１者）

佐世保市白岳町１６６番地１

23 環境部 環境政策課 H25.8.19 H25.8.23 1,170,000 1,228,500 株式会社微研テクノス 委託料 一般競争入札

代表取締役　河口　基興 （５者）

長崎市中町4-23

24 環境部 自然環境課 H25.9.18 H25.9.19 3,190,000 3,349,500 パシフィックコンサルタンツ（株）長崎事務所 委託料 一般競争入札

所長　南靖彦 （３者）

環境政策課 長崎市万才町７－１

25 環境部 （環境保健研究センター） H25.9.25 H25.10.1 4,250,000 4,462,500 高砂熱学工業株式会社　長崎営業所 委託料 一般競争入札

（１者）

環境政策課 長崎市平和町２４－１４

26 環境部 （環境保健研究センター） H25.9.25 H25.10.1 710,000 745,500 株式会社テクノ・スズタ 委託料 一般競争入札

（１者）

平成２５年度島原半島内地下水調
査業務委託

長崎県生物多様性評価地図作成
業務委託

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物
収集・運搬業務委託

平成２５年度水道水源水質検査業
務委託

平成２５年度排出ガス等調査業務
委託

伊万里湾流域別下水道整備総合
計画策定業務委託

BSL3及び２病原体取扱実験施設
の特殊空調およびセキュリティシ
ステム保守業務委託

ガスクロマトグラフ質量分析装置
（バリアン社製）保守点検業務委
託

大村湾流域別下水道整備総合計
画策定業務委託



部局名： 環境部 H26.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)

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）

平成２５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 日契 約 日契 約 の 名 称 節 区 分

環境政策課 長崎市平和町２４－１４

27 環境部 （環境保健研究センター） H25.9.25 H25.10.1 887,000 931,350 株式会社テクノ・スズタ 委託料 一般競争入札

（１者）

環境政策課 長崎市大黒町９－２２

28 環境部 （環境保健研究センター） H25.9.25 H25.10.1 941,400 988,470 新川電機㈱　九州支社長崎オフィス 委託料 一般競争入札

（１者）

環境政策課 諫早市多良見町化屋１７８１－１

29 環境部 （環境保健研究センター） H25.9.25 H25.10.1 2,018,000 2,118,900 正晃株式会社長崎営業所 委託料 指名競争入札

（２者）

環境政策課 長崎市平和町２８－１１

30 環境部 （環境保健研究センター） H25.10.7 H25.10.11 704,000 739,200 株式会社イケダ科学長崎支店 委託料 一般競争入札

（１者）

長崎市西山2-22-18

31 環境部 自然環境課 H25.11.18 H25.11.26 630,000 661,500 （有）ステージサービス 委託料 一般競争入札

代表取締役　出口　誠一 （３者）

長崎市中町4-23

32 環境部 自然環境課 H25.11.22 H25.11.28 2,300,000 2,415,000 パシフィックコンサルタンツ（株）長崎事務所 委託料 一般競争入札

所長　南靖彦 （１者）

長崎市江戸町6-13

33 環境部 環境政策課 H25.12.17 H25.12.18 2,219,047 2,329,999 有限会社　アスピレーション 委託料 一般競争入札

代表取締役　彭暉 （２者）

環境政策課 長崎市平野町２３－９

34 環境部 （環境保健研究センター） H25.12.13 H25.12.17 1,330,000 1,396,500 株式会社富士医科精器　長崎支店 委託料 一般競争入札

専務取締役長崎支店長　越智　政明 （１者）

諫早市真崎町１７７０番

35 環境部 水環境対策課 H25.12.11 H25.12.13 1,100,000 1,155,000 研進工業株式会社 需用費 一般競争入札

代表取締役　八戸　泰道 （１者）

高速液体クロマトグラフ質量分析
装置（アジレント・テクノロジー株式
会社製）保守点検業務委託

高速液体クロマトグラフ質量分析
装置（株式会社AB Sciex社製）保
守点検業務委託

生物多様性フォーラム運営支援業
務委託

安全キャビネット保守業務委託

長崎県大村湾南部浄化センター
汚泥棟操作室空調機器修繕

平成25年度環境技術交流事業支
援業務委託

ガスクロマトグラフ質量分析装置
（株式会社島津製作所製）保守点
検業務委託

原子力防災資機材点検・校正業
務委託

長崎県生物多様性保全戦略見直
し支援業務委託



部局名： 環境部 H26.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)

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）

平成２５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 日契 約 日契 約 の 名 称 節 区 分

福岡市博多区冷泉町２－１

36 環境部 水環境対策課 H26.1.10 H26.1.16 3,200,000 3,360,000 株式会社日立プラントサービス九州事業所 需用費 一般競争入札

所長　原田　靖孝 （１者）

福岡県福岡市中央区高砂二丁目５番１０号

37 環境部 廃棄物対策課 H26.1.24 H26.1.30 1,227,000 1,288,350 株式会社全環 委託料 一般競争入札

代表取締役　森山 成孝 （１者）

大村市宮代町３１６番地１

38 環境部 水環境対策課 H26.2.28 H26.3.6 10,200円／ｔ 10,200円／ｔ （有）サンハート 委託料 一般競争入札

（税別） （税別） 取締役　片桐 一徳 （３者）

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物
収集・運搬業務委託

長崎県大村湾南部浄化センター
下水汚泥（脱水ケーキ）収集運搬
及び処分業務委託

長崎県大村湾南部浄化センター
砂ろ過器（NO.1）点検修繕


