
平成２５年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H26.3.31 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）

青写真 青写真

2A0     @150 2A0     @150
A0A1     @112 A0A1     @112
A0      @  75 A0      @  75
A1     @  40 A1     @  40
A2     @  20 A2     @  20
A3     @  11 A3     @  11

PPCコピー PPCコピー
2A0    @1,000 2A0    @1,000
A0A1     @800 A0A1     @800
A0      @600 A0      @600
A1     @300 A1     @300
A2     @120 A2     @120
A3     @  15 A3     @  15
A4     @  10 A4     @  10

2原図（トレペ） 2原図（トレペ）
2A0   @1,200 2A0   @1,200
A0A1  @1,000 A0A1  @1,000
A0     @700 A0     @700
A1    @350 A1    @350
A2    @200 A2    @200
A3    @100 A3    @100

2原図（フィルム） 2原図（フィルム）
A0A1  @4,500 A0A1  @4,500
A0   @3,000 A0   @3,000
A1  @1,500 A1  @1,500
A2     @800 A2     @800
A3     @400 A3     @400

大型カラーコピー 大型カラーコピー 長崎市五島町10-4

2A0  @7,000 2A0  @7,000 ㈱エビス堂コピーセンター

A0A1  @5,000 A0A1  @5,000 代表取締役　本村　正敏
A0   @3,000 A0   @3,000
A1  @2,000 A1  @2,000
A2  @1,200 A2  @1,200
A3     @800 A3     @800

小型カラーコピー 小型カラーコピー
A3       @40 A3       @40
A4       @20 A4       @20

データ出力 データ出力
（白黒　普通紙） （白黒　普通紙）

2A0   @1,200 2A0   @1,200
A0A1     @900 A0A1     @900
A0      @600 A0      @600
A1     @300 A1     @300
A2     @200 A2     @200

データ出力 データ出力
（白黒　トレペ） （白黒　トレペ）

2A0   @1,400 2A0   @1,400
A0A1  @1,200 A0A1  @1,200
A0     @700 A0     @700
A1     @350 A1     @350
A2     @200 A2     @200
A3     @150 A3     @150

データ出力 データ出力
(カラー） (カラー）

2A0   @4,000 2A0   @4,000
A0A1  @3,000 A0A1  @3,000
A0   @2,000 A0   @2,000
A1  @1,000 A1  @1,000
A2     @600 A2     @600

折り方                            @10 折り方                            @10

需用費
指名競争入札
（４社）

H25.4.1
平成２５年度青写真・
カラーコピー等売買単
価契約

契 約 の 名 称

H25.4.1

番号

1 長崎振興局

契 約 日 節 区 分所 管 部 局 入 札 日

管理部
総務課



平成２５年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H26.3.31 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 称番号 契 約 日 節 区 分所 管 部 局 入 札 日

長崎市茂里町1-46 指名競争入札

長崎振興局 H25.4.1 H25.4.1 南国殖産㈱長崎支店 需用費 （３社）

支店長　内山　弘高

島原市下川尻町69 指名競争入札

長崎振興局 H25.4.1 H25.4.1 アポロ興産㈱ 需用費 （２社）

代表取締役　馬渡　清光

長崎市御船蔵町2-3

長崎振興局 H25.3.27 H25.4.1 688,800 723,240 一般財団法人　九州電気保安協会長崎支部 委託料 一般競争入札

支部長　平野　幸晴 （１社）

長崎市御船蔵町2-3

長崎振興局 H25.3.27 H25.4.1 1,296,000 1,360,800 一般財団法人　九州電気保安協会長崎支部 委託料 一般競争入札

支部長　平野　幸晴 （１社）

長崎市万才町３－５

長崎振興局 H25.4.26 H25.4.30 富士ゼロックス長崎㈱ 需用費 指名競争入札

営業統括部長　秋山　富也 （４社）

長崎市田中町５８７－１

長崎振興局 H25.9.18 H25.9.24 ㈱イシマル 需用費 指名競争入札

代表取締役　石丸　利行 （３社）

長崎市元船町２－２０ 指名競争入札

長崎振興局 H25.11.18 H25.11.22 光洋石油㈱ 需用費 （５社）

代表取締役　寺田　光一郎

長崎市千歳町１１－１ 指名競争入札

長崎振興局 H25.12.6 H25.12.6 3,850,000 4,042,500 ㈱日匠建築設計 委託料 （７社）

代表取締役　西田　哲治

福岡市博多区上呉服町10-1

長崎振興局 H25.3.27 H25.4.1 8,300,000 8,715,000 パナソニックシステムネットワークス㈱システムソリューションズジャパンカンパニー　九州社 委託料 指名競争入札

社長　善明　啓一　　 （７社）

大村市富の原1-1566-1

長崎振興局 H25.3.26 H25.4.1 15,500,000 16,275,000 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 一般競争入札

理事長　瓜生　宣憲　　 （１社）

大村市富の原1-1566-1

長崎振興局 H25.3.26 H25.4.1 3,200,000 3,360,000 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 一般競争入札

理事長　瓜生　宣憲　　 （１社）

佐世保市勝富町6-8

長崎振興局 H25.7.12 H25.7.18 970,000 1,018,500 ㈱エフピー 委託料 一般競争入札

代表取締役　宇野　隆徳　　 （３社）

モノクロ（総務課）
一律

　１枚 1.1円
モノクロ（河川課）

一律
　１枚5.0円
(税別）

A重油
　 88円／㍑
　（税別）

A重油
　 88円／㍑
　（税別）

管理部
総務課

平成２５年度庁舎暖房用
燃料類売買単価契約（長
崎振興局建設部・保健
部）

管理部
総務課

複写機の複写サービス
業務（総務課、河川課）
（単価契約）

12
建設部
河川課

13

6
管理部
総務課

複写機の複写サービス
業務（保健部　西彼保健
所２階事務室）（単価契
約）

5

3

10

平成２５年度燃料類売買
単価契約（長崎振興局保
健部）

モノクロ
5,000枚まで
　 8,400円
5,001枚以上
　 １枚1.65円
カラー
   一律

　１枚10.20円
　　（税別）

8

長崎振興局自家用電気
工作物保安管理業務委
託（道路建設）

管理部
総務課

ガソリン
　          144円／㍑

軽油
            124円／㍑
（税別）

4

建設部
河川課

本河内高部・低部ダム竣
工式設営・運営等業務委
託

管理部
総務課

長崎振興局自家用電気
工作物保安管理業務委
託（庁舎）

長崎振興局管内ダム管
理補助業務委託（その１）

長崎振興局管内ダム管
理補助業務委託（その２）

モノクロ（総務課）
一律

　１枚 1.1円
モノクロ（河川課）

一律
　１枚5.0円
(税別）

ガソリン
　          144円／㍑

軽油
            124円／㍑
（税別）

2

ガソリン
　  149円／㍑
　（税別）

ガソリン
　  149円／㍑
　（税別）

平成２５年度燃料類売買
単価契約（長崎振興局管
理部・建設部）

長崎地区河川砂防情報
システム保守点検業務
委託

モノクロ
5,000枚まで
　 8,400円
5,001枚以上
　 １枚1.65円
カラー
   一律

　１枚10.20円
　　（税別）

管理部
総務課

建設部
河川課

建設部
河川課

管理部
総務課

7

11

管理部
総務課

長崎振興局庁舎本館建
築物及び建築設備点検
業務委託

9



平成２５年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H26.3.31 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 称番号 契 約 日 節 区 分所 管 部 局 入 札 日

大村市富の原1-1566-1

長崎振興局 H25.7.2 H25.7.8 7,150,000 7,507,500 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 一般競争入札

理事長　瓜生　宣憲　　 （１社）
道路台帳補正費 道路台帳補正費

 道路改良・交通安全  道路改良・交通安全

　　　　     @210 　　　　     @210  

     橋梁                       @240      橋梁                       @240

     防災                       @160      防災                       @160 長崎市出来大工町36

     舗装                        @ 57      舗装                        @ 57 扇精光㈱ 指名競争入札

現地調査費 現地調査費 代表取締役　扇　健二 （７社）

　　　　     @320 　　　　     @320

施設台帳作成 施設台帳作成

　　　　     @330 　　　　     @330

施設台帳作成（含現地調査） 施設台帳作成（含現地調査）

　　　　     @650 　　　　     @650

モニター監視員 モニター監視員

平日９時～１７時 平日９時～１７時

1,150円/時間 1,150円/時間

平日５時～９時　　平日１７時～２２時 平日５時～９時　　平日１７時～２２時

1,450円/時間 1,450円/時間

平日２２時～５時 平日２２時～５時

1,780円/時間 1,780円/時間

土日祝日５時～２２時 土日祝日５時～２２時

1,250円/時間 1,250円/時間

土日祝日２２時～５時 土日祝日２２時～５時

1,780円/時間 1,780円/時間 長崎市北陽町934-5

交通整理員 交通整理員 ㈱ガードサービス長崎 一般競争入札

平日９時～１７時 平日９時～１７時 代表取締役　中村　敕志 （２社）

1,030円/時間 1,030円/時間

平日５時～９時　　平日１７時～２２時 平日５時～９時　　平日１７時～２２時

1,250円/時間 1,250円/時間

平日２２時～５時 平日２２時～５時

1,330円/時間 1,330円/時間

土日祝日５時～２２時 土日祝日５時～２２時

1,280円/時間 1,280円/時間

土日祝日２２時～５時 土日祝日２２時～５時

1,380円/時間 1,380円/時間

移動経費 移動経費

1,000円/回 1,000円/回

長崎市緑町3-6

長崎振興局 H25.4.1 H25.4.3 990,000 1,039,500 ㈲三ヱ電機 委託料 指名競争入札

取締役　小林　純一 （６社）
長崎市金屋町7-14

長崎振興局 H25.4.1 H25.4.3 3,880,000 4,074,000 ㈱青電メンテナンス 委託料 指名競争入札

代表取締役　澤瀬　幸満 （６社）

長崎市宝町4-30

長崎振興局 H26.2.14 H26.2.20 63,500,000 68,580,000 ㈱星野組 委託料 一般競争入札

代表取締役　星野　憲司 （３社）

H25.7.1915

18
建設部
道路維持課

一般国道２０２号他４線
道路維持工事（トンネル
非常用施設点検）

H25.7.19
道路台帳補正業務委
託（単価契約）

委託料

一般県道伊王島香焼線
監視業務委託（伊王島大
橋）　　　（単価契約）

委託料

長崎振興局
建設部
道路建設課

14
建設部
砂防課

建設部
道路維持課

長崎振興局管内道路監
視業務委託

建設部
道路維持課

H25.3.26 H25.4.1
建設部
道路維持課

19

17

長崎振興局

一般国道２０２号排水設
備保守点検委託（稲佐立
体他）

16

土砂災害防止法事前縦
覧業務委託



平成２５年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H26.3.31 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 称番号 契 約 日 節 区 分所 管 部 局 入 札 日

資料調査 資料調査
公簿類　530円/筆個 公簿類　530円/筆個
地図類　530円/筆 地図類　530円/筆

図面類　1,210円/筆個 図面類　1,210円/筆個
疎明書面　2,500円/件 疎明書面　2,500円/件

事前調査 事前調査
21,310円/件 21,310円/件

筆界確認 筆界確認
多角測量　12,500円/点 多角測量　12,500円/点
復元測量　 7,990円/点 復元測量　 7,990円/点

画地調整　14,580円/区画 画地調整　14,580円/区画
上記加算　 9,700円/区画毎 上記加算　 9,700円/区画毎

民有地境界 民有地境界
立会・確認　4,890円/点 立会・確認　4,890円/点
測距・探索　6,580円/点 測距・探索　6,580円/点
特殊作業　 8,280円/点 特殊作業　 8,280円/点

公共用地境界 公共用地境界
Ａランク　10,620円/点 Ａランク　10,620円/点
Ｂランク　36,000円/点 Ｂランク　36,000円/点
Ｃランク　44,070円/点 Ｃランク　44,070円/点

面積測量（地積） 面積測量（地積）
100㎡以下　28,040円 100㎡以下　28,040円
200㎡以下　35,470円 200㎡以下　35,470円
300㎡以下　41,260円 300㎡以下　41,260円
400㎡以下　46,080円 400㎡以下　46,080円
600㎡以下　54,250円 600㎡以下　54,250円
800㎡以下　61,140円 800㎡以下　61,140円
1000㎡以下　67,090円 1000㎡以下　67,090円
2000㎡以下　 90,820円 2000㎡以下　 90,820円
3000㎡以下　108,980円 3000㎡以下　108,980円
4000㎡以下　124,280円 4000㎡以下　124,280円
5000㎡以下　137,790円 5000㎡以下　137,790円

5000㎡を超えて1000㎡当たり　10,460円 5000㎡を超えて1000㎡当たり　10,460円

境界標設置 境界標設置 委託料
境界点測設　6,640円/点 境界点測設　6,640円/点
境界標埋設　7,460円/点 境界標埋設　7,460円/点
引照点測量　 9,080円/点 引照点測量　 9,080円/点

嘱託手続業務 嘱託手続業務
表題基本額（嘱託手続）　12,460円/筆 表題基本額（嘱託手続）　12,460円/筆
上記加算額　7,200円/1筆増す毎に 上記加算額　7,200円/1筆増す毎に
表題基本額（所在図）　2,740円/筆 表題基本額（所在図）　2,740円/筆
上記加算額　2,740円/1筆増す毎に 上記加算額　2,740円/1筆増す毎に
表題基本額（地積測量図）　2,740円/筆 表題基本額（地積測量図）　2,740円/筆
上記加算額　2,740円/1筆増す毎に 上記加算額　2,740円/1筆増す毎に
分筆基本額（嘱託手続・２筆まで）　12,970円 分筆基本額（嘱託手続・２筆まで）　12,970円

上記加算額　2,770円/1筆増す毎に 上記加算額　2,770円/1筆増す毎に
分筆基本額（地積測量図・２筆まで）　2,740円 分筆基本額（地積測量図・２筆まで）　2,740円

上記加算額　2,740円/1筆増す毎に 上記加算額　2,740円/1筆増す毎に
地積の変更・更正基本額（嘱託手続）　11,260円/筆 地積の変更・更正基本額（嘱託手続）　11,260円/筆

上記加算額　6,020円/1筆増す毎に 上記加算額　6,020円/1筆増す毎に
地積の変更・更正基本額（地積測量図）　2,740円/筆 地積の変更・更正基本額（地積測量図）　2,740円/筆

上記加算額　2,740円/1筆増す毎に 上記加算額　2,740円/1筆増す毎に
合筆基本額（２筆まで）　6,200円 合筆基本額（２筆まで）　6,200円
上記加算額　670円/1筆増す毎に 上記加算額　670円/1筆増す毎に
地目変更基本額　6,200円/筆 地目変更基本額　6,200円/筆

上記加算額　670円/1筆増す毎に 上記加算額　670円/1筆増す毎に
滅失基本額　6,200円/筆 滅失基本額　6,200円/筆

上記加算額　670円/1筆増す毎に 上記加算額　670円/1筆増す毎に
所有者更正基本額　11,260円/筆 所有者更正基本額　11,260円/筆
上記加算額　6,020円/1筆増す毎に 上記加算額　6,020円/1筆増す毎に

所有者現地調査　8,910円/回 所有者現地調査　8,910円/回
所有者表示変更更正基本額　11,260円/筆 所有者表示変更更正基本額　11,260円/筆

上記加算額　6,020円/1筆増す毎に 上記加算額　6,020円/1筆増す毎に

書類の作成 書類の作成
文案を要するもの　2,740円/通 文案を要するもの　2,740円/通
文案を要しないもの　1,350円/通 文案を要しないもの　1,350円/通
謄抄本交付手続・受領　750円/通 謄抄本交付手続・受領　750円/通

原本の複製　670円/通 原本の複製　670円/通

境界標打設等 境界標打設等
金属鋲　440円/箇所 金属鋲　440円/箇所

金属プレート　620円/箇所 金属プレート　620円/箇所
真鋳基準鋲（砲金）　1,050円/箇所 真鋳基準鋲（砲金）　1,050円/箇所
プラスチック杭（4.5cm角）　790円/箇所 プラスチック杭（4.5cm角）　790円/箇所
プラスチック杭（7.0cm角）　840円/箇所 プラスチック杭（7.0cm角）　840円/箇所
コンクリート杭（6.0cm角）　2,400円/箇所 コンクリート杭（6.0cm角）　2,400円/箇所
コンクリート杭（7.5cm角）　2,680円/箇所 コンクリート杭（7.5cm角）　2,680円/箇所
コンクリート杭（10.0cm角）　3,030円/箇所 コンクリート杭（10.0cm角）　3,030円/箇所
コンクリート杭（12.0cm角）　3,600円/箇所 コンクリート杭（12.0cm角）　3,600円/箇所

現況平面図測量・製図  65,920円/枚 現況平面図測量・製図  65,920円/枚

（３社）
寺岡和雄土地家屋調査士事務所

代表者　寺岡　和雄

一般競争入札
五島市東浜町1-4-3

H25.7.1
平成２５年度登記業務委
託（単価契約・長崎振興
局：北部地区）

20 長崎振興局
建設部
用地課

H25.6.25



平成２５年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H26.3.31 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 称番号 契 約 日 節 区 分所 管 部 局 入 札 日

資料調査 資料調査
公簿類　700円/筆個 公簿類　700円/筆個
地図類　700円/筆 地図類　700円/筆

図面類　1,580円/筆個 図面類　1,580円/筆個
疎明書面　3,260円/件 疎明書面　3,260円/件

事前調査 事前調査
26,260円/件 26,260円/件

筆界確認 筆界確認
多角測量　15,400円/点 多角測量　15,400円/点
復元測量　 9,880円/点 復元測量　 9,880円/点

画地調整　18,220円/区画 画地調整　18,220円/区画
上記加算　 12,120円/区画毎 上記加算　 12,120円/区画毎

民有地境界 民有地境界
立会・確認　6,050円/点 立会・確認　6,050円/点
測距・探索　8,110円/点 測距・探索　8,110円/点
特殊作業　10,180円/点 特殊作業　10,180円/点

公共用地境界 公共用地境界
Ａランク　13,110円/点 Ａランク　13,110円/点
Ｂランク　44,520円/点 Ｂランク　44,520円/点
Ｃランク　54,500円/点 Ｃランク　54,500円/点

面積測量（地積） 面積測量（地積）
100㎡以下　34,750円 100㎡以下　34,750円
200㎡以下　43,890円 200㎡以下　43,890円
300㎡以下　51,050円 300㎡以下　51,050円
400㎡以下　56,970円 400㎡以下　56,970円
600㎡以下　67,040円 600㎡以下　67,040円
800㎡以下　75,540円 800㎡以下　75,540円
1000㎡以下　82,680円 1000㎡以下　82,680円
2000㎡以下　 112,110円 2000㎡以下　 112,110円
3000㎡以下　134,520円 3000㎡以下　134,520円
4000㎡以下　153,350円 4000㎡以下　153,350円
5000㎡以下　170,020円 5000㎡以下　170,020円

5000㎡を超えて1000㎡当たり　12,880円 5000㎡を超えて1000㎡当たり　12,880円

境界標設置 境界標設置 委託料
境界点測設　8,190円/点 境界点測設　8,190円/点
境界標埋設　9,150円/点 境界標埋設　9,150円/点
引照点測量　 11,210円/点 引照点測量　 11,210円/点

嘱託手続業務 嘱託手続業務
表題基本額（嘱託手続）　8,300円/筆 表題基本額（嘱託手続）　8,300円/筆
上記加算額　1,350円/1筆増す毎に 上記加算額　1,350円/1筆増す毎に
表題基本額（所在図）　1,520円/筆 表題基本額（所在図）　1,520円/筆
上記加算額　1,520円/1筆増す毎に 上記加算額　1,520円/1筆増す毎に
表題基本額（地積測量図）　6,580円/筆 表題基本額（地積測量図）　6,580円/筆
上記加算額　6,580円/1筆増す毎に 上記加算額　6,580円/1筆増す毎に
分筆基本額（嘱託手続・２筆まで）　8,170円 分筆基本額（嘱託手続・２筆まで）　8,170円

上記加算額　1,410円/1筆増す毎に 上記加算額　1,410円/1筆増す毎に
分筆基本額（地積測量図・２筆まで）　8,840円 分筆基本額（地積測量図・２筆まで）　8,840円

上記加算額　2,210円/1筆増す毎に 上記加算額　2,210円/1筆増す毎に
地積の変更・更正基本額（嘱託手続）　8,230円/筆 地積の変更・更正基本額（嘱託手続）　8,230円/筆

上記加算額　1,310円/1筆増す毎に 上記加算額　1,310円/1筆増す毎に
地積の変更・更正基本額（地積測量図）　6,580円/筆 地積の変更・更正基本額（地積測量図）　6,580円/筆

上記加算額　6,580円/1筆増す毎に 上記加算額　6,580円/1筆増す毎に
合筆基本額（２筆まで）　8,170円 合筆基本額（２筆まで）　8,170円
上記加算額　880円/1筆増す毎に 上記加算額　880円/1筆増す毎に
地目変更基本額　8,170円/筆 地目変更基本額　8,170円/筆

上記加算額　880円/1筆増す毎に 上記加算額　880円/1筆増す毎に
滅失基本額　8,170円/筆 滅失基本額　8,170円/筆

上記加算額　880円/1筆増す毎に 上記加算額　880円/1筆増す毎に
所有者更正基本額　8,170円/筆 所有者更正基本額　8,170円/筆
上記加算額　880円/1筆増す毎に 上記加算額　880円/1筆増す毎に
所有者現地調査　11,670円/回 所有者現地調査　11,670円/回

所有者表示変更更正基本額　8,170円/筆 所有者表示変更更正基本額　8,170円/筆

上記加算額　880円/1筆増す毎に 上記加算額　880円/1筆増す毎に

書類の作成 書類の作成
文案を要するもの　3,570円/通 文案を要するもの　3,570円/通
文案を要しないもの　1,760円/通 文案を要しないもの　1,760円/通
謄抄本交付手続・受領　990円/通 謄抄本交付手続・受領　990円/通

原本の複製　910円/通 原本の複製　910円/通

境界標打設等 境界標打設等
金属鋲　980円/箇所 金属鋲　980円/箇所

金属プレート　1,330円/箇所 金属プレート　1,330円/箇所
真鋳基準鋲（砲金）　1,990円/箇所 真鋳基準鋲（砲金）　1,990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（4.5cm角）　1,580円/箇所
プラスチック杭（7.0cm角）　1,680円/箇所 プラスチック杭（7.0cm角）　1,680円/箇所
コンクリート杭（6.0cm角）　4,990円/箇所 コンクリート杭（6.0cm角）　4,990円/箇所
コンクリート杭（7.5cm角）　5,560円/箇所 コンクリート杭（7.5cm角）　5,560円/箇所
コンクリート杭（10.0cm角）　6,250円/箇所 コンクリート杭（10.0cm角）　6,250円/箇所
コンクリート杭（12.0cm角）　7,800円/箇所 コンクリート杭（12.0cm角）　7,800円/箇所

現況平面図測量・製図  78,850円/枚 現況平面図測量・製図  78,850円/枚

長崎市五島町8-7
一般競争入札

社団法人　長崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

建設部
用地課

21 H25.6.25 H25.7.1

（２社）
理事長　柴田　盛義

平成２５年度登記業務委
託（単価契約・長崎振興
局：南部地区）

長崎振興局



平成２５年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H26.3.31 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 称番号 契 約 日 節 区 分所 管 部 局 入 札 日

昼間  @878 昼間  @921 大村市原口町1148-6

長崎振興局 H25.3.27 H25.4.1 夜間　@1,250 夜間　@1,312 ㈱中央綜合警備保障 委託料 一般競争入札

代表取締役　堀内　敏也 （５社）

大村市原口町1148-6

長崎振興局 H25.3.27 H25.4.1 17,870,000 18,763,500 ㈱中央綜合警備保障 委託料 一般競争入札

代表取締役　堀内　敏也 （８社）

長崎市大黒町11-8

長崎振興局 H25.3.27 H25.4.1 13,380,000 14,049,000 大成有楽不動産㈱長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　小柳　省三 （１２社）

長崎市新中川町３－１４－３０１

長崎振興局 H25.3.28 H25.4.1 1,560,000 1,638,000 （有）アマノエスエス長崎　 委託料 指名競争入札

取締役　佐々木　隆郁 （５社）

長崎市新中川町３－１４－３０１

長崎振興局 H25.3.28 H25.4.1 1,010,000 1,060,500 （有）アマノエスエス長崎　 委託料 指名競争入札

取締役　佐々木　隆郁 （５社）

長崎市中園町20-16

長崎振興局 H25.3.28 H25.4.1 1,040,000 1,092,000 ㈱城保安警備 委託料 指名競争入札

築城　鉄也 （７社）

長崎市御船蔵町6-3

長崎振興局 H25.3.28 H25.4.1 648,000 680,400 ㈱星光 委託料 指名競争入札

城　健次 （７社）

長崎市興善町2-24

長崎振興局 H25.3.28 H25.4.1 584,000 613,200 ㈱ふよう長崎 委託料 指名競争入札

代表取締役　田口　克己 （５社）

長崎市金屋町1-2

長崎振興局 H25.3.28 H25.4.1 600,000 630,000 ㈱スターライト 委託料 指名競争入札

代表取締役　城　良次 （５社）

長崎市葉山1-32-16

長崎振興局 H25.3.28 H25.4.1 410,000 430,500 星野管工設備㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役　谷村　博志 （７社）

30

長崎港湾漁港事
務所

長崎港ターミナルビル総
合管理業務委託

長崎港湾漁港事
務所

長崎港国際観光船埠頭
警備業務委託

長崎港湾漁港事
務所

長崎港湾漁港事
務所

県営常盤駐車場(北側及
び南側)自動料金精算ｼｽ
ﾃﾑ保守点検業務委託

長崎港湾漁港事
務所

長崎港湾漁港事
務所

長崎港小ヶ倉柳西・南埠
頭警備業務委託

26

27

22

長崎小江ｽｹｰﾄﾊﾟｰｸ施解
錠及び監視業務委託

出島駐車場及び長崎港
ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ駐車場自動料
金精算ｼｽﾃﾑ保守点検業
務委託

長崎港湾漁港事
務所

23

長崎港湾漁港事
務所

出島駐車場及び長崎港
ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ駐車場管理・
収納業務委託

28

29

24

長崎漁港丸尾地区駐車
場警備・管理及び料金徴
収業務委託

県営常盤駐車場管理・収
納業務委託

31
長崎港ターミナルビル空
調設備保守点検業務委
託

長崎港湾漁港事
務所

25

長崎港湾漁港事
務所



平成２５年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H26.3.31 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 称番号 契 約 日 節 区 分所 管 部 局 入 札 日

昼間  @850 昼間  @892 長崎市北陽町934-5

長崎振興局 H25.3.28 H25.4.1 夜間　@1,200 夜間　@1,260 ㈱ガードサービス長崎 委託料 指名競争入札

代表取締役　中村　敕志 （７社）

長崎市緑町3-6

長崎振興局 H25.3.28 H25.4.1 1,400,000 1,470,000 (有)三工電機 委託料 指名競争入札

小林　純一 （７社）

長崎市西山2-9-18

長崎振興局 H25.3.28 H25.4.1 1,800,000 1,890,000 ㈱西九州エレベーターサービス 委託料 指名競争入札

代表取締役　福山　博司 （５社）

長崎市川平町1142-9

長崎振興局 H25.3.28 H25.4.1 966,000 1,014,300 エヌ・ティファシリティーズ㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役　狩野　伸彌 （５社）

長崎市西山2-9-18

長崎振興局 H25.4.19 H25.4.25 1,298,000 1,362,900 ㈱西九州エレベーターサービス 委託料 指名競争入札

代表取締役　福山　博司 （５社）

長崎市大黒町11-13

長崎振興局 H25.7.26 H25.8.1 552,000 579,600 (有)ランカードコム 委託料 一般競争入札

代表取締役　峰松　浩樹 （４社）

東京都港区西新橋2丁目17-2

長崎振興局 H25.10.15 H25.10.15 7,700,000 8,085,000 (一社)港湾荷役機械システム協会 委託料 一般競争入札

会長　岡田　正文 （１社）

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地

長崎振興局 H25.12.18 H25.12.24 12,300,000 12,915,000 ㈱日本海洋科学 委託料 一般競争入札

関根　博 （３社）

長崎市興善町2番8号

長崎振興局 H26.1.10 H26.1.10 2,200,000 2,310,000 太洋技研㈱ 委託料 指名競争入札

福田　友久 （5社）

長崎市恵比須町4番5号

長崎振興局 H26.1.30 H26.1.30 1,380,000 1,490,400 ＮＢＣ情報システム㈱ 委託料 一般競争入札

中部　省三 （6社）

長崎市出来大工町36

長崎振興局 H26.2.5 H26.2.5 2,080,000 2,184,000 扇精光㈱ 委託料 指名競争入札

扇　健二 （5社）

長崎港湾漁港事
務所

長崎港港湾効果促進
工事（システム開発業
務委託）

元船Ｃ棟上屋昇降機設
備保守点検業務委託

長崎港湾漁港事
務所

長崎港湾漁港事
務所

32 長崎港湾漁港事
務所

36 長崎港湾漁港事
務所

長崎港ターミナルビル昇
降機設備保守点検業務
委託

長崎港荷役機械整備
工事（基本検討業務）

37 長崎港湾漁港事
務所

長崎港自主港湾効果
促進工事（システム仕
様書作成）

38 長崎港湾漁港事
務所

長崎港湾漁港事務所庁
舎清掃業務委託
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長崎港小ヶ倉柳北埠頭
警備業務委託

長崎港湾漁港事
務所

長崎港ターミナルビル
ボーディングブリッジ保守
点検業務委託

34
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39 長崎港湾漁港事
務所

長崎港自主地域自立
活性化効果促進工事
（航行調査業務）

42 長崎港湾漁港事
務所

長崎港港湾効果促進
工事（資料作成業務）

40 長崎港湾漁港事
務所

長崎港県単調査委託
（土地利用状況調査）
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