
部局名： 対馬振興局 ３月末 現在

所 管 課 落 札 価 格 契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

管理部 ﾚｷﾞｭﾗｰ　@174 ﾚｷﾞｭﾗｰ　@174 対馬市厳原町東里352番地の4 指名競争入札

1 対馬振興局 総務課 H25.4.1 H25.4.1 軽油　　　@164 軽油　　　@164 株式会社新出光*厳原支店 需用費 （3者）

灯油　　　@118 灯油　　　@118 支店長　鳥居十代史郎

管理部 対馬市厳原町久田387-1 指名競争入札

2 対馬振興局 総務課 H25.4.1 H25.4.1 5,010,000 5,260,500 （有）タイテック 委託料 （2者）

代表取締役　主藤由美子

建設部 対馬市厳原町小浦７９－２ 一般競争入札

3 対馬振興局 対馬空港 H25.3.26 H25.4.1 12,500,000 13,125,000 (株)九電工　対馬営業所 委託料 (１者）

管理事務所 所長　中庭　次善

建設部 大村市富の原1丁目1566番地1 一般競争入札

4 対馬振興局 河港課 H25.3.26 H25.4.1 900,000 945,000 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 （1者）

理事長　瓜生　宣憲

建設部 ８：００～１８：００ ８：００～１８：００

5 対馬振興局 管理課 H25.3.26 H25.4.1 ＠4,200円／3名・１ｈ ＠4,200円／3名・１ｈ 保安上の理由により 委託料 指名競争入札

８：００～１８：００ ８：００～１８：００ 非開示 （2者）

＠2,800円／2名・１ｈ ＠2,800円／2名・１ｈ

８：００～１８：００ ８：００～１８：００

＠1,400円／1名・１ｈ ＠1,400円／1名・１ｈ

１８：００～２２：００ １８：００～２２：００

＠1,500円／1名・１ｈ ＠1,500円／1名・１ｈ

１８：００～２２：００ １８：００～２２：００

＠4,500円／3名・１ｈ ＠4,500円／3名・１ｈ

２２：００～５：００ ２２：００～５：００

＠1,800円／1名・１ｈ ＠1,800円／1名・１ｈ

５：００～８：００ ５：００～８：００

＠1,500円／1名・１ｈ ＠1,500円／1名・１ｈ

・AZチェーンスタンド
(H800(反射なし))

・プラスチックチェーン
(2mピッチ)黄色、
6mm，50m巻き

・AZチェーンスタンド
(H800(反射なし))

・プラスチックチェーン
(2mピッチ)黄色、
6mm，50m巻き

＠700円／１m ＠700円／１m

（消費税を含まない）

（入札業者数）
節 区 分

（住所・氏名）

平成２５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）

番号 所 管 部 局
（地方機関）

入札日 契約日 契 約 の 名 称

厳原地区
燃料・油脂等購入
単価契約

対馬振興局及び
上県土木出張所
庁舎清掃業務委託

対馬空港照明施設
維持管理業務委託

対馬振興局管内ダ
ム管理補助業務委
託

平成25年度　厳原
港・比田勝港国際
港湾施設保安対策
業務委託（単価契
約）



部局名： 対馬振興局 ３月末 現在

所 管 課 落 札 価 格 契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）
（入札業者数）

節 区 分
（住所・氏名）

平成２５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）

番号 所 管 部 局
（地方機関）

入札日 契約日 契 約 の 名 称

保健部 一般競争入札

6 対馬振興局 衛生環境課 H25.3.26 H25.4.1 2,730,000 2,866,500 個人のため非開示 委託料 （1者）

農林水産部 対馬市厳原町南室22-1 指名競争入札

7 対馬振興局 林業課 H25.7.31 H25.8.1 8,220,000 8,631,000 対馬森林組合 委託料 （3者）

代表理事組合長　中島　均

管理部 基本料金40,500円 基本料金40,500円 長崎市万才町３－５ 指名競争入札

8 対馬振興局 総務課 H25.9.3 H25.9.9 超過料金(カラー)20円 超過料金(カラー)20円 富士ゼロックス長崎株式会社 需用費 （２者）

超過料金（白黒）4円 超過料金（白黒）4円 営業統括部長　秋山　富也

管理部 基本料金20,000円 基本料金20,000円 長崎市万才町３－５ 指名競争入札

9 対馬振興局 総務課 H25.9.3 H25.9.9 超過料金(カラー)22円 超過料金(カラー)22円 富士ゼロックス長崎株式会社 需用費 （２者）

超過料金（白黒）4円 超過料金（白黒）4円 営業統括部長　秋山　富也

管理部 基本料金19,000円 基本料金19,000円 長崎市万才町３－５ 指名競争入札

10 対馬振興局 総務課 H25.9.3 H25.9.9
超過料金（カラー）
24円

超過料金（カラー）24
円

富士ゼロックス長崎株式会社 需用費 （２者）

超過料金（白黒）4
円

超過料金（白黒）4円 営業統括部長　秋山　富也

建設部 大村市富の原1丁目1566-1

11 対馬振興局 河川防災課 H25.9.4 H25.9.10 1,950,000 2,047,500 特定非営利活動法人 委託料 一般競争入札

長崎県治水砂防ボランティア協会 （１者）

理事長　　瓜生　宣憲

農林水産部 対馬市厳原町上槻252 指名競争入札

12 対馬振興局 林業課 H25.9.11 H25.9.13 5,600,000 5,880,000 未来りん業 委託料 （3者）

代表　山口　清継

建設部 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目

13 対馬振興局 河港課 H25.11.13 H25.11.19 9,000,000 9,450,000 1番82号 委託料 一般競争入札

公益財団法人　九州経済調査協会 （１者）

理事長　森本　廣

25対港社効第1-1
号
厳原港社会効果
促進工事
（人流・物流拡大
検討業務委託）

平成25年度複写
サービス契約（税
務課）

平成25年度複写
サービス契約（家
畜衛生課）

土砂災害防止法事
前縦覧業務委託

平成25年度犬捕獲
抑留等業務委託

25林県第1号
平成25年度
県営林作業委託
（貝口団地）

25林県第2号
平成25年度
県営林作業委託
（九十九谷団地）

平成25年度複写
サービス契約（総
務課）



部局名： 対馬振興局 ３月末 現在

所 管 課 落 札 価 格 契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）
（入札業者数）

節 区 分
（住所・氏名）

平成２５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）

番号 所 管 部 局
（地方機関）

入札日 契約日 契 約 の 名 称

資料調査
　公簿類　700円/筆個
　地図類　700円/筆
　図面類　1,580円/筆個
　疎明書面　3,260円/件
事前調査　27,650円/件
筆界確認
　多角測量　16,220円/点
　復元測量　10,410円/点
　画地調整　19,180円/区画
　上記加算　12,760円/区画毎
民有地境界
　立会・確認　6,370円/点
　測距・探索　8,540円/点
　特殊作業　10,720円/点
公共用地境界
　Ａランク　13,800円/点
　Ｂランク　46,870円/点
　Ｃランク　57,370円/点

資料調査
　公簿類　700円/筆個
　地図類　700円/筆
　図面類　1,580円/筆個
　疎明書面　3,260円/件
事前調査　27,650円/件
筆界確認
　多角測量　16,220円/点
　復元測量　10,410円/点
　画地調整　19,180円/区画
　上記加算　12,760円/区画毎
民有地境界
　立会・確認　6,370円/点
　測距・探索　8,540円/点
　特殊作業　10,720円/点
公共用地境界
　Ａランク　13,800円/点
　Ｂランク　46,870円/点
　Ｃランク　57,370円/点

面積測量（地積）
　100㎡以下　36,580円
　200㎡以下　46,210円
　300㎡以下　53,740円
　400㎡以下　59,970円
　600㎡以下　70,570円
　800㎡以下　79,520円
　1000㎡以下　87,230円
　2000㎡以下　118,020円
　3000㎡以下　141,610円
　4000㎡以下　161,430円
　5000㎡以下　178,970円
　5000㎡を超えて1000㎡当たり
    13,560円
境界標設置
　境界点測設　8,630円/点
　境界標埋設　9,640円/点
　引照点測量　11,810円/点

面積測量（地積）
　100㎡以下　36,580円
　200㎡以下　46,210円
　300㎡以下　53,740円
　400㎡以下　59,970円
　600㎡以下　70,570円
　800㎡以下　79,520円
　1000㎡以下　87,230円
　2000㎡以下　118,020円
　3000㎡以下　141,610円
　4000㎡以下　161,430円
　5000㎡以下　178,970円
　5000㎡を超えて1000㎡当たり
    13,560円
境界標設置
　境界点測設　8,630円/点
　境界標埋設　9,640円/点
　引照点測量　11,810円/点

14 対馬振興局
建設部
用地課

H26.1.8 H26.1.9
平成２５年度登記
業務委託（単価契
約・対馬振興局）

嘱託手続業務
　表題基本額
    嘱託手続　 8,300円/筆(1件当たり)
  　所在図　　 1,520円/筆(1件当たり)
　　地籍測量図 6,580円/筆(1件当たり)
  表題加算額
　　嘱託手続 　1,350円/1筆増す毎に
　　所在図　　 1,520円/1筆増す毎に
　　地籍測量図 6,580円/1筆増す毎に
　分筆基本額
    嘱託手続　 8,170円（2筆まで）
　　地籍測量図 8,840円（2筆まで）
　分筆加算額
　　嘱託手続 　1,410円/1筆増す毎に
　　地籍測量図 2,210円/1筆増す毎に

嘱託手続業務
　表題基本額
    嘱託手続　 8,300円/筆(1件当たり)
  　所在図　　 1,520円/筆(1件当たり)
　　地籍測量図 6,580円/筆(1件当たり)
  表題加算額
　　嘱託手続 　1,350円/1筆増す毎に
　　所在図　　 1,520円/1筆増す毎に
　　地籍測量図 6,580円/1筆増す毎に
　分筆基本額
    嘱託手続　 8,170円（2筆まで）
　　地籍測量図 8,840円（2筆まで）
　分筆加算額
　　嘱託手続 　1,410円/1筆増す毎に
　　地籍測量図 2,210円/1筆増す毎に

長崎市五島町8-7

公益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）

　地積の変更・更正基本額
    嘱託手続　 8,230円/1筆
　　地籍測量図 6,580円/1筆
　地積の変更・更正加算額
　　嘱託手続 　1,310円/1筆増す毎に
　　地籍測量図 6,580円/1筆増す毎に
　合筆基本額　8,170円（2筆まで）
　上記加算額　880円/1筆増す毎に
　地目変更基本額　8,170円/筆
　上記加算額　880円/1筆増す毎に
　滅失基本額　8,170円/筆
　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
　上記加算額　880円/1筆増す毎に
　所有者現地調査　11,670円/1回
　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

　地積の変更・更正基本額
    嘱託手続　 8,230円/1筆
　　地籍測量図 6,580円/1筆
　地積の変更・更正加算額
　　嘱託手続 　1,310円/1筆増す毎に
　　地籍測量図 6,580円/1筆増す毎に
　合筆基本額　8,170円（2筆まで）
　上記加算額　880円/1筆増す毎に
　地目変更基本額　8,170円/筆
　上記加算額　880円/1筆増す毎に
　滅失基本額　8,170円/筆
　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
　上記加算額　880円/1筆増す毎に
　所有者現地調査　11,670円/1回
　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

書類の作成
　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
　騰抄本交付手続・受領　990円/通
　原本の複製　910円/通
境界標打設等
　金属鋲　980円/箇所
　金属プレート　1,330円/箇所
　真鋳基準鋲　(砲金）　2,100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㎝角) 1,680円/箇所
　コンクリート杭(6㎝角) 4,990円/箇所
　コンクリート杭(7.5㎝角) 5,560円/箇所
　コンクリート杭(10㎝角) 6,250円/箇所
　コンクリート杭(12㎝角) 7,800円/箇所
現況平面図測量・製図　83,000円/枚

書類の作成
　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
　騰抄本交付手続・受領　990円/通
　原本の複製　910円/通
境界標打設等
　金属鋲　980円/箇所
　金属プレート　1,330円/箇所
　真鋳基準鋲　(砲金）　2,100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㎝角) 1,680円/箇所
　コンクリート杭(6㎝角) 4,990円/箇所
　コンクリート杭(7.5㎝角) 5,560円/箇所
　コンクリート杭(10㎝角) 6,250円/箇所
　コンクリート杭(12㎝角) 7,800円/箇所
現況平面図測量・製図　83,000円/枚
（税別）

農林水産部 対馬市厳原町南室22-1 指名競争入札

15 対馬振興局 林業課 H26.1.15 H26.1.20 1,410,000 1,480,500 対馬森林組合 委託料 （２者）

代表理事組合長　中島　均

管理部 対馬市厳原町小浦180-5 指名競争入札

16 対馬振興局 総務課 H26.1.22 H26.1.23 7,500,000 7,875,000 （株）MAMO建築設計 委託料 （４者）

代表取締役　須賀　守

25林県第3号
平成25年度
県営林作業委託
（五根緒、坂無、ミト
ド団地）

平成25年度県職員
公舎における建築
物及び建築設備点
検並びに独身寮建
築物点検業務(対
馬地区）


