
平成２６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： 県北振興局 H27.3.31 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）

管理部 佐世保市木風町１４６８－１

1 県北振興局 総務課 H26.3.26 H26.4.1 6,019,130 6,500,660 (有)　佐世保警備 委託料 指名競争入札

代表取締役　中尾　晋 (5)

管理部 長崎市西山２丁目９－１８

2 県北振興局 総務課 H26.3.27 H26.4.1 756,000 816,480 （株）　西九州エレベーターサービス 委託料

代表取締役　福山博司 (3)

管理部 ガソリン　157円 ガソリン　157円 長崎市旭町6-1

3 県北振興局 会計課 H26.4.1 H26.4.1 軽　　油　137円 軽　　油　137円 林兼石油㈱長崎支店 需用費 指名競争入札

Ａ 重 油  95.5円 Ａ 重 油  95.5円 常務取締役支店長川口和孝 (4)

管理部 佐世保市吉井町立石252-7

4 県北振興局 会計課 H26.4.1 H26.4.1 ガソリン　149円 ガソリン　149円 大島石油㈱ 需用費 指名競争入札

代表取締役 吉牟田 雄一 (3)

番号 所 管 部 局 入 札 日契 約 日

平成26年度燃料類（ガソ
リン）の単価契約

平成26年度燃料類（ガソ
リン等）の単価契約

節 区 分契 約 の 名 称

県北振興局庁舎保安警
備業務委託

県北振興局及び天満庁
舎エレベーター点検業
務委託

指名競争入札（前年度
随意契約から移行）



平成２６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： 県北振興局 H27.3.31 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 所 管 部 局 入 札 日契 約 日 節 区 分契 約 の 名 称

青写真焼付（Ａ０）140円 青写真焼付（Ａ０）140円

青写真焼付（Ａ１)７０円 青写真焼付（Ａ１)７０円

青写真焼付（Ａ２）４０円 青写真焼付（Ａ２）４０円

青写真焼付（Ａ３）３０円 青写真焼付（Ａ３）３０円

青写真焼付（２Ａ０）280円 青写真焼付（２Ａ０）280円

青写真焼付（Ａ０Ａ１）235円 青写真焼付（Ａ０Ａ１）235円

青写真焼付（Ａ０Ａ２）188円 青写真焼付（Ａ０Ａ２）188円

青写真焼付（Ａ０Ａ３）164円 青写真焼付（Ａ０Ａ３）164円

ＰＰＣコピー（Ａ０）500円 ＰＰＣコピー（Ａ０）500円

ＰＰＣコピー（Ａ１）350円 ＰＰＣコピー（Ａ１）350円

ＰＰＣコピー（Ａ２）200円 ＰＰＣコピー（Ａ２）200円

ＰＰＣコピー（Ａ０Ａ１）750円 ＰＰＣコピー（Ａ０Ａ１）750円

ＰＰＣコピー（Ａ０Ａ２）650円 ＰＰＣコピー（Ａ０Ａ２）650円

ＰＰＣコピー縮小 ＰＰＣコピー縮小

5 （Ａ１→Ａ３）１５０円 （Ａ１→Ａ３）１５０円

第２原図トレペ（Ａ０）700円 第２原図トレペ（Ａ０）700円

第２原図トレペ（Ａ１）500円 第２原図トレペ（Ａ１）500円

製本（折り）１０円 製本（折り）１０円

カラーコピー（Ａ０）2,000円 カラーコピー（Ａ０）2,000円

カラーコピー（Ａ１）1,000円 カラーコピー（Ａ１）1,000円

カラーコピー（Ａ２）800円 カラーコピー（Ａ２）800円

カラーコピー縮小 カラーコピー縮小

（Ａ１→Ａ３）５００円 （Ａ１→Ａ３）５００円

データモノクロ出力フィルム♯２００（Ａ１） データモノクロ出力フィルム♯２００（Ａ１）

        　　　　　　　  1,500円         　　　　　　　  1,500円

データモノクロ出力トレペ/コート紙（Ａ０） データモノクロ出力トレペ/コート紙（Ａ０）

　　　　　　　　　　700円 　　　　　　　　　　700円

データモノクロ出力トレペ/コート紙（Ａ１） データモノクロ出力トレペ/コート紙（Ａ１）

　　　　　　　　　　400円 　　　　　　　　　　400円

県北振興局

佐世保市比良町
5番2号
㈱エコー
代表取締役
永石　浩一郎

Ｈ２６年度カラーコピー
等単価契約

H26.4.1 H26.4.1
管理部
会計課

需用費
指名競争入札

（１）



平成２６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： 県北振興局 H27.3.31 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 所 管 部 局 入 札 日契 約 日 節 区 分契 約 の 名 称

農林部 指名競争入札

6 林業課 H26.6.19 H26.6.24 2,123,400 2,293,272 委託料

(7)

農林部 平戸市宝亀町91-1 指名競争入札

7 林業課 H26.7.1 H26.7.3 4,950,000 5,346,000 平戸市森林組合 委託料

代表理事組合長　松瀬　清 (7)

農林部 指名競争入札

8 林業課 H26.7.1 H26.7.4 12,928,000 13,962,240 委託料 8

(10)

農林部 指名競争入札

9 林業課 H26.7.1 H26.7.4 5,869,000 6,338,520 委託料

(7)

指名競争入札

10 H26.9.30 H26.10.2 1,280,000 1,382,400 委託料

(5)

長崎市万才町10番3号

11 県北振興局
建設部
用地第二課 H26.7.1 H26.7.1 5,745,540 6,205,183

土地家屋調査士法人寺岡事
務所 委託料 一般競争入札

代表社員　寺岡　誠三 (2)

長崎市五島町8番7号

12 県北振興局
建設部
用地第二課 H26.7.1 H26.7.1 7,940,494 8,575,733

公益社団法人
長崎県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会

委託料 一般競争入札

理事長　柴田　盛義 (1)

県北振興局

県北振興局

県北振興局

県北振興局

県北振興局

北松浦郡佐々町松瀬免463-
3北松森林組合
代表理事組合長　市瀬　健
爾

農林部
土地改良課

２６委特第4号　県営林間
伐素材生産販売事業委託
【矢岳団地】

２６委特第3号　県営林間
伐素材生産販売事業委託
【猪渡谷団地】

26県北振建第168号
平成26年度登記業務委託
（単価契約・県北振興局
（佐世保市中部地区））

佐世保市藤原町72-3
綜合建設コンサルタント（株）
代表取締役　東房　誓二

26土改第102号
板樋２期地区農道台帳作
成業務委託

佐世保市原分町1052-3
株式会社　山本造園土木
代表取締役　山本規仁

26県北振建第167号
平成26年度登記業務委託
（単価契約・県北振興局
（佐世保市南部・東彼杵
郡・西海市地区））

２６委特第１号　県営林間
伐素材生産販売事業委託
【日陰平団地】

北松浦郡佐々町松瀬免463-
3北松森林組合
代表理事組合長　市瀬　健
爾

26委特第２号　県営林間
伐素材生産販売事業委託
【イチゴ林団地】



平成２６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： 県北振興局 H27.3.31 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 所 管 部 局 入 札 日契 約 日 節 区 分契 約 の 名 称

長崎市五島町8番7号

13 県北振興局
建設部
用地第二課 H26.7.1 H26.7.1 12,315,088 13,300,295

公益社団法人
長崎県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会

委託料 一般競争入札

理事長　柴田　盛義 (1)

長崎市五島町8番7号

14 県北振興局
建設部
用地第二課 H26.7.1 H26.7.1 3,963,264 4,280,325

公益社団法人
長崎県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会

委託料 一般競争入札

理事長　柴田　盛義 (1)

※以下税別　道路台帳補正費 ※以下税別　道路台帳補正費

（現地調査含まない） （現地調査含まない）

道路改良・交通安全 道路改良・交通安全

（構造化データ作成） （構造化データ作成）

235円/m 235円/m

橋梁（断面図記入含む） 橋梁（断面図記入含む）

253円/m 253円/m

防災（構造化データ作成） 防災（構造化データ作成）

175円/m 175円/m

舗装（構造化データ作成） 舗装（構造化データ作成） 佐世保市上町1-1
15 62円/m 62円/m 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札

現地調査 現地調査 代表取締役　福井隆義 (7)
360円/m 360円/m

施設台帳作成・現地調査含ま 施設台帳作成・現地調査含ま

ない（構造化データ作成） ない（構造化データ作成）

381円/施設 381円/施設

施設台帳作成・現地調査 施設台帳作成・現地調査

含む（構造化データ作成） 含む（構造化データ作成）

768円/施設 768円/施設

佐世保市上町1-1 指名競争入札

16 H26.9.30 H26.10.6 1,730,000 1,868,400 県北土地開発㈱ 委託料

代表取締役　福井　隆義 (5)

佐世保市針尾西町1076-1

17 H26.11.20 H26.11.25 1,100,000 1,188,000 ㈲吉永測量事務所 委託料 指名競争入札

代表取締役　吉永　政雄 (5)

H26.9.30

建設部
道路建設
第一課

26県北振建第534号
道路台帳補正委託1

県北振興局

県北振興局
建設部
道路建設
第一課

H26.9.24

県北振興局

建設部
道路建設
第一課

26県北振建第169号
平成26年度登記業務委託
（単価契約・県北振興局
（佐世保市北部・北松浦郡
地区））

26県北振建第170号
平成26年度登記業務委託
（単価契約・県北振興局
（平戸市・松浦市地区））

26起単改第3402-5号
主）佐々鹿町江迎線道路
改良工事（用地調査委託）

26起単改第413-2号
一般県道稗木場有田線
道路改良工事
(県道移管資料作成委託)



平成２６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： 県北振興局 H27.3.31 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 所 管 部 局 入 札 日契 約 日 節 区 分契 約 の 名 称

佐世保市塩浜町７－１１ 指名競争入札

18 H27.1.27 H27.2.2 1,500,000 1,620,000 ㈱タナカ綜合環境設計 委託料

代表取締役　田中　省二 (5)

佐世保市上町1-1 指名競争入札

19 H27.2.19 H27.2.25 1,963,500 2,120,580 県北土地開発㈱ 委託料

代表取締役　福井　隆義 (5)

建設部

20 道路維持 H26.4.1 H26.4.1 689,000 744,120 委託料 指名競争入札

第一課 (4)

建設部

21 道路維持 H26.4.1 H26.4.1 1,330,000 1,436,400 委託料 指名競争入札

第一課 (4)

建設部 長崎市北陽町934-5 指名競争入札

22 道路維持 H26.5.7 H26.5.19 12,730,000 13,748,400 ㈱ガードサービス長崎 委託料 9

第一課 代表取締役　新島豊 (10)

建設部 指名競争入札

23 道路維持 H26.7.23 H26.7.28 5,723,000 6,180,840 委託料 6

第一課 (7)

建設部 指名競争入札

24 道路維持 H26.7.23 H26.7.25 700,000 756,000 委託料 4

第一課 (5)

26県道清第1号
一般国道202号外19線路
面清掃委託（業者持込）

建設部
道路建設
第一課

26起単改第411-7号
主）栗木吉井線道路改良
工事（用地測量委託）

建設部
道路建設
第一課

26県北道台補第1号
道路台帳（データシート）
補正委託

26県道維第9号
国）498号国見トンネル施
設点検業務委託

26県道景第1号
主）柚木三川内線外1線
道路公園及びトイレ清掃
作業委託

26単起災防第406-1号
主）柚木三川内線外3線
道路災害防除工事
（トンネル非常用施設点検
委託）

26県道維第3号
国）204号
大野地下道清掃作業委託

佐世保市卸本町1-14
共新電設工業㈱
代表取締役　向史郎

県北振興局

県北振興局

県北振興局

県北振興局

県北振興局

県北振興局

県北振興局

佐世保市白仁田町41-2
㈱春本工業
代表取締役　春本弥寿雄

佐世保市立神町1
㈱つくもサービス
代表取締役　関山惠

佐世保市立神町1
㈱つくもサービス
代表取締役　関山惠



平成２６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： 県北振興局 H27.3.31 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 所 管 部 局 入 札 日契 約 日 節 区 分契 約 の 名 称

※以下税別　道路台帳補正費 ※以下税別　道路台帳補正費

（現地調査含まない） （現地調査含まない）

道路改良・交通安全 道路改良・交通安全

（構造化データ作成） （構造化データ作成）

235円/m 235円/m

橋梁（断面図記入含む） 橋梁（断面図記入含む）

253円/m 253円/m

防災（構造化データ作成） 防災（構造化データ作成）

175円/m 175円/m

舗装（構造化データ作成） 舗装（構造化データ作成） 佐世保市上町1-1
25 62円/m 62円/m 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札

現地調査 現地調査 代表取締役　福井隆義 (7)
360円/m 360円/m

施設台帳作成・現地調査含ま 施設台帳作成・現地調査含ま

ない（構造化データ作成） ない（構造化データ作成）

381円/施設 381円/施設

施設台帳作成・現地調査 施設台帳作成・現地調査

含む（構造化データ作成） 含む（構造化データ作成）

768円/施設 768円/施設

建設部

26 道路維持 H26.8.22 H26.8.28 5,750,000 6,210,000 委託料 指名競争入札

第二課 (7)

一般競争入札

27 H26.9.30 H26.10.6 2,200,000 2,376,000 委託料

(1)

佐世保市万徳町4-18 指名競争入札

28 H27.3.26 H27.3.31 9,100,000 9,828,000 エコー電子工業㈱ 委託料 9

代表取締役　小林　啓一 (10)

建設部

29 砂防防災課 H26.4.1 H26.4.1 13,080,000 14,126,400 委託料 指名競争入札

(10)

建設部 指名競争入札

30 砂防防災課 H26.3.28 H26.4.1 7,500,000 8,100,000 委託料

(7)

県北振興局
建設部
河川課

2７債県北河情第１号
河川砂防情報システム維
持管理業務委託

県北振興局
26県北砂情第1号
河川砂防情報システム維
持管理業務委託

H26.7.14H26.7.8

県北振興局
26県北河管第4号
相浦川、日宇川水系水門
定期点検業務委託

建設部
道路維持
第二課

県北振興局

26単起交整第424-3号
主）平戸田平線交通安全
施設等整備工事外（用地
関係資料作成整理等業務
委託）

25県北急基調第8号
県北振興局管内・基礎調
査資料作成業務委託

建設部
河川課

26県北振県第269号
道路台帳補正委託2

県北振興局

県北振興局
佐世保市日宇町2690
大栄開発（株）
代表取締役　桐原敏

佐世保市立神町1番地
佐世保重工業㈱
代表取締役社長　名村　建
介

長崎市北栄町1番7号
株式会社重野設計事務所
代表取締役　馬場　武司

佐世保市万徳町4-18
エコー電子工業㈱
代表取締役　小林　哲一
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建設部

31 県北ダム H26.5.9 H26.5.12 46,000,000 49,680,000 委託料

管理事務所 (1)

建設部

32 県北ダム H26.5.13 H26.5.14 10,200,000 11,016,000 委託料 指名競争入札

管理事務所 (10)

建設部 指名競争入札

33 県北ダム H26.5.15 H26.5.23 8,800,000 9,504,000 委託料 3

管理事務所 (10)

佐世保市万徳町4-18 指名競争入札

34 H27.3.26 H27.3.31 8,700,000 9,396,000 エコー電子工業㈱ 委託料 9

代表取締役　小林　啓一 (10)

長崎市旭町1-20

35 H26.3.28 H26.4.1 3,420,000 3,693,600 日本無線㈱長崎支店 委託料 指名競争入札

支店長　佐古　秀美 (7)

佐賀県佐賀市鍋島3丁目3-20

36 県北振興局 H26.6.19 H26.6.24 1,570,000 1,695,600 ㈱名村造船所　佐賀営業所 委託料 指名競争入札

所長　杉原　秀幸 (3)

松浦市志佐町白浜免字上ノ窪660-58

37 県北振興局 H26.6.19 H26.6.24 4,620,000 4,989,600 協和機電工業㈱松浦営業所 委託料 指名競争入札

所長　森田　智浩 (7)

佐世保市俵町24番29号

38 県北振興局 H26.6.30 H26.7.1 2,000,000 2,160,000 大菱電気工業㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役　山中　仁 (6)

長崎市飽の浦町１－１ 指名競争入札

39 H26.3.28 H26.4.1 3,080,000 3,326,400 株式会社　ＭＨＰＳコントロールシステムズ 委託料

代表取締役常務長崎事業部長　山本　博文 (6)

県北振興局
建設部
県北ダム管
理事務所

2７債県北ダム管第１号
県北ダム管理設備保守点
検業務委託

26県北ダム管第２号
県北ダム管理設備保守点
検
業務委託

県北振興局

県北振興局

26田河情第1号
情報基盤保守点検
業務委託

一般競争入札（前年度
随意契約から移行）

県北振興局

佐世保市万徳町4-18
エコー電子工業㈱
代表取締役　小林　哲一

佐世保市立神町
佐世保重工業㈱
執行役員機械統括部長
清田　秀二

26債県北ダム管第２号
県北振興局管内ダム管理
補助業務委託

大村市富の原1丁目1566-1
特定非営利活動法人
長崎県治水砂防ボランティア
協会　理事長　瓜生　宣憲

26県北ダム管第３号
県北ダム　ゲート及び取水
放流設備保守点検業務委
託

建設部
田平土木維
持管理事務
所

26田道維第11号
一）鷹島肥前線道路修繕
工事（検査車点検業務）

県北振興局

26田道維第１０号
一般国道383号道路修繕
工事（平戸大橋送気システ
ム点検業務）

26大河情維第１号
情報システム保守点検委
託

26田道維第12号
主要地方道平戸生月線他
2線道路修繕工事（航空障
害灯等保守点検業務）

県北振興局

建設部
田平土木維
持管理事務
所

建設部
大瀬戸土木
維持管理事
務所

建設部
田平土木維
持管理事務
所

建設部
田平土木維
持管理事務
所
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佐世保市俵町24番29号

40 H26.11.11 H26.11.12 3,000,000 3,240,000 大菱電気工業㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役　山中　仁 (7)

西海市大島町１６０５番地１

41 H26.11.11 H26.11.17 1,670,000 1,803,600 （株）大島造船所 委託料 指名競争入札

代表取締役　南　浩史 (5)

東京都港区赤坂7-1-1

42 県北振興局 H27.2.24 H27.3.2 925,900 999,972 ガデリウス・インダストリー（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　ヨスタ・ティレフォーシュ (1)

佐世保市立神町1番地 指名競争入札

43 H26.11.11 H26.11.17 1,050,000 1,134,000 佐世保重工業㈱ 委託料 4

取締役執行役員機械事業部長　松瀬　茂雄 (5)

長崎市北陽町９３４－６ 指名競争入札

44 H27.3.26 H27.3.31 2,500,000 2,700,000 長崎電建工業（株） 委託料 4

代表取締役　笹田　喜久雄 (7)

県北振興局
建設部
雪浦ダム管
理事務所

2７債県北雪ダム第2号
雪浦ダムテレメータ設備保
守点検業務委託

26大道維第1-6号
主）大島太田和線大島大
橋エレベーター保守点検
業務委託（２）

県北振興局

県北振興局

建設部
大瀬戸土木
維持管理事
務所

建設部
雪浦ダム管
理事務所

26県北雪ダム第2号
雪浦ダムゲート施設点検
整備委託

建設部
大瀬戸土木
維持管理事
務所

県北振興局

建設部
大瀬戸土木
維持管理事
務所

26大道維第1-4号
主）大島太田和線大島大
橋検査車保守点検業務委
託

25繰単起橋補第201-6号
主）大島太田和線外１線航
路灯・航空障害灯保守点
検業務委託


