
部局名： 環境部 H28.3.31 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）

長崎市本原町35-20

1 環境部 環境政策課 H27.3.30 H27.4.1 16,950,000 18,306,000 株式会社旺計社長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　藤原　可能 （2者）

長崎市田中町603番3

2 環境部 環境政策課 H27.3.30 H27.4.1 23,200,000 25,056,000 株式会社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 （7者）

長崎市田中町603番3

3 環境部 廃棄物対策課 H27.4.20 H27.4.22 2,400,000 2,592,000 株式会社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26-1

4 環境部 環境政策課 H27.4.28 H27.5.1 980,000 1,058,400 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　山本　利典 （2者）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

5 環境部 環境政策課 H27.4.28 H27.5.1 3,500,000 3,780,000 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）

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1

6 環境部 環境政策課 H27.5.15 H27.5.21 39,648,000 42,819,840 みなとみらいセンタービル 使用料 一般競争入札

（環境保健研究センター） オリックス・レンテック株式会社 （5者）

取締役社長　岡本　雅之

長崎市赤迫1-3-2

7 環境部 環境政策課 H27.5.27 H27.6.3 12,000,000 12,960,000 エヌエス環境　株式会社　長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　小池　順 （5者）

東京都品川区西五反田1丁目3番8号

8 環境部 環境政策課 H27.5.26 H27.6.1 2,281,600 2,464,128 株式会社日医リース 使用料 一般競争入札

（環境保健研究センター） 代表取締役　三浦　隆 （3者）

平成27年度有害大気汚染物質調査
分析業務委託

節 区 分

産業廃棄物処理施設の硫化水素等
測定調査業務委託

平成27年度長崎県水質監視調査業
務委託

平成27年度長崎県設置大気測定局
等の自動測定機等保守管理業務委
託

平成27年度ダイオキシン類調査業務
委託

四重極飛行時間型高速液体クロマト
グラフ質量分析装置一式の賃貸借

契 約 の 名 称

平成27年度国設酸性雨測定所オゾ
ン計保守点検業務委託

携帯型フローサイトメータの賃貸借

平成２７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



部局名： 環境部 H28.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称

平成２７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

佐世保市三川内新町26-1

9 環境部 廃棄物対策課 H27.6.10 H27.6.15 8,500,000 9,180,000 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　山本　利典 （5者）

大阪府大阪市北区中崎西2-4-12

10 環境部 廃棄物対策課 H27.6.16 H27.6.17 4,150,000 4,482,000 梅田センタービル 委託料 一般競争入札

応用技術株式会社 （2者）

代表取締役社長　前原　夏樹

長崎市興善町2-24

11 環境部 環境政策課 H27.7.3 H27.7.7 3,250,000 3,510,000 株式会社パスコ 長崎支店 委託料 指名競争入札

支店長　冨岡　晃 （9者）

佐世保市三川内新町26-1

12 環境部 水環境対策課 H27.6.26 H27.7.1 3,220,000 3,477,600 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　山本　利典 （5者）

長崎市赤迫1-3-2

13 環境部 環境政策課 H27.8.6 H27.8.10 1,100,000 1,188,000 エヌエス環境　株式会社　長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　小池　順 （6者）

佐世保市白岳町166番地1

14 環境部 環境政策課 H27.8.18 H27.8.24 2,200,000 2,376,000 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）

長崎市田中町587番地1

15 環境部 環境政策課 H27.8.26 H27.9.1 株式会社イシマル 需用費 一般競争入札

（環境保健研究センター） 代表取締役　石丸　利行 （4者）

長崎県廃棄物処理計画策定支援業
務委託

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

複写機の複写サービス契約

再生砂による浅場づくり実証事業の
工事設計業務

平成27年度島原半島内地下水調査
業務委託

平成27年度水道水源水質検査業務
委託

平成27年度排出ガス等調査業務委
託

月間基本複写
サービス料
5,100円（ﾓﾉｸﾛ
3000枚まで）
ﾓﾉｸﾛ3001枚以
上1.25円/枚
ﾌﾙｶﾗｰ12.0円/
枚（税別）

月間基本複写
サービス料
5,100円（ﾓﾉｸﾛ
3000枚まで）
ﾓﾉｸﾛ3001枚以
上1.25円/枚
ﾌﾙｶﾗｰ12.0円/
枚（税別）



部局名： 環境部 H28.3.31 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）
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平成２７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

長崎市大黒町9-22

16 環境部 環境政策課 H27.8.27 H27.9.1 1,248,000 1,347,840 新川電機株式会社　九州支社長崎オフィス 委託料 一般競争入札

（環境保健研究センター） 支社長　渕上　秀夫 （1者）

長崎市平和町24-14

17 環境部 環境政策課 H27.9.16 H27.9.18 1,007,000 1,087,560 株式会社テクノ・スズタ 委託料 一般競争入札

（環境保健研究センター） 代表取締役社長　徳永　道義 （1者）

長崎市大黒町9-22

18 環境部 環境政策課 H27.9.16 H27.9.18 1,268,000 1,369,440 新川電機株式会社　九州支社長崎オフィス 委託料 一般競争入札

（環境保健研究センター） 支社長　渕上　秀夫 （1者）

長崎市松原町2648番2 渋田ビル1Ｆ

19 環境部 水環境対策課 H27.9.4 H27.9.10 12,000,000 12,960,000 オリジナル設計株式会社　長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　辻田　健司 （1者）

佐賀県鳥栖市藤木町4-5

20 環境部 環境政策課 H27.10.13 H27.10.22 12,600,000 13,608,000 日立アロカメディカル株式会社鳥栖営業所 備品購入費 一般競争入札

所長　片平　真一 （2者）

長崎市川口町10番2号

21 環境部 水環境対策課 H27.10.23 H27.10.29 16,000,000 17,280,000 協和機電工業株式会社　 需用費 一般競争入札

代表取締役　坂井　秀之 （1者）

長崎市川口町10番2号

22 環境部 水環境対策課 H27.10.23 H27.10.29 7,500,000 8,100,000 協和機電工業株式会社　 需用費 一般競争入札

代表取締役　坂井　秀之 （2者）

長崎市岩川町2-2 502号

23 環境部 自然環境課 H27.10.6 H27.10.9 1,380,000 1,490,400 有限会社　松環舎 委託料 一般競争入札

代表取締役　松嶋　　範行 （5者）

長崎県大村湾南部浄化センター機械
設備整備（汚泥ケーキ搬出機）

長崎県大村湾南部浄化センター機械
設備整備（No.1送風機他）

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

九州自然歩道長崎県ルートマップ版
下作成業務委託

伝送機能付簡易電子線量計整備事
業

長崎県大村湾南部流域下水道事業
資産評価業務委託

ICP質量分析装置保守業務委託

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



部局名： 環境部 H28.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称

平成２７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

福岡市早良区百道浜2丁目１番１号

24 環境部 環境政策課 H27.11.17 H27.11.20 10,500,000 11,340,000 株式会社日立製作所九州支社 委託料 一般競争入札

支社長　坂井　章 （1者）

諫早市多良見町化屋1781-1

25 環境部 環境政策課 H27.11.6 H27.11.10 2,853,800 3,082,104 正晃株式会社　長崎営業所 委託料 一般競争入札

（環境保健研究センター） 所長　山田宣博 （2者）

長崎市川口町10番2号

26 環境部 水環境対策課 H27.10.30 H27.11.2 17,000,000 18,360,000 協和機電工業株式会社　 需用費 一般競争入札

代表取締役　坂井　秀之 （1者）

長崎市江戸町6番13号

27 環境部 環境政策課 H27.12.24 H27.12.28 1,600,000 1,728,000 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 （1者）

島原市有明町大三東戌705

28 環境部 自然環境課 H27.11.27 H27.12.7 5,700,000 6,156,000 本田建設株式会社 需用費 一般競争入札

代表取締役　本田悦弘 （3者）

長崎市大黒町9-22

29 環境部 自然環境課 H27.12.14 H27.12.22 7,700,000 8,316,000 株式会社建設技術研究所長崎事務所 委託料 一般競争入札

所長　石本　俊亮 （4者）

佐世保市白岳町166番地1

30 環境部 環境政策課 H28.3.24 H28.3.30 19,500,000 21,060,000 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 （6者）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

31 環境部 環境政策課 H28.3.24 H28.3.30 6,200,000 6,696,000 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 （3者）

平成28年度長崎県大気汚染監視テ
レメータシステム管理運営
業務委託

環境放射線テレメータシステム改修
業務委託

安全キャビネット保守業務委託

田代原野営場木橋修繕

平成27年度環境技術交流事業支援
業務

長崎県大村湾南部浄化センター機械
設備整備（ポンプ棟し渣搬出機）

自然観光資源回復事業計画策定業
務委託

平成28年度長崎県水質監視調査業
務委託



部局名： 環境部 H28.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称

平成２７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

長崎市田中町603番3

32 環境部 環境政策課 H28.3.24 H28.3.30 2,050,000 2,214,000 株式会社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26-1

33 環境部 環境政策課 H28.3.24 H28.3.30 3,100,000 3,348,000 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　山本　利典 （4者）

長崎市本原町35-20

34 環境部 環境政策課 H28.3.24 H28.3.30 1,600,000 1,728,000 株式会社旺計社長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　藤原　可能 （2者）

佐世保市三川内新町26-1

35 環境部 環境政策課 H28.3.24 H28.3.30 16,750,000 18,090,000 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　山本　利典 （2者）

東京都文京区白山5丁目1番3-101

36 環境部 環境政策課 H28.3.25 H28.3.31 13,021,000 14,062,680 公益社団法人原子力安全技術センター 委託料 一般競争入札

会長　石田　寛人 （1者）

福岡市早良区百道浜2丁目1番1号

37 環境部 環境政策課 H28.3.25 H28.3.31 27,800,000 30,024,000 株式会社日立製作所九州支社 委託料 一般競争入札

支社長　坂井　章 （1者）

大村市東三城町6-1

38 環境部 環境政策課 H28.3.24 H28.3.28 1,520,000 1,641,600 株式会社シンコー 委託料 指名競争入札

（環境保健研究センター） 代表取締役　田代　スミ子 （6者）

長崎市赤迫3丁目13番3号

39 環境部 水環境対策課 H28.3.18 H28.3.24 12,400円/t 12,400円/t 長崎三共有機株式会社　 委託料 一般競争入札

（税別） （税別） 代表取締役　水谷　武志 （3者）

平成28年度酸性雨調査委託業務

平成28年度国設酸性雨測定所保守
管理運営委託業務

平成28年度国設酸性雨測定所ＰＭ
2.5計保守管理委託業務

平成28年度長崎県設置大気測定局
等の自動測定機等保守管理業務委
託

モニタリング情報共有システム設置・
維持管理業務委託

環境放射線テレメータシステム保守・
点検業務委託

庁舎清掃業務委託

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



部局名： 環境部 H28.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称

平成２７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

東彼杵郡川棚町三越郷51番地2

40 環境部 水環境対策課 H28.3.18 H28.3.24 ハラサンギョウ株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　原　隆 （1者）

佐世保市三川内新町26-1

41 環境部 水環境対策課 H28.3.18 H28.3.24 3,980,000 4,298,400 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　山本　利典 （5者）

対馬市厳原町今屋敷672番地1

42 環境部 自然環境課 H28.3.25 H28.3.31 2,194,000 2,369,520 一般社団法人対馬観光物産協会 委託料 一般競争入札

会長　江口　栄 （1者）

50,000円/t
（税別）

49,200円/t
（税別）

（産業廃棄物税
条例に基づき落
札価格から産業
廃棄物税相当額
800円減額）

長崎県大村湾南部浄化センターしさ・
沈砂収集・運搬及び処分業務委託

平成28年度対馬自然の森案内業務
委託

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


