
平成２７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 H28.3.31 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 ガソリン　134円 ガソリン　134円 諫早市多良見町中里4-2

県北振興局 会計課 H27.4.1 H27.4.1 軽　　油　121円 軽　　油　121円 ㈱イデックスリテール西九州 需用費 指名競争入札

Ａ 重 油  73.5円 Ａ 重 油  73.5円 代表取締役　松尾　博文 (1)

管理部 佐世保市吉井町立石252-7

県北振興局 会計課 H27.4.1 H27.4.1 ガソリン　134円 ガソリン　134円 大島石油㈱ 需用費 指名競争入札

代表取締役 吉牟田 雄一 (1)

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

（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）1,600円 カラーコピー（Ａ０）1,600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

佐世保市上町1-1

4 県北振興局 H28.2.3 H28.2.9 1,150,000 1,242,000 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役　福井　隆義 (5)

入 札 日

1

2
平成27年度燃料類（ガ
ソリン）の単価契約

H27.4.1
管理部
会計課

H27.4.13

節 区 分契 約 の 名 称契 約 日

平成27年度燃料類（ガ
ソリン等）の単価契約

番号 所 管 部 局

県北振興局
指名競争入札

（2）

佐世保市比良町5番2号
㈱エコー
代表取締役　永石　浩一
郎

平成27年度カラーコ
ピー等単価契約

需用費

農林部
土地改良
課

27土改第１０５号
岳の田地区農道台帳作成
業務委託



平成２７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 H28.3.31 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）
入 札 日 節 区 分契 約 の 名 称契 約 日番号 所 管 部 局

農林部 平戸市宝亀町91-1

5 林業課 H27.6.10 H27.6.16 6,000,000 6,480,000 平戸市森林組合 委託料 指名競争入札

代表理事組合長　松瀬　清 (7)

農林部 平戸市宝亀町91-1

6 林業課 H27.6.10 H27.6.16 14,500,000 15,660,000 平戸市森林組合 委託料 指名競争入札

代表理事組合長　松瀬　清 (9)

農林部 佐世保市重尾町233-1

7 林業課 H27.6.10 H27.6.16 8,217,000 8,874,360 ㈱アクセルホーム 委託料 指名競争入札

代表取締役　野田　啓介 (7)

建設部 佐世保市勝富町6-8

8 県北振興局
建設管理
課

H27.6.5 H27.6.6 3,380,000 3,650,400 （株）エフピー 委託料 一般競争入札

代表取締役　宇野　隆徳 (4)

諫早市永昌東町19番28-
305号

9 県北振興局

建設部
用地第一
課

H27.5.28 H27.6.3 7,499,650 8,099,622 石橋事務所 委託料 一般競争入札

石橋　孝作 (2)

佐世保市万徳町4番5号

10 県北振興局

建設部
用地第一
課

H27.5.28 H27.6.3 8,472,000 9,149,760
今泉邦俊土地家屋調査士
事務所

委託料 一般競争入札

今泉　邦俊 (2)

諫早市永昌東町19番28-
305号

11 県北振興局

建設部
用地第一
課

H27.5.28 H27.6.3 9,647,550 10,419,354 石橋事務所 委託料 一般競争入札

石橋　孝作 (2)

27委特第１号
県営林間伐素材生産販売
事業委託

県北振興局

県北振興局

27県北振建第47号
平成27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））

県北振興局

27県北振建第123号
主要地方道佐世保吉井松
浦線（大渡工区）開通式会
場設営・運営等業務委託

27委特第２号
県営林間伐素材生産販売
事業委託

27委特第３号
県営林間伐素材生産販売
事業委託

27県北振建第49号
平成27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））

27県北振建第48号
平成27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））



平成２７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 H28.3.31 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）
入 札 日 節 区 分契 約 の 名 称契 約 日番号 所 管 部 局

長崎市五島町8番7号

12 県北振興局

建設部
用地第一
課

H27.5.28 H27.6.3 3,357,248 3,625,827

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)

建設部 佐世保市矢峰町90-4

13 用地 H27.8.28 H27.9.1 6,040,000 6,523,200 ㈱産研九州 委託料 指名競争入札

第一課 代表取締役　井手　誠次 (7)

建設部 佐世保市田原町17番26号

14 県北振興局
道路建設第一
課 H27.6.16 H27.6.22 3,800,000 4,104,000 西九州測量設計（株） 委託料 指名競争入札

代表取締役　川島マス子 (7)

建設部 佐世保市園田町3番1号

15 県北振興局
道路建設第一
課 H27.6.16 H27.6.22 3,550,000 3,834,000 （株）玄海測量コンサルタント 委託料 指名競争入札

代表取締役　小田　四方平 (7)

建設部 佐世保市藤原町72-3

16 県北振興局
道路建設第一
課 H27.6.16 H27.6.18 1,950,000 2,106,000 （株）西海測量設計 委託料 指名競争入札

代表取締役　東房　誓二 (5)

建設部 佐世保市上町1-1

17 道路建設 H27.8.21 H27.8.27 11,300,000 12,204,000 県北土地開発（株） 委託料 指名競争入札

第一課 代表取締役　福井　隆義 (10)

建設部 佐世保市小佐々町臼ノ浦571-24

18 道路建設第二課 H27.6.22 H27.6.26 2,750,000 2,970,000 ㈱実光測量設計 委託料 指名競争入札

代表取締役　土橋　紀平 (7)

県北振興局

県北振興局

県北振興局

26繰地街改第5-5号
棚方崎真申線街路改良工
事（交通量調査業務委託）

27企交調第3-1号
道路交通情勢調査委託
（県北南地区）

27県北振建第50号
平成27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））

27起単改404-2号
主要地方道佐世保吉井松
浦線道路改良工事（用地
測量委託その２）

27起単改403-1号
一般県道俵ヶ浦日野線道
路改良工事（用地測量委
託）

27総防地橋第2-2号
主要地方道佐世保吉井松
浦線橋梁整備工事（交通
量調査委託）

27単起交整第403-1号
一般国道202号交通安全
施設等整備工事外（用地
関係資料作成整理等業務
委託）



平成２７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 H28.3.31 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）
入 札 日 節 区 分契 約 の 名 称契 約 日番号 所 管 部 局

※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）

254円/m 254円/m

橋梁（断面図記入含む） 橋梁（断面図記入含む）

286円/m 286円/m

防災（構造化データ作成） 防災（構造化データ作成）

188円/m 188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
19 68円/m 68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)
385円/m 385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）

403円/施設 403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）

811円/施設 811円/施設

建設部 平戸市木引田町４６８

20 道路建設 H27.8.21 H27.8.26 9,000,000 9,720,000 ㈱肥後測量設計 委託料 指名競争入札

第二課 代表取締役　肥後　斉 (7)

建設部 佐世保市上町1-1

21 道路建設 H28.2.23 H28.2.29 946,080 1,021,766 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札

第二課 代表取締役　福井　隆義 (5)

佐世保市田の浦町114-2

H27.4.1 H27.4.1 1,177,200 1,177,200 ㈲ハート美装サービス 委託料 指名競争入札

代表取締役　西永　龍平 (5)

建設部 長崎市北陽町934-5

道路維持 H27.5.19 H27.5.25 16,016,400 16,016,400 ㈱ガードサービス長崎 委託料 指名競争入札

第一課 代表取締役　新島豊 (10)

建設部 佐世保市柚木町1388-1

24 道路維持 H27.8.7 H27.8.13 23,300,000 25,164,000 アイ総合技術㈱ 委託料 指名競争入札

第一課 代表取締役　近松　明好 (10)

27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
道路維持
第一課

27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（佐世保市里美
町他）

27総点橋第3-1号
県北振興局管内橋梁点検
業務委託その２

27企交調第3-2号
道路交通情勢調査委託
（県北北地区）

27県北振建第353号
道路台帳補正委託

県北振興局
27道台整第4号
道路台帳（データシート）
補正委託

県北振興局

22

23 県北振興局

県北振興局

県北振興局

H27.8.11H27.8.5
建設部
道路建設
第二課

県北振興局



平成２７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 H28.3.31 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）
入 札 日 節 区 分契 約 の 名 称契 約 日番号 所 管 部 局

佐世保市瀬戸越4-1370-82

25 県北振興局 H27.7.29 H27.8.4 16,400,000 17,712,000
㈱工藤測量設計　佐世保営
業所

委託料 指名競争入札

所長　弥永　久 (10)

建設部 佐賀市伊勢町１５番１号

河川課 H27.5.26 H27.6.1 2,100,000 2,268,000 ㈱ミゾタ 委託料 指名競争入札

取締役社長　井田　建 (4)

建設部 西海市大島町1605番地1

27 県北振興局 河川課 H27.11.5 H27.11.11 1,150,000 1,242,000 ㈱大島造船所 委託料 指名競争入札

代表取締役社長　南　宣之 (5)

建設部 佐賀市伊勢町１５番１号

28 県北振興局 河川課 H28.1.12 H28.1.14 4,700,000 5,076,000 (株)ミゾタ 委託料 指名競争入札

取締役社長　井田　建 (4)

建設部 佐世保市大塔町1266-24

29 河川課 H28.2.9 H28.2.15 1,250,000 1,350,000 扇精光コンサルタンツ㈱佐世保支店 委託料 指名競争入札

支店長　竹岡　伸一 (5)

建設部 佐世保市万徳町4番18号

30 河川課 H28.3.22 H28.3.28 9,100,000 9,828,000 エコー電子工業㈱ 委託料 一般競争入札

代表取締役　濱武　康司 (2)

建設部 長崎市北陽町934-5

31 河川課 H28.3.29 H28.3.31 2,980,000 3,218,400 長崎電建工業（株） 委託料 指名競争入札

代表取締役　笹田　喜久雄 (4)

長崎市中町4-23

H27.3.18 H27.4.1 7,744,680 7,744,680 パシフィックコンサルタンツ（株）長崎事務所 委託料 指名競争入札

所長　南　靖彦 (10)

長崎市万才町6-34

H27.3.26 H27.4.1 10,584,000 10,584,000 国際航業（株）長崎支店 委託料 指名競争入札

支店長　藤原　光浩 (10)

県北振興局

県北振興局

建設部
砂防防災
課

27総点橋第4-1号
県北振興局管内橋梁点検
業務委託その１

県北振興局
28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

県北振興局
28債県北雪ダム第3号
雪浦ダムテレメータ設備保
守点検業務委託

26補県北急基調第5号
基礎調査（箇所抽出）業
務委託（水垂町ほか42
町）

33

26補県北急基調第4号
基礎調査（箇所抽出）業
務委託（西彼町ほか3
町）

２７県北河管第１号
相浦川、日宇川水系水門
定期点検業務委託

26

32 県北振興局

県北振興局
27県北ダム調第1号
県北ダム広報資料作成業
務委託

建設部
砂防防災
課

道路維持
第二課

２７県北つダム第４号
つづらダム取水放流設備
保守点検業務委託

27県北雪ダム第2号
雪浦ダムゲート施設点検
整備委託
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入 札 日 節 区 分契 約 の 名 称契 約 日番号 所 管 部 局

佐世保市万徳町4番18号

34 県北振興局 H28.3.22 H28.3.28 10,400,000 11,232,000 エコー電子工業㈱ 委託料 一般競争入札

代表取締役　濱武　康司 (2)

佐世保市田原町9－15

35 県北振興局 H27.7.29 H27.8.3 11,200,000 12,096,000 豊福設計㈱ 委託料 指名競争入札
代表取締役社長　鳴海　日
出人

(10)

佐賀県佐賀市鍋島3丁目3-20

36 県北振興局 H27.10.20 H27.10.26 1,770,000 1,911,600 ㈱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 (5)

平戸市田平町小崎免1023

37 県北振興局

建設部
田平土木
維持
管理事務

H27.10.29 H27.11.5 2,800,000 3,024,000 株式会社　玄海電設 委託料 指名競争入札

代表取締役　大久保祐子 (5)

38 県北振興局 H28.3.18 H28.3.23 1,290,000 1,393,200 （有）ひらど美装工業 委託料 指名競争入札

(12)
西海市西海町七釜郷1615-
5

39 県北振興局 H27.6.16 H27.6.22 16,400,000 17,712,000 （株）小山建設　西海本店 委託料 一般競争入札

本店長　小山　彌一 (1)

長崎市昭和3丁目3番20号

40 県北振興局 H27.10.28 H27.10.30 2,940,000 3,175,200 （株）タカラ電設 委託料 指名競争入札

代表取締役　古賀　達一 (7)

東京都港区赤坂7-1-1

41 県北振興局 H27.12.1 H27.12.3 7,740,000 8,359,200 ガデリウス・インダストリー㈱ 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)

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

27大道維第301号
県北振興局大瀬戸土木維
持管理事務所管内道路監
視業務委託

建設部
大瀬戸土
木維持管
理事務所

建設部
大瀬戸土
木維持管
理事務所

27田道維第140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）

27単起災防第201-3号
主）大島太田和線道路災
害防除工事（大島大橋エ
レベーター保守点検業務
委託）

27大道維第1-3号
主）大島太田和線外１線
航路灯・航空障害灯設備
保守点検業務委託

27田道維第139号
一般県道鷹島肥前線道路
修繕工事（検査車点検業
務）

建設部
田平土木
維持管理
事務所

田平土木維持管理事務所
庁舎及び平戸大橋清掃業
務委託

建設部
砂防防災
課

28債県北砂情第1号
長崎県河川砂防情報シス
テム（本土北部）保守点検
業務委託

27総点橋第5-1号
国）204号他1線橋梁点検
業務委託（鹿爪橋他4橋）

建設部
田平土木
維持管理
事務所



平成２７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 H28.3.31 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）
入 札 日 節 区 分契 約 の 名 称契 約 日番号 所 管 部 局

西海市西海町木場郷563

42 県北振興局 H28.2.18 H28.2.24 53,535,000 57,817,800 ㈱クボタ 委託料 一般競争入札

代表取締役　久保田　修 (2)

27債大道維第501号
県北振興局大瀬戸土木維
持管理事務所管内道路監
視業務委託

建設部
大瀬戸土
木維持管
理事務所


