
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：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

（地方機関） （円） （円） （住所・氏名） （入札業者数）

管理部 ﾚｷﾞｭﾗｰ ＠155 ﾚｷﾞｭﾗｰ ＠155 対馬市厳原町久田道１５７１番地 指名競争入札

1 対馬振興局 総務課 H27.4.1 H27.4.1 軽油 ＠145 軽油 ＠145 鈴木石油 株式会社 需用費 （３者）

灯油 ＠103 灯油 ＠103 代表取締役 井野 貴之

建設部 対馬市美津島町鶏知乙481-21 一般競争入札

2 対馬振興局 管理課 H27.5.27 H27.6.2 5,200,000 5,616,000 株式会社 不動商事 委託料 （１者）

代表取締役 早田 和子

農林水産部 対馬市厳原町南室２２－１ 指名競争入札

3 対馬振興局 林業課 H27.6.3 H27.6.9 2,040,000 2,203,200 対馬森林組合 委託料 （４者）

代表理事組合長 中島 均

農林水産部 対馬市厳原町南室２２－１ 指名競争入札

4 対馬振興局 林業課 H27.6.3 H27.6.9 10,450,000 11,286,000 対馬森林組合 委託料 （４者）

代表理事組合長 中島 均

竹敷港産業廃棄
物（放置船舶）収
集・運搬及び処
分業務委託

番号

平成27年度
県営林作業委託
（オバル団地）

厳原地区
燃料・油脂等購
入
単価契約

平成27年度
県営林作業委託
（北里団地）

所 管 部 局 入 札 日 契 約 日 契 約 の 名 称 節 区 分



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：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

（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 契 約 の 名 称 節 区 分

資料調査
公簿類 840円/筆個
地図類 840円/筆
図面類 1,910円/筆個
疎明書面 3,930円/件

事前調査 32,420円/件
筆界確認
多角測量 19,040円/点
復元測量 12,230円/点
画地調整 22,590円/区画
上記加算 15,020円/区画毎

民有地境界
立会・確認 7,440円/点
測距・探索 10,020円/点
特殊作業 12,580円/点

公共用地境界
Ａランク 16,190円/点
Ｂランク 55,020円/点
Ｃランク 10円/点

面積測量（地積）
100㎡以下 42,950円
200㎡以下 54,250円
300㎡以下 63,070円
400㎡以下 70,400円
600㎡以下 82,820円
800㎡以下 93,290円
1000㎡以下 102,350円
2000㎡以下 138,430円
3000㎡以下 166,080円
4000㎡以下 189,350円
5000㎡以下 209,900円
5000㎡を超えて1000㎡当たり

15,910円
境界標設置
境界点測設 10,130円/点
境界標打設
金属鋲、金属プレート

1,000円/点
プラ杭、真鍮基準鋲

1,600円/点
コンクリート杭

4,500円/点
境界標埋設 9,060円/点
引照点測量 13,860円/点

嘱託手続業務
表題基本額
嘱託手続 9,660円/筆
所在図 1,730円/筆
地積測量図 7,930円/筆

上記加算額
嘱託手続

1,560円/1筆増す毎に
所在図

1,730円/1筆増す毎に
地積測量図

7,930円/1筆増す毎に
分筆基本額（2筆まで）
嘱託手続 9,530円/筆
地積測量図 10,660円/筆

上記加算額
嘱託手続 1,690円/筆
地積測量図 2,660円/筆

地積の変更・更正基本額
嘱託手続 9590円/筆

資料調査
公簿類 840円/筆個
地図類 840円/筆
図面類 1,910円/筆個
疎明書面 3,930円/件

事前調査 32,420円/件
筆界確認
多角測量 19,040円/点
復元測量 12,230円/点
画地調整 22,590円/区画
上記加算 15,020円/区画毎

民有地境界
立会・確認 7,440円/点
測距・探索 10,020円/点
特殊作業 12,580円/点

公共用地境界
Ａランク 16,190円/点
Ｂランク 55,020円/点
Ｃランク 10円/点

面積測量（地積）
100㎡以下 42,950円
200㎡以下 54,250円
300㎡以下 63,070円
400㎡以下 70,400円
600㎡以下 82,820円
800㎡以下 93,290円
1000㎡以下 102,350円
2000㎡以下 138,430円
3000㎡以下 166,080円
4000㎡以下 189,350円
5000㎡以下 209,900円
5000㎡を超えて1000㎡当たり

15,910円
境界標設置
境界点測設 10,130円/点
境界標打設
金属鋲、金属プレート

1,000円/点
プラ杭、真鍮基準鋲

1,600円/点
コンクリート杭

4,500円/点
境界標埋設 9,060円/点
引照点測量 13,860円/点

嘱託手続業務
表題基本額
嘱託手続 9,660円/筆
所在図 1,730円/筆
地積測量図 7,930円/筆

上記加算額
嘱託手続

1,560円/1筆増す毎に
所在図

1,730円/1筆増す毎に
地積測量図

7,930円/1筆増す毎に
分筆基本額（2筆まで）
嘱託手続 9,530円/筆
地積測量図 10,660円/筆

上記加算額
嘱託手続 1,690円/筆
地積測量図 2,660円/筆

地積の変更・更正基本額
嘱託手続 9590円/筆
（税別）

5
建設部
用地課

対馬振興局 委託料

長崎市五島町8番7号
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

一般競争入札
(１者)

H27.7.2

平成27年度
登記業務委託
(単価契約･対馬
振興局 その１)

H27.7.1



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：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

（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 契 約 の 名 称 節 区 分

一般競争入札
(１者)

H27.7.2

平成27年度
登記業務委託
(単価契約･対馬
振興局 その１)

地積測量図 7,930円/筆
上記加算額
嘱託手続

1,540円/1筆増す毎に
地積測量図

7,930円/1筆増す毎に
合筆基本額（2筆まで） 9,530円
上記加算額

1,050円/1筆増す毎に
地目変更基本額 9,530円/筆
上記加算額

1,050円/1筆増す毎に
地図訂正申出基本額

17,520円/筆
上記加算額

9,470円/1筆増す毎に
測量図地積訂正申出

17,520円/筆
滅失基本額 10円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に
所有者更正基本額 10円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に
所有者現地調査 13,930円/回
所有者表示変更・更正基本額

10円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に
分筆抹消基本額 10円/筆

書類の作成
文案を要するもの 4,310円/通
文案を要しないもの 2,120円/通
不動産調査報告書 4,310円/通
騰抄本交付手続・受領1,130円/通
原本の複製 1,060円/通

境界標書類の作成
杭種(材料費のみ)
金属鋲 80円/個
金属プレート 430円/個
真鋳基準鋲 (砲金） 800円/個
プラスチック杭（4.5㎝角）

280円/本
プラスチック杭（7.0㎝角）

380円/本
コンクリート杭（6.0㎝角）

990円/本
コンクリート杭（7.5㎝角）

1,560円/本
コンクリート杭（10.0㎝角）

2,250円/本
コンクリート杭（12.0㎝角）

3,800円/本
その他業務
現況平面図測量・製図

97,300円/枚
集合求積平面図作成

4,310円/枚
未登記案件に関する精査業務

8,090円/筆
日当
土地家屋調査士 38,100円/日
補助者A 25,500円/日
補助者B 23,400円/日

地積測量図 7,930円/筆
上記加算額
嘱託手続

1,540円/1筆増す毎に
地積測量図

7,930円/1筆増す毎に
合筆基本額（2筆まで） 9,530円
上記加算額

1,050円/1筆増す毎に
地目変更基本額 9,530円/筆
上記加算額

1,050円/1筆増す毎に
地図訂正申出基本額

17,520円/筆
上記加算額

9,470円/1筆増す毎に
測量図地積訂正申出

17,520円/筆
滅失基本額 10円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に
所有者更正基本額 10円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に
所有者現地調査 13,930円/回
所有者表示変更・更正基本額

10円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に
分筆抹消基本額 10円/筆

書類の作成
文案を要するもの 4,310円/通
文案を要しないもの 2,120円/通
不動産調査報告書 4,310円/通
騰抄本交付手続・受領1,130円/通
原本の複製 1,060円/通

境界標書類の作成
杭種(材料費のみ)
金属鋲 80円/個
金属プレート 430円/個
真鋳基準鋲 (砲金） 800円/個
プラスチック杭（4.5㎝角）

280円/本
プラスチック杭（7.0㎝角）

380円/本
コンクリート杭（6.0㎝角）

990円/本
コンクリート杭（7.5㎝角）

1,560円/本
コンクリート杭（10.0㎝角）

2,250円/本
コンクリート杭（12.0㎝角）

3,800円/本
その他業務
現況平面図測量・製図

97,300円/枚
集合求積平面図作成

4,310円/枚
未登記案件に関する精査業務

8,090円/筆
日当
土地家屋調査士 38,100円/日
補助者A 25,500円/日
補助者B 23,400円/日

（税別）

5
（つづき）

対馬振興局
建設部
用地課

H27.7.1

長崎市五島町8番7号
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



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：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

（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 契 約 の 名 称 節 区 分

資料調査
公簿類 840円/筆個
地図類 840円/筆
図面類 1,910円/筆個
疎明書面 3,930円/件

事前調査 32,420円/件
筆界確認
多角測量 19,040円/点
復元測量 12,230円/点
画地調整 22,590円/区画
上記加算 15,020円/区画毎

民有地境界
立会・確認 7,440円/点
測距・探索 10,020円/点
特殊作業 12,580円/点

公共用地境界
Ａランク 16,190円/点
Ｂランク 55,020円/点
Ｃランク 10円/点

面積測量（地積）
100㎡以下 42,950円
200㎡以下 54,250円
300㎡以下 63,070円
400㎡以下 70,400円
600㎡以下 82,820円
800㎡以下 93,290円
1000㎡以下 102,350円
2000㎡以下 138,430円
3000㎡以下 166,080円
4000㎡以下 189,350円
5000㎡以下 209,900円
5000㎡を超えて1000㎡当たり

15,910円
境界標設置
境界点測設 10,130円/点
境界標打設
金属鋲、金属プレート

1,000円/点
プラ杭、真鍮基準鋲

1,600円/点
コンクリート杭

4,500円/点
境界標埋設 9,060円/点
引照点測量 13,860円/点

嘱託手続業務
表題基本額

嘱託手続 9,660円/筆
所在図 1,730円/筆
地積測量図 7,930円/筆

上記加算額
嘱託手続

1,560円/1筆増す毎に
所在図

1,730円/1筆増す毎に
地積測量図

7,930円/1筆増す毎に
分筆基本額（2筆まで）
嘱託手続 9,530円/筆
地積測量図 10,660円/筆

上記加算額
嘱託手続 1,690円/筆
地積測量図 2,660円/筆

（税別）

平成27年度
登記業務委託
(単価契約･対馬
振興局 その２)

一般競争入札
(１者)

委託料6
建設部
用地課

H27.7.1 H27.7.2

資料調査
公簿類 840円/筆個
地図類 840円/筆
図面類 1,910円/筆個
疎明書面 3,930円/件

事前調査 32,420円/件
筆界確認
多角測量 19,040円/点
復元測量 12,230円/点
画地調整 22,590円/区画
上記加算 15,020円/区画毎

民有地境界
立会・確認 7,440円/点
測距・探索 10,020円/点
特殊作業 12,580円/点

公共用地境界
Ａランク 16,190円/点
Ｂランク 55,020円/点
Ｃランク 10円/点

面積測量（地積）
100㎡以下 42,950円
200㎡以下 54,250円
300㎡以下 63,070円
400㎡以下 70,400円
600㎡以下 82,820円
800㎡以下 93,290円
1000㎡以下 102,350円
2000㎡以下 138,430円
3000㎡以下 166,080円
4000㎡以下 189,350円
5000㎡以下 209,900円
5000㎡を超えて1000㎡当たり

15,910円
境界標設置
境界点測設 10,130円/点
境界標打設
金属鋲、金属プレート

1,000円/点
プラ杭、真鍮基準鋲

1,600円/点
コンクリート杭

4,500円/点
境界標埋設 9,060円/点
引照点測量 13,860円/点

嘱託手続業務
表題基本額

嘱託手続 9,660円/筆
所在図 1,730円/筆
地積測量図 7,930円/筆

上記加算額
嘱託手続

1,560円/1筆増す毎に
所在図

1,730円/1筆増す毎に
地積測量図

7,930円/1筆増す毎に
分筆基本額（2筆まで）
嘱託手続 9,530円/筆
地積測量図 10,660円/筆

上記加算額
嘱託手続 1,690円/筆
地積測量図 2,660円/筆

長崎市五島町8番7号
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

対馬振興局



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：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

（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 契 約 の 名 称 節 区 分

一般競争入札
(１者)

地積の変更・更正基本額
嘱託手続 9590円/筆
地積測量図 7,930円/筆

上記加算額
嘱託手続

1,540円/1筆増す毎に
地積測量図

7,930円/1筆増す毎に
合筆基本額（2筆まで） 9,530円
上記加算額

1,050円/1筆増す毎に
地目変更基本額 9,530円/筆
上記加算額

1,050円/1筆増す毎に
地図訂正申出基本額

17,520円/筆
上記加算額

9,470円/1筆増す毎に
測量図地積訂正申出

17,520円/筆
滅失基本額 10円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に
所有者更正基本額 10円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に
所有者現地調査 13,930円/回
所有者表示変更・更正基本額

10円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に
分筆抹消基本額 10円/筆

書類の作成
文案を要するもの 4,310円/通
文案を要しないもの 2,120円/通
不動産調査報告書 4,310円/通
騰抄本交付手続・受領

1,130円/通
原本の複製 1,060円/通

境界標書類の作成
杭種(材料費のみ)
金属鋲 80円/個
金属プレート 430円/個
真鋳基準鋲 (砲金） 800円/個
プラスチック杭（4.5㎝角）

280円/本
プラスチック杭（7.0㎝角）

380円/本
コンクリート杭（6.0㎝角）

990円/本
コンクリート杭（7.5㎝角）

1,560円/本
コンクリート杭（10.0㎝角）

2,250円/本
コンクリート杭（12.0㎝角）

3,800円/本
その他業務
現況平面図測量・製図

97,300円/枚
集合求積平面図作成

4,310円/枚
未登記案件に関する精査業務

8,090円/筆
日当
土地家屋調査士 38,100円/日
補助者A 25,500円/日
補助者B 23,400円/日

地積の変更・更正基本額
嘱託手続 9590円/筆
地積測量図 7,930円/筆

上記加算額
嘱託手続

1,540円/1筆増す毎に
地積測量図

7,930円/1筆増す毎に
合筆基本額（2筆まで） 9,530円
上記加算額

1,050円/1筆増す毎に
地目変更基本額 9,530円/筆
上記加算額

1,050円/1筆増す毎に
地図訂正申出基本額

17,520円/筆
上記加算額

9,470円/1筆増す毎に
測量図地積訂正申出

17,520円/筆
滅失基本額 10円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に
所有者更正基本額 10円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に
所有者現地調査 13,930円/回
所有者表示変更・更正基本額

10円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に
分筆抹消基本額 10円/筆

書類の作成
文案を要するもの 4,310円/通
文案を要しないもの 2,120円/通
不動産調査報告書 4,310円/通
騰抄本交付手続・受領

1,130円/通
原本の複製 1,060円/通

境界標書類の作成
杭種(材料費のみ)
金属鋲 80円/個
金属プレート 430円/個
真鋳基準鋲 (砲金） 800円/個
プラスチック杭（4.5㎝角）

280円/本
プラスチック杭（7.0㎝角）

380円/本
コンクリート杭（6.0㎝角）

990円/本
コンクリート杭（7.5㎝角）

1,560円/本
コンクリート杭（10.0㎝角）

2,250円/本
コンクリート杭（12.0㎝角）

3,800円/本
その他業務
現況平面図測量・製図

97,300円/枚
集合求積平面図作成

4,310円/枚
未登記案件に関する精査業務

8,090円/筆
日当
土地家屋調査士 38,100円/日
補助者A 25,500円/日
補助者B 23,400円/日

（税別）

6
（つづき）

対馬振興局
建設部
用地課

H27.7.1 H27.7.2

平成27年度
登記業務委託
(単価契約･対馬
振興局 その２)

長崎市五島町8番7号
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



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：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

（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 契 約 の 名 称 節 区 分

（総務課） （総務課）

モノクロ機 モノクロ機

基本料金２２，７００円/月 基本料金２２，７００円/月

管理部 超過料金１．９５円/枚 超過料金１．９５円/枚

（3,001枚以上） （3,001枚以上） 指名競争入札

（建設部） （建設部） （２者）

総務課 モノクロ機 モノクロ機

基本料金３２，０００円/月 基本料金３２，０００円/月

超過料金１．７８円/枚 超過料金１．７８円/枚

（10,001枚以上） （10,001枚以上）

（上県土木出張所） （上県土木出張所）

管理部 フルカラー機 フルカラー機

基本料金４１，０００円/月 基本料金４１，０００円/月 指名競争入札

超過料金（カラー）１６．０円/枚 超過料金（カラー）１６．０円/枚 （２者）

総務課 （2,001枚以上） （2,001枚以上）

一律（モノクロ）３．０円/枚 一律（モノクロ）３．０円/枚

（林業課） （林業課）

管理部 フルカラー機 フルカラー機

基本料金８０，０００円/月 基本料金８０，０００円/月 指名競争入札

総務課 超過料金（カラー）１０．０円/枚 超過料金（カラー）１０．０円/枚 （２者）

（6,001枚以上） （6,001枚以上）

一律（モノクロ）２．５円/枚 一律（モノクロ）２．５円/枚

需用費

長崎市万才町３番５号
富士ゼロックス長崎株式会社
営業統括部長 秋山 富也

需用費

長崎市万才町３番５号
富士ゼロックス長崎株式会社
営業統括部長 秋山 富也

需用費
長崎市万才町３番５号
富士ゼロックス長崎株式会社
営業統括部長 秋山 富也

H27.9.9

H27.9.9 H27.9.9

H27.9.9 H27.9.9

平成27年度複写
サービス契約
（建設部 上県土
木出張所）

7

H27.9.9

平成27年度複写
サービス契約
（農林水産部 林
業課）

9 対馬振興局

8 対馬振興局

対馬振興局

平成27年度複写
サービス契約
（管理部総務課、
建設部本館３階）



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：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

（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 契 約 の 名 称 節 区 分

農林水産部 対馬市厳原町南室２２－１ 指名競争入札

10 対馬振興局 林業課 H27.11.4 H27.11.6 16,450,000 17,766,000 対馬森林組合 委託料 （５者）

代表理事組合長 中島 均

建設部 長崎市八幡町３番２１号 一般競争入札

11 対馬振興局 道路課 H27.12.2 H27.12.7 2,370,000 2,559,600 大和産業株式会社長崎営業所 委託料 （２者）

営業推進室長 岩瀬 豊美

管理部 対馬市厳原町北里１３０番地１ 指名競争入札

12 対馬振興局 総務課 H28.1.27 H28.2.2 1,100,000 1,188,000 (株)はなプランニング 委託料 (４者）

代表取締役 鼻﨑 象三

管理部 長崎市松山町４番５０号 一般競争入札

13 対馬振興局 総務課 H28.2.10 H28.2.10 1,548,000（総60月分）1,671,840（総額60月分） (株)トヨタレンタリース長崎 (１者）

25,800（月額） 27,864（月額） 代表取締役 榎本 延光

建設部 対馬市厳原町小浦７９－２ 一般競争入札

14 対馬振興局 対馬空港 H28.3.23 H28.3.29 12,957,000 13,993,560 (株)九電工 対馬営業所 委託料 (１者）

管理事務所 所長 江口 康一

対馬振興局職員
運転公用車リー
ス契約

２８対振空第１号
対馬空港照明施
設維持管理業務
委託

使用料及
び

賃借料

職員公舎におけ
る建築設備点検
業務

主要地方道桟原
小茂田線（佐須
坂トンネル）開通
式会場設営及び
運営業務委託

平成27年度
県営林作業委託
（下原団地）



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：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

（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 契 約 の 名 称 節 区 分

８：００～１８：００ ８：００～１８：００

＠4,200円／3名・１ｈ ＠4,200円／3名・１ｈ

８：００～１８：００ ８：００～１８：００

＠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

＠1,750円／1名・１ｈ ＠1,750円／1名・１ｈ

１８：００～２２：００ １８：００～２２：００

＠5,250円／3名・１ｈ ＠5,250円／3名・１ｈ

２２：００～５：００ ２２：００～５：００

＠2,100円／1名・１ｈ ＠2,100円／1名・１ｈ

５：００～８：００ ５：００～８：００

＠1,750円／1名・１ｈ ＠1,750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

委託料
指名競争入札

（２者）
H28.3.23 H28.3.29

平成２８年度 厳
原港・比田勝港
国際埠頭保安警
備業務委託
（単価契約）

保安上の理由により
非開示

対馬振興局15
建設部
管理課


