
部局名： 環境部 H29.3.31 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）

長崎市田中町603番3

1 環境部 廃棄物対策課 H28.4.20 H28.4.22 2,100,000 2,268,000 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）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

2 環境部 地域環境課 H28.5.2 H28.5.6 2,300,000 2,484,000 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）

長崎市出島町1番43号

3 環境部 地域環境課 H28.5.25 H28.5.31 9,950,000 10,746,000 株式会社太平環境科学センター長崎試験所 委託料 一般競争入札

所長　木下　淳也 （7者）

長崎市伊良林1-2-31

4 環境部 環境政策課 H28.6.14 H28.6.14 1,379,000 1,489,320 株式会社西村商会 使用料及び賃借料 一般競争入札

（環境保健研究センター） 代表取締役　寺島　慶一 （3者）

佐世保市白岳町166-1

5 環境部 地域環境課 H28.6.21 H28.6.27 2,800,000 3,024,000 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）

佐世保市三川内新町26番1

6 環境部 水環境対策課 H28.6.17 H28.6.22 3,111,000 3,359,880 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）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

7 環境部 廃棄物対策課 H28.6.1 H28.6.3 8,420,000 9,093,600 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 （5者）

長崎市大黒町9番22号

8 環境部 環境政策課 H28.6.27 H28.7.1 1,494,000 1,613,520 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　久行　俊次 （1者）

ICP質量分析装置保守業務委託

平成２８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 日契 約 の 名 称 節 区 分

平成28年度ダイオキシン類調査業
務委託

平成28年度有害大気汚染物質調
査分析業務委託

産業廃棄物処理施設の硫化水素
等測定調査業務委託

多項目水質計賃貸借

平成28年度水道水源水質検査業
務委託

平成28年度地下水分析業務委託

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



部局名： 環境部 H29.3.31 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）

平成２８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 日契 約 の 名 称 節 区 分

長崎市本原町35-20

9 環境部 地域環境課 H28.7.5 H28.7.8 940,000 1,015,200 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）

長崎市万才町6-34

10 環境部 地域環境課 H28.7.26 H28.7.27 6,648,000 7,179,840 国際航業株式会社長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　藤原　光浩 （4者）

佐世保市三川内新町26-1

11 環境部 地域環境課 H28.8.17 H28.8.22 1,100,000 1,188,000 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）

長崎市中町4番23号

12 環境部 水環境対策課 H28.7.29 H28.8.4 5,400,000 5,832,000 パシフィックコンサルタンツ株式会社長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　西依　亮 （1者）

長崎市平和町24番14号

13 環境部 環境政策課 H28.9.21 H28.9.26 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）

長崎市興善町2-24

14 環境部 地域環境課 H28.9.15 H28.9.16 3,230,000 3,488,400 株式会社パスコ　長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　冨岡　晃 （2者）

佐世保市三川内新町26-1

15 環境部 地域環境課 H28.9.26 H28.9.30 1,410,000 1,522,800 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 （8者）

長崎市江戸町6-13

16 環境部 環境政策課 H28.10.5 H28.10.5 1,630,000 1,760,400 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）

平成28年度国設酸性雨測定所オ
ゾン計保守点検業務委託

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

平成28年度島原半島内地下水調
査業務委託

長崎県汚水処理構想策定業務委
託

諫早湾干拓調整池中央干拓地の
適正管理及び利活用に係る基礎
調査業務委託

再生砂による浅場づくり実証事業
に係るモニタリング調査業務委託

平成28年度排出ガス等調査業務
委託

平成28年度環境技術交流事業支
援業務委託



部局名： 環境部 H29.3.31 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
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番号 所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称 節 区 分

長崎市魚の町6番4号 吞田ビル3階 一般競争入札

17 環境部 自然環境課 H28.9.26 H28.10.4 1,220,000 1,317,600 企業組合ｅタウン 委託料 （総合評価方式）

代表理事　西島　茂行 （4者）

諫早市多良見町化屋1781-1

18 環境部 環境政策課 H28.11.2 H28.11.2 2,186,000 2,360,880 正晃株式会社　長崎営業所 委託料 指名競争入札

（環境保健研究センター） 所長　山田　宜博 （2者）

長崎市平野町23-9

19 環境部 環境政策課 H28.11.30 H28.11.30 1,936,000 2,090,880 株式会社富士医科精器長崎支店 委託料 一般競争入札

（環境保健研究センター） 専務取締役　長崎支店長　越智　政明 （1者）

長崎市平野町23-9

20 環境部 地域環境課 H28.11.7 H28.11.11 2,050,000 2,214,000 株式会社富士医科精器長崎支店 委託料 一般競争入札

専務取締役長崎支店長　越智　政明 （1者）

佐賀県鳥栖市藤木町4-5

21 環境部 地域環境課 H28.11.17 H28.11.22 伝送機能付電子線量計整備事業 7,600,000 8,208,000
株式会社日立製作所ヘルスケアビジネスユ
ニット営業統括本部分析システム営業本部
西日本分析システム営業部鳥栖営業所

備品購入費 一般競争入札

所長　坪井　寿 （1者）

長崎市浪の平町1番35号

22 環境部 水環境対策課 H28.11.2 H28.11.8 1,840,000 1,987,200 長崎電気株式会社 需用費 一般競争入札

代表取締役　柴田　正明 （1者）

長崎市川口町10番2号

23 環境部 水環境対策課 H28.11.22 H28.11.28 21,000,000 22,680,000 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

24 環境部 水環境対策課 H28.11.22 H28.11.28 14,000,000 15,120,000 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）

長崎県自然情報発信ホームペー
ジ作成業務委託

安全キャビネット保守業務委託

大村湾南部浄化センターポンプ棟
機械設備整備

大村湾南部浄化センター汚泥棟他
機械設備整備

大村湾南部浄化センター水処理施
設電気設備整備

放射線測定器の校正点検業務委
託

原子力防災資機材点検・校正業務
委託



部局名： 環境部 H29.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
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福岡県福岡市早良区百道浜2-1-1

25 環境部 地域環境課 H28.12.14 H28.12.20 1,900,000 2,052,000 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）

長崎県大村市東野岳町1605-2

26 環境部 自然環境課 H28.12.21 H28.12.27 4,100,000 4,428,000 長崎認定鳥獣捕獲合同会社 委託料 一般競争入札

代表社員　　阿字野　久義 （2者）

長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640-3

27 環境部 地域環境課 H29.3.23 H29.3.29 19,400,000 20,952,000 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 （7者）

佐世保市三川内新町26番1

28 環境部 地域環境課 H29.3.24 H29.3.29 1,600,000 1,728,000 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）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

29 環境部 地域環境課 H29.3.24 H29.3.29 3,080,000 3,326,400 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）

長崎市田中町603番3

30 環境部 地域環境課 H29.3.24 H29.3.29 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）

福岡県福岡市早良区百道浜2-1-1

31 環境部 地域環境課 H29.3.24 H29.3.30 32,000,000 34,560,000 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）

長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640-3

32 環境部 地域環境課 H29.3.24 H29.3.30 6,500,000 7,020,000 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29年度長崎県水質監視調査
業務委託

平成29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

平成28年度長崎県（壱岐対馬国定
公園区域）指定管理鳥獣捕獲等事
業業務委託

平成29年度国設酸性雨測定所
PM2.5計保守管理委託業務

平成29年度国設酸性雨測定所保
守管理運営委託業務

平成29年度酸性雨調査委託業務

環境放射線テレメータシステム保
守・点検業務委託



部局名： 環境部 H29.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
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（地方機関） （円） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
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番号 所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称 節 区 分

長崎県長崎市本原町35番20号

33 環境部 地域環境課 H29.3.24 H29.3.30 16,650,000 17,982,000 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）

長崎県大村市宮代町316番地1

34 環境部 水環境対策課 H29.3.3 H29.3.9 有限会社サンハート 委託料 一般競争入札

取締役　片桐　一徳 （３者）

東彼杵郡川棚町三越郷51番地2

35 環境部 水環境対策課 H29.3.10 H29.3.16 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）

長崎市川口町10番2号

36 環境部 水環境対策課 H29.3.10 H29.3.16 980,000 1,058,400 株式会社協環 委託料 一般競争入札

代表取締役　林田　群二 （５者）

長崎県対馬市厳原町今屋敷672-1

37 環境部 自然環境課 H29.3.24 H29.3.30 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）

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

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

11,500円/ｔ
(税別)

10,700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）

50,800円/ｔ
（税別）

50,000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）

大村湾南部浄化センター水質分析
業務委託（その１）

平成29年度対馬自然の森案内業
務委託

平成29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


