
平成２８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： 水産部 H29.3.31 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）

長崎市大黒町9番22号

水産部 漁業振興課 H28.6.8 H28.6.9 1,100,000 1,188,000 金子産業株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　金田　進 （1者）

対馬市美津島町尾崎783番地２

水産部 漁業振興課 H28.6.8 H28.6.9 1,100,000 1,188,000 株式会社　みつしま水産 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　宮城島　省吾 （1者）

長崎市大黒町9番22号

水産部 漁業振興課 H28.6.8 H28.6.9 1,250,000 1,350,000 金子産業株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　金田　進 （1者）

長崎市伊良林1丁目2番31号

水産部 漁業振興課 H28.7.11 H28.7.12 1,890,000 2,041,200 株式会社　西村照会 委託料 一般競争入札

代表取締役　寺島　慶一 （１者）

１件体あたり １件体あたり 茨城県つくば市西大井1710-234

水産部 漁業振興課 H28.9.8 H28.9.14 1,400 1,512 有限会社　ジェノテックス 委託料 一般競争入札

取締役社長　添田　榮一 （２者）

福岡県中央区長浜1-3-4

水産部 漁業振興課 H28.9.13 H28.9.13 6,500,000 7,020,000 （株）東京久栄　福岡支店 委託料 一般競争入札

支店長　福井　真治 （１者）

長崎市高島町2706番地

水産部 漁業振興課 H28.9.21 H28.9.23 2,500,000 2,700,000 （株）長崎高島水産センター 委託料 一般競争入札

代表取締役　多良　敏男 （１者）

長崎市高島町2706番地

水産部 漁業振興課 H28.10.11 H28.10.12 7,500,000 8,100,000 （株）長崎高島水産センター 需用費 一般競争入札

代表取締役　多良　敏男 （２者）
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所管部局 節 区 分

ガザミのDNA抽出及びマイクロ
サテライトDNA分析業務委託

長崎県栽培漁業センター
海水取水管調査補修業務委託

契 約 の 名 称

6

7

8

番号

平成28年度収益性向上養殖技
術開発事業にかかるクロマグ
ロ採卵技術開発業務委託
（本土地区）

平成28年度収益性向上養殖技
術開発事業にかかるクロマグ
ロ採卵技術開発業務委託
（五島地区）

ヒラメ放流用種苗
（平均全長 100mm）
：100千尾

入札日 契約日

平成28年度収益性向上養殖技
術開発事業にかかる早期採卵
カワハギ養殖試験業務委託

平成28年度赤潮等被害防止モ
デル構築事業に係る橘湾、有
明海及び県北海域の連続観測
機器保守点検業務委託

平成28年度収益性向上養殖技
術開発事業にかかるクロマグ
ロ採卵技術開発業務委託
（壱岐・対馬地区）



平成２８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： 水産部 H29.3.31 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）
所管部局 節 区 分契 約 の 名 称番号 入札日 契約日

潤滑油（２サイクル用） 潤滑油（２サイクル用）

 ＠5,800円/1缶（20ℓ）  ＠5,800円/1缶（20ℓ）

水産部 漁業取締室 H28.4.28 H28.4.28 潤滑油（4サイクル用） 潤滑油（4サイクル用） 長崎県漁業協同組合連合会 需用費 指名競争入札
 ＠7,200円/1缶（20ℓ）  ＠7,200円/1缶（20ℓ） （5者）
（税別） （税別）

長崎市浪の平町4番2号

水産部 漁業取締室 H28.4.28 H28.5.2 12,600,000 13,608,000 長崎造船株式会社 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　中尾　直行 （6者）

島原市湊町5-2

水産部 漁業取締室 H28.6.3 H28.6.6 14,200,000 15,336,000 島原ドック協業組合 需用費 指名競争入札

代表理事　中村　光伸 （６者）

佐世保市干尽町6番地の3

水産部 漁業取締室 H28.7.14 H28.7.15 11,200,000 12,096,000 前畑造船株式会社 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　田頭　愼一 （６者）

佐世保市干尽町6番地の3

水産部 漁業取締室 H28.8.10 H28.8.10 11,600,000 12,528,000 前畑造船株式会社 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　田頭　愼一 （６者）

長崎市浪の平町4番2号

水産部 漁業取締室 H28.8.25 H28.8.30 8,800,000 9,504,000 長崎造船株式会社 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　中尾　直行 （６者）

長崎市土井首町509番地13

水産部 漁業取締室 H28.10.27 H28.11.1 12,400,000 13,392,000 株式会社　渡辺造船所 需用費 指名競争入札

代表取締役　渡邉　悦治 （６者）

長崎市土井首町509番地13

水産部 漁業取締室 H28.11.25 H28.11.30 23,300,000 25,164,000 株式会社　渡辺造船所 需用費 指名競争入札

代表取締役　渡邉　悦治 （６者）
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長崎市五島町2番27号

代表理事会長　川端　勲
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２８取締船修理第３号
漁業取締船ながさき
一般修理工事

２８取締船修理第４号
漁業取締船はやぶさ
一般修理工事

２８取締船修理第５号
漁業取締船おおとり
一般修理工事

平成28年度漁業取締船
主機関用潤滑油単価契約

２８取締船修理第１号
漁業取締船かいりゅう
一般修理工事

２８取締船修理第２号
漁業取締船かいおう
一般修理工事

２８取締船修理第６号
漁業取締船かいおう一般修理
工事

２８取締船修理第７号
漁業取締船かいりゅう一般修
理工事



平成２８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： 水産部 H29.3.31 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）
所管部局 節 区 分契 約 の 名 称番号 入札日 契約日

島原市湊町5-2

水産部 漁業取締室 H29.1.13 H29.1.16 12,800,000 13,824,000 島原ドック協業組合 需用費 指名競争入札

代表理事　中村　光伸 （６者）

長崎市浪の平町4番2号

水産部 漁業取締室 H29.1.27 H29.1.31 9,980,000 10,778,400 長崎造船株式会社 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　中尾　直行 （６者）

島原市湊町5-2

水産部 漁業取締室 H29.2.17 H29.2.20 10,700,000 11,556,000 島原ドック協業組合 需用費 指名競争入札

代表理事　中村　光伸 （６者）

長崎市栄町４－１８

水産部 水産加工流通課 H28.12.22 H28.12.22 2,545,000 2,748,600 （株）プラネット 委託料 一般競争入札

代表取締社長　本多　孝介 （５者）

長崎市三京町2842-1

水産部 水産加工流通課 H28.12.7 H28.12.9 4,400,000 4,752,000 平木工業株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　平木　實男 （１者）

長崎市滑石5-5-56

水産部 水産加工流通課 H28.12.15 H28.12.16 1,460,000 1,576,800 株式会社太成産業 需用費 指名競争入札

代表取締役　山田　宏善 （５者）

神奈川県川崎市多摩区生田8-11-11

水産部 水産加工流通課 H29.1.16 H29.1.16 2,100,000 2,268,000 株式会社水土舎 委託料 一般競争入札

代表取締役　上田　昌行 (1者）
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２８取締船修理第10号
漁業取締船おおとり一般修理
工事

２８取締船修理第８号
漁業取締船ながさき一般修理
工事

平成２８年度平成「長崎俵物」Ｐ
Ｒ資材制作業務委託

長崎魚市場西棟第２排水処理
施設汚泥処理業務委託

長崎魚市場東棟セリ場床面塗
装改修工事

２８取締船修理第９号
漁業取締船はやぶさ一般修理
工事

水産物の物流効率化にかか
る調査業務委託



平成２８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： 水産部 H29.3.31 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）
所管部局 節 区 分契 約 の 名 称番号 入札日 契約日

長崎市興善町２番２４号

水産部 水産加工流通課 H29.1.19 H29.1.19 2,387,000 2,577,960 ㈱東京商工リサーチ 長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　山田　祐二 (1者）

佐世保市三川内新町26-1

水産部 漁港漁場課 H28.4.21 H28.4.21 12,100,000 13,068,000 西部環境調査株式会社 委託料 指名競争入札

代表取締役　山本　利典 （10者）

長崎市田中町603-3

水産部 漁港漁場課 H28.7.7 H28.7.7 3,780,000 4,082,400 株式会社環境衛生科学研究所　 委託料 指名競争入札

代表取締役社長　新宮　一広 （７者）

長崎市伊良林1丁目2番31号

水産部 漁港漁場課 H28.7.8 H28.7.8 4,600,000 4,968,000 株式会社西村商会 委託料 一般競争入札

代表取締役　寺島　慶一 （１者）

長崎県諫早市貝津町2669-8

水産部 漁港漁場課 H28.11.1 H28.11.2 2,200,000 2,376,000
サンコーコンサルタント（株）
長崎営業所

委託料 指名競争入札

所長　秋吉　宣典 （7者）

長崎県佐世保市三川内新町26-1

水産部 漁港漁場課 H28.11.1 H28.11.2 1,500,000 1,620,000 西部環境調査（株） 委託料 指名競争入札

代表取締役　山本　利典 （7者）

長崎県長崎市田中町603-3

水産部 漁港漁場課 H28.11.1 H28.11.2 3,440,000 3,715,200 （株）環境衛生科学研究所 委託料 指名競争入札

代表取締役社長　新宮　一広 （7者）

佐世保市矢峰町９０－４

水産部 漁港漁場課 H29.1.13 H29.1.13 2,510,000 2,710,800 （株）産研九州 委託料 指名競争入札

代表取締役　井手誠次 （7者）

平成28年度有明海特産魚介類
生息環境調査に係る南島原地
区漁場環境改善効果把握調査
業務

平成28年度有明海特産魚介類
生息環境調査に係るタイラギ
生息状況調査（南島原地区）業
務委託
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平成28年度有明海特産魚介類
生息環境調査に係る貧酸素改
善効果調査業務

平成28年度有明海特産魚介類
生息環境調査に係る小長井地
区漁場環境把握調査業務

平成28年度有明海特産魚介類
生息環境調査（長崎県沖）委託
事業有明海浮遊幼生等調査業
務委託

平成２８年度長崎県水産物
輸出に関する調査業務委託

平成28年度有明海特産魚介類
生息環境調査に係るタイラギ
生息状況調査業務

平成28年度有明海特産魚介類
生息環境調査に係るタイラギ
生息状況調査（島原半島地先）
業務



平成２８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： 水産部 H29.3.31 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）
所管部局 節 区 分契 約 の 名 称番号 入札日 契約日

A重油 @56.0/ℓ A重油 @56.0/ℓ 長崎市五島町2番27号

水産部 漁政課 H.28.4.5 H.28.4.5 免税軽油 @59.0/ℓ 免税軽油 @59.0/ℓ 長崎県漁業協同組合連合会 需用費 一般競争入札

(総合水産試験場) （税別） （税別） 代表理事会長　川端　勲 （3者）

長崎市目覚町7番14号

水産部 漁政課 H28.5.18 H28.5.24 6,900,000 7,452,000 アイティーエックス㈱ 需用費 指名競争入札

(総合水産試験場) 代表取締役　市川　雅夫 （5者）

長崎市万才町7番1号 使用料

水産部 漁政課 H28.5.25 H28.6.1 4,292,000 4,635,360 総合メディカル株式会社*長崎支店　 及び 一般競争入札

(総合水産試験場) 支店長　森口　拓矢 賃借料 （1者）

佐世保市白岳町826番地

水産部 漁政課 H28.6.14 H28.6.14 2,250,000 2,430,000 大洋造船鉄工有限会社 需用費 一般競争入札

(総合水産試験場) 取締役　橋村　勉 （6者）

長崎市浪の平町4番2号

水産部 漁政課 H28.9.6 H28.9.6 12,300,000 13,284,000 長崎造船株式会社 需用費 一般競争入札

(総合水産試験場) 代表取締役社長　中尾　直行 （5者）

長崎市油木町35番59号

水産部 漁政課 H28.9.27 H28.9.30 1,890,000 2,041,200 有限会社彰建設 需用費 一般競争入札

(総合水産試験場) 代表取締役　上戸　宏道 （4者）

長崎市上町4番3号

水産部 漁政課 H28.10.12 H28.10.12 2,280,000 2,462,000 崎陽電気株式会社 需用費 指名競争入札

(総合水産試験場) 取締役　猿渡　信行 （5者）

諫早市川内町485番地

水産部 漁政課 H28.10.26 H28.10.28 4,065,000 4,390,200 粕谷製網株式会社 需用費 指名競争入札

(総合水産試験場) 代表取締役　粕谷　正昭 （5者）

佐世保市相浦町１７５５番地

水産部 漁政課 H28.11.15 H28.11.15 21,300,000 23,004,000 有限会社　中里造船所 需用費 指名競争入札

(総合水産試験場) 代表取締役　中里　俊彦 （6者）

34

33

蛍光実体顕微鏡賃貸借契約

漁業調査船ゆめとび中間検査
及び一般修繕

総合水産試験場
沖合生簀撤去及び移設修繕

漁業調査船（ゆめとび）
船底清掃及び一般修繕

漁業調査船ゆめとび舶用
ディーゼル発電機修繕

39
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32
長崎県総合水産試験場
漁業調査船用燃料単価契約

漁業調査船「鶴丸」
船底清掃及び一般修繕

長崎県総合水産試験場
電気設備（低電圧）保守点検業
務委託

総合水産試験場
種苗量産棟培養準備室修繕

40



平成２８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： 水産部 H29.3.31 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）
所管部局 節 区 分契 約 の 名 称番号 入札日 契約日

東京都渋谷区神宮前2-13-2ユハ
ラアネックスビル3階

水産部 漁政課 H28.12.26 H28.12.26 2,800,000 3,024,000 Biologging Solutions株式会社 需用費 指名競争入札

(総合水産試験場) 代表取締役　小泉　拓也 （5者）

長崎市金堀町52番11号

水産部 漁政課 H28.12.15 H28.12.26 13,800,000 14,904,000 キドプランニング有限会社 工事請負費 指名競争入札

(総合水産試験場) 代表取締役　城戸　善樹 （11者）

長崎市旭町3-15

水産部 漁政課 H29.1.31 H29.2.1 2,880,000 3,110,400 フルノ九州販売（株） 需用費 指名競争入札

(総合水産試験場) 代表取締役社長　坂井　孝正 （５者）

長崎県地方卸売市場 長崎市田中町５９１番地５ 一般競争入札

44 水産部 水産加工流通課 H29.3.21 H29.3.27 長崎魚市場自家用電気 2,660,400 2,873,232 (一社）九州電気保安協会 委託料 （１者）

工作物保安管理業務委託 長崎支部

漁政課

45 水産部 H29.3.24 H29.3.30 2,820,000 3,045,600 委託料 一般競争入札

（４者）

長崎県総合水産試験場庁舎
宿直業務委託

株式会社
ファーストスター
代表取締役
末石　景一

（総合水産
試験場）
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超小型深度・温度データロガー

種苗量産棟熱供給設備改修工
事

43
漁業調査船ゆめとびレーダー
修繕
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