
平成２９年度 競争入札に付した契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H30.3.31 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）

PPCコピー PPCコピー

2A0 @500 2A0 @500

A0A1 @400 A0A1 @400

A0 @250 A0 @250

A1 @150 A1 @150

A2 @80 A2 @80

A3 @9 A3 @9

A4 @ 6 A4 @ 6

大型カラーコピー 大型カラーコピー

2A0 @1,000 2A0 @1,000

A0A1 @900 A0A1 @900

A0 @700 A0 @700

A1 @400 A1 @400

A2 @250 A2 @250

A3 @120 A3 @120

小型カラーコピー 小型カラーコピー

A3 @14 A3 @14

A4 @8 A4 @8

データ出力 データ出力 長崎市五島町１０-４

（白黒 普通紙） （白黒 普通紙） ㈱エビス堂コピーセンター

2A0 @500 2A0 @500 代表取締役 本村 正敏

A0A1 @400 A0A1 @400

A0 @250 A0 @250

A1 @150 A1 @150

A2 @80 A2 @80

データ出力 データ出力

(カラー） (カラー）

2A0 @1,200 2A0 @1,200

A0A1 @900 A0A1 @900

A0 @600 A0 @600

A1 @300 A1 @300

A2 @200 A2 @200

折り方 @5 折り方 @5

(税別） (税別）

長崎市大橋町２５－１

長崎振興局 H29.4.4 H29.4.4 西部石油（株） 需用費 指名競争入札

代表取締役 江村 大洋 （２者）

長崎市滑石５－１－５８

長崎振興局 H29.4.4 H29.4.4 ㈱山下石油店 需用費 指名競争入札

代表取締役 山下 則昭 （２者）

長崎市浪の平町１－３５

長崎振興局 H29.4.25 H29.5.1 1,600,000 1,728,000 長崎電気（株） 委託料 指名競争入札

代表取締役 柴田 正明 （５者）

4
一般国道２０２号他３
線道路維持工事（航路

灯点検委託）

建設部
道路維持課

指名競争入札
（２者）

ガソリン
1２３円／㍑
（税別）

ガソリン
1２３円／㍑
（税別）

需用費

平成２９年度燃料売買
単価契約（長崎振興局
管理部・建設部）

管理部
総務課

ガソリン
1２３円／㍑
（税別）

平成２９年度燃料売買
単価契約（長崎振興局
保健部）

節区分

H29.4.4
平成２９年度カラーコ
ピー等単価契約

契 約 の 名 称

ガソリン
1２３円／㍑
（税別）

3

1 H29.4.4
管理部
総務課

番号 契 約 日所 管 部 局

2

入 札 日

長崎振興局

管理部
総務課



平成２９年度 競争入札に付した契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H30.3.31 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）
節区分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

長崎市興善町2-24

長崎振興局 H29.5.18 H29.5.24 2,500,000 2,700,000 ㈱ふよう長崎 委託料 一般競争入札

代表取締役 田口 克己 （２者）

長崎市若葉町10-12

長崎振興局 H29.5.26 H29.5.31 1,600,000 1,728,000 ㈱大和総業 委託料 一般競争入札

代表取締役 下田 昭二 （１者）

資料調査 資料調査
公簿類 800円/筆個 公簿類 800円/筆個

地図類 800円/筆 地図類 800円/筆
図面類 800円/筆個 図面類 800円/筆個

7 長崎振興局
建設部
用地課

H29.6.8 H29.6.12

平成２９年度登記業務
委託その１（単価契
約・長崎振興局（長崎
市））

疎明書面 800円/件 疎明書面 800円/件

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 宮脇 成芳

委託料
一般競争入札

（２者）

事前調査 事前調査
10,000円/件 10,000円/件

筆界確認 筆界確認
多角測量 10,000円/点 多角測量 10,000円/点
復元測量 3,000円/点 復元測量 3,000円/点

画地調整 10,000円/区画 画地調整 10,000円/区画
上記加算 5,000円/区画毎 上記加算 5,000円/区画毎

民有地境界 民有地境界
立会・確認 3,000円/点 立会・確認 3,000円/点
測距・探索 3,000円/点 測距・探索 3,000円/点

特殊作業 10円/点 特殊作業 10円/点
公共用地境界 公共用地境界

Ａランク 3,000円/点 Ａランク 3,000円/点
Ｂランク 25,000円/点 Ｂランク 25,000円/点

Ｃランク 10円/点 Ｃランク 10円/点

面積測量（地積） 面積測量（地積）

100㎡以下 30,000円 100㎡以下 30,000円
200㎡以下 30,000円 200㎡以下 30,000円
300㎡以下 30,000円 300㎡以下 30,000円
400㎡以下 50,000円 400㎡以下 50,000円
600㎡以下 50,000円 600㎡以下 50,000円

800㎡以下 50,000円 800㎡以下 50,000円

1000㎡以下 75,000円 1000㎡以下 75,000円

2000㎡以下 100,000円 2000㎡以下 100,000円

3000㎡以下 120,000円 3000㎡以下 120,000円

4000㎡以下 140,000円 4000㎡以下 140,000円

5000㎡以下 155,000円 5000㎡以下 155,000円

5000㎡を超えて1000㎡当たり 12,000円 5000㎡を超えて1000㎡当たり 12,000円

境界標設置 境界標設置

境界点測設 7,000円/点 境界点測設 7,000円/点

境界標埋設 8,000円/点 境界標埋設 8,000円/点

6
長崎港プロムナード清
掃業務委託

長崎港湾漁港
事務所

長崎県営常盤駐車場
管理・収納業務委託

5

長崎港湾漁港
事務所



平成２９年度 競争入札に付した契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H30.3.31 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）
節区分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

境界標打設 金属鋲、金属プレート 1,000
円/点

境界標打設 金属鋲、金属プレート 1,000円/
点

境界標打設 プラ杭、真鍮基準鋲 1,000円/
点

境界標打設 プラ杭、真鍮基準鋲 1,000円/点

7 長崎振興局
建設部
用地課

H29.6.8 H29.6.12

平成２９年度登記業務
委託その１（単価契
約・長崎振興局（長崎
市））

境界標打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 10円/点 境界標打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 10円/点

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 宮脇 成芳

委託料
一般競争入札

（２者）

（続き） 引照点測量 10円/点 引照点測量 10円/点

嘱託手続業務 嘱託手続業務

表題基本額（嘱託手続） 7,000円/筆 表題基本額（嘱託手続） 7,000円/筆

上記加算額 1,000円/1筆増す毎に 上記加算額 1,000円/1筆増す毎に

表題基本額（所在図） 1,000円/筆 表題基本額（所在図） 1,000円/筆

上記加算額 1,000円/1筆増す毎に 上記加算額 1,000円/1筆増す毎に
表題基本額（地積測量図） 6,000円/筆 表題基本額（地積測量図） 6,000円/筆

上記加算額 6,000円/1筆増す毎に 上記加算額 6,000円/1筆増す毎に
分筆基本額（嘱託手続・２筆まで） 7,000円 分筆基本額（嘱託手続・２筆まで） 7,000円

上記加算額 1,000円/1筆増す毎に 上記加算額 1,000円/1筆増す毎に
分筆基本額（地積測量図・２筆まで） 8,000 分筆基本額（地積測量図・２筆まで） 8,000円

上記加算額 2,000円/1筆増す毎に 上記加算額 2,000円/1筆増す毎に
地積の変更・更正基本額（嘱託手続） 7,000

円/筆
地積の変更・更正基本額（嘱託手続） 7,000円

/筆
上記加算額 1,000円/1筆増す毎に 上記加算額 1,000円/1筆増す毎に

地積の変更・更正基本額（地積測量図）
6,000円/筆

地積の変更・更正基本額（地積測量図） 6,000
円/筆

上記加算額 6,000円/1筆増す毎に 上記加算額 6,000円/1筆増す毎に
合筆基本額（２筆まで） 1,000円 合筆基本額（２筆まで） 1,000円
上記加算額 10円/1筆増す毎に 上記加算額 10円/1筆増す毎に

地目変更基本額 1,000円/筆 地目変更基本額 1,000円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に 上記加算額 10円/1筆増す毎に

地図訂正申出基本額 1,000円/筆 地図訂正申出基本額 1,000円/筆
地図訂正申出加算額 10円/1筆増す毎に 地図訂正申出加算額 10円/1筆増す毎に

地積測量図訂正申出 10円/筆 地積測量図訂正申出 10円/筆
滅失基本額 １0円/筆 滅失基本額 １0円/筆

上記加算額 10円/1筆増す毎に 上記加算額 10円/1筆増す毎に
所有者更正基本額 10円/筆 所有者更正基本額 10円/筆

上記加算額 10円/1筆増す毎に 上記加算額 10円/1筆増す毎に
所有者現地調査 10,000円/回 所有者現地調査 10,000円/回

所有者表示変更更正基本額 10円/筆 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 上記加算額 10円/1筆増す毎に

分筆抹消 10円／筆 分筆抹消 10円／筆
書類の作成 書類の作成

文案を要するもの 3,200円/通 文案を要するもの 3,200円/通
文案を要しないもの 1,600円/通 文案を要しないもの 1,600円/通
不動産調査報告書 3,200円/通 不動産調査報告書 3,200円/通

謄抄本交付手続・受領 800円/通 謄抄本交付手続・受領 800円/通



平成２９年度 競争入札に付した契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H30.3.31 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）
節区分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

原本の複製 800円/通 原本の複製 800円/通

7 長崎振興局
建設部
用地課

H29.6.8 H29.6.12

平成２９年度登記業務
委託その１（単価契
約・長崎振興局（長崎
市））

境界標打設等 境界標打設等

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 宮脇 成芳

委託料
一般競争入札

（２者）

（続き） 金属鋲 40円/個 金属鋲 40円/個

金属プレート 400円/個 金属プレート 400円/個
真鋳基準鋲（砲金） 10円/個 真鋳基準鋲（砲金） 10円/個

プラスチック杭（4.5cm角） 200円/本 プラスチック杭（4.5cm角） 200円/本
プラスチック杭（7.0cm角） 300円/本 プラスチック杭（7.0cm角） 300円/本
コンクリート杭（6.0cm角） 10円/本 コンクリート杭（6.0cm角） 10円/本

コンクリート杭（7.5cm角） 1,500円/本 コンクリート杭（7.5cm角） 1,500円/本
コンクリート杭（10.0cm角） 2,000円/本 コンクリート杭（10.0cm角） 2,000円/本

コンクリート杭（12.0cm角） 10円/本 コンクリート杭（12.0cm角） 10円/本
現況平面図測量・製図 60,000円/枚 現況平面図測量・製図 60,000円/枚
集合求積平面図作成 3,200円/枚 集合求積平面図作成 3,200円/枚

未登記案件に関する精査業務 10円/筆 未登記案件に関する精査業務 10円/筆
日当 土地家屋調査士 10円/日 日当 土地家屋調査士 10円/日

日当 補助者A 10円/日 日当 補助者A 10円/日
日当 補助者B 10円/日 日当 補助者B 10円/日

（税別） （税別）
資料調査 資料調査

公簿類 800円/筆個 公簿類 800円/筆個
地図類 800円/筆 地図類 800円/筆

図面類 800円/筆個 図面類 800円/筆個

8 長崎振興局
建設部
用地課

H29.6.8 H29.6.12

平成２９年度登記業務
委託その２（単価契
約・長崎振興局（西彼
杵郡））

疎明書面 800円/件 疎明書面 800円/件

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 宮脇 成芳

委託料
一般競争入札

（２者）

事前調査 事前調査
10,000円/件 10,000円/件

筆界確認 筆界確認
多角測量 10,000円/点 多角測量 10,000円/点
復元測量 3,000円/点 復元測量 3,000円/点

画地調整 10,000円/区画 画地調整 10,000円/区画
上記加算 5,000円/区画毎 上記加算 5,000円/区画毎

民有地境界 民有地境界
立会・確認 3,000円/点 立会・確認 3,000円/点
測距・探索 3,000円/点 測距・探索 3,000円/点

特殊作業 10円/点 特殊作業 10円/点
公共用地境界 公共用地境界

Ａランク 3,000円/点 Ａランク 3,000円/点
Ｂランク 25,000円/点 Ｂランク 25,000円/点

Ｃランク 10円/点 Ｃランク 10円/点
面積測量（地積） 面積測量（地積）

100㎡以下 30,000円 100㎡以下 30,000円
200㎡以下 30,000円 200㎡以下 30,000円
300㎡以下 30,000円 300㎡以下 30,000円
400㎡以下 50,000円 400㎡以下 50,000円
600㎡以下 50,000円 600㎡以下 50,000円



平成２９年度 競争入札に付した契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H30.3.31 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）
節区分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

800㎡以下 50,000円 800㎡以下 50,000円

1000㎡以下 75,000円 1000㎡以下 75,000円

2000㎡以下 100,000円 2000㎡以下 100,000円

3000㎡以下 120,000円 3000㎡以下 120,000円

4000㎡以下 140,000円 4000㎡以下 140,000円

5000㎡以下 155,000円 5000㎡以下 155,000円

5000㎡を超えて1000㎡当たり 12,000円 5000㎡を超えて1000㎡当たり 12,000円

境界標設置 境界標設置

境界点測設 7,000円/点 境界点測設 7,000円/点

境界標埋設 8,000円/点 境界標埋設 8,000円/点

境界標打設 金属鋲、金属プレート 1,000 境界標打設 金属鋲、金属プレート 1,000円/
境界標打設 プラ杭、真鍮基準鋲 1,000円/ 境界標打設 プラ杭、真鍮基準鋲 1,000円/点

8 長崎振興局
建設部
用地課

H29.6.8 H29.6.12

平成２９年度登記業務
委託その２（単価契
約・長崎振興局（西彼
杵郡））

境界標打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 10円/点 境界標打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 10円/点

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 宮脇 成芳

委託料
一般競争入札

（２者）

（続き） 引照点測量 10円/点 引照点測量 10円/点
嘱託手続業務 嘱託手続業務

表題基本額（嘱託手続） 7,000円/筆 表題基本額（嘱託手続） 7,000円/筆
上記加算額 1,000円/1筆増す毎に 上記加算額 1,000円/1筆増す毎に
表題基本額（所在図） 1,000円/筆 表題基本額（所在図） 1,000円/筆
上記加算額 1,000円/1筆増す毎に 上記加算額 1,000円/1筆増す毎に

表題基本額（地積測量図） 6,000円/筆 表題基本額（地積測量図） 6,000円/筆
上記加算額 6,000円/1筆増す毎に 上記加算額 6,000円/1筆増す毎に

分筆基本額（嘱託手続・２筆まで） 7,000円 分筆基本額（嘱託手続・２筆まで） 7,000円
上記加算額 1,000円/1筆増す毎に 上記加算額 1,000円/1筆増す毎に

分筆基本額（地積測量図・２筆まで） 8,000 分筆基本額（地積測量図・２筆まで） 8,000円
上記加算額 2,000円/1筆増す毎に 上記加算額 2,000円/1筆増す毎に

地積の変更・更正基本額（嘱託手続） 7,000
円/筆

地積の変更・更正基本額（嘱託手続） 7,000円
/筆

上記加算額 1,000円/1筆増す毎に 上記加算額 1,000円/1筆増す毎に
地積の変更・更正基本額（地積測量図）

6,000円/筆
地積の変更・更正基本額（地積測量図） 6,000

円/筆
上記加算額 6,000円/1筆増す毎に 上記加算額 6,000円/1筆増す毎に

合筆基本額（２筆まで） 1,000円 合筆基本額（２筆まで） 1,000円
上記加算額 10円/1筆増す毎に 上記加算額 10円/1筆増す毎に

地目変更基本額 1,000円/筆 地目変更基本額 1,000円/筆
上記加算額 10円/1筆増す毎に 上記加算額 10円/1筆増す毎に

地図訂正申出基本額 1,000円/筆 地図訂正申出基本額 1,000円/筆
地図訂正申出加算額 10円/1筆増す毎に 地図訂正申出加算額 10円/1筆増す毎に

地積測量図訂正申出 10円/筆 地積測量図訂正申出 10円/筆
滅失基本額 １0円/筆 滅失基本額 １0円/筆

上記加算額 10円/1筆増す毎に 上記加算額 10円/1筆増す毎に
所有者更正基本額 10円/筆 所有者更正基本額 10円/筆

上記加算額 10円/1筆増す毎に 上記加算額 10円/1筆増す毎に
所有者現地調査 10,000円/回 所有者現地調査 10,000円/回



平成２９年度 競争入札に付した契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H30.3.31 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）
節区分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

所有者表示変更更正基本額 10円/筆 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 上記加算額 10円/1筆増す毎に
分筆抹消 10 円／筆 分筆抹消 10 円／筆

8 長崎振興局
建設部
用地課

H29.6.8 H29.6.12

平成２９年度登記業務
委託その２（単価契
約・長崎振興局（西彼
杵郡））

書類の作成 書類の作成

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 宮脇 成芳

委託料
一般競争入札

（２者）

（続き） 文案を要するもの 3,200円/通 文案を要するもの 3,200円/通

文案を要しないもの 1,600円/通 文案を要しないもの 1,600円/通

不動産調査報告書 3,200円/通 不動産調査報告書 3,200円/通

謄抄本交付手続・受領 800円/通 謄抄本交付手続・受領 800円/通
原本の複製 800円/通 原本の複製 800円/通

境界標打設等 境界標打設等
金属鋲 40円/個 金属鋲 40円/個

金属プレート 400円/個 金属プレート 400円/個
真鋳基準鋲（砲金） 10円/個 真鋳基準鋲（砲金） 10円/個

プラスチック杭（4.5cm角） 200円/本 プラスチック杭（4.5cm角） 200円/本
プラスチック杭（7.0cm角） 300円/本 プラスチック杭（7.0cm角） 300円/本
コンクリート杭（6.0cm角） 10円/本 コンクリート杭（6.0cm角） 10円/本

コンクリート杭（7.5cm角） 1,500円/本 コンクリート杭（7.5cm角） 1,500円/本
コンクリート杭（10.0cm角） 2,000円/本 コンクリート杭（10.0cm角） 2,000円/本

コンクリート杭（12.0cm角） 10円/本 コンクリート杭（12.0cm角） 10円/本
現況平面図測量・製図 60,000円/枚 現況平面図測量・製図 60,000円/枚
集合求積平面図作成 3,200円/枚 集合求積平面図作成 3,200円/枚

未登記案件に関する精査業務 10円/筆 未登記案件に関する精査業務 10円/筆
日当 土地家屋調査士 10円/日 日当 土地家屋調査士 10円/日

日当 補助者A 10円/日 日当 補助者A 10円/日
日当 補助者B 10円/日 日当 補助者B 10円/日

（税別） （税別）

長崎市坂本３－１－１

長崎振興局 H29.7.11 H29.7.14 5,282,000 5,704,560 (株)エス・ピー・シー 委託料 指名競争入札

代表取締役 高原 一成 （７者）

長崎市宝町４－３０

長崎振興局 H29.7.11 H29.7.14 4,481,000 4,839,480 (株)星野組 委託料 指名競争入札

代表取締役 星野 憲司 （７者）

長崎市青山町２５４－１１

長崎振興局 H29.7.11 H29.7.14 4,139,000 4,470,120 (株)白水建設 委託料 指名競争入札

代表取締役 白水 宏平 （７者）

長崎市立岩町７－３１

長崎振興局 H29.7.11 H29.7.14 3,780,000 4,082,400 三興建設(株) 委託料 指名競争入札

代表取締役 田口 磐夫 （７者）

長崎市若葉町１０－１２

長崎振興局 H29.7.11 H29.7.11 2,926,000 3,160,080 (株)大和総業 委託料 指名競争入札

代表取締役 下田 昭二 （７者）

長崎市西海町１９８４－１

長崎振興局 H29.7.11 H29.7.14 2,262,000 2,442,960 (株)興和開発 委託料 指名競争入札

代表取締役 村田 芳興 （７者）

14

9

10

11

12

13

建設部
道路維持課

一般国道２０２号他３
線道路維持工事（精霊
流し路面清掃業務委
託）

一般国道２０６号道路
維持工事（精霊流し路
面清掃業務委託）

一般国道２０２号他１
線道路維持工事（精霊
流し路面掃清掃務委
託）

建設部
道路維持課

建設部
道路維持課

建設部
道路維持課

建設部
道路維持課

建設部
道路維持課

一般国道２０２号他２
線道路維持工事（精霊
流し路面清掃業務委
託）

一般国道４９９号道路
維持工事（精霊流し路
面清掃業務委託）

一般国道２０６号他１
線道路維持工事（精霊
流し路面清掃業務委
託）



平成２９年度 競争入札に付した契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H30.3.31 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）
節区分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

神奈川県川崎市幸区堀川町580

長崎振興局 H29.8.18 H29.8.22 2,100,000 2,268,000 ㈱日本海洋科学 委託料 一般競争入札

代表取締役社長 赤峯 浩一 （２者）

長崎市興善町2-8

長崎振興局 H29.8.22 H29.8.28 2,421,000 2,614,680 太洋技研㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役 福田 友久 （７者）

長崎市向町1741-10

長崎振興局 H29.9.14 H29.9.20 4,360,000 4,708,800 （有）岩尾建業 需用費 指名競争入札

代表取締役 岩尾 敏樹 （７者）

道路改良・交通安全（構造化データ作成） 道路改良・交通安全（構造化データ作成）

２６４円/ｍ ２６４円/ｍ

橋梁（断面図の記入を含む） 橋梁（断面図の記入を含む）

３１０円/ｍ ３１０円/ｍ

防災（構造化データ作成） 防災（構造化データ作成）

１９８円/ｍ １９８円/ｍ 長崎市田中町５８５－４

H29.10.24 H29.10.30 舗装（構造化データ作成） 舗装（構造化データ作成） 扇精光コンサルタンツ(株) 委託料 指名競争入札

７２円/ｍ ７２円/ｍ 代表取締役 安部 清美 （７者）

現地調査費 現地調査費

４００円/ｍ ４００円/ｍ

施設台帳作成 施設台帳作成

４１０円/施設 ４１０円/施設

（税別） （税別）

昼間 1,800 昼間1,944 長崎市興善町2-24

長崎振興局 H29.10.25 H29.10.31 夜間 2,250 夜間2,430 ㈱ふよう長崎 委託料 一般競争入札

代表取締役 田口 克己 （１者）

17

長崎港湾漁港事
務所

長崎港広域連携工事
（係留検討業務委託）

長崎漁港防舷材修繕
工事

16
長崎港湾漁港事
務所

長崎港県単調査委託
（水路測量）

19
長崎港湾漁港事
務所

15

道路台帳補正業務委
託（単価契約）

長崎港湾漁港事
務所

長崎振興局18
建設部道路建設
課

長崎県営常盤駐車場
（南側）警備業務委託



平成２９年度 競争入札に付した契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H30.3.31 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）
節区分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

本館コピー室 本館コピー室

モノクロ 1.81円 モノクロ 1.81円

河川課 河川課

モノクロ 0.77円 モノクロ 0.77円 長崎市万才町３－５ 指名競争入札

20 長崎振興局 管理部総務課 H29.11.9 H29.11.15 カラー 3.15円 カラー 3.15円 富士ゼロックス長崎(株) 需用費 （４者）

道路維持課 道路維持課 営業統括部長 馬場 賢二

モノクロ 0.77円 モノクロ 0.77円

カラー 3.15円 カラー 3.15円

用地課 用地課

モノクロ 0.77円 モノクロ 0.77円

カラー 3.15円 カラー 3.15円

長与都市開発事業所 長与都市開発事業所

モノクロ 1.51円 モノクロ 1.51円

カラー 4.50円 カラー 4.50円

（税別） （税別）

長崎市大黒町９－２２

長崎振興局 H29.12.12 H29.12.15 2,100,000 2,268,000 （株）大島造船所長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長 財津 直也 （１者）

久留米市東合川新町１１－２８

長崎振興局 H29.12.12 H29.12.18 12,000,000 12,960,000 委託料 一般競争入札

（２者）

長崎市田中町５８５－５

長崎振興局 H30.2.15 H30.2.21 3,700,000 3,996,000
扇精光ソリューションズ株式会
社

委託料 一般競争入札

代表取締役 一瀬 勝範 （１者）

佐世保市万徳町４－１８

長崎振興局 H30.2.15 H30.2.21 13,300,000 14,364,000 エコー電子工業（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役 濵武 康司 （１者）

佐世保市万徳町４－１８

長崎振興局 H30.2.15 H30.2.21 19,400,000 20,952,000 エコー電子工業（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役 濵武 康司 （１者）

長崎市大橋町６－６

長崎振興局 H30.3.9 H30.3.15 2,100,000 2,268,000 （株）三ヱ電機 委託料 指名競争入札

代表取締役 小林 純一 （７者）

長崎市浪の平町１－３５

長崎振興局 H30.3.9 H30.3.16 7,200,000 7,776,000 長崎電気（株） 委託料 指名競争入札

代表取締役 柴田 正明 （７者）

21

22

26

27

25

平成２９年度複写サー
ビス（大橋庁舎建設部
各課・長与事業所）契
約

建設部神浦ダム
管理事務所

建設部河川課
西山ダム他３ダム低水
放流設備保守点検業
務委託

建設部河川課
長崎振興局管内ダム
電気通信施設保守点
検業務委託

23

24 建設部砂防課
長崎県河川砂防情報
システム（本土南部）
保守点検業務委託

神浦ダムゲート及びバ
ルブ設備保守点検業
務委託

一般国道２０２号他３線
道路維持工事（トンネル
非常用施設点検委託）

神浦ダムテレメータ設
備保守点検業務委託

建設部神浦ダム
管理事務所

建設部
道路維持課

建設部
道路維持課

（株）豊国エンジニアリング九州
営業所 所長 松岡 哲也

一般国道２０２号道路維
持工事（稲佐立体等排
水設備点検委託）



平成２９年度 競争入札に付した契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H30.3.31 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）
節区分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

長崎市金屋町７－１４

長崎振興局 H30.3.9 H30.3.15 7,530,000 7,560,000 （株）青電メンテナンス 委託料 指名競争入札

代表取締役 澤瀬 幸満 （７者）

長崎市長浦町１１００番地

長崎振興局 H30.3.15 H30.3.20 5,550,000 5,994,000 琴海清掃（有） 委託料 指名競争入札

代表取締役 濵本 泰 （７者）

長崎市川平町８５７－１２

長崎振興局 H30.3.15 H30.3.20 1,969,000 2,126,520 旭建装（有） 委託料 指名競争入札

代表取締役 上戸 鉄治 （５者）

長崎市長浦町１１００番地

長崎振興局 H30.3.15 H30.3.22 1,380,000 1,490,400 琴海清掃（有） 委託料 指名競争入札

代表取締役 濵本 泰 （５者）

長崎市京泊２－９－４１

長崎振興局 H30.3.15 H30.3.20 24,258,000 26,198,640 （株）ガードサービス長崎 委託料 指名競争入札

代表取締役 新島 豊 （１０者）

長崎市京泊２－９－４１

長崎振興局 H30.3.15 H30.3.20 20,476,000 22,114,080 （株）ガードサービス長崎 委託料 指名競争入札

代表取締役 新島 豊 （１０者）

長崎市築町４－１５

長崎振興局 H30.3.20 H30.3.26 3,800,000 4,104,000 （株）福昭ビル・サービス長崎支社 委託料 指名競争入札

長崎支社長 大串 龍大 （７者）

長崎市築町４－１５

長崎振興局 H30.3.13 H30.3.19 1,440,000 1,555,200 （株）福昭ビル・サービス長崎支社 委託料 指名競争入札

長崎支社長 大串 龍大 （７者）

大村市原口町１１４８－６

長崎振興局 H30.3.20 H30.3.26 16,695,000 18,030,600 （株）中央綜合警備保障 委託料 一般競争入札

代表取締役 堀内 敏也 （７者）

長崎市城山町３－１９

長崎振興局 管理部総務課 H30.3.15 H30.3.20 九州電力（株） 長崎営業所 需用費 一般競争入札

所長 村川 常雄 （５者）

29

30

31

32

33

28

管理部総務課

長崎振興局本庁舎、保
健部及び長与都市開発
事業所清掃業務委託

34

長崎振興局税務部庁舎
清掃業務委託

長崎振興局本庁舎警備
業務委託

35

36

管理部総務課

管理部総務課

37
長崎振興局（大橋庁舎）
で使用する電力

①基本料金（1kWにつき）：2,008円80銭
②電力量料金（1kWhにつき）：夏季料金12円78
銭・その他季料金11円87銭

①基本料金（1kWにつき）：2,008円80銭
②電力量料金（1kWhにつき）：夏季料金12円78銭・
その他季料金11円87銭

一般国道２０２号他９線
路面清掃委託（貸与）

建設部
道路維持課

建設部
道路維持課

建設部
道路維持課

一般国道４９９号他３線
道路維持工事（トンネル
非常用施設点検委託）

一般国道２０６号琴海
パーキング清掃管理委
託

建設部
道路維持課

建設部
道路維持課

建設部
道路維持課

一般国道２０２号他５線
歩道橋清掃委託（南部）

一般国道２０２号他２線
歩道橋清掃委託（北部）

一般国道２０２号他１０線
路面清掃委託（業者持
込）



平成２９年度 競争入札に付した契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H30.3.31 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）
節区分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

長崎市城山町３－１９

長崎振興局 管理部総務課 H30.3.15 H30.3.20 九州電力（株） 長崎営業所 需用費 一般競争入札

所長 村川 常雄 （５者）

長崎市城山町３－１９

長崎振興局 管理部総務課 H30.3.15 H30.3.20 九州電力（株） 長崎営業所 需用費 一般競争入札

所長 村川 常雄 （５者）

長崎市城山町３－１９

長崎振興局 管理部総務課 H30.3.15 H30.3.20 九州電力（株） 長崎営業所 需用費 一般競争入札

所長 村川 常雄 （５者）

長崎市田中町573番地3

長崎振興局 H29.12.12 H29.12.18 1,340,000 1,447,200 ㈱クリーン・マット 委託料 一般競争入札

代表取締役 田中 信之 （１者）

昼間 1,450 昼間 1,566 長崎市興善町2番24号

長崎振興局 H30.2.28 H30.3.1 夜間 1,800 夜間 1,944 ㈱ふよう長崎 委託料 一般競争入札

代表取締役 田口 克己 （3者）

長崎市西山2丁目9番18号

長崎振興局 H30.2.28 H30.3.5 1,800,000 1,944,000 ㈱西九州エレベーターサービス 委託料 一般競争入札

代表取締役 福山 博司 （１者）

昼間 1,340 昼間1,447 長崎市京泊2丁目9番41号

長崎振興局 H30.2.28 H30.3.6 夜間 1,680 夜間1,814 ㈱ガードサービス長崎 委託料 一般競争入札

代表取締役 新島 豊 （2者）

昼間 1,050 昼間 1,134 長崎市京泊2丁目9番41号

長崎振興局 H30.2.28 H30.3.6 夜間 1,530 夜間 1,652 ㈱ガードサービス長崎 委託料 一般競争入札

代表取締役 新島 豊 （3者）

昼間 1,650 昼間 1,782 長崎市京泊2丁目9番41号

長崎振興局 H30.2.28 H30.3.6 夜間 1,920 夜間 2,073 ㈱ガードサービス長崎 委託料 一般競争入札

代表取締役 新島 豊 （１者）

45
長崎港湾漁港事

務所
長崎港小ヶ倉柳西・南
埠頭警備業務委託

46
長崎港湾漁港事

務所

長崎港国際観光船埠
頭（出島）警備業務委
託

43
長崎港湾漁港事

務所

元船Ｃ棟上屋昇降機
設備保守点検及び昇
降機設備監視業務委
託

44
長崎港湾漁港事

務所
長崎港小ヶ倉柳北埠頭
警備業務委託

41
長崎港湾漁港事

務所
長崎漁港尾上緑地内ト
イレ等清掃業務委託

42
長崎港湾漁港事

務所
長崎県営常盤駐車場
（南側）警備業務委託

長崎振興局（西山ダム管
理事務所）で使用する電
力

①基本料金（1kWにつき）：2,008円80銭
②電力量料金（1kWhにつき）：ピーク時間料金16
円67銭・夏季昼間料金14円25銭・その他季昼間
料金13円31銭・夜間料金8円93銭

①基本料金（1kWにつき）：2,008円80銭
②電力量料金（1kWhにつき）：ピーク時間料金16円
67銭・夏季昼間料金14円25銭・その他季昼間料金
13円31銭・夜間料金8円93銭

40

長崎振興局（税務部庁
舎）で使用する電力

①基本料金（1kWにつき）：1,296円
②電力量料金（1kWhにつき）：夏季料金18円29
銭・その他季料金16円87銭

長崎振興局（保健部庁
舎）で使用する電力

①基本料金（1kWにつき）：1,296円
②電力量料金（1kWhにつき）：夏季料金18円29
銭・その他季料金16円87銭

①基本料金（1kWにつき）：1,296円
②電力量料金（1kWhにつき）：夏季料金18円29銭・
その他季料金16円87銭

39

38
①基本料金（1kWにつき）：1,296円
②電力量料金（1kWhにつき）：夏季料金18円29銭・
その他季料金16円87銭



平成２９年度 競争入札に付した契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H30.3.31 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）
節区分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

長崎市大手町2丁目1-36 7号

長崎振興局 H30.3.6 H30.3.8 1,010,000 1,090,800 (有)アマノエスエス長崎 委託料 一般競争入札

代表取締役 佐々木 隆郁 （1者）

長崎市興善町2番24号

長崎振興局 H30.3.6 H30.3.9 3,120,000 3,369,600 ㈱ふよう長崎 委託料 一般競争入札

代表取締役 田口 克己 （1者）

大村市東三城町6番地1

長崎振興局 H30.3.6 H30.3.12 2,016,000 2,177,280 ㈱シンコー 委託料 一般競争入札

代表取締役 田代 スミ子 （4者）

長崎市金屋町1番2号桜ビル2F

長崎振興局 H30.3.15 H30.3.16 960,000 1,036,800 ㈱スターライト 委託料 一般競争入札

代表取締役 城 竜次 （2者）

長崎県長崎市城山町3-19

長崎振興局 H30.3.15 H30.3.20 398,606 430,494 九州電力㈱長崎営業所 需用費 一般競争入札

所長 村川 常雄 （5者）

長崎県長崎市城山町3-19

長崎振興局 H30.3.15 H30.3.20 868,655 938,147 九州電力㈱長崎営業所 需用費 一般競争入札

所長 村川 常雄 （4者）

長崎県長崎市城山町3-19

長崎振興局 H30.3.15 H30.3.20 256,808 277,352 九州電力㈱長崎営業所 需用費 一般競争入札

所長 村川 常雄 （5者）

長崎市興善町2番24号

長崎振興局 H30.3.15 H30.3.20 1,296,000 1,399,680 ㈱ふよう長崎 委託料 一般競争入札

代表取締役 田口 克己 （1者）

53
長崎港湾漁港事

務所

長崎県長崎振興局長
崎港湾漁港事務所（長
崎港小ヶ倉柳CFS上
屋）で使用する電力

54
長崎港湾漁港事

務所

長崎漁港丸尾地区駐
車場警備・管理及び料
金徴収業務委託

51
長崎港湾漁港事

務所

長崎県長崎振興局長
崎港湾漁港事務所（長
崎港小ヶ倉柳ターミナ
ルビル）で使用する電
力

52
長崎港湾漁港事

務所

長崎県長崎振興局長
崎港湾漁港事務所（長
崎港元船可動橋陸電
設備）で使用する電力

49
長崎港湾漁港事

務所
長崎港プロムナード清
掃業務委託

50
長崎港湾漁港事

務所
長崎漁港丸尾地区漁
港施設管理業務委託

47
長崎港湾漁港事

務所

県営常盤駐車場（北側
及び南側）自動料金精
算システム保守点検
業務

48
長崎港湾漁港事

務所
長崎県営常盤駐車場
管理・収納業務委託



平成２９年度 競争入札に付した契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H30.3.31 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）
節区分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

長崎市興善町2番24号

長崎振興局 H30.3.15 H30.3.20 4,730,460 5,108,896 ㈱ふよう長崎 委託料 一般競争入札

代表取締役 田口 克己 （3者）

長崎市諏訪町4-8

長崎振興局 H30.3.20 H30.3.26 2,980,000 3,218,400 (有)旭管工社 委託料 一般競争入札

代表取締役 中村 勝 （2者）

長崎市矢上町49-2-202

長崎振興局 H30.3.20 H30.3.26 2,999,000 3,238,920 ㈱ニュージェック長崎事務所 委託料 一般競争入札

事務所長 石橋 克彦 （2者）

（モノクロコピー機） （モノクロコピー機）

ﾓﾉｸﾛｺﾋﾟｰ @1.02 ﾓﾉｸﾛｺﾋﾟｰ @1.02

（カラーコピー機） （カラーコピー機） 長崎市田中町582-4

長崎振興局 H30.3.27 H30.3.30 ﾓﾉｸﾛｺﾋﾟｰ @1.02 ﾓﾉｸﾛｺﾋﾟｰ @1.02 ㈱フジオカ 需用費 指名競争入札

ｶﾗｰｺﾋﾟｰ @3.67 ｶﾗｰｺﾋﾟｰ @3.67 代表取締役 藤岡 秀則 （７者）

（税別） （税別）

設置業務（設置～撤去）
900,000

設置業務（設置～撤去）
972,000

西彼杵郡時津町日並郷3506番地の1

長崎振興局 H30.3.28 H30.3.30 発電機リース料 3,000 発電機リース料 3,240 (有)三幸リース 委託料 一般競争入札

発電機補償費 200 発電機補償費 216 代表取締役 久壽米木 澄雄 （1者）

59
長崎港湾漁港事

務所

長崎港出島地区
SOLASフェンス設置業
務委託

57
長崎港湾漁港事

務所
長崎港県単調査委託（ク
ルーズ船需要推計）

58
長崎港湾漁港事

務所

平成30年度～平成32
年度モノクロコピー機・
カラーコピー機の複写
サービス契約

55
長崎港湾漁港事

務所
長崎港湾漁港事務所庁
舎警備業務委託

56
長崎港湾漁港事

務所
長崎港湾漁港事務所庁
舎設備管理業務等委託


