
平成２９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：産業労働部 平成30年3月31日 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）

東京都品川区東五反田２丁目18番１号 総合評価

1 産業労働部 12,174,470 13,148,427 （株）日本総合研究所 委託料 一般競争入札

取締役社長　淵﨑　正弘 （2者）

東京都千代田区麹町4-5-20　KSビル8階 　 総合評価

2 産業労働部 5,555,000 5,999,400 エイチタス（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　原　亮 （３者）

大阪府大阪市中央区伏見町4-4-9オーエッ
クス淀屋橋ビル

総合評価

3 産業労働部 11,430,000 12,344,400 株式会社あきない総合研究所 委託料 一般競争入札

代表取締役　吉田　雅紀 （２者）

長崎市元船町17番1号 総合評価

4 産業労働部 10,800,000 11,664,000 （公財）ながさき地域政策研究所 委託料 一般競争入札

理事長　菊森　淳文 （２者）

長崎市元船町１７番１号 　 総合評価

5 産業労働部 22,200,000 23,976,000 公益財団法人ながさき地域政策研究所 委託料 一般競争入札

理事長　菊森　淳文 （1者）

福岡県福岡市博多区東比恵1-5-13

6 産業労働部 1,750,000 1,890,000 株式会社富士通九州システムサービス 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　松井和男 （3者）

長崎市淵町2番25号 総合評価

7 産業労働部 9,499,320 10,259,265 長崎ダイヤモンドスタッフ(株) 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　大熊　稔幸 （1者）

平成30年度大学連携型起業家育成施
設企業支援等業務委託

企業振興課

企業振興課 H29.7.26 H29.7.31
平成２９年度ロボット関連ニッチ市場開
拓支援事業業務委託

企業振興課 H29.6.9 H29.6.15
29年度長崎県離島ビジネス立上げコン
テスト業務委託

企業振興課 H29.6.13

産業政策課 H29.6.2 H29.6.8
長崎県の産業活性化へ向けた調査業
務委託

番号 所管部局 節 区 分入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

企業振興課 H29.7.26
平成２９年度長崎県IoT事業化推進支援
事業業務委託

H29.7.26

H29.6.16
平成29年度元気なものづくり企業ステッ
プアップ支援事業事業拡大支援プロ
デューサー業務委託

H30.3.23 H30.3.28

企業振興課
長崎県IoT人材育成ワークショップ実施
事業業務委託

H29.9.8H29.9.4



平成２９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：産業労働部 平成30年3月31日 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 節 区 分入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

8 産業労働部
企業振興課
（窯業技術センター）

H29.4.21 H29.4.27
複写機の複写サービス契約
（単価契約）

カラー複写機（１機）
月額基本料    　3,000円
カラーコピー
1,000枚まで　　　8円/枚
カラープリント
1,000枚まで　　　8円/枚
1,00１枚以上　　 8円/枚
ブラック
1,000枚まで　　1.3円/枚
1,00１枚以上 　1.3円/枚
（税別）
モノクロ複写機（２機）
月額基本料    　8,000円
モノクロコピー
1枚以上　　 　　1.3円/枚
（税別）

カラー複写機（１機）
月額基本料    　3,000円
カラーコピー
1,000枚まで　　　8円/枚
カラープリント
1,000枚まで　　　8円/枚
1,00１枚以上　　 8円/枚
ブラック
1,000枚まで　　1.3円/枚
1,00１枚以上 　1.3円/枚
（税別）
モノクロ複写機（２機）
月額基本料    　8,000円
モノクロコピー
1枚以上　　 　　1.3円/枚
（税別）

佐世保市卸本町８－２
株式会社イシマル佐世保支店
支店長　　　内堀　隆文

需用費
指名競争入札
（8者）

長崎市栄町５番５号

9 産業労働部 1,428,000 1,542,240 株式会社創見 委託料 一般競争入札

代表取締役　早田　康平 （3者)

基本料金　　 基本料金　　

2,008円80銭
      /1ｷﾛﾜｯﾄにつき

2,008円80銭
      /1ｷﾛﾜｯﾄにつき

電力量料金 電力量料金 長崎市城山町３-１９

1ｷﾛﾜｯﾄ時につき　　 1ｷﾛﾜｯﾄ時につき　　 九州電力株式会社　長崎営業所 需用費 一般競争入札

　夏季料金　12円78銭 　夏季料金　12円78銭 所長　村川　常雄 （５者）

　その他季料金　11円87銭 　その他季料金　11円87銭

割引率　３０.0％ 割引率　３０.0％

東京都渋谷区神宮前1-5-1

11 産業労働部 H30.3.22 H30.3.28 420,000 453,600 セコム株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　中山　泰男 （３者）

福岡県福岡市博多区住吉４-１-２７

12 産業労働部 H30.3.26 H30.3.28
長崎県窯業技術センター庁舎設備管理
業務委託

3,128,000 3,378,240 大成有楽不動産㈱九州支店 委託料 一般競争入札

支店長　勝嶌　兼一 （３者）

佐世保市潮見町１-３０

13 産業労働部 H30.3.26 H30.3.30
長崎県窯業技術センター庁舎清掃業務
委託

5,424,000 5,857,920 株式会社　クリル 委託料 一般競争入札

代表取締役　藤井　正典 （４者）

産業労働部10

企業振興課
（窯業技術センター）

長崎県窯業技術センター機械警備業務
委託

企業振興課
（窯業技術センター）

長崎県窯業技術センターで使用する電
力

H30.3.19H30.3.15

企業振興課
（窯業技術センター）

企業振興課
（窯業技術センター）

「長崎デザインアワード2017」にかかる
業務委託

企業振興課
（窯業技術センター）

H29.9.20 H29.9.26



平成２９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：産業労働部 平成30年3月31日 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 節 区 分入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市大黒町９－２２

14 産業労働部 1,740,800 1,880,064 新川電機（株）九州支社長崎オフィス 委託料 一般競争入札

支社長　久行　俊次 （1者)

諫早市多良見町化屋１７８１番地１

15 産業労働部 2,413,000 2,606,040 正晃（株）長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　山田　宣博 （1者)

長崎市平和町２８－１１

16 産業労働部 1,500,000 1,620,000 （株）長崎イケダ科学 委託料 一般競争入札

代表取締役　池田　俊二 （1者)

長崎市平和町２８－１１

17 産業労働部 3,000,000 3,240,000 （株）長崎イケダ科学 委託料 一般競争入札

代表取締役　池田　俊二 （1者)

長崎市高城台１－１９－１

18 産業労働部 1,750,000 1,890,000 (有)長崎理化学 委託料 一般競争入札

代表取締役　濵本　眞稔 （1者)

長崎市田中町５９１番地５

19 産業労働部 1,245,600 1,345,248 （一財）九州電気保安協会長崎支部 委託料 一般競争入札

支部長　山口　順一郎 （1者)

東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号

20 産業労働部 1,155,600 1,248,048 セコム株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　中山　泰男 （2者)

大村市雄ヶ原町１２９８番地２９

21 産業労働部 3,804,000 4,108,320 総合システム管理（株） 委託料 一般競争入札

長崎支社長　一野　照彦 （4者)

諫早市多良見町化屋１７８１番地１

22 産業労働部 2,223,000 2,400,840 正晃（株）長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　山田　宣博 （1者)

H29.4.3

万能材料試験機ほか５試験機ＮＫ検定
委託

企業振興課（工業技術
センター）

H29.3.28

H29.3.28
ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点
検業務委託

企業振興課（工業技術
センター）

液体クロマトグラフ質量分析装置保守
点検業務委託

ICP質量分析装置保守点検業務委託

H29.4.3

企業振興課（工業技術
センター）

H29.4.3

H29.4.25

高精細三次元造形装置保守点検業務
委託

H29.4.3

H29.3.28

H29.4.28

企業振興課（工業技術
センター）

企業振興課（工業技術
センター）

H29.3.28

企業振興課（工業技術
センター）

H30.3.26 H30.3.30
長崎県工業技術センター機械警備業務
委託

企業振興課（工業技術
センター）

H30.3.26 H30.3.30 自家用電気工作物電気保安業務委託

企業振興課（工業技術
センター）

H30.3.26 H30.3.30
長崎県工業技術センター庁舎清掃業務
委託

H30.3.30
液体クロマトグラフ質量分析装置保守
点検業務委託

企業振興課（工業技術
センター）

H30.3.27



平成２９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：産業労働部 平成30年3月31日 現在
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番号 所管部局 節 区 分入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市高城台１－１９－１

23 産業労働部 1,750,000 1,890,000 (有)長崎理化学 委託料 一般競争入札

代表取締役　濵本　眞稔 （1者)

長崎市平和町２８－１１

24 産業労働部 3,000,000 3,240,000 （株）長崎イケダ科学 委託料 一般競争入札

代表取締役　池田　俊二 （1者)

東京都港区港南二丁目15番3号品川イン
ターシティ

総合評価

25 産業労働部 18,200,000 19,656,000 有限責任監査法人トーマツ 委託料 一般競争入札

包括代表　觀　恒平 （1者）

大阪府大阪市中央区久太郎町４－１－３大
阪センタービル

総合評価

26 産業労働部 H29.6.29 H29.6.30 1,397,500 一般社団法人日中経済貿易センター 委託料 一般競争入札

代表理事　浅田　隆司 （2者）

東京都渋谷区神宮前五丁目５２番２号 総合評価

27 産業労働部 H29.6.29 H29.6.30 2,688,000 株式会社フォーバル 委託料 一般競争入札

代表取締役社長 中島　將典 （3者）

大阪府大阪市中央区久太郎町４－１－３大
阪センタービル

総合評価

28 産業労働部 1,210,000 一般社団法人日中経済貿易センター 委託料 一般競争入札

代表理事　浅田　隆司 （2者）

東京都渋谷区神宮前五丁目５２番２号 総合評価

29 産業労働部 3,147,400 株式会社フォーバル 委託料 一般競争入札

代表取締役社長 中島　將典 （2者）

長崎市五島町5番48号
船用品ビル2階

30 産業労働部 食品産業・産地振興室 H29.5.19 H29.5.25 7,500,000 8,100,000 （株）マルクス・インターナショナル 委託料 一般競争入札

代表取締役　楠田　壽幸 （2者）

東京都新宿区市谷砂土原町三丁目18 総合評価

31 産業労働部 食品産業・産地振興室 H29.7.11 H29.7.13 7,375,000 7,965,000 リッキービジネスソリューション（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　澁谷　耕一 （１者）

基本契約
1,529,280円
単価契約（支援
内容により）
3,800円　～
　　　46,800円

商務金融課 H30.3.28

商務金融課

H30.3.30
平成３０年度長崎県中国ビジネスサ
ポートデスク運営業務委託

H30.3.28

商務金融課

商務金融課

長崎県陶磁器認知度向上・販路開拓事
業業務委託

平成２９年度長崎県東南アジアビジネス
サポートデスク運営業務委託

H30.3.30
平成３０年度長崎県東南アジアビジネス
サポートデスク運営業務委託

基本契約
850,500円

単価契約（支援
内容により）
10,000円　～
　　　50,000円

基本契約
1,146,960円
単価契約（支援
内容により）
3,000円　～
　　　48,000円

基本契約
885,600円

単価契約（支援
内容により）
15,000円　～
　　　60,000円

長崎県ふるさと企業包括支援事業業務
委託

平成２９年度長崎県中国ビジネスサ
ポートデスク運営業務委託

平成２９年度長崎県宿泊業生産性向上
促進支援事業業務委託

H29.5.17商務金融課 H29.5.22

企業振興課（工業技術
センター）

H30.3.27 H30.3.30
高精細三次元造形装置保守点検業務
委託

企業振興課（工業技術
センター）

H30.3.27 H30.3.30 ICP質量分析装置保守点検業務委託



平成２９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：産業労働部 平成30年3月31日 現在
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長崎市興善町4-1　興善ビル７Ｆ

32 産業労働部 食品産業・産地振興室 560,000 604,800 （株）リンク 委託料 一般競争入札

代表取締役　島﨑　和紀 （７者）

長崎市茂里町3番1号

33 産業労働部 雇用労働政策課 H29.6.7 H29.6.12 4,100,000 4,428,000 （株）アド長崎新聞 委託料 一般競争入札

代表取締役　山田　昌弘 （1者)

長崎市茂里町3番1号

34 産業労働部 3,200,000 3,456,000 （株）アド長崎新聞 委託料 一般競争入札

代表取締役　山田　昌弘 （1者)

長崎市茂里町3番1号

35 産業労働部 1,400,000 1,512,000 （株）アド長崎新聞 委託料 一般競争入札

代表取締役　山田　昌弘 （３者）

福岡県福岡市中央区天神２丁目８－４１

36 産業労働部 4,368,000 4,717,440 （株）アソウ･ヒューマニーセンター 委託料 一般競争入札

代表取締役　中島　彰彦　 （１者）

長崎市古賀町１４－３

37 産業労働部 1,850,000 1,998,000 （株）いろは 委託料 一般競争入札

代表取締役　渡邊　俊一 （２者)

長崎市川平町６９８－１

38 産業労働部 2,950,000 3,186,000 （株）チョーエイ 委託料 一般競争入札

代表取締役　西村　喬司 （３者)

長崎市小江町２７３４－８６

39 産業労働部 674,850 728,838 株式会社武田商事長崎営業所 備品購入費 指名競争入札

所長　尾崎　拓磨 （６者)

長崎市小江町２７３４－８６

40 産業労働部 1,950,000 2,106,000 株式会社武田商事長崎営業所 備品購入費 指名競争入札

所長　尾崎　拓磨 （６者)

H29.12.22

H29.12.25

雇用労働政策課 H29.11.29 H29.11.30 長崎県合同企業説明会開催業務委託

雇用労働政策課

プログラマブル表示器（２０台）購入

雇用労働政策課（長崎
高等技術専門校）

H29.9.29 プログラマブルコントローラ（１５台）購入

長崎県合同企業説明会開催業務委託

H29.10.3

H29.6.14

雇用労働政策課（長崎
高等技術専門校）

H29.6.14

長崎県合同企業面談会開催業務委託

空調関連機器保守点検業務委託

長崎県かんころ事業プロモーション業務
委託

H29.12.22

H29.12.28
長崎県業界研究会（福岡）開催業務委
託

雇用労働政策課

雇用労働政策課（長崎
高等技術専門校）

雇用労働政策課（長崎
高等技術専門校）

H29.9.29 H29.10.3

H29.6.7

H29.6.16

H29.6.26

植栽管理業務委託

H29.6.12
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（地方機関） （円） （円） （住所・氏名） （入札業者数）
番号 所管部局 節 区 分入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市田中町５８５－５

41 産業労働部 2,167,000 2,340,360 扇精光ソリューションズ株式会社 備品購入費 指名競争入札

代表取締役　一瀬　勝範 （５者)

胸部X線デジタル撮影ほか５項目 胸部X線デジタル撮影ほか５項目 諫早市多良見町化屋９８６－３

42 産業労働部 100～800 100～800 公益財団法人長崎県健康事業団 役務費

（税抜） （税抜） 理事長　蒔本　恭

長崎市城山町３－１９

43 産業労働部 九州電力株式会社長崎営業所 需用費 一般競争入札

所長　村川　常雄 （６者)

佐世保市高梨町１－１７

44 産業労働部 1,670,000 1,803,600 有限会社　佐世保造園 委託料 一般競争入札

代表取締役　林田　征一 （５者）

長崎市宝栄町２２－２１

45 産業労働部 2,240,000 2,419,200 本田商會株式会社 備品購入費 指名競争入札

代表取締役　本田　郷之 （７者）

佐世保市大和町９３９－１０

46 15,300,000 16,524,000 株式会社武田商事 備品購入費 指名競争入札

代表取締役　山﨑　俊隆 （５者）

佐世保市大和町９３９－１０

47 3,850,000 4,158,000 株式会社武田商事 需用費 指名競争入札

代表取締役　山﨑　俊隆 （５者）

佐世保市大和町９３９－１０

48 2,050,000 2,214,000 株式会社武田商事 需用費 指名競争入札

代表取締役　山﨑　俊隆 （３者）

雇用労働政策課（長崎
高等技術専門校）

H30.3.6

H29.10.17

雇用労働政策課（長崎
高等技術専門校）

H30.3.15 H30.3.20
長崎高等技術専門校で使用する電力
（単価契約）

一般競争入札
（１者）

（前年度随意契約
から移行）

訓練生の定期健康診断に関する契約
（単価契約）

H30.3.9

H29.10.20 ノート型パソコン（２２台）購入
雇用労働政策課（長崎
高等技術専門校）

自動製図ソフト（２１台）

長崎県立佐世保高等技術専門校実習
場ガス漏れ修繕工事

雇用労働政策課（佐世
保高等技術専門校）

ＴＩＧ溶接機（５台）購入

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
（税込）

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
（税込）

H29.11.13

H29.12.27
雇用労働政策課（佐世
保高等技術専門校）

産業労働部
雇用労働政策課（佐世
保高等技術専門校）

H29.12.22

H29.11.10

産業労働部

雇用労働政策課（佐世
保高等技術専門校）

産業労働部

H29.6.29 植栽維持管理業務委託H29.6.29

H30.1.9
長崎県立佐世保高等技術専門校木造
建築科実習場集塵機修繕工事

H29.10.12 H29.10.16

H30.1.5
雇用労働政策課（佐世
保高等技術専門校）


