
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： 水産部 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）

A重油　＠70.0円/ℓ A重油　＠70.0円/ℓ 長崎市五島町２番２７号

1 水産部 漁政課 H29.4.6 H29.4.6 免税経由　＠73.0円/ℓ 免税経由　＠73.0円/ℓ 長崎県漁業協同組合連合会 需用費

(総合水産試験場） （税別） （税別） 代表理事会長　川端　勲

佐世保市矢峰町９０－４

2 水産部 漁港漁場課 H29.5.2 H29.5.8 10,000,000 10,800,000 （株）産研九州 委託料 指名競争入札

代表取締役　井手　誠次 （１０者）

29総水第31号 佐世保市白岳町826

3 水産部 漁政課 H29.5.30 H29.5.30 3,980,000 4,298,400 大洋造船鉄工㈲ 需用費

（総合水産試験場） 取締役　橋村　勉

２９取締船修理第１号 長崎市浪の平町4-18

4 水産部 漁業取締室 H29.5.10 H29.5.12 漁業取締船かいおう 10,400,000 11,232,000 新長ドック株式会社 需用費

一般修理工事 代表取締役　中村　満　

２９取締船修理第２号 佐世保市干尽町6番地の3

5 水産部 漁業取締室 H29.5.24 H29.5.26 漁業取締船かいりゅう 17,900,000 19,332,000 前畑造船株式会社 需用費

一般修理工事 代表取締役　田頭　愼一　

6 水産部 漁業振興課 H29.6.19 H29.6.19 7,015,680 7,015,680

モノクロ　0.86円/枚 モノクロ　0.86円/枚 長崎市田中町587-1

7 水産部 漁政課 H29.6.8 H29.6.14 カラー　5.85円/枚 カラー　5.85円/枚 株式会社イシマル 需用費

（総合水産試験場） (税別） (税別） 代表取締役　石丸利行

２９取締船修理第４号 佐世保市干尽町6番地の3

8 水産部 漁業取締室 H29.6.16 H29.6.20 漁業取締船ながさき 103,600,000 111,888,000 前畑造船株式会社 需用費

定期検査修理工事 代表取締役　田頭　愼一　

指名競争入札
（７者）漁業調査船「ゆめとび」船底掃除及び一般修繕

番号 節 区 分所 管 部 局 入 札 日契 約 日

指名競争入札
（６者）

使用料及
び賃借料

指名競争入札
（６者）

長崎県総合水産試験場
複写サービス業務

長崎市田中町５８５－５

扇精光ソリューション株式会社

代表取締役　一瀬　勝範

指名競争入札
（６者）

長崎県総合水産試験場漁業調査船用燃料単価契約

契 約 の 名 称

平成２９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委託業務

平成２９～３３年度漁獲管理情報処理システム機器の賃貸
借及び保守契約

一般競争入札
（２者）

一般競争入札
(１者）

指名競争入札
（５者）



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： 水産部 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）
番号 節 区 分所 管 部 局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市伊良林1丁目２－３１

9 水産部 漁港漁場課 H29.7.4 H29.7.4 4,800,000 5,184,000 （株）西村商会 委託料 一般競争入札

代表取締役　寺島　慶一 （１者）

佐世保市三川内新町２６－１

10 水産部 漁港漁場課 H29.7.10 H29.7.10 5,800,000 6,264,000 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 （１０者）

潤滑油（２サイクル用） 潤滑油（２サイクル用）

平成２９年度漁業  ＠6,300円/1缶（20ℓ）  ＠6,300円/1缶（20ℓ） 長崎市五島町2番27号 指名競争入札

11 水産部 漁業取締室 H29.7.20 H29.7.24 取締船主機関用 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 （５者）

潤滑油単価契約  ＠7,400円/1缶（20ℓ）  ＠7,400円/1缶（20ℓ） 代表理事会長　川端　勲

（税別） （税別）

長崎市田中町585-5

12 水産部 漁政課 H29.8.4 H29.8.10 1,290,000 1,393,200 扇精光ソリューションズ　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　一瀬　勝範 （２者）

長崎市滑石１－４－５２－９１３

13 水産部 漁港漁場課 H29.8.9 H29.8.16 28,000,000 30,240,000
いであ（株）
長崎営業所

委託料 一般競争入札

所長　里岡　秀樹 (１者)

福岡市中央区長浜1-3-4

14 水産部 漁政課 H29.8.22 H29.8.28 6,000,000 6,480,000 株式会社　東京久栄　福岡支店 委託料 一般競争入札

（総合水産試験場） 支店長　福井　真治 （１者）

２９取締船修理第５号 長崎市土井首町509番地13

15 水産部 漁業取締室 H29.8.10 H29.8.16 漁業取締船はやぶさ 10,100,000 10,908,000 株式会社渡辺造船所 需用費 指名競争入札

一般修理工事 代表取締役　渡邉　悦治　 （６者）

16 水産部 漁業振興課 H29.9.20 H29.9.20 13,210,000 14,266,800 需用費 一般競争入札

（２者）

平成29年度有明海漁業振興技術開発事業に係る
ヒラメ種苗購入

南島原市南有馬町甲１２１３
有限会社　島原種苗
取締役　川原　邦昌

平成２９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２９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

有明海特産魚介類生息環境調査に係る作澪等シミュレー
ション解析業務委託

長崎県総合水産試験場海水取水管点検清掃業務委託

長崎県総合水産試験場カラープリンタ賃貸借及び保守契約



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： 水産部 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）
番号 節 区 分所 管 部 局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市戸町4-11-11

17 水産部 漁政課 H29.8.29 H29.9.4 29,000,000 31,320,000 株式会社　井筒造船所 需用費 指名競争入札

（総合水産試験場） 代表取締役　吉原　隆 （６者）

長崎市上町4-3

18 水産部 漁政課 H29.8.29 H29.9.4 2,200,000 2,376,000 崎陽電気　有限会社 委託料 指名競争入札

（総合水産試験場） 取締役　猿渡　信行 （５者）

２９取締船修理第６号 長崎市土井首町509番地13

19 水産部 漁業取締室 H29.8.29 H29.8.31 漁業取締船おおとり 9,250,000 9,990,000 株式会社渡辺造船所 需用費 指名競争入札

一般修理工事 代表取締役　渡邉　悦治　 （６者）

２９取締船修理第７号 長崎市戸町4丁目27-36

20 水産部 漁業取締室 H29.9.20 H29.9.22 漁業取締船かいおう 110,000,000 118,800,000 島原ドック協業組合 需用費 指名競争入札

定期検査修理工事 代表理事　中村　光伸 （６者）

長崎市田中町585番地5

21 水産部 漁業振興課 H29.10.12 H29.10.18 676,000 730,080 扇精光ソリューションズ株式会社 一般競争入札

代表取締役　　一瀬　勝範 （1者）

長崎市茂里町３－１

22 水産部 水産加工流通課 H29.10.16 H29.10.20 ㈱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）

東京都中野区本町2-1-8-409

23 水産部 漁政課 H29.10.26 H29.11.1 2,700,000 2,916,000 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）

佐世保市相浦町1755

24 水産部 漁政課 H29.11.28 H29.11.28 3,200,000 3,456,000 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 （７者）

平成29～33年度漁船登録システム機器の賃貸借及び保守
契約

使用料
及び
賃借料

超小型深度・温度データロガー

漁業調査船「ゆめとび」船底掃除及び一般修繕

「長崎県の魚愛用店」ＰＲ業務委託 1,649,000 1,780,920

漁業調査船「鶴丸」中間検査及び補修工事

長崎県総合水産試験場（低電圧）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： 水産部 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）
番号 節 区 分所 管 部 局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

２９取締船修理第８号 長崎市戸町4丁目11-11

25 水産部 漁業取締室 H29.11.22 H29.11.24 漁業取締船かいりゅう 9,200,000 9,936,000 株式会社井筒造船所 需用費 指名競争入札

一般修理工事 代表取締役　吉原　隆 （６者）

２９取締船修理第９号 長崎市浪の平町4-2

26 水産部 漁業取締室 H29.12.6 H29.12.8 漁業取締船ながさき 9,100,000 9,828,000 株式会社長崎造船 需用費 指名競争入札

一般修理工事 代表取締役社長　中尾 直行 （６者）

２９取締船修理第10号 長崎市浪の平町4-2

27 水産部 漁業取締室 H30.1.10 H30.1.12 漁業取締船はやぶさ 113,500,000 122,580,000 株式会社長崎造船 需用費 指名競争入札

定期検査修理工事 代表取締役社長　中尾 直行 （６者）

佐世保市三川内新町２６－１

28 水産部 漁港漁場課 H30.2.14 H30.2.14 7,400,000 7,992,000 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）

西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３

29 水産部 漁港漁場課 H30.2.23 H30.2.23 4,600,000 4,968,000 （公社）長崎県食品衛生協会 委託料 指名競争入札

会長　山口　弘勝 （７者）

２９取締船修理第11号 長崎市浪の平町4-18 指名競争入札

30 水産部 漁業取締室 H30.3.7 H30.3.9 漁業取締船ながさき 8,800,000 9,504,000 新長ドック株式会社 需用費 （６者）

一般修理工事 代表取締役　中村　満　

平成２９年度有明海特産魚介類生息環境調査に係る島原・
南島原地区漁場環境改善効果把握調査業務

平成２９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委託


