
2018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：土木部 2019年3月末現在

番号 所管部局 所管課
(地方機関名) 入札日 契約日 契約の名称 落札価格(円) 契約金額(円) 契約相手の名称

（住所、氏名） 節区分 契約方法
（入札業者数）

1
土木部 監理課 2018年

  5月25日
2018年
  5月29日

海砂採取による海域影響調査業務委託
28,200,000 30,456,000

長崎市興善町２番２４号
株式会社パスコ長崎支店
支店長　山本　靖彦

委託料 一般競争入札
（2者）

2
土木部 監理課 2018年

  7月31日
2018年
  8月6日

平成30年度経営事項審査に係るデータ
入力業務委託 単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

福岡市博多区石城町１－１
ＮＤＳデータソリューション
ズ（株）
代表取締役　平山　敏彦

委託料 一般競争入札
（1者）

3
土木部 道路建設課 2018年

  6月28日
2018年
  7月3日

長崎県内幹線道路交通量推計業務委託
7,640,000 8,251,200

長崎市東町1946-3-1
03
株式会社ウエスコ長崎営業所
所長　難波　伸介

委託料 指名競争入札
（10者）

4
土木部 道路建設課 2018年

  7月20日
2018年
  7月20日

道路施設現況調査業務委託
8,000,000 8,640,000

長崎市田中町５８５番地４
扇精光コンサルタンツ株式会
社
代表取締役　安部　清美

委託料 指名競争入札
（7者）

5
土木部 道路建設課 2018年

  8月7日
2018年
  8月7日

長崎県広域道路ネットワーク検討業務委
託 5,300,000 5,724,000

長崎市葉山１丁目２８番１号
株式会社ケー・シー・エス長
崎営業所
所長　高山　直久

委託料 指名競争入札
（7者）

6
土木部 道路建設課 2018年

  10月5日
2018年
  10月9日

道路整備効果資料作成業務委託
3,170,000 3,423,600

長崎市万才町６番３４号
国際航業株式会社長崎支店
支店長　今井　啓介

委託料 指名競争入札
（7者）

7
土木部 道路建設課 2019年

  3月13日
2019年
  3月15日

地域高規格道路計画検討業務委託
4,550,000 4,914,000

長崎市矢上町３９－２３－１
０１
大日本コンサルタント株式会
社長崎営業所
所長　島田　伸一郎

委託料 指名競争入札
（7者）

8
土木部 道路建設課 2019年

  3月13日
2019年
  3月15日

道路事業資料作成業務委託
3,390,000 3,661,200

長崎市馬町５５番地
株式会社オリエントアイエヌ
ジー
代表取締役　中島　靖人

委託料 指名競争入札
（7者）

9
土木部 港湾課 2019年

  1月23日
2019年
  1月28日

長崎港松が枝ターミナル展示用什器　９
基 3,240,000 3,240,000

長崎市田中町５８７番１
株式会社　イシマル
代表取締役　石丸利行

備品購入費 一般競争入札
（2者）

10
土木部 港湾課 2019年

  1月25日
2019年
  1月30日

長崎空港内外連絡通路で使用する電力
3,456,911 3,456,911

長崎市城山町３番１９号
九州電力株式会社長崎営業所
所長　村川常雄

需用費 一般競争入札
（1者）

11
土木部 港湾課 2019年

  3月18日
2019年
  3月25日

平成31年度長崎空港内外連絡通路警備
業務委託 4,500,000 4,860,000

大村市原口町1148番地6
株式会社中央綜合警備保障
堀内　敏也

委託料 一般競争入札
（1者）

12
土木部 河川課 2018年

  10月22日
2018年
  10月26日

乗用自動車（長崎振興局）
1,440,000 1,555,200

長崎市本河内３丁目２１番５
２号
株式会社　長崎マツダ長崎営
業所
所長　金子一郎

備品購入費 一般競争入札
（2者）

※落札金額は税抜き、契約金額は税込みで記載（ただし、単価契約の契約金額は税抜きで記載）。
※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。
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13
土木部 河川課 2019年

  2月22日
2019年
  2月25日

長崎県河川砂防情報システム保守点検業
務委託 4,500,000 4,860,000

長崎市田中町５８５番地５
扇精光ソリューションズ株式
会社
代表取締役　濵口 晴樹

委託料 一般競争入札
（1者）

14
土木部 河川課 2019年

  3月26日
2019年
  3月28日

「平成３１年度　県民参加の地域づくり
事業」に係る傷害保険契約及び対人・対
物賠償責任保険契約

768,800 768,800
長崎市万才町６－３５
ノバリ株式会社　ノバリ長崎
トータルサービス
所長　茂田　保治

役務費 一般競争入札
（2者）

15
土木部 住宅課 2018年

  10月4日
2018年
  10月9日

平成30年度木造住宅総合対策事業「住
生活月間イベント・住宅フェア開催運営
補助業務」

1,000,000 1,080,000
長崎市栄町5番5号
株式会社　創見
代表取締役　早田　康平

委託料 一般競争入札
（2者）

16
土木部 建設企画課 2018年

  5月18日
2018年
  5月21日

電子入札システム改修業務委託（H30
改修） 21,600,000 23,328,000

福岡県福岡市中央区長浜２－
４－１
東芝デジタルソリューション
ズ株式会社　九州支社
支社長　鵜瀬　一也

委託料 一般競争入札
（1者）

17
土木部 建設企画課 2019年

  3月8日
2019年
  3月11日

電子入札システム運用管理業務委託（H
31年度） 19,483,500 21,042,180

福岡県福岡市中央区長浜２－
４－１
東芝デジタルソリューション
ズ株式会社　九州支社
支社長　鵜瀬　一也

委託料 一般競争入札
（1者）

18
土木部 用地課 2019年

  3月27日
2019年
  3月29日

長崎県用地総合システム保守管理業務
1,220,000 1,317,600

長崎市花丘町４番１６号３階
株式会社　デュアルキーシス
テム
代表取締役　柿田茂博

委託料 一般競争入札
（1者）

19
土木部 道路維持課 2018年

  5月28日
2018年
  6月1日

道路維持課事業資料作成業務委託（橋梁
補修事業） 5,450,000 5,886,000

長崎市下西山町７番１号
株式会社　ペック
代表取締役　杉山　玲子

委託料 指名競争入札
（7者）

20
土木部 道路維持課 2018年

  5月28日
2018年
  6月1日

道路案内標識ナンバリング調査設計業務
委託 9,300,000 10,044,000

長崎市田中町５８５番地４
扇精光コンサルタンツ株式会
社
代表取締役　安部　清美

委託料 指名競争入札
（10者）

21
土木部 道路維持課 2018年

  5月28日
2018年
  6月1日

長崎県道路情報板設備保守点検業務委託
5,400,000 5,832,000

佐世保市万徳町４番１８号
エコー電子工業株式会社
代表取締役　濵武　康司

委託料 指名競争入札
（7者）

22
土木部 道路維持課 2018年

  6月1日
2018年
  6月1日

平成２９年交通事故統合データベース作
成業務委託 8,300,000 8,964,000

長崎市光町１０番５号吉川ビ
ル２階
有限会社　吉川土木コンサル
タント
取締役　吉川　國夫

委託料 指名競争入札
（7者）

23
土木部 道路維持課 2018年

  6月1日
2018年
  6月4日

サイクリングモデルルート調査検討業務
委託 7,674,000 8,287,920

長崎市大黒町7番10号ワタ
ナベビル
株式会社　オオバ長崎営業所
所長　木塚　智一

委託料 指名競争入札
（10者）

※落札金額は税抜き、契約金額は税込みで記載（ただし、単価契約の契約金額は税抜きで記載）。
※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。
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24
土木部 道路維持課 2018年

  6月1日
2018年
  6月5日

一般国道２０２号交通解析業務委託
6,996,000 7,555,680

長崎市中里町１１８２－１
株式会社　福山コンサルタン
ト　長崎営業所
所長　広瀬　雅史

委託料 指名競争入札
（7者）

25
土木部 道路維持課 2018年

  6月22日
2018年
  6月28日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（中尾川大橋、三杉大橋
）

12,171,000 13,144,680
大村市荒平町１５１８番地１
５
セントラルコンサルタント株
式会社　長崎営業所
所長　白井　貴

委託料 指名競争入札
（10者）

26
土木部 道路維持課 2018年

  6月22日
2018年
  6月28日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（若松大橋、斑大橋） 39,500,000 42,660,000

長崎市旭町５番１号
株式会社  長大　長崎事務
所
所長　池田　武士

委託料 指名競争入札
（10者）

27
土木部 道路維持課 2018年

  6月22日
2018年
  6月28日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（相浦港大橋、崎戸橋、
中戸大橋）

28,900,000 31,212,000
長崎市矢上町３９－２３－１
０１
大日本コンサルタント株式会
社　長崎営業所
所長　島田　伸一郎

委託料 指名競争入札
（10者）

28
土木部 道路維持課 2018年

  6月22日
2018年
  6月28日

長崎県橋梁耐震補強工事設計等業務委託
（新神浦橋） 16,184,000 17,478,720

長崎市旭町５番１号
株式会社  長大　長崎事務
所
所長　池田　武士

委託料 指名競争入札
（10者）

29
土木部 道路維持課 2018年

  7月2日
2018年
  7月2日

道路パトロールカー（特殊用途自動車）
3,115,800 3,365,064

西彼杵郡時津町野田郷４０番
地３
株式会社スズキ自販長崎
代表取締役　伊藤　啓司

備品購入費 一般競争入札
（1者）

30
土木部 道路維持課 2018年

  7月2日
2018年
  7月2日

道路パトロールカー（特殊用途自動車）
3,099,550 3,347,514

西彼杵郡時津町野田郷４０番
地３
株式会社スズキ自販長崎
代表取締役　伊藤　啓司

備品購入費 一般競争入札
（1者）

31
土木部 道路維持課 2018年

  7月20日
2018年
  7月26日

道路土工構造物維持管理計画作成業務委
託 5,700,000 6,156,000

長崎市樺島町６番１５号
基礎地盤コンサルタンツ株式
会社長崎支店
支店長　伊東　周作

委託料 指名競争入札
（10者）

32
土木部 道路維持課 2018年

  8月29日
2018年
  8月30日

長崎県橋梁維持管理計画関係業務委託
18,200,000 19,656,000

長崎市中町４番２３号
パシフィックコンサルタンツ
株式会社長崎事務所
所長　伊藤　浩孝

委託料 指名競争入札
（10者）

33
土木部 道路維持課 2018年

  9月5日
2018年
  9月6日

長崎県公園施設長寿命化計画の更新業務
委託 17,700,000 19,116,000

長崎市万才町６番３４号
国際航業株式会社長崎支店
支店長　今井　啓介

委託料 指名競争入札
（10者）

34
土木部 道路維持課 2018年

  9月21日
2018年
  9月21日

長崎県道路舗装維持管理計画策定検討業
務委託 8,590,000 9,277,200

長崎市興善町２番２４号
株式会社パスコ長崎支店
支店長　山本　靖彦

委託料 指名競争入札
（7者）

※落札金額は税抜き、契約金額は税込みで記載（ただし、単価契約の契約金額は税抜きで記載）。
※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。
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35
土木部 道路維持課 2018年

  10月5日
2018年
  10月11日

道路橋耐震補強設計業務委託
12,500,000 13,500,000

長崎市矢上町３９－２３－１
０１
大日本コンサルタント株式会
社長崎営業所
所長　島田　伸一郎

委託料 指名競争入札
（10者）

36
土木部 道路維持課 2018年

  10月5日
2018年
  10月11日

道路法面等設計業務委託
10,095,000 10,902,600

佐世保市矢峰町１０９
株式会社　昭和ボーリング
代表取締役　河内　俊雄

委託料 指名競争入札
（10者）

37
土木部 道路維持課 2018年

  11月28日
2018年
  12月4日

生月大橋鋼材ひびわれ調査業務委託
10,500,000 11,340,000

長崎市旭町５番１号
株式会社  長大　長崎事務
所
所長　池田　武士

委託料 指名競争入札
（10者）

38
土木部 道路維持課 2018年

  11月28日
2018年
  12月4日

長崎県道路啓開計画関連業務委託
6,500,000 7,020,000

長崎市千歳町６番２２号ー３
０１
株式会社エイト日本技術開発
　長崎事務所
所長　渡邉　路生

委託料 指名競争入札
（7者）

39
土木部 道路維持課 2019年

  3月20日
2019年
  3月25日

道路維持課事業資料作成等業務委託（舗
装補修事業等） 2,500,000 2,700,000

長崎市田中町５８５番地４
扇精光コンサルタンツ株式会
社
代表取締役　安部　清美

委託料 指名競争入札
（7者）

40
土木部 道路維持課 2019年

  3月25日
2019年
  3月25日

長崎県道路情報板保守点検業務委託
5,900,000 6,372,000

佐世保市万徳町４番１８号
エコー電子工業株式会社
代表取締役　濵武　康司

委託料 指名競争入札
（7者）

41
土木部 道路維持課 2019年

  3月25日
2019年
  3月25日

道路維持課事業資料作成業務委託（交通
安全事業） 6,900,000 7,452,000

長崎市光町１０番５号吉川ビ
ル２階
有限会社　吉川土木コンサル
タント
取締役　吉川　國夫

委託料 指名競争入札
（7者）

42
土木部 道路維持課 2019年

  3月20日
2019年
  3月26日

道路維持課事業資料作成業務委託（橋梁
補修事業） 4,100,000 4,428,000

長崎市下西山町７番１号
株式会社　ペック
代表取締役　杉山　玲子

委託料 指名競争入札
（7者）

43
土木部 道路維持課 2019年

  3月20日
2019年
  3月26日

道路維持管理業務検証調査業務委託
5,600,000 6,048,000

長崎市葉山１丁目２８番１号
株式会社ケー・シー・エス長
崎営業所
所長　高山　直久

委託料 指名競争入札
（7者）

44
土木部 砂防課 2019年

  2月25日
2019年
  2月28日

ハザードマップ作成支援システム用クラ
ウドサービス 6,127,200 6,617,376

福岡県福岡市博多区博多駅東
２-５-１
エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社　西日
本営業本部　九州支店
支店長　田畑　好崇

役務費 一般競争入札
（1者）

45
土木部 砂防課 2019年

  3月4日
2019年
  3月8日

ハザードマップ作成支援システム運用管
理業務委託 6,800,000 7,344,000

長崎市田中町５８５番地５
扇精光ソリューションズ株式
会社
代表取締役　　濵口　晴樹

委託料 一般競争入札
（2者）

※落札金額は税抜き、契約金額は税込みで記載（ただし、単価契約の契約金額は税抜きで記載）。
※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。



2018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：土木部 2019年3月末現在

番号 所管部局 所管課
(地方機関名) 入札日 契約日 契約の名称 落札価格(円) 契約金額(円) 契約相手の名称

（住所、氏名） 節区分 契約方法
（入札業者数）

46
土木部 都市政策課 2018年

  6月29日
2018年
  6月29日

環長崎港地域アーバンデザインシステム
運営業務委託 4,600,000 4,968,000

長崎市川平町392-4
株式会社　髙松設計コンサル
タント
代表取締役社長　髙松　隆介

委託料 一般競争入札
（4者）

47
土木部 都市政策課 2018年

  8月10日
2018年
  9月6日

都市計画に関する基礎調査業務委託（大
村市） 5,850,000 6,318,000

長崎市西坂町2番3号
玉野総合コンサルタント株式
会社　長崎事務所
所長　　柳　慶明

委託料 指名競争入札
（10者）

48
土木部 都市政策課 2018年

  12月17日
2018年
  12月21日

長崎市内幹線道路交通量調査委託
1,962,000 2,118,960

長崎市宿町163-6
株式会社　ウヱノ
代表取締役　上野英剛

委託料 指名競争入札
（7者）

※落札金額は税抜き、契約金額は税込みで記載（ただし、単価契約の契約金額は税抜きで記載）。
※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。



別紙

土木部監理課

契約日 ：平成３０年８月６日

契約の名称：平成３０年度経営事項審査に係るデータ入力業務委託

項目 単価 備考

漢字なしデータ入力料 データ１件当たり 19.00 円

漢字ありデータ入力料 データ１件あたり 34.00 円
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