
部局名： 県北振興局 H23.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）
管理部 大村市原口町１１４８－６ 指名競争入札

1 県北振興局 総務企画課 H22.3.29 H22.4.1 3,198,000 3,357,900 ㈱中央綜合警備保障 委託料 (8)
代表取締役　堀内　敏也  

管理部 佐世保市塩浜町7-11 指名競争入札
2 県北振興局 総務企画課 H23.2.18 H23.2.23 597,000 626,850 ㈱タナカ綜合環境設計 委託料 (5)

代表取締役　田中省二
管理部 長崎市万才町3番５号 指名競争入札

3 県北振興局 会計課 H22.5.11 H22.5.17 1,382,688 1,451,822 富士ゼロックス長崎（株） 需用費 （３）
営業部長　濱口　文明

※以下、税別 ※以下、税別 一般競争入札
4 県北振興局会計課 H22.11.9 H22.11.15 複写サービス契約 （１枚当たりの単価） （１枚当たりの単価） 需用費 (3)

仕様１　　5.20円 仕様１　　5.20円 長崎市万才町3番５号
仕様２　  1.18円 仕様２　  1.18円 富士ゼロックス長崎（株）

仕様３    1.16円 仕様３    1.16円 営業部長　濱口　文明
仕様４    1.06円 仕様４    1.06円
仕様５　 仕様５　
　カラー   5.90円 　カラー   5.90円
　モノクロ 0.90円 　モノクロ 0.90円 佐世保市白岳町７７４番地５

仕様６ 仕様６ ㈱佐世保九州教具
　カラー   5.90円 　カラー   5.90円 代表取締役　本田　嘉彦

　モノクロ 0.90円 　モノクロ 0.90円
仕様７ 仕様７
　カラー   5.90円 　カラー   5.90円

保健部 平戸市明の川内町２９９－２ 指名競争入札
5 県北振興局 企画調整課 H22.4.1 H22.4.1 1,480,000 1,554,000 (有)ひらど美装工業 委託料 (5)

農林部 指名競争入札
6 県北振興局 土地改良課 H23.3.3 H23.3.15 1,750,000 1,837,500 委託料 (5)

農林部 県営林間伐素材生産 平戸市宝亀町９１－１ 指名競争入札
7 県北振興局 林業課 H22.12.6 H22.12.10 販売事業委託 2,700,000 2,835,000 平戸市森林組合 委託料 (5)

代表理事組合長　青崎　寛

農林部 県営林間伐素材生産 北松浦郡佐々町松瀬免４６３－３ 指名競争入札
8 県北振興局 林業課 H22.12.22 H22.12.24 販売事業委託（その２） 5,400,000 5,670,000 北松森林組合 委託料 (4)

代表理事組合長　市瀬　健爾

建設部 主要地方道佐世保吉井松浦線 佐世保市矢峰町90番4 指名競争入札
9 県北振興局 用地第二課 H22.12.2 H22.12.8 交通安全施設等整備工事　外 2,950,000 3,097,500 ㈱産研九州 委託料 (7)

（用地関係資料作成整理等業務委託） 代表取締役　井手　誠次

県公舎建築物及び
建築設備点検業務
委託

平成２２年度 競争入札に付した契約情報一覧表（※建設工事関係等を除く）

番号 所管部局 入札日 契約日 契 約 の 名 称
（地方機関）

県北振興局庁舎保
安警備業務委託

複写機の複写サー
ビス業務

（入札業者数）
節 区 分

（住所・氏名）

長崎県県北保健所
庁舎清掃業務委託

木原３期地区産業廃
棄物処理委託

大村市富の原一丁目1521
岩藤・オーエス共同企業体
代表者有限会社岩藤清掃
代表取締役岩藤一治



部局名： 県北振興局 H23.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

平成２２年度 競争入札に付した契約情報一覧表（※建設工事関係等を除く）

番号 所管部局 入札日 契約日 契 約 の 名 称
（地方機関） （入札業者数）

節 区 分
（住所・氏名）

建設部 佐世保市上町1-1 指名競争入札
10 県北振興局 道路建設 H23.2.23 H23.3.1 2,200,000 2,310,000 県北土地開発（株） 委託料 (5)

第一課 代表取締役　福井隆義
建設部 道路交通情勢調査委託 長崎市馬町５５ 指名競争入札

11 県北振興局 道路維持 H22.10.6 H22.10.12 （県北南地区交通量調査) 10,000,000 10,500,000 九州オリエント測量設計㈱ 委託料 (10)
第一課 代表取締役　中島　健二

建設部 佐世保市白似田町41-2 指名競争入札
12 県北振興局 道路維持 H23.2.15 H23.2.18 1,900,000 1,995,000 （株）春本工業 委託料 (5)

第一課 代表取締役　春本　弥寿雄

建設部 東彼杵郡東彼杵町三根郷1622-7 一般競争入札
13 県北振興局 道路維持 H23.2.17 H23.2.23 58,000,000 60,900,000 ㈱朽原建設 委託料 (4)

第一課 代表取締役　朽原　保
建設部 *以下、税別 *以下、税別 佐世保市上町1番１号

14 県北振興局 道路維持 H22.6.15 H22.6.21 道路台帳補正 道路台帳補正 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札
第二課 　道路改良・安全施設 　道路改良・安全施設 代表取締役　福井　隆義 (7)

　　（現地調査は含まない） 　　（現地調査は含まない）

230円／ｍ 230円／ｍ
　橋梁（断面図記入含む・ 　橋梁（断面図記入含む・

　　現地調査は含まない） 　　現地調査は含まない）

242円／ｍ 242円／ｍ
　防災（現地調査は含まない） 　防災（現地調査は含まない）

230円／ｍ 230円／ｍ
　舗装新設・舗装補修 　舗装新設・舗装補修

　　（現地調査は含まない） 　　（現地調査は含まない）

146円／ｍ 146円／ｍ
 現地調査費   現地調査費
160円／ｍ 160円／ｍ

平面図縮尺補正 平面図縮尺補正
68円／ｍ 68円／ｍ

建設部 H22道路交通情勢調査委託 佐世保市上町1番1号 指名競争入札
15 県北振興局 道路維持 H22.10.6 H22.10.12 （県北北地区交通量調査) 7,500,000 7,875,000 県北土地開発（株） 委託料 (7)

第二課 代表取締役　福井　隆義

建設部 一般競争入札
16 県北振興局 河川課 H22.3.31 H22.4.1 13,700,000 14,385,000 (1)

道路台帳補正業務
委託２

主）佐世保吉井松浦線外
２線道路災害防除工事
（トンネル非常用施設点
検委託）

委託料

諫早市栄田町２番１号
特定非営利活動法人 長崎県
治水砂防ボランティア協会理
事長　瓜生宣憲

道路台帳補正業務
委託

県北振興局管内ダ
ム管理補助業務委
託

県北振興局建設部
管内道路監視業務
委託



部局名： 県北振興局 H23.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

平成２２年度 競争入札に付した契約情報一覧表（※建設工事関係等を除く）

番号 所管部局 入札日 契約日 契 約 の 名 称
（地方機関） （入札業者数）

節 区 分
（住所・氏名）

建設部 佐世保市島瀬町１－９ 指名競争入札
17 県北振興局 河川課 H22.4.27 H22.4.28 4,500,000 4,725,000 建設環境研究所㈱ 委託料 (7)

代表取締役　松本雅章
建設部 佐世保市万徳町4－18 指名競争入札

18 県北振興局 河川課 H22.6.9 H22.6.10 2,300,000 2,415,000 エコー電子工業㈱ 委託料 (5)
代表取締役小林啓一

建設部 佐世保市万徳町4－18 指名競争入札
19 県北振興局 河川課 H22.6.9 H22.6.10 9,300,000 9,765,000 エコー電子工業㈱ 委託料 (7)

代表取締役小林啓一
建設部 指名競争入札

20 県北振興局 河川課 H22.6.22 H22.6.28 2,520,000 2,646,000 委託料 (7)

 建設部 福岡市南区大橋１丁目 指名競争入札
21 県北振興局 河川課 H22.6.22 H22.6.24 2,200,000 2,310,000 2－19　福岡芝浦電子㈱ 委託料 (5)

代表取締役　瞿雲義夫
建設部 長崎市万才町4-15 指名競争入札

22 県北振興局 河川課 H22.7.13 H22.7.16 2,300,000 2,415,000 三菱電機㈱長崎支店 委託料 (7)

支店長　平浩幸

建設部 佐世保重工業㈱取締役 指名競争入札
23 県北振興局 河川課 H22.8.18 H22.9.1 1,800,000 1,890,000 専務執行役員佐世保 委託料 (5)

造船所長　加藤陽一  
建設部 佐世保重工業㈱取締役 指名競争入札

24 県北振興局 河川課 H22.10.5 H22.10.8 1,150,000 1,207,500 専務執行役員佐世保 委託料 (4)
造船所長　加藤陽一  

建設部 佐世保市万徳町4－18 指名競争入札
25 県北振興局 砂防防災課 H22.6.22 H22.6.28 5,400,000 5,670,000 エコー電子工業㈱ 委託料 (7)

代表取締役　小林啓一
建設部 佐世保市浜田町2－27 一般競争入札

26 県北振興局 砂防防災課 H22.7.13 H22.7.16 13,600,000 14,280,000 ㈱新栄設計事務所 委託料 (18)
代表取締役　大久保隆

建設部 佐世保市田原町9-15 一般競争入札
27 県北振興局 砂防防災課 H22.7.13 H22.7.16 11,000,000 11,550,000 豊福設計㈱ 委託料 (18)

代表取締役　豊福修四

基礎調査（区域設
定）業務委託（柚木
町他４町）
基礎調査（区域設
定）業務委託（髙花
町他５町）

河川砂防情報シス
テム維持管理業務
委託

雪浦ダムゲート及
びホロージェットバ
ルブ点検整備委託

佐世保市立神町　佐世保重工
業㈱取締役専務執行役員佐
世保造船所長　加藤陽一

雪浦ダムテレメー
ター設備保守点検
業務委託
22県北河管第２号
小野川日野川水門
遠隔監視設備保守
点検業務
22県北河管第４号
小野川日野川水門
定期点検業務

笛吹ダム水質モニ
タリング調査業務
委託

笛吹ダム管理設備
保守点検業務委託

県北ダム管理設備
保守点検業務委託

県北ダムゲート及
び放流設備保守点
検業務委託



部局名： 県北振興局 H23.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

平成２２年度 競争入札に付した契約情報一覧表（※建設工事関係等を除く）

番号 所管部局 入札日 契約日 契 約 の 名 称
（地方機関） （入札業者数）

節 区 分
（住所・氏名）

建設部 佐世保市日宇町2690 一般競争入札
28 県北振興局 砂防防災課 H22.7.13 H22.7.16 23,600,000 24,780,000 大栄開発㈱ 委託料 (18)

代表取締役　野々下和義

建設部 佐世保市宮田町1-6 一般競争入札
29 県北振興局 砂防防災課 H22.7.13 H22.7.16 16,700,000 17,535,000 藤永地建㈱ 委託料 (18)

代表取締役　藤永雅之
建設部 長崎市興善町2－8 一般競争入札

30 県北振興局 砂防防災課 H22.7.13 H22.7.16 12,900,000 13,545,000 太洋技研㈱ 委託料 (18)
代表取締役　藤瀬政則

建設部 佐世保市江迎町猪調920-4 一般競争入札
31 県北振興局 砂防防災課 H22.7.13 H22.7.16 18,900,000 19,845,000 旭測量設計㈱ 委託料 (18)

代表取締役　本村丹
建設部 長崎市出来大工町36 一般競争入札

32 県北振興局 砂防防災課 H22.7.13 H22.7.16 10,500,000 11,025,000 扇精光㈱ 委託料 (18)
代表取締役　扇健二

建設部 一般競争入札
33 県北振興局 砂防防災課 H22.8.3 H22.8.6 5,500,000 5,775,000 委託料 (1)

建設部 長崎市栄町5-5 指名競争入札
34 県北振興局港湾漁港第二課 H22.10.26 H22.11.1 1,000,000 1,050,000 ㈱三洋ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長崎支店 委託料 (5)

港湾班 代表取締役　井手季彦
建設部 長崎市旭町５－１ 指名競争入札

35 県北振興局 田平土木維持 H22.4.1 H22.4.5 3,950,000 4,147,500 ㈱長大　長崎事務所 委託料 (7)
管理事務所 所長　池田武士
建設部 松浦市志佐町高野免631-4 指名競争入札

36 県北振興局 田平土木維持 H22.4.1 H22.4.1 900,000 945,000 （有）平戸ビルサービス 委託料 (3)
管理事務所 代表取締役　青﨑伊佐雄

建設部 長崎市旭町1－20 指名競争入札
37 県北振興局 田平土木維持 H22.6.8 H22.6.14 3,050,000 3,202,500 日本無線㈱長崎支店 委託料 (7)

管理事務所 支店長　福島立治
建設部 大村市原口町1148－6 一般競争入札

38 県北振興局 田平土木維持 H22.6.22 H22.6.25 2,628,990 2,760,439 ㈱中央綜合警備保障 委託料 (3)
管理事務所 代表取締役　堀内　敏也

建設部 松浦市調川町下免69-5 一般競争入札
39 県北振興局 田平土木維持 H23.2.17 H23.2.23 41,900,000 43,995,000 松浦建設㈱ 委託料 (5)

管理事務所 代表取締役　上迫　秀人

田平土木維持管理
事務所清掃業務委
託

基礎調査（区域設
定）業務委託（日宇
町他２町）

大島港県単調査委
託(費用対効果算
定)

基礎調査（区域設
定）業務委託（黒髪
町）
基礎調査（区域設
定）業務委託（大塔
町他３町）

基礎調査（区域設
定）業務委託（心野
町他５町）

県北振興局田平土
木維持管理事務所
管内道路監視業務

基礎調査（区域設
定）業務委託（三川
内町他７町）

土砂災害防止法事前
縦覧補助業務委託（中
部地区、山澄地区）

諫早市栄田町２番１号
特定非営利活動法人 長崎県
治水砂防ボランティア協会理
事長　瓜生宣憲

２２田道維第１号　一）鷹
島肥前線鷹島肥前大橋
巡回点検業務委託

情報基盤保守点検
業務委託

一般国道３８３号
外２線長大橋監視
業務委託



部局名： 県北振興局 H23.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

平成２２年度 競争入札に付した契約情報一覧表（※建設工事関係等を除く）

番号 所管部局 入札日 契約日 契 約 の 名 称
（地方機関） （入札業者数）

節 区 分
（住所・氏名）

建設部 佐世保市光町160-6 指名競争入札
40 県北振興局 田平土木維持 H23.2.3 H23.2.9 2,300,000 2,415,000 ㈱新光電気 委託料 (7)

管理事務所 代表取締役　松田　武幸

建設部 長崎市飽の浦町1-1 指名競争入札
41 県北振興局 大瀬戸土木維持 H22.6.22 H22.6.23 3,770,000 3,958,500 長菱制御システム㈱ 委託料 (7)

管理事務所 取締役社長　手嶋　敏明

建設部 諫早市貝津町1426-2 指名競争入札
42 県北振興局 大瀬戸土木維持 H22.8.18 H22.8.24 1,867,000 1,960,350 ㈱三恵電業 委託料 (5)

管理事務所 代表取締役　田村　英之

大瀬戸地区河川砂防情
報基盤施設保守点検業
務委託（12ヶ月点検）

一般国道３８３号
外１線航空障害灯
設備保守点検業務

雪浦川樋門遠隔監
視制御システム保
守点検業務委託


