
平成２２年度 契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局

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）

1 長崎振興局 管理部 H22.4.1 H22.4.1 平成２２年度青写真・ 青写真 長崎市江戸町８－１５ 需用費 指名競争入札

総務課 カラーコピー等単価 2A0       @150 株式会社　エビス堂コピーセンター （５社）

 契約 A0A1     @112 代表取締役　本村　正敏  

A0        @  75

A1        @  40

　 　 A2        @  20 　

A3         @  11

PPCコピー

2A0     @1,200

A0A1     @900

　 　 A0        @700 　

A1        @350

A2        @120

A3        @  15

A4        @  10

　 　 2原図（トレペ） 　

2A0     @1,400

A0A1   @1,200

A0         @800

番号 所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

H23.3.31　現在

節 区 分



平成２２年度 契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局

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 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

H23.3.31　現在

節 区 分

A1         @400

　 　 A2         @200 　

A3         @100

2原図（フィルム）

A0A1   @4,500

A0      @3,000

A1      @1,500

A2         @800

A3         @400

大型カラーコピー

2A0   @10,000

A0A1   @7,000

A0      @4,000

A1      @2,400

A2      @1,500

A3      @1,000

小型カラーコピー

A3        @120

A4         @ 60



平成２２年度 契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局

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 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

H23.3.31　現在

節 区 分

データ出力

（白黒　普通紙）

2A0    @1,200

A0A1     @900

A0        @700

A1        @400

A2      @200

データ出力

（白黒　トレペ）

2A0     @1,400

A0A1   @1,200

A0         @800

A1         @400

A2         @200

A3         @150

データ出力

(カラー）

2A0     @5,000

A0A1   @4,000



平成２２年度 契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局

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 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

H23.3.31　現在

節 区 分

A0     @2,400

A1     @1,200

A2         @800

折り方      @10

平成22年度長崎振興局 長崎市北陽町934-5

2 長崎振興局 H22.3.26 H22.4.1 本庁舎警備業務委託 3,260,000 3,423,000 ㈱ガードサービス長崎 委託料 一般競争入札

（税別） 代表取締役　中村敕志 (15社)

平成22年度長崎振興局 長崎市万才町3-5

3 長崎振興局 H22.4.1 H22.4.1 本庁舎清掃等業務委託 3,300,000 3,465,000 ㈲長崎ビル美装社 委託料 指名競争入札

（税別） 代表取締役　大久保哲也 (5社)

長崎振興局自家用 長崎市御船蔵町2-3

4 長崎振興局 H22.3.30 H20.4.1 電気工作物保安管理 684,000 718,200 （財）九州電気保安協会 委託料 一般競争入札

業務委託（庁舎） （税別） 長崎支部　支部長　幸山龍彦 (3社)

平成22年度長崎振興局 長崎市万才町4-15

5 長崎振興局 H22.4.1 H22.4.1 税務部庁舎清掃 918,000 963,900 星光ビル管理㈱ 委託料 指名競争入札

業務委託 （税別） 長崎営業所　所長　平野勇 (5社)

長崎振興局保健部
長崎市ダイヤランド３
丁目１６番５号

6 長崎振興局 H22.4.1 H22.4.1 （西彼保健所）庁舎 777,600 816,480 （有）ｴｰ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ 委託料 指名競争入札

清掃業務委託契約 代表取締役　岡崎　宏則 （４社）

管理部
総務課

管理部
総務課

管理部
総務課

管理部
総務課

管理部
総務課



平成２２年度 契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局

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 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

H23.3.31　現在

節 区 分

昼間  @980 昼間  @1,029 大村市原口町1148-6

長崎振興局 H22.3.24 H22.4.1 夜間　@1,300 夜間　@1,365 ㈱中央綜合警備保障 委託料 一般競争入札

（12社）

長崎市岩川町３－３

長崎振興局 H22.3.24 H22.4.1 19,340,000 20,307,000 （有）メイセイセキュリティ 委託料 一般競争入札

代表取締役　川西　嘉則 （13社）

長崎市大黒町１１－８

長崎振興局 H22.3.24 H22.4.1 8,450,000 8,872,500 大成サービス㈱長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　小柳　省三 （11社）

長崎市新中川町３－１４－３０１

長崎振興局 H22.3.29 H22.4.1 1,730,000 1,816,500 （有）アマノエスエス長崎　 委託料 指名競争入札

取締役　佐々木　隆郁 （５社）

長崎市新中川町３－１４－３０１

長崎振興局 H22.3.29 H22.4.1 1,010,000 1,060,500 （有）アマノエスエス長崎　 委託料 指名競争入札

取締役　佐々木　隆郁 （５社）

長崎市梅香崎町2-11

長崎振興局 H22.3.29 H22.4.1 1,800,000 1,890,000 ㈱にしけい長崎支社 委託料 指名競争入札

支社長　佐藤　國興 （７社）

8
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

7 長崎港湾漁
港事務所

長崎港国際観光船
埠頭警備業務委託

9 長崎港湾漁
港事務所

長崎港ターミナル
ビル清掃業務委託

10 長崎港湾漁
港事務所

出島駐車場及び長
崎港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ駐車
場自動料金精算ｼｽﾃ
ﾑ保守点検業務委託

11 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
検業務委託

12 長崎港湾漁
港事務所

出島駐車場及び長
崎港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ駐車
場管理・収納業務委
託



平成２２年度 契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局

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 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

H23.3.31　現在

節 区 分

長崎市宝町12-2

長崎振興局 H22.3.29 H22.4.1 878,000 921,900 ㈱星光 委託料 指名競争入札

代表取締役　城　健次 （５社）

長崎市宝町12-2

長崎振興局 H22.3.29 H22.4.1 555,000 582,750 ㈱星光 委託料 指名競争入札

代表取締役　城　健次 （５社）

長崎市金屋町1-2

長崎振興局 H22.3.29 H22.4.1 649,000 681,450 ㈱スターライト 委託料 指名競争入札

代表取締役　城　良次 （５社）

長崎市金屋町1-2

長崎振興局 H22.3.29 H22.4.1 780,000 819,000 ㈱スターライト 委託料 指名競争入札

代表取締役　城　良次 （５社）

長崎市淵町3-9

長崎振興局 H22.4.6 H22.4.8 1,680,000 1,764,000 ㈱大和総業 委託料 指名競争入札

代表取締役　下田　昭二 （５社）

昼間  @875 昼間  @875 長崎市香焼町４８２－３１

長崎振興局 H22.4.22 H22.4.27 夜間　@1180 夜間　@1180 ㈱セキュリティストア 委託料 指名競争入札

(税抜) 森山　芳弘 （５社）

13 長崎港湾漁
港事務所

長崎港ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ
駐車場警備業務委
託

14 長崎港湾漁
港事務所

県営常盤駐車場管
理・収納業務委託

15 長崎港湾漁
港事務所

長崎小江ｽｹｰﾄﾊﾟｰｸ
施解錠及び監視業
務委託

16 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

17 長崎港湾漁
港事務所

長崎港ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ清
掃業務委託

18 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



平成２２年度 契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局

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 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

H23.3.31　現在

節 区 分

長崎市昭和3-504-17

長崎振興局 H22.4.28 H22.4.30 5,600,000 5,880,000 ㈲栄光電設 委託料 指名競争入札

代表取締役　五島　一博 （６社）

カラー複写機の 長崎市小曽根町２－１５

20 長崎振興局 保健部 H22.5.18 H22.6.1 複写サービス業務 ㈱事務機のミカドヤ 需用費 指名競争入札

(地域保健課） (保健部）(単価契約） 代表取締役　山下正加寿 （５社）

長崎振興局 管理部 平成２２年度 月額基本料金（5,000枚まで） 月額基本料金（5,000枚まで） 長崎市田中町５８７－１

21 総務課 H22.9.14 H22.10.1 複写機の複写サービス業務 5,500円 5,500円 ㈱イシマル 需用費 指名競争入札

（総務課） 5,001枚以上 5,001枚以上 代表取締役　石丸　利行 （６社）

＠1.1 ＠1.1

長崎振興局 管理部 平成２２年度 月額基本料金（1,000枚まで） 月額基本料金（1,000枚まで） 長崎市万才町３－５

22 県央水産業普及指導センター H22.9.14 H22.10.1 複写機の複写サービス業務 5,000円 5,000円 富士ｾﾞﾛｯｸｽ長崎㈱ 需用費 指名競争入札

（県央水産業普及指導センター） 1,001枚以上 1,001枚以上 営業部長　濱口　文明 （６社）

＠5 ＠5

長崎振興局 建設部 平成２２年度 月額基本料金（4,000枚まで） 月額基本料金（4,000枚まで） 長崎市田中町５８７－１

23 ダム室 H22.9.14 H22.10.1 複写機の複写サービス業務 9,680円 9,680円 ㈱イシマル 需用費 指名競争入札

（ダム室） 4,001枚以上 4,001枚以上 代表取締役　石丸　利行 （６社）

＠2.42 ＠2.42

モノクロ
5,000枚まで
9、０００円

　5,001枚以上一
枚１．７円
カラー一律

一枚12円（税別）

モノクロ
5,000枚まで
9、０００円
　5,001枚以上
一枚１．７円
カラー一律
一枚12円（税

別）

19 長崎港湾漁
港事務所

長崎漁港鳴鼓トンネ
ル保守点検業務委

託



平成２２年度 契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局

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 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

H23.3.31　現在

節 区 分

長崎振興局 建設部 平成２２年度 月額基本料金（1,000枚まで） 月額基本料金（1,000枚まで） 長崎市文教町１１－５

24 都市計画課 H22.9.14 H22.10.1 複写機の複写サービス業務 4,300円 4,300円 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱九州営業本部　長崎支社 需用費 指名競争入札

（都市計画課） 1,001枚以上 1,001枚以上 MA営業部　部長　武富　宏朗 （６社）

＠4.3 ＠4.3

長崎振興局 建設部 平成２２年度 月額基本料金（1,000枚まで） 月額基本料金（1,000枚まで） 長崎市文教町１１－５

25 建築課 H22.9.14 H22.10.1 複写機の複写サービス業務 5,900円 5,900円 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱九州営業本部　長崎支社 需用費 指名競争入札

（建築課） 1,001枚以上 1,001枚以上 MA営業部　部長　武富　宏朗 （６社）

＠5.9 ＠5.9

長崎振興局 建設部 佐世保市勝富町6番8号

26 都市計画課 H22.11.10 H22.11.10 1,900,000 1,995,000 ㈱エフピー 委託料 一般競争入札

(税別） 代表取締役　宇野隆徳 （1社）

長崎振興局 建設部 佐世保市勝富町6番8号

27 道路建設課 H23.2.2 H23.2.2 2,150,000 2,257,500 ㈱エフピー 委託料 一般競争入札

(税別） 代表取締役　宇野隆徳 （5社）

浦上川線（幸町工区）
開通式運営業務委託

一般県道伊王島香焼
線（伊王島町2丁目～
香焼町）開通式運営・
設営等業務委託




