
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） 部局名： 農林部 H23.5.24 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）

諫早市多良見町5-1

1 農林部 農業大学校 H22.4.1 H22.4.1 ＠６７．５円／ℓ ＠６７．５円／ℓ （株）高尾石油店 需用費 指名競争入札

（税別） （税別） 代表取締役　松尾博文 ７社

メイン用 メイン用 佐世保市有福町297-33

2 農林部 肉用牛改良 H22.4.2 H22.4.2 液体窒素購入 　@123円/kg 　@123円/kg 大陽日酸㈱ 需用費 指名競争入札

センター （単価契約） サブ用 サブ用 西九州支店 （２社）

@335円/kg @335円/kg 支店長　田村　憲一

　（税別） 　（税別）

複写サービス業務 黒3,000枚まで 黒3,000枚まで 長崎市万才町3-5

3 農林部 肉用牛改良 H22.4.1 H22.4.1 （単価契約） 　1枚2.5円 　1枚2.5円 富士ゼロックス長崎㈱ 需用費 指名競争入札

センター 黒3,001枚以上 黒3,001枚以上 営業部長 （４社）

　1枚2.3円 　1枚2.3円 　濱口　文明

ｶﾗｰ1,000枚まで ｶﾗｰ1,000枚まで

　1枚12円 　1枚12円

ｶﾗｰ1,001枚以上 ｶﾗｰ1,001枚以上

　1枚10円 　1枚10円

（税別） （税別）

大豆粕 大豆粕 佐世保市吉井町立石12-1

4 農林部 肉用牛改良 H22.4.1 H22.4.1 飼料購入 　@1,219円/20kg 　@1,219円/20kg ながさき西海農業協同組合 需用費 指名競争入札

センター （単価契約） 皮付圧ペン麦 皮付圧ペン麦 代表理事組合長　豊村　茂樹 （４社）

@866円/20kg @866円/20kg

ﾋﾞｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟ ﾋﾞｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟ

　@1,038円/20kg 　@1,038円/20kg

チモシー チモシー

　@51,000円/t 　@51,000円/t

ｽｰﾀﾞﾝﾍｲﾍﾞｰﾙ ｽｰﾀﾞﾝﾍｲﾍﾞｰﾙ

　@50,000円/t 　@50,000円/t

他（税別） 他（税別）

管理保守業務 管理保守業務

5 農林部 林政課 H22.4.26 H22.4.28 4,200/時間 4,410/時間 長崎市飽の浦町１－１ 委託料 一般競争入札

(株)リョーイン 1

（入札業者数）
契 約 の 名 称 節 区 分

平成２２年度燃料
の単価契約（Ａ重
油）

（住所・氏名）

森林地理情報シス
テム管理業務委託
（単価契約）

番号 所管部局 入 札 日契 約 日
（地方機関）



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） 部局名： 農林部 H23.5.24 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）
（入札業者数）

契 約 の 名 称 節 区 分
（住所・氏名）

番号 所管部局 入 札 日契 約 日
（地方機関）

長崎市田中町587-1

6 農林部 農業大学校 H22.4.15 H22.4.19 362,250 380,380 （株）イシマル 使用料及び賃借料 指名競争入札

代表取締役　石丸利行 （５社）

長崎市銭座町3-3 一般競争入札

7 農林部 畜産課 H22.5.12 H22.5.12 7,250,000 7,612,500 (社)長崎県畜産協会 委託料 (１社)

会長　吉野誠治 (前年度随意契約から移行)

長崎市出来大工町36番地

8 農林部 農村整備課 H22.5.27 H22.6.2 5,879,000 6,172,950 扇精光株式会社 備品購入費 一般競争入札

代表取締役　扇　健二 6

9 農林部 農政課 H22.8.6 H22.8.12 570,000 598,500 長崎市樺島町9-3岩崎ビル1F 委託料 一般競争入札

（株）データウェーブ （11者）

代表取締役　阿字野　仁

長崎市江戸町8番地15号

10 農林部 農村整備課 H22.8.4 H22.8.10 16,000,000 16,800,000 株式会社エビス堂コピーセンター 委託料 一般競争入札

代表取締役　本村　正敏 4

11 農林部 林政課 H22.9.1 H22.9.7 27,700,000 29,085,000 諫早市貝津町1222番地6 委託料 指名競争入札

（社）長崎県林業コンサルタント 9

12 農林部 林政課 H22.9.1 H22.9.7 5,290,000 5,554,500 諫早市貝津町1222番地6 委託料 指名競争入札

（社）長崎県林業コンサルタント 9

平成２２年度畜産コ
ンサルタント業務委
託

平成22年度森林機
能評価調査業務委
託

ふるさと緑の生活
環境基盤整備事業

印刷機の賃貸借及
び保守

農業農村整備事業
電子化資料作成業
務委託

グリーン・ツーリズ
ムホームページ作
成業務委託

Windows Server
Standard 2008
Open Business等
の購入



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） 部局名： 農林部 H23.5.24 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）
（入札業者数）

契 約 の 名 称 節 区 分
（住所・氏名）

番号 所管部局 入 札 日契 約 日
（地方機関）

13 農林部 林政課 H22.10.19 H22.10.25 4,783,000 5,022,150 諫早市貝津町1222番地6 委託料 一般競争入札

長崎県森林組合連合会 1

14 農林部 林政課 H22.11.19 H22.11.25 6,790,000 7,129,500 長崎市飽の浦町1-1 委託料 一般競争入札

(株)リョーイン 2

15 農林部 森林整備室 H22.11.25 H22.12.1 1,900,000 1,995,000 長崎市飽の浦町１－１ 委託料 一般競争入札

(株)リョーイン 1

16 農林部 森林整備室 H22.12.8 H22.12.14 1,100,000 1,155,000 対馬市厳原町南室22番地1 委託料 指名競争入札

対馬森林組合 5

17 農林部 森林整備室 H22.12.8 H22.12.14 1,150,000 1,207,500 五島市木場町275番地6 委託料 指名競争入札

光栄測量設計㈱ 5

18 農林部 森林整備室 H22.12.8 H22.12.14 1,200,000 1,260,000 五島市下崎山371番地1 委託料 指名競争入札

(有)五島測量 5

19 農林部 農政課 H22.11.24 H22.11.30 1,490,000 1,564,500 長崎市赤迫1-3-2 委託料 一般競争入札

ｴﾇｴｽ環境株式会社長崎営業所 5

シカ生息状況等調
査（八郎岳）業務委
託

平成22年度森林資
源モニタリング調査
業務委託

平成22年度 森林
施業履歴データ整
備（緊急雇用対策）
業務委託

平成22年度野生鳥
獣林業被害調査（シ
カ被害）業務（1工区）

平成22年度野生鳥
獣林業被害調査（シ
カ被害）業務（2工区）

平成22年度野生鳥
獣林業被害調査（シ
カ被害）業務（3工区）

22治調第2号
山地防災情報システ
ム治山施設台帳整
備業務委託


