
平成２３年度 契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 産業労働部 H24.3.31 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）

長崎市銅座町１番１１号

1 産業労働部 産業政策課 H23.4.26 H23.5.9 長崎県内の景気動向 600,000 630,000 ㈱長崎経済研究所 委託料 一般競争入札

調査分析委託 代表取締役　里　隆光 （４者）

大村市東三城6-1

2 産業労働部 8,809,601 9,250,081 (株)シンコー 委託料 指名競争入札

代表取締役　田代　ハルヱ （１１者）

長崎市万才町3-5

3 産業労働部 H23.4.11 H23.4.15 2,054,500 2,157,225 富士ゼロックス長崎(株)営業部 需用費 指名競争入札

営業部長　濱口　文明 （５者）

佐世保市瀬戸越4-4-26

4 産業労働部 H23.12.9 H23.12.15 1,950,000 2,047,500 (株)メカトロニクス 13：委託料 指名競争入札

代表取締役  立石　賢二 （３者）

長崎市大黒町11-8

5 産業労働部 H23.3.24 H23.4.1 10,890,000 11,434,000 大成サービス（株）長崎支店 委託料 指名競争入札

支店長　小柳　省三 （１３者）

佐世保市大和町845-1

6 産業労働部 H23.11.10 H23.11.16 4,500,000 4,725,000 ㈱古川電機製作所 委託料 一般競争入札

代表取締役　古川　健治 （３社）

長崎市片淵３丁目10-11-905

7 産業労働部 H24.1.20 H24.1.25 590,000 619,500 ㈱リンク 委託料 一般競争入札

代表取締役　島崎　和紀 （３者）

長崎市興善町2-24

8 産業労働部 H24.1.31 H24.2.3 897,000 941,850 ㈱東京商工リサーチ　長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　山田　祐二　 （5社）

長崎市片淵３丁目10-11-905

9 産業労働部 H24.2.6 H24.2.10 1,180,000 1,239,000 ㈱リンク 委託料 一般競争入札

代表取締役　島崎　和紀 （1社）

産業技術課
（窯業技術セン
ター）

学校給食用食器の市場
動向調査業務委託

産業技術課
（窯業技術セン
ター）

国内陶磁器日用食器市
場動向調査業務委託

産業技術課
（窯業技術セン
ター）

複写機の複写サービ
ス業務（平成23～25
年度）（単価契約）

平成２３年度長崎県
窯業技術センター庁
舎総合管理業務委託

産業技術課
（窯業技術セン
ター）

リン吸脱着システムの
製作及び設置業務

産業技術課
（工業技術セン
ター）

レーザーの制御・検出
装置の設計・製作委
託

抗菌・防カビ剤を活用し
た機能性製品の市場調
査業務委託

H23.4.1H23.3.18

番号

産業技術課
(工業技術セン
ター）

所 管 部 局 節 区 分入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

庁舎総合管理業務委
託

産業技術課
（工業技術セン
ター）

産業技術課
（窯業技術セン
ター）
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熊本市健軍4丁目13-2

10 産業労働部 H24.2.9 H24.2.13 494,000 518,700 ㈱九州みらい研究所 委託料 一般競争入札

代表取締役　福田　博 （4社）

「技能祭～ものづくり 長崎市五島町5-48

11 産業労働部 H23.9.6 H23.9.12 フェスタ2011」開催 3,195,000 3,354,750 株式会社マルクスインターナショナル 委託料 一般競争入札

業務委託 代表取締役　楠田　壽幸 （２者）

庁舎清掃・環境衛生 長崎市住吉町１２－１６

12 産業労働部 H23.4.1 H23.4.4 管理業務委託 5,000,000 5,250,000 株式会社　ツカネクリア 委託料 指名競争入札

代表取締役　塚根　健策 （７者）

空調設備機器保守 長崎市平和町１７－１９

13 産業労働部 H23.4.1 H23.4.4 点検業務委託 3,730,000 3,916,500 株式会社　長翔設備 委託料 指名競争入札

代表取締役　松竹　隆洋 （６者）

　 長崎市古賀町２１５１

14 産業労働部 H23.4.1 H23.4.4 植栽管理業務委託 1,570,000 1,648,500 株式会社　兄弟緑地 委託料 指名競争入札

代表取締役　渡辺　忠道 （５者）

長崎市１丁目３２－１６

15 産業労働部 H23.6.10 H23.6.15 1,350,000 1,417,500 星野管工設備　株式会社 需用費 指名競争入札

代表取締役　谷村　博士 （５者）

長崎市田中町５８３－１

16 産業労働部 H23.8.10 H23.8.12 9,500,000 9,975,000 マルジン商事株式会社 備品購入費 指名競争入札

代表取締役　林　潤二郎 （２者）

長崎市出来大工町３６

17 産業労働部 H23.8.10 H23.8.12 2,080,000 2,184,000 扇精光株式会社 備品購入費 指名競争入札

代表取締役　扇　健二 （４者）

長崎市出来大工町３６

18 産業労働部 H23.12.14 H23.12.14 2,490,000 2,614,500 扇精光株式会社 使用料 指名競争入札

代表取締役　扇　健二 （３者）

産業技術課
（窯業技術セン
ター）

低温焼成磁器（エコ磁
器）に関する市場調査
業務委託

パソコン等機器賃貸
借及び保守契約

長崎高等技術
専門校

長崎高等技術
専門校

商業デザイン科アプリ
ケーションソフト購入

長崎高等技術
専門校

直流電源装置蓄電池
取替

長崎高等技術
専門校

長崎高等技術
専門校

産業人材課

機械制御システム科
自動製図機械用パソ
コン及びＣＡＤソフト
バージョンアップ等一
式購入

長崎高等技術
専門校

長崎高等技術
専門校
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五島市木場町６９９－１

19 産業労働部 H24.2.13 H24.2.13 1,350,000 1,417,500 測建株式会社 委託料 指名競争入札

代表取締役　川元　誠一 （６者）

佐世保市柚木街１９１７－３９

20 産業労働部 H23.5.26 H23.6.1 1,900,000 1,995,000 株式会社　向井管工社 委託料 指名競争入札

代表取締役　津田弘行 （５者）

佐世保市相生町１－３

21 産業労働部 H23.8.5 H23.8.11 2,961,000 3,109,050 富士ソフトＳＳＳ（株） 備品購入費 一般競争入札

代表取締役　荒川　早人 （３者）

佐世保市大和町９３９－10

22 産業労働部 H23.9.14 H23.9.20 3,140,000 3,297,000 （株）武田商事 備品購入費 一般競争入札

代表取締役　武田　艶子 （1者）

佐世保市大和町９３９－10

23 産業労働部 H23.9.21 H23.9.27 3,920,000 4,116,000 （株）武田商事 備品購入費 一般競争入札

代表取締役　武田　艶子 （2者）

長崎高等技術
専門校

外壁全面打診検査業
務委託

佐世保高等技
術専門校

空調設備保守点検業
務委託

佐世保高等技
術専門校

視聴覚教育用パソコ
ン（２１台）外一式の購
入

佐世保高等技
術専門校

佐世保高等技
術専門校

パーソナルコンピュー
ター（11台）及びソフト
ウェア一式の購入

シーケンス回路実験
装置（4セット）外一式
の購入


