
部局名： 対馬振興局 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

（消費税込み）

（円） （円）

8:00～18:00 8:00～18:00

@4,200円／3名・1h @4,200円／3名・1h

厳原港・比田勝港 8:00～18:00 8:00～18:00

国際港湾施設保安 @2,800円／2名・1h @2,800円／2名・1h

1 対馬振興局 建設部 H23.3.30 H23.4.1 対策業務 8:00～18:00 8:00～18:00 保安上の理由により 委託料 指名競争入札

管理課 （単価契約） @1,400円／1名・1h @1,400円／1名・1h 非開示 （２者）

18:00～22:00 18:00～22:00

@1,875円／1名・1h @1,875円／1名・1h

22:00～5:00 22:00～5:00

@2,250円／1名・1h @2,250円／1名・1h

5:00～8:00 5:00～8:00

@1,875円／1名・1h @1,875円／1名・1h

管理部 対馬振興局及び 対馬市厳原町久田３８７番地１ 指名競争入札

2 対馬振興局 総務課 H23.4.1 H23.4.1 上県総合庁舎 5,160,000 5,418,000 （有）タイテック 委託料 （２者）

清掃業務委託

厳原地区 レギュラー ＠170 レギュラー ＠170

3 対馬振興局 管理部 H23.4.1 H23.4.1 燃料・油脂等購入 軽油 ＠151 軽油 ＠151 長崎市元船町１１番１４号 指名競争入札

総務課 単価契約 灯油 ＠104 灯油 ＠104 マツハヤ石油株式会社 （３者）

Ａ重油 Ａ重油　＠97 Ａ重油　＠97 長崎市元船町１１番１４号 指名競争入札

4 対馬振興局 管理部 H23.4.1 H23.4.1 燃料・油脂等購入 マツハヤ石油株式会社 需用費 （３者）

総務課 単価契約

23対道維第１号 長崎市柳谷町24-43 指名競争入札

5 対馬振興局 建設部 H23.5.25 H23.5.25 4,000,000 4,200,000 原口電気　株式会社 委託料 （７者）

道路課

一般国道382号外2
線道路維持工事（ﾄ
ﾝﾈﾙ非常用設備点
検業務委託）

需用費

（入札業者数）

節 区 分

（住所・氏名）

平成２３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）

番号 所 管 部 局

（地方機関）

入札日 契約日 契 約 の 名 称



部局名： 対馬振興局 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

（消費税込み）

（円） （円）

（入札業者数）

節 区 分

（住所・氏名）

平成２３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）

番号 所 管 部 局

（地方機関）

入札日 契約日 契 約 の 名 称

平面図補正費 平面図補正費

　道路改良・安全施設＠225 　道路改良・安全施設＠225

平成23年度道路台帳 　橋梁＠240 　橋梁＠240 対馬市上県町瀬田14番地 指名競争入札

6 対馬振興局建設部 H23.6.15 H23.6.15 補正委託（単価契約） 　防災＠225 　防災＠225 玄海測量設計株式会社 委 託 料 （５者）

道路課 　舗装新設・舗装補修＠135 　舗装新設・舗装補修＠135

　現地調査費＠155 　現地調査費＠155

平面図縮尺補正費＠65 平面図縮尺補正費＠65

月額基本料 月額基本料

管理部 複写機の ２８，０００円 ２８，０００円 長崎市万才町３番５号

7 対馬振興局 総務課 H23.8.26 H23.9.1 複写サービス業務 モノクロ８，００１枚以上 モノクロ８，００１枚以上 富士ゼロックス長崎株式会社 需用費 指名競争入札

（総務課ほか１機） ＠２．２円 ＠２．２円 （２者）

（単価契約） （税別） （税別）

月額基本料 月額基本料

管理部 複写機の １５，０００円 １５，０００円 長崎市万才町３番５号

8 対馬振興局 総務課 H23.8.26 H23.9.1 複写サービス業務 モノクロ３，００１枚以上 モノクロ３，００１枚以上 富士ゼロックス長崎株式会社 需用費 指名競争入札

（建設部ほか１機） ＠４．３円 ＠４．３円 （２者）

（単価契約） （税別） （税別）

月額基本料 月額基本料

管理部 複写機の ２８，０００円 ２８，０００円 長崎市万才町３番５号

9 対馬振興局 総務課 H23.8.26 H23.9.1 複写サービス業務 モノクロ８，００１枚以上 モノクロ８，００１枚以上 富士ゼロックス長崎株式会社 需用費 指名競争入札

（林業課１機） ＠２．２円 ＠２．２円 （２者）

（単価契約） （税別） （税別）

月額基本料 月額基本料

複写機の ３７，６００円 ３７，６００円

管理部 複写サービス業務 モノクロ２０，０００枚まで モノクロ２０，０００枚まで 長崎市万才町３番５号

10 対馬振興局 総務課 H23.8.26 H23.9.1 （保健部１機） ＠２．２円 ＠２．２円 富士ゼロックス長崎株式会社 需用費 指名競争入札

（単価契約） モノクロ２０，００１枚以上 モノクロ２０，００１枚以上 （２者）

＠２．０円 ＠２．０円

（税別） （税別）



部局名： 対馬振興局 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

（消費税込み）

（円） （円）

（入札業者数）

節 区 分

（住所・氏名）

平成２３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）

番号 所 管 部 局

（地方機関）

入札日 契約日 契 約 の 名 称

月額基本料 月額基本料

複写機の ２８，５００円 ２８，５００円

管理部 複写サービス業務 カラー３，００１枚以上 カラー３，００１枚以上 長崎市万才町３番５号

11 対馬振興局 総務課 H23.8.26 H23.9.1 （建設部カラー１機） ＠２０円 ＠２０円富士ゼロックス長崎株式会社 需用費 指名競争入札

（単価契約） モノクロ１枚以上 モノクロ１枚以上 （２者）

＠４．０円 ＠４．０円

（税別） （税別）

厳原港３号岸壁・４号 保安上の理由により 指名競争入札

12 対馬振興局 建設部 H23.9.22 H23.9.22 岸壁国際港湾施設 430,660 452,193 非開示 委託料 （２者）

管理課 保安対策業務

厳原港３号岸壁・４号 保安上の理由により 指名競争入札

13 対馬振興局 建設部 H23.11.2 H23.11.2 岸壁国際港湾施設 420,000 441,000 非開示 委託料 （２者）

管理課 保安対策業務

14 対馬振興局 農林水産部 H23.12.7 H23.12.12 15,555,000 16,332,750 対馬市厳原町上槻２５２ 指名競争入札

林業課 未来りん業 （４者）

15 対馬振興局管理部 H24.2.22 H24.2.22 県公舎建築設備 1,000,000 1,050,000 対馬市厳原町浅原13-1 委 託 料 指名競争入札

総務課 点検業務 拓山測量株式会社 （６者）

16 対馬振興局 建設部 H24.2.22 H24.3.1 2,800,000 2,940,000 大村市富の原２－９２１ 一般競争入札

管理課 株式会社矢敷環境保全 （２者）

23対振管第149号
竹敷港産業廃棄物
（放置船舶）収集・運
搬及び処分業務委
託

委託料

２３林県第１号
平成２３年度
県営林作業委託
（下原団地）

委託料


