
部局名： 環境部 H25.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)

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）

長崎県長崎市田中町６０３－３

1 環境部 環境政策課 H24.4.11 H24.4.16 2,300,000 2,415,000 （株）環境衛生科学研究所 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　新宮　一広 （４者）

長崎県佐世保市三川内新町２６番１

2 環境部 環境政策課 H24.4.11 H24.4.16 3,230,000 3,391,500 西部環境調査（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　優親 （３者）

長崎市興善町４－５

3 環境部 環境政策課 H24.4.2 H24.4.6 7,770,000 8,158,500 日立キャピタル（株）西九州支店 使用料 一般競争入札

支店長　鈴木　康之 （1者）

長崎県佐世保市三川内新町２６番１

4 環境部 環境政策課 H24.4.11 H24.4.16 950,000 997,500 西部環境調査（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　優親 （1者）

長崎県西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３

5 環境部 環境政策課 H24.3.28 H24.4.2 7,700,000 8,085,000 （社）長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　徳永　清隆 （３者）

長崎県佐世保市三川内新町２６番１

6 環境部 環境政策課 H24.3.28 H24.4.2 15,000,000 15,750,000 西部環境調査(株) 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　優親 （２者）

長崎県西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３

7 環境部 環境政策課 H24.4.4 H24.4.5 18,900,000 19,845,000 （社）長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　徳永　清隆 （７者）

平成２４年度長崎県水質監視調査
業務委託

平成２４年度長崎県大気汚染監視
テレメータシステム管理運営業務
委託

平成２４年度長崎県設置大気測定
局等の自動測定機等保守管理業
務委託

平成２４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 節 区 分

平成２４年度国設酸性雨測定所保
守管理運営委託業務

平成２４年度国設酸性雨測定所オ
ゾン計保守点検業務委託

平成２４年度酸性雨調査委託業務

イオンクロマトグラフの賃貸借



部局名： 環境部 H25.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)

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）

平成２４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 節 区 分

環境政策課 長崎市万才町３－５

8 環境部
(環境保健研究
センター) H24.4.19 H24.4.23 富士ゼロックス長崎(株) 需用費 指名競争入札

営業部長　　濱口 文明 （４者）

長崎市元船町17-1

9 環境部 未来環境推進課 H24.4.23 H24.4.27 3,498,800 3,673,740 （財）ながさき地域政策研究所 委託料 一般競争入札

理事長　脇田安大 （3者）

長崎県長崎市田中町６０３－３

10 環境部 水環境対策課 H24.4.17 H24.4.18 3,200,000 3,360,000 (株)環境衛生科学研究所 委託料 指名競争入札

代表取締役社長　新宮　一広 （４者）

諫早市小船越町2-3

11 環境部 廃棄物対策課 H24.4.6 H24.4.16 194,288,000 204,002,400 （株）荒木組 工事請負費 一般競争入札

代表取締役　荒木　講平 （１５者）

諫早市貝津町2962-1

12 環境部 廃棄物対策課 H24.4.16 H24.4.24 11,800,000 12,390,000 橋口環境設計（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　橋口　龍治 （３者）

雲仙市小浜町雲仙３２０

13 環境部 自然環境課 H24.4.2 H24.4.2 1,136,000 1,192,800 （一財）自然公園財団雲仙支部 委託料 一般競争入札

所長　中島　順一 （２者）

長崎県西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３

14 環境部 環境政策課 H24.5.1 H24.5.2 4,080,000 4,284,000 （社）長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　徳永　清隆 （４者）

平成２４年度有害大気汚染物質調
査分析業務委託

月間基本複
写サービス
料
6,500円(モノ
クロ5,000枚
まで)
モノクロ5,001
枚以上
1.3円／枚
フルカラー
7.8円／枚
（税別）

月間基本複
写サービス
料
6,500円(モノ
クロ5,000枚
まで)
モノクロ5,001
枚以上
1.3円／枚
フルカラー
7.8円／枚
（税別）

ながさき太陽光倶楽部支援事業業
務委託

雲仙公園内公衆便所清掃業務委
託

複写機の複写サービス業務
（単価契約）

産業廃棄物最終処分場支障除去
対策工事

産業廃棄物最終処分場支障除去
対策工事監督支援業務

長崎県大村湾南部浄化センター水
質及び汚泥分析業務委託



部局名： 環境部 H25.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)

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）

平成２４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 節 区 分

環境政策課 長崎市平和町２４－１４

15 環境部 （環境保健研究センター） H24.4.27 H24.5.1 ＤＮＡシーケンサ保守業務委託 1,050,000 1,102,500 （株）テクノ・スズタ 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　徳永 道義 （１者）

環境政策課 長崎市伊良林１－２－３１

16 環境部 （環境保健研究センター） H24.4.27 H24.5.1 ワイパー式クロロフィル濁度計 1,600,000 1,680,000 （株）西村商会 備品購入費 指名競争入札

代表取締役　　西村　喬 （２３者）

長崎県佐世保市三川内新町２６番１

17 環境部 水環境対策課 H24.4.27 H24.5.2 968,000 1,016,400 西部環境調査(株) 委託料 指名競争入札

代表取締役　山口　優親 （４者）

長崎県佐世保市三川内新町２６番１

18 環境部 環境政策課 H24.6.13 H24.6.15 11,300,000 11,865,000 西部環境調査（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　優親 （２者）

長崎市田中町603-3

19 環境部 廃棄物対策課 H24.6.20 H24.6.26 2,200,000 2,310,000 （株）環境衛生科学研究所 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　新宮　一広 （４者）

環境政策課 千葉市稲毛区山王町295-3

20 環境部 （環境保健研究センター） H24.6.27 H24.7.2 2,667,000 2,800,350 （財）日本分析センター 委託料 一般競争入札

放射能分析業務部長　　池内　嘉宏 （１者）

長崎県東彼杵郡川棚町三越郷５１番地２

21 環境部 水環境対策課 H24.7.18 H24.7.19 45,000円／ｔ 45,000円／ｔ ハラサンギョウ(株) 委託料 一般競争入札

（税別） （税別） 代表取締役　原　辰男 （1者）

環境政策課 長崎市平和町２８－１１

22 環境部 （環境保健研究センター） H24.7.31 H24.8.1 786,000 825,300 （株）イケダ科学　長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　　近藤　信昭 （１者）

ガスクロマトグラフ質量分析装置
保守点検業務委託

平成24年度ダイオキシン類調査業
務委託

平成２４年度放射能分析確認調査
業務委託

平成24年度産業廃棄物処理施設
の硫化水素等測定調査業務委託

長崎県大村湾南部浄化センター臭
気濃度測定業務委託

長崎県大村湾南部浄化センターし
さ・沈砂収集運搬及び処分業務委
託



部局名： 環境部 H25.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)

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）

平成２４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 節 区 分

環境政策課 長崎市伊良林１－２－３１

23 環境部 （環境保健研究センター） H24.8.2 H24.8.2 溶存酸素計の購入 1,998,000 2,097,900 （株）西村商会 備品購入費 指名競争入札

代表取締役　　西村　喬 （２２者）

環境政策課 長崎市伊良林１－２－３１

24 環境部 （環境保健研究センター） H24.8.2 H24.8.2 水温・塩分計の購入 722,000 758,100 （株）西村商会 備品購入費 指名競争入札

代表取締役　　西村　喬 （２２者）

佐世保市三川内新町２６番１

25 環境部 環境政策課 H24.8.6 H24.8.8 1,180,000 1,239,000 西部環境調査（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　優親 （５者）

長崎県佐世保市白岳町１６６番地１

26 環境部 環境政策課 H24.8.6 H24.8.9 5,000,000 5,250,000 （株）微研テクノス 委託料 一般競争入札

代表取締役　河口　基興 （２者）

長崎県西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３

27 環境部 水環境対策課 H24.7.27 H24.8.2 2,900,000 3,045,000 （社）長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　山口　弘勝 （３者）

長崎市田中町603-3

28 環境部 廃棄物対策課 H24.8.22 H24.8.28 8,760,000 9,198,000 （株）環境衛生科学研究所 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　新宮　一広 （４者）

長崎市元船町17-1

29 環境部 未来環境推進課 H24.8.30 H24.9.5 5,157,000 5,414,850 （財）ながさき地域政策研究所 委託料 一般競争入札

理事長　脇田安大 （１者）

長崎市出来大工町36

30 環境部 廃棄物対策課 H24.9.24 H24.9.28 3,220,000 3,381,000 扇精光（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　扇　健二 （１０者）

産業廃棄物処理業者等情報管理
システム開発業務委託

冬の節電対策支援事業業務

平成24年度島原半島内地下水調
査業務委託

平成24年度ダイオキシン類調査業
務委託

平成２４年度水道水源水質検査業
務委託

産業廃棄物最終処分場に係る浸
透水、放流水等の水質検査業務
委託



部局名： 環境部 H25.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)

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）

平成２４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 節 区 分

福岡市博多区東光二丁目22-72

31 環境部 廃棄物対策課 H24.9.25 H24.10.1 1,600,000 1,680,000 西鉄運輸（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　古賀　聖一 （１者）

環境政策課 長崎市平和町２４－１４

32 環境部 （環境保健研究センター） H24.10.19 H24.10.22 817,000 857,850 （株）テクノ・スズタ 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　　徳永　道義 （１者）

環境政策課 長崎市大黒町９－２２

33 環境部 （環境保健研究センター） H24.10.19 H24.10.22 700,000 735,000 新川電機（株）九州支社　長崎オフィス 委託料 一般競争入札

支社長　　渕上　秀雄 （１者）

福岡県福岡市博多区博多駅中央街８番２７号第１６岡部ビル６階

34 環境部 水環境対策課 H24.10.31 H24.11.5 12,700,000 13,335,000 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)九州支店 需用費 一般競争入札

九州支店長　小寺　研 （１者）

長崎県長崎市川口町１０番２号

35 環境部 水環境対策課 H24.11.2 H24.11.8 8,500,000 8,925,000 協和機電工業(株) 需用費 指名競争入札

代表取締役　坂井　秀之 （９者）

長崎県長崎市川口町１０番２号

36 環境部 水環境対策課 H24.11.2 H24.11.8 4,160,000 4,368,000 協和機電工業(株) 需用費 指名競争入札

代表取締役　坂井　秀之 （７者）

長崎市金屋町１－７ 指名競争入札

37 環境部 未来環境推進課 H24.12.26 H24.12.28 1,200,000 1,260,000 株式会社テレビ長崎 委託料 （総合評価方式）（４者）

代表取締役社長　柿川　照穗 （前年度随意契約から移行）

長崎市出島町2-11出島交流会館8Ｆ

38 環境部 廃棄物対策課 H24.12.21 H24.12.27 334,000 350,700 （株）アドミン 委託料 一般競争入札

代表取締役　山口　知宏 （３者）

高速液体クロマトグラフ質量分析
装置（AB  Sciex社製）保守点検業
務委託

ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集・運
搬等業務委託

長崎県大村湾南部浄化センター汚
泥施設遠心脱水機(№1)整備

長崎県大村湾南部浄化センター汚
泥施設しさ搬出機整備

「みんなで止めよう温暖化」テレビ
スポット制作･放送委託業務

高速液体クロマトグラフ質量分析
装置（アジレント・テクノロジー社
製）保守点検業務委託

長崎県大村湾南部浄化センター水
処理施設水中攪拌機(№3)整備

産業廃棄物処理関係報告書デー
タ入力業務委託



部局名： 環境部 H25.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)

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）

平成２４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 節 区 分

環境政策課 長崎市万才町７－１

39 環境部 （環境保健研究センター） H24.11.29 H24.12.3 2,350,000 2,467,500 高砂熱学工業（株）長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　　高尾　幸博 （１者）

環境政策課 諫早市多良見町化屋１７８１－１

40 環境部 （環境保健研究センター） H24.11.29 H24.12.3 2,018,000 2,118,900 正晃（株）長崎営業所 委託料 指名競争入札

所長　　山田　宣博 （３者）

長崎市川口町１０番２号

41 環境部 水環境対策課 H25.1.15 H25.1.16 500,000 525,000 協和機電工業(株) 需用費 指名競争入札

代表取締役　坂井　秀之 （５者）

東京都港区芝公園３－１－２２

42 環境部 未来環境推進課 H25.1.29 H25.2.5 1,950,000 2,047,500 株式会社日本能率協会総合研究所 委託料 指名競争入札

代表取締役社長　加藤　文昭 （６者）

長崎市馬町55

43 環境部 廃棄物対策課 H25.2.26 H25.2.26 650,000 682,500 九州オリエント測量設計（株） 委託料 一般競争入札

代表取締役　中島　靖人 （１者）

長崎市住吉町１５－７

44 環境部 水環境対策課 H25.3.1 H25.3.7 820,000 861,000 長崎環境美化・ＥＲＥ共同企業体 委託料 一般競争入札

代表構成員　株式会社長崎環境美化　代表取締役　里元　勝久 （１者）

大村市宮代町３１６番地１

45 環境部 水環境対策課 H25.3.15 H25.3.19 10,500円／ｔ 10,500円／ｔ 有限会社　サンハート 委託料 一般競争入札

（税別） （税別） 取締役　片桐　一徳 （４者）

長崎市岩川町6-5

46 環境部 廃棄物対策課 H25.3.4 H25.3.6 240,000 252,000 日本通運株式会社長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　安藤　和訓 （2者）

長崎市宿町163-6

47 環境部 廃棄物対策課 H25.3.6 H25.3.6 1,270,000 1,333,500 株式会社ウヱノ 委託料 一般競争入札

代表取締役　上野　英剛 （3者）

長崎県大村湾南部浄化センターエ
アレーションタンク内清掃及びしさ
等引抜運搬処分業務委託

ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集・運
搬等業務委託

産業廃棄物最終処分場の地質等
調査業務委託

長崎県廃棄物処理計画進行管理・
産業廃棄物税効果検証調査業務

産業廃棄物最終処分場埋立容量
等調査業務委託

ＢＳＬ３および２病原体取扱実験施
設の特殊空調およびセキュリティ
システム保守業務委託

安全キャビネット保守業務委託

長崎県大村湾南部浄化センターポ
ンプ棟沈砂池機械室№1-2床排水
ポンプ修繕

長崎県大村湾南部浄化センター下
水汚泥（脱水ケーキ）収集運搬及
び処分業務委託


