
平成２４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） 部局名： 県北振興局 H25.3.31 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）

管理部 佐世保市指方町1750番地

1 県北振興局 総務課 H24.3.28 H24.4.2 4,075,000 4,278,750 ㈱中央綜合警備保障　佐世保営業所 委託料 指名競争入札
所長　池田　達也 (8)

管理部 佐世保市福井市町16-20

2 県北振興局 総務課 H24.10.10 H24.10.16 2,980,000 3,129,000 小出手建築設計事務所 委託料 指名競争入札
代表者　小出手 敏人 (9)

佐世保市比良町
管理部 5番2号

3 県北振興局 会計課 H24.4.2 H24.4.2 H24年度カラーコピー ㈱　エコー

等単価契約 代表取締役 需用費
永石　浩一郎 (1)

契 約 の 名 称 節 区 分

県北振興局庁舎
保安警備業務委託

番号 所管部局 入 札 日契 約 日

青写真焼付（Ａ０）140円
青写真焼付（Ａ１)７０円
青写真焼付（Ａ２）４０円
青写真焼付（Ａ３）３０円
青写真焼付（２Ａ０）
                ２８０円
青写真焼付（Ａ０Ａ１）
               ２３５円
青写真焼付（Ａ０Ａ２）
               １８８円
青写真焼付（Ａ０Ａ３）
               １６４円
ＰＰＣコピー（Ａ０）
               ５００円
ＰＰＣコピー（Ａ１）
               ３５０円
ＰＰＣコピー（Ａ２）
               ２００円
ＰＰＣコピー（Ａ０Ａ１）
               ７５０円
ＰＰＣコピー（Ａ０Ａ２）
               ６５０円
ＰＰＣコピー縮小
（Ａ１→Ａ３）１５０円
第２原図トレペ（Ａ０）
               ７００円
第２原図トレペ（Ａ１）
               ５００円
製本（折り）１０円
カラーコピー（Ａ０）
           ２，０００円
カラーコピー（Ａ１）
           １，０００円
カラーコピー（Ａ２）
           　８００円
カラーコピー縮小
（Ａ１→Ａ３）５００円
データモノクロ出力フィ
ルム♯２００（Ａ１）
           １，５００円
データモノクロ出力トレ
ペ/コート紙（Ａ０）
               ７００円
データモノクロ出力トレ
ペ/コート紙（Ａ１）
               ４００円

県北振興局庁舎（本
館・別館・新館）及び天
満庁舎建築物及び建
築設備点検

指名競争入札（青焼き
については、23年度随
意契約から移行）

青写真焼付（Ａ０）140円
青写真焼付（Ａ１)７０円
青写真焼付（Ａ２）４０円
青写真焼付（Ａ３）３０円
青写真焼付（２Ａ０）
                ２８０円
青写真焼付（Ａ０Ａ１）
               ２３５円
青写真焼付（Ａ０Ａ２）
               １８８円
青写真焼付（Ａ０Ａ３）
               １６４円
ＰＰＣコピー（Ａ０）
               ５００円
ＰＰＣコピー（Ａ１）
               ３５０円
ＰＰＣコピー（Ａ２）
               ２００円
ＰＰＣコピー（Ａ０Ａ１）
               ７５０円
ＰＰＣコピー（Ａ０Ａ２）
               ６５０円
ＰＰＣコピー縮小
（Ａ１→Ａ３）１５０円
第２原図トレペ（Ａ０）
               ７００円
第２原図トレペ（Ａ１）
               ５００円
製本（折り）１０円
カラーコピー（Ａ０）
           ２，０００円
カラーコピー（Ａ１）
           １，０００円
カラーコピー（Ａ２）
           　８００円
カラーコピー縮小
（Ａ１→Ａ３）５００円
データモノクロ出力フィ
ルム♯２００（Ａ１）
           １，５００円
データモノクロ出力トレ
ペ/コート紙（Ａ０）
               ７００円
データモノクロ出力トレ
ペ/コート紙（Ａ１）
               ４００円



平成２４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） 部局名： 県北振興局 H25.3.31 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）
契 約 の 名 称 節 区 分番号 所管部局 入 札 日契 約 日

管理部 平戸市宮の町647-6

4 県北振興局 会計課 H24.4.2 H24.4.2 ガソリン　148円 ガソリン　148円 ニューポート石油 需用費
山内　雅登 (2)

管理部 ガソリン　140円 ガソリン　140円 諫早市多良見町中里5-1

5 県北振興局 会計課 H24.6.14 H24.6.20 軽　　油　119円 軽　　油　119円 ㈱イデックスリテール西九州 需用費
Ａ 重 油　  84円 Ａ 重 油　  84円 代表取締役　松尾　博文 (3)

平戸市宮の町647-6

6 県北振興局 H24.4.3 H24.4.3 ガソリン　148円 ガソリン　148円 ニューポート石油 需用費
山内　雅登 (2)

農林部 24委特第2号 平戸市宝亀町91-1

7 県北振興局 林業課 H24.12.19 H24.12.21 県営林間伐素材生産 5,700,000 5,985,000 平戸森林組合 委託料 指名競争入札
販売事業委託 代表理事組合長　松瀬清 (5)

農林部 24委特第3号 平戸市宝亀町91-1

8 林業課 H25.1.15 H25.1.17 県営林作業道開設 3,760,000 3,948,000 平戸森林組合 委託料 指名競争入札
事業委託 代表理事組合長　松瀬清 (5)

建設部 佐世保市勝富町6番8号

9 県北振興局 管理第一課 H24.12.21 H24.12.21 3,950,000 4,147,500 ㈱エフ・ピー 委託料 一般競争入札

代表取締役　宇野隆徳 (1)

建設部 長崎市五島町8番7号

10 県北振興局 用地第二課 H24.9.6 H24.9.10 2,587,030 2,716,381
（社）長崎公共嘱託登記
土地家屋調査士協会 委託料 一般競争入札

理事長　柴田　盛義 (1)
建設部 長崎市五島町8番7号

11 県北振興局 用地第二課 H24.9.6 H24.9.10 11,008,120 11,558,526
（社）長崎公共嘱託登記
土地家屋調査士協会 委託料 一般競争入札

理事長　柴田　盛義 (1)

建設部 佐世保市矢岳町90-4

12 県北振興局 用地第二課 H24.10.24 H24.10.26 4,690,000 4,924,500 ㈱産研九州 委託料 指名競争入札

代表取締役　井手誠次 (7)

建設部 佐世保市上町1-1

13 県北振興局 道路建設 H24.10.11 H24.10.17 1,000,000 1,050,000 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札
第一課 代表取締役　福井隆義 (5)

H24.5.22 H24.5.25 10,665,000 11,198,250 委託料 指名競争入札
(7)

指名競争入札（23年
度随意契約から移行）

24単起交整第428-1号
主要地方道佐々鹿町
江迎線交通安全施設
等整備工事外（用地関
係資料作成整理等業
務委託）
24起単改第201-4号
主要地方道西彼太田
和港線外4線交通量調
査委託

建設部
道路維持
第一課

保健部
企画調整課

指名競争入札（23年
度随意契約から移行）

24県道清第1号
一般国道202号外19線
路面清掃委託（業者持
込）

平成24年度燃料
類（ガソリン等）の
単価契約

長崎市長浦町1100
琴海清掃(有)
代表取締役　濱本泰

14 県北振興局

県北振興局

平成24年度燃料類
（ガソリン）の単価契
約

24県北振建第1102号
一般国道206号（小迎
バイパス）開通式会場
設営・運営等業務委託

平成24年度登記業務
委託（単価契約・県北
振興局（平戸・松浦地
区））

平成24年度登記業務
委託（単価契約・県北
振興局（佐世保・西海・
東彼・北松地区））

平成24年度燃料
類（ガソリン）の単
価契約

指名競争入札（23年
度随意契約から移行）



平成２４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） 部局名： 県北振興局 H25.3.31 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）
契 約 の 名 称 節 区 分番号 所管部局 入 札 日契 約 日

佐世保市白仁田町41-2

15 H24.8.6 H24.8.10 8,000,000 8,400,000 株式会社　春本工業 委託料 指名競争入札

代表取締役　春本弥寿雄 (7)

建設部 24県北道台補第1号 佐世保市上町1-1

16 県北振興局 道路維持 H25.1.29 H25.2.4 道路台帳補正 2,000,000 2,100,000 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札

第一課 業務委託２ 代表取締役　福井隆義 (5)

建設部 24県道維第15号 佐世保市白岳町50-4

17 県北振興局 道路維持 H25.2.7 H25.2.12 主）柚木三川内線道路維持 3,100,000 3,255,000 トノカワ電業㈱ 委託料 指名競争入札

第一課 工事（トンネル照明点検委託） 代表取締役　都野川　豪人 (7)
※以下税別　道路台帳補正 ※以下税別　道路台帳補正

（現地調査は含まない） （現地調査は含まない）

道路改良・交通安全 道路改良・交通安全

（構造化データ作成） （構造化データ作成）

212円/m 212円/m

橋梁（断面図記入含む） 橋梁（断面図記入含む）

246円/m 246円/m

防災（構造化データ作成） 防災（構造化データ作成） 佐世保市上町1-1
18 県北振興局 H24.7.17 H24.7.23 158円/m 158円/m 県北土地開発㈱ 委託料 指名競争入札

舗装（構造化データ作成） 舗装（構造化データ作成） 代表取締役　福井隆義 (7)
50円/m 50円/m

現地調査 現地調査

323円/m 323円/m

施設台帳作成・現地調査含ま 施設台帳作成・現地調査含ま

ない（構造化データ作成） ない（構造化データ作成）

334円/施設 334円/施設

施設台帳作成・現地調査 施設台帳作成・現地調査

含む（構造化データ作成） 含む（構造化データ作成）

674円/施設 674円/施設

建設部 佐世保市俵町24-29

19 県北振興局 道路維持 H25.2.7 H25.2.12 1,200,000 1,260,000 大菱電気工業㈱ 委託料 指名競争入札

第二課 代表取締役　山中仁 (5)

24単起交整第433-5
号主）佐世保吉井松
浦線外1線交通安全
施設等整備工事（ト
ンネル照明点検委
託）

24県北振建第308
号平成24年度道
路台帳補正委託2

建設部
道路維持
第二課

県北振興局
建設部
道路維持
第一課

24単起災防第402-1号
主要地方道佐世保吉
井松浦線外3線道路災
害防除工事（トンネル
非常用施設点検委託）



平成２４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） 部局名： 県北振興局 H25.3.31 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）
契 約 の 名 称 節 区 分番号 所管部局 入 札 日契 約 日

建設部 佐世保市立神町

20 県北振興局 河川課 H24.7.24 H24.7.30 1,650,000 1,732,500 佐世保重工業㈱ 委託料 指名競争入札
専務執行役員機械事業
部長　小川　隆 (2)

建設部 長崎市万才町4-15

21 県北振興局 河川課 H24.8.6 H24.8.10 2,800,000 2,940,000 三菱電機㈱長崎支店 委託料 指名競争入札

支店長　平　浩幸 (7)

建設部 佐世保市万徳町4-18

22 県北振興局 砂防防災課 H24.6.7 H24.6.13 5,800,000 6,090,000 エコー電子工業㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役　小林　啓一 (7)

<モニター監視員>
土日祝日 22時～5時

1,800 1,890
土日祝日 5時～22時

1,550 1,628
平日 22時～5時

1,800 1,800
平日 5時～9時,17時～22時

1,550 1,550
平日　9時～17時　 一般競争入札

建設部 1,250 1,250

23 県北振興局 田平土木維持 H24.3.27 H24.4.2 <交通整理員> 委託料 (1)
管理事務所 土日祝日 22時～5時

1,450 1,450
土日祝日 5時～22時

1,080 1,080
平日 22時～5時

1,450 1,450
平日 5時～9時,17時～22時

1,330 1,330
平日 9時～17時

1,080 1,080

大村市原口町
1148-1

㈱中央綜合警備保障

代表取締役　堀内敏也

24田道維第1号
一般国道383号外
2線長大橋監視業
務委託

24県北河管第2号
小野川日野川水門
遠隔監視設備保守
点検業務

24県北河管第3号
小野川日野川水門
定期点検業務

24県北砂情第3号
河川砂防情報シス
テム維持管理業務
委託



平成２４年度 競争入札に付した契約情報一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 県北振興局 H25.3.31 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）
契 約 の 名 称 節 区 分番号 所管部局 入 札 日契 約 日

24 県北振興局 H24.5.9 H24.5.14 3,060,000 3,213,000 委託料 指名競争入札

(7)

佐世保市俵町24-29

25 県北振興局 H25.2.15 H25.2.18 1,800,000 1,890,000 大菱電気工業㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役　山中
仁

(5)

佐賀県佐賀市鍋島3-3-20

26 県北振興局 H25.2.22 H25.2.28 1,600,000 1,680,000 ㈱名村造船所　佐賀営業所 委託料 指名競争入札

所長　杉原秀幸 (3)

平戸市田平町小崎免1023

27 県北振興局 H25.2.27 H25.3.4 2,400,000 2,520,000 ㈱玄海電設 委託料 指名競争入札

代表取締役　大久保譲二 (7)

<モニター監視員>
土日祝日 22時～5時

1,800 1,800
土日祝日 5時～22時

1,300 1,300
平日 22時～5時

1,800 1,800
平日 5時～9時,17時～22時

1,500 1,500
平日　9時～17時　 一般競争入札

建設部 1,250 1,250

28 県北振興局 大瀬戸土木維持 H24.3.27 H24.4.2 <交通整理員> 委託料 (1)
管理事務所 土日祝日 22時～5時

1,450 1,450
土日祝日 5時～22時

1,300 1,300
平日 22時～5時

1,400 1,400
平日 5時～9時,17時～22時

1,330 1,330
平日 9時～17時

1,080 1,080

建設部
田平土木維
持管理事務
所

建設部
田平土木維
持管理事務
所

代表取締役　堀内敏也

㈱中央綜合警備保障

24大道維第1-1号
主要地方道大島太
田和線長大橋監視
業務委託

大村市原口町
1148-1

建設部
田平土木維
持管理事務
所

長崎市旭町1番20号
日本無線㈱長崎支店
支店長　佐古秀美

24田河情第1号
情報基盤保守点検
業務委託

24単起災防第502-
16号
一般県道鷹島肥前
線道路災害防除工
事（検査車点検委
託）

24単交整第502-6号
一般国道383号　交
通安全施設等整備
工事（平戸大橋送気
ｼｽﾃﾑ点検委託）

建設部
田平土木維
持管理事務
所

24単起災防第
502-13号　主要地
方道平戸生月線外
２線道路災害防除
工事（航空障害灯
保守点検委託）



平成２４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） 部局名： 県北振興局 H25.3.31 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）
契 約 の 名 称 節 区 分番号 所管部局 入 札 日契 約 日

建設部 長崎市飽の浦1番1号

29 県北振興局 大瀬戸土木維持 H24.5.31 H24.6.6 24,000,000 25,200,000
㈱ＭＨＩコントロールシ
ステムズ

委託料 指名競争入札

管理事務所 代表取締役常務長崎
事業部長　山本博文

(7)

建設部
福岡県福岡市博多区
博多駅東2-6-23

30 県北振興局 大瀬戸土木維持 H24.8.6 H24.8.7 1,800,000 1,890,000
㈱住軽日軽エンジニ
アリング九州支店

委託料 指名競争入札

管理事務所 支店長　後藤　良平 (1)

建設部 長崎市昭和3丁目3-20

31 県北振興局 大瀬戸土木維持 H24.8.21 H24.8.24 2,810,000 2,950,500 ㈱タカラ電設 委託料 指名競争入札

管理事務所 代表取締役　西村　実 (6)

諫早市栄田町2-1
野口ビル2Ｆ

32 県北振興局 H24.3.27 H24.4.2 14,400,000 15,120,000
特定非営利活動法人
長崎県治水砂防ボラ
ンティア協会

委託料 一般競争入札

理事長　瓜生　宣憲 (1)
建設部 佐世保市万徳町4-18

33 県北振興局 県北ダム H24.5.22 H24.5.25 9,800,000 10,290,000 エコー電子工業㈱ 委託料 指名競争入札
管理事務所 代表取締役　小林啓一 (9)

佐世保市立神町
佐世保重工業㈱ 指名競争入札
取締役専務執行役員 (2)
機械事業部長　種村輝
幸

長崎市文教町11-13

35 県北振興局 H24.7.4 H24.7.10 1,360,000 1,428,000 ㈱日本冷熱 委託料 指名競争入札

代表取締役　前野　十一郎 (3)

福岡市南区大橋1丁目

2番19号 指名競争入札
福岡芝浦電子㈱ (4)
代表取締役　瞿曇義夫

24大道維第1-7号
主要地方道大島太
田和線大島大橋検
査車保守点検業務
委託

24大道維第1-5号
主要地方道大島太
田和線外1線
航路灯・航空障害灯
設備保守点検業務

建設部
雪浦ダム
管理事務所

24県北笛ダム第3号
笛吹ダム水質改善
設備保守点検業務
委託

H24.5.22

委託料

24県北雪ダム第1号
雪浦ダムテレメータ
設備保守点検業務
委託

H24.5.24

建設部
県北ダム
管理事務所

H24.5.30

建設部
県北ダム
管理事務所

2,047,5001,950,000

建設部
県北ダム
管理事務所

24大河情維第1号
大瀬戸地区河川砂
防情報システム保
守点検委託

24県北ダム管第2号
県北振興局　管内ダ
ム管理補助業務委
託

24県北ダム管第4号
県北ダム　ゲート及
び放流設備保守点
検業務委託

2,205,000 委託料

24県北ダム管第3号
県北ダム管理設備
保守点検業務委託

H24.5.28 2,100,00034

36 県北振興局

県北振興局



平成２４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） 部局名： 県北振興局 H25.3.31 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）
契 約 の 名 称 節 区 分番号 所管部局 入 札 日契 約 日

佐世保市立神町

37 県北振興局 H24.10.24 H24.10.30 948,000 995,400 佐世保重工業㈱ 委託料 指名競争入札

専務執行役員機械事業
部長　小川　隆 (3)

建設部
雪浦ダム
管理事務所

24県北雪ダム第4号
雪浦ダムゲート施設
点検整備委託


