
平成24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 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）

長崎市銅座町1番11号

産業労働部 1,000,000 1,050,000 ㈱長崎経済研究所 委託料 一般競争入札

代表取締役　篠原　俊一 （1者）

長崎市五島町5番48号船用品ビル2F

産業労働部 1,550,000 1,627,500 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（総合評価）

代表取締役 楠田　壽幸 （3者）

東京都杉並区松庵3-38-20KURA松庵305

産業労働部 産業振興課 5,200,000 5,460,000 ㈲良品工房 委託料 一般競争入札（総合評価）

取締役　白田　典子 （1者）

東京都港区赤坂9丁目6-30ルイマーブル乃木坂112号

産業労働部 産業振興課 5,350,000 5,617,500 メイド・イン・ジャパン・プロジェクト㈱ 委託料 一般競争入札（総合評価）

代表取締役　赤瀬　浩成 （1者）

東京都文京区関口1丁目23番6号

産業労働部 14,000,000 14,700,000 財団法人道路新産業開発機構 委託料 一般競争入札（総合評価）

理事長　杉山　雅洋 （1者）

東京都文京区関口1丁目23番6号

産業労働部 5,960,000 6,258,000 財団法人道路新産業開発機構 委託料 一般競争入札（総合評価）

理事長　杉山　雅洋 （1者）

長崎市西坂町2番3号

産業労働部 7,480,000 7,854,000 日本工営株式会社長崎事務所 委託料 一般競争入札（総合評価）

所長　荻野　晋 （1者）

東京都文京区関口1丁目23番6号

産業労働部 4,850,000 5,092,500 財団法人道路新産業開発機構 委託料 一般競争入札（総合評価）

理事長　杉山　雅洋 （1者）

福岡市博多区大井2丁目10-22

産業労働部 6,640,000 6,972,000 中外テクノス㈱九州支店 委託料 一般競争入札（総合評価）

支店長　鎌田　茂樹 (４者）

長崎市元船町17番1号 一般競争入札（総合評価）

産業労働部 H24.7.19 H24.7.25 12,500,000 13,125,000 財団法人ながさき地域政策研究所 委託料 （1者）

理事長　脇田　安大
（前年度随意契約から移行）

H24.8.2

H24.8.2

平成24年度長崎
EV&ITSプロジェクト事
業推進業務（WG４運
営）委託

H24.8.2

平成24年度長崎
EV&ITSプロジェクト事
業推進業務（WG２運
営）委託

平成24年度長崎
EV&ITSプロジェクト事
業推進業務（WG３運
営）委託

ＥＶプロジェクト
推進室

H24.7.31

ＥＶプロジェクト
推進室

H24.7.31

8
ＥＶプロジェクト
推進室

H24.7.31

2

10

9

7

6

産業振興課 H24.9.28 H24.10.3
長崎県アジア環境ビ
ジネス展開促進事業
業務委託

平成24年度長崎県医
療福祉ニーズ発事業
創出支援事業業務委
託

長崎県内の景気動向
調査分析委託

H24.4.20 H24.4.24

節 区 分入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

産業振興課

番号 所 管 部 局

産業政策課1

H24.5.29

H24.8.2

「第3回テーブルウェ
アＥＸＰＯ」展示ブース
設営等業務委託

H24.5.29

H24.6.13 H24.6.20

H24.6.13 H24.6.20

長崎県地域産品（加
工食品等）テストマー
ケティング業務委託

H24.7.31

平成24年度長崎
EV&ITSプロジェクト事
業推進業務（コンソー
シアム・WG１運営）委
託

3

4

5
ＥＶプロジェクト
推進室

長崎県地域産品（工
芸品等）テストマーケ
ティング業務委託

産業技術課
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長崎市元船町17-1 一般競争入札（総合評価）

産業労働部 H24.8.17 H24.8.23 8,960,000 9,408,000 財団法人ながさき地域政策研究所 委託料 （2者）

理事長　脇田　安大
（前年度随意契約から移行）

諫早市津久葉町6-41

産業労働部 12,012,394 12,613,013 アメック㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役　増山　嘉文 （9者）

長崎市大黒町9-22

産業労働部 1,707,600 1,792,980 新川電機㈱九州支社長崎ｵﾌｨｽ 委託料 一般競争入札

支社長　清原　邦晴 （1者）

諫早市多良見町化屋419

産業労働部 2,880,000 3,024,000 (有)新興理研 委託料 一般競争入札

取締役　内野　靖之 （1者）

佐世保市小佐々町黒石339-41

産業労働部 3,725,000 3,911,250 ㈱ジャパンアクアテック 委託料 指名競争入札

代表取締役　松尾　重巳 （4者）

佐世保市新行江町800

産業労働部 1,904,000 1,999,200 ㈱日本理工医学研究所 委託料 指名競争入札

代表取締役　阿比留　宏 （2者）

長崎市大黒町11-8

産業労働部 H24.3.23 H24.4.2 13,800,000 14,490,000 大成有楽不動産㈱長崎支店 委託料 指名競争入札

支店長　小柳　省三 （10者）

大村市桜馬場1-214-2

産業労働部 H24.4.20 H24.5.1 2,128,560 2,234,988 九州教具㈱ 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　船橋　修一 （8者）

長崎市金屋町1-7

産業労働部 H24.7.31 H24.8.6 1,020,000 1,071,000 ㈱ＫＴＮソサエティ 委託料 指名競争入札

代表取締役社長　福生　泰彦 （2者）

東京都千代田区一番町23-2

産業労働部 H24.11.8 H24.11.14 1,720,000 1,806,000 ㈱ＡＴＧＲＥＥＮ 委託料 一般競争入札

代表取締役　鬼倉　潔 （１者）
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14

18

16

19

20

11

12

H24.4.3

長崎県産業デザイン
ネットワークにかかる業
務委託

複写機の複写サービス
に関する契約（H.24.5.1
～H.29.4.30）（単価契
約）

産業技術課（工
業技術セン
ター）

産業技術課（工
業技術セン
ター）

H24.3.22 H24.4.2
庁舎清掃警備等業務
委託

H24.4.3
産業技術課（工
業技術セン
ター）

ガスクロマトグラフ質
量分析装置

H24.4.3

庁舎清掃警備等業務委
託

海水浄化装置の設
計・製作委託

産業技術課（工
業技術セン
ター）

H24.10.16 H24.10.22
自動制御装置の設
計・製作委託

液体クロマトグラフ質
量分析装置

陶磁器製食器のカーボ
ンフットプリント表示に
向けた算定キットの開
発およびガイドマニュア
ル作成に係る業務委託

平成24年度長崎県戦
略プロジェクト研究推
進事業等業務委託

産業技術課（工
業技術セン
ター）

H24.9.28 H24.10.4

H24.4.3

産業技術課（窯
業技術セン
ター）

産業技術課

産業技術課（窯
業技術セン
ター）

産業技術課（窯
業技術セン
ター）

15

産業技術課（窯
業技術セン
ター）
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佐世保市元町２番１０号

産業労働部 H24.12.14 H24.12.20 1,700,000 1,785,000 ㈱システック井上佐世保営業所 委託料 一般競争入札

所長　山口　芳博 （１者）

東京都台東区蔵前三丁目15番７号

産業労働部 H24.11.26 H24.11.28 11,800,000 12,390,000 芙蓉海洋開発株式会社 委託料 一般競争入札（総合評価）

代表取締役社長　鈴木　敏夫 （2者）

長崎市恵美須町7番21号

産業労働部 2,027,180 2,128,539 一般社団法人長崎県中小企業診断士協会 委託料 一般競争入札（総合評価）

会長　石井　計行 （1者）

東京都千代田区三崎町2丁目2番12号

産業労働部 1,726,000 1,812,300 ㈱東京リーガルマインド 委託料 一般競争入札（総合評価）

代表取締役　反町　勝夫 （1者）

長崎市茂里町3-1 一般競争入札

産業労働部 H24.4.26 H24.5.1 6,670,000 7,003,500 株式会社　アド長崎新聞 委託料 （1者）

代表取締役　松江　健次郎
（前年度随意契約から移行）

雲仙市瑞穂町古部甲1572

産業労働部 H24.7.12 H24.7.17 1,350,000 1,417,500 社会福祉法人　南高愛隣会 委託料 一般競争入札

理事長　田島　良昭 （１者）

東京都千代田区丸の内1-9-2 一般競争入札（総合評価）

産業労働部 H24.7.20 H24.7.26 4,250,000 4,462,500 株式会社リクルート 委託料 （2者）

代表取締役社長　峰岸　真澄
（前年度随意契約から移行）

長崎市元船町17-1

産業労働部 H24.8.10 H24.8.16 16,490,274 17,314,787 財団法人ながさき地域政策研究所 委託料 一般競争入札（総合評価）

理事長　脇田　安大 (１者）

福岡市博多区上川端町12-20

産業労働部 H24.8.23 H24.8.23 2,746,000 2,883,300 株式会社　マイナビ　九州支社 委託料 一般競争入札（総合評価）

支社長　緒方　賢 (１者）

長崎市西山台２丁目１２－７

産業労働部 H24.8.27 H24.8.31 5,200,000 5,460,000 株式会社サン・クリエイト 需用費 一般競争入札

代表取締役　江濱　禎一 （2者）

25

27

28

29

24

H24.9.7 H24.9.13

ナガサキ・グ
リーンニュー
ディール推進室

22

産業技術課（窯
業技術セン
ター）

21

雇用労政課

雇用労政課

30 雇用労政課

雇用労政課

民間就職サイト（新規大
卒者等）採用支援業務
委託

雇用労政課

「長崎県合同企業面
談会等」開催業務委
託

民間就職サイト（U・I
ターン等）採用支援業
務委託

平成24年度障害者就
職面接会（島原会場）
開催業務委託

商店街まちづくりリー
ダー等育成研修運営
業務委託（西海地区）

長崎県海洋再生可能
エネルギー構想策定
調査事業業務委託

リン吸脱着システムの
通信機能付加業務委託

ソーシャルビジネス人
材育成業務委託

長崎県勤労福祉会館
地下駐車場ハロゲン
化物消火設備貯蔵容
器等交換業務

商工金融課 H24.9.7 H24.9.13

商店街まちづくりリー
ダー等育成研修運営
業務委託（平戸・松浦
地区）

26 雇用労政課

23 商工金融課
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長崎市恵美須町4-5 一般競争入札

産業労働部 H24.10.18 H24.10.24 4,462,224 4,685,335 株式会社イー・エス・九広 委託料 （2者）

代表取締役　三木　孝嗣
（前年度随意契約から移行）

長崎市恵美須町4-5 一般競争入札（総合評価）

産業労働部 H24.10.19 H24.10.22 12,596,925 13,226,771 株式会社イー・エス・九広 委託料 （2者）

代表取締役　三木　孝嗣
（前年度随意契約から移行）

長崎市五島町5-48

産業労働部 2,980,000 3,129,000 ㈱マルクスインターナショナル 委託料 一般競争入札

代表取締役　楠田　壽幸 （2者）

長崎市田中町583-1

産業労働部 6,950,000 7,297,500 マルジン商事株式会社 備品購入費 一般競争入札

代表取締役　林　潤二郎 （2者）

佐世保市瀬戸越町451

産業労働部 4,188,000 4,397,400 ㈲西田空調 工事請負費 指名競争入札

代表取締役　西田　進一 （7者）

長崎市船石町297

産業労働部 1,460,000 1,533,000 ㈱当麻照光園 委託料 指名競争入札

代表取締役　當麻　洋文 （7者）

長崎市文教町11-5

産業労働部 2,950,000 3,097,500 リコージャパン株式会社九州営業本部長崎支社 備品購入費 指名競争入札

支社長　北村　匡央 （4者）

長崎市田中町583-1

産業労働部 1,586,000 1,665,300 ㈱イシマル 備品購入費 指名競争入札

代表取締役　石丸　利行 （2者）

長崎市小江町2734-86

産業労働部 5,498,000 5,772,900 ㈱武田商事長崎営業所 備品購入費 指名競争入札

所長　尾崎　拓磨 （3者）

溶接作業関連機器類
一式購入

39
産業人材課（長
崎高等技術専
門校）

H24.12.13 H24.12.13

佐世保技能会館吸収
冷温水機整備工事

34 産業人材課 H24.11.9 H24.11.15
自動製図ソフト（ＣＡＤ
／ＣＡＭ）一式購入

35 産業人材課 H24.11.19 H24.11.22

産業人材課（長
崎高等技術専
門校）

36

33

プログラム作成機用
パソコン一式購入

37
産業人材課（長
崎高等技術専
門校）

H24.10.19 H24.10.24
自動製図機械（ＣＡ
Ｄ）一式購入

38
産業人材課（長
崎高等技術専
門校）

H24.10.26H24.10.26

産業人材課

31 雇用労政課

32 雇用労政課

「技能際～ものづくり
フェスタ2012～」開催
業務委託

離島・半島地区高校
２年生向け職場見学
会運営業務委託

H24.9.4 H24.9.10

若者いきいき就職促
進事業運営業務委託

植栽管理業務委託H24.4.2 H24.4.4
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長崎市恵比須町4-5

産業労働部 1,740,000 1,827,000 ＮＢＣ情報システム株式会社 備品購入費 指名競争入札

代表取締役　中部　省三 （4者）

長崎市幸町3-19

産業労働部 3,950,000 4,147,500 ㈱ニッカンシステム 備品購入費 指名競争入札

代表取締役　山中　和博 （2者）

長崎市川口町10-2

産業労働部 2,000,000 2,100,000 協和機電工業株式会社 備品購入費 指名競争入札

代表取締役　坂井　秀之 （3者）

長崎市恵美須町4-5

産業労働部 5,640,000 5,922,000 富士ビル管理㈱ 委託料 指名競争入札

代表取締役　上戸　謙二 （7者）

長崎市田中町583-1

産業労働部 2,490,000 2,614,500 マルジン商事㈱ 需用費 指名競争入札

代表取締役　林　潤二郎 （4者）

機械制御システム科
プログラム作成機用
パソコン一式購入

42
産業人材課（長
崎高等技術専
門校）

H25.2.15 H25.2.18

観光・オフィスビジネ
ス科パソコン等機器
類一式購入

41
産業人材課（長
崎高等技術専
門校）

H25.2.15 H25.2.21

建築設計施工科３次
元建築ＣＡＤソフト
（バージョンアップ等）
一式購入

40
産業人材課（長
崎高等技術専
門校）

H25.2.15 H25.2.18

集塵機補修工事（修
繕）

44
産業人材課（佐
世保高等技術
専門校）

H24.11.28 H24.11.29

産業人材課（佐
世保高等技術
専門校）

43
庁舎清掃・環境衛生
業務委託

H24.4.2H24.4.2


