
部局名： 環境部 H27.3.31 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）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

1 環境部 環境政策課 H26.3.24 H26.4.1 7,700,000 8,316,000 公益社団法人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）

佐世保市三川内新町26-1

2 環境部 環境政策課 H26.3.24 H26.4.1 16,800,000 18,144,000 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　山本　利典 （2者）

佐世保市白岳町166-1

3 環境部 環境政策課 H26.3.24 H26.4.1 2,200,000 2,376,000 株式会社微研テクノス 委託料 一般競争入札

代表取締役　河口　基興 （4者）

佐世保市三川内新町26-1

4 環境部 環境政策課 H26.3.24 H26.4.1 3,120,000 3,369,600 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　山本　利典 （3者）

長崎市本原町35-20

5 環境部 環境政策課 H26.3.24 H26.4.1 950,000 1,026,000 株式会社旺計社長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　藤原　可能 （2者）

長崎市本原町35-20

6 環境部 環境政策課 H26.3.24 H26.4.1 1,600,000 1,728,000 株式会社旺計社長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　藤原　可能 （2者）

環境政策課 長崎市稲佐町3-3

7 環境部 （環境保健研究センター） H26.4.25 H26.4.25 3,057,200 3,301,776 株式会社システック井上 使用料及び賃借料 一般競争入札

代表取締役　井上　達 （1者）

東彼杵郡川棚町三越郷51番地2

8 環境部 水環境対策課 H26.3.26 H26.4.1 45,000円／ｔ 45,000円／ｔ ハラサンギョウ株式会社 委託料 一般競争入札

（税別） （税別） 代表取締役　原　隆 （1者）

節 区 分

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

PM2.5サンプラー賃貸借契約

平成26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26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26年度酸性雨調査委託業務

平成26年度国設酸性雨測定所保
守管理運営委託業務

平成26年度国設酸性雨測定所オ
ゾン計保守点検業務委託

平成26年度国設酸性雨測定所Ｐ
Ｍ2.5計保守管理委託業務

平成２６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



部局名： 環境部 H27.3.31 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）
節 区 分

平成２６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

佐世保市白岳町166-1

9 環境部 水環境対策課 H26.4.9 H26.4.15 3,980,000 4,298,400 株式会社微研テクノス 委託料 一般競争入札

代表取締役　河口　基興 （5者）

長崎市田中町603番3

10 環境部 廃棄物対策課 H26.4.21 H26.4.22 2,450,000 2,646,000 株式会社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）

対馬市厳原町国分1441

11 環境部 自然環境課 H26.3.27 H26.4.1 2,314,000 2,499,120 一般社団法人対馬観光物産協会 委託料 一般競争入札

会長　庄野　伸十郎 (　1者　)

雲仙市小浜町雲仙320

12 環境部 自然環境課 H26.4.1 H26.4.1 1,420,000 1,533,600 一般財団法人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 (　1者　)

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

13 環境部 環境政策課 H26.4.30 H26.5.1 4,050,000 4,374,000 公益社団法人長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　山口　弘勝 （4者）

環境政策課 長崎市平和町24-14

14 環境部 （環境保健研究センター） H26.4.25 H26.5.1 DNAシーケンサ保守業務委託 1,100,000 1,188,000 株式会社テクノ・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

15 環境部 （環境保健研究センター） H26.5.19 H26.5.20 810,000 874,800 新川電機株式会社九州支社長崎オフィス 委託料 一般競争入札

支社長　渕上　秀夫 （1者）

長崎市浜口町4-9-401

16 環境部 環境政策課 H26.5.28 H26.6.3 11,950,000 12,906,000 株式会社静環検査センター長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　静間　正俊 （4者）

平成２６年度ダイオキシン類調査
業務委託

産業廃棄物処理施設の硫化水素
等測定調査業務委託

雲仙公園内公衆便所清掃業務委
託

平成26年度対馬自然の森案内業
務委託

ガスクロマトグラフ質量分析装置保
守業務委託

平成26年度有害大気汚染物質調
査分析業務委託

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 H27.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格
契 約 金 額
(消費税込み)
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番号 所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市興善町2-24

17 環境部 環境政策課 H26.6.11 H26.6.19 2,950,000 3,186,000 株式会社パスコ長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　冨岡　晃 （3者）

環境政策課 長崎市大黒町9-22

18 環境部 （環境保健研究センター） H26.6.25 H26.6.26 785,000 847,800 新川電機株式会社九州支社長崎オフィス 委託料 一般競争入札

支社長　渕上　秀夫 （1者）

佐世保市白岳町166-1

19 環境部 水環境対策課 H26.6.2 H26.6.6 985,000 1,063,800 株式会社微研テクノス 委託料 一般競争入札

代表取締役　河口　基興 （5者）

佐世保市白岳町166-1

20 環境部 水環境対策課 H26.6.20 H26.6.26 3,126,000 3,376,080 株式会社微研テクノス 委託料 一般競争入札

代表取締役　河口　基興 （5者）

佐世保市白岳町166-1

21 環境部 廃棄物対策課 H26.6.4 H26.6.10 9,200,000 9,936,000 株式会社微研テクノス 委託料 一般競争入札

代表取締役　河口　基興 （5者）

佐世保市三川内新町26-1

22 環境部 環境政策課 H26.7.17 H26.7.22 5,620,000 6,069,600 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　山本　利典 （4者）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

23 環境部 環境政策課 H26.8.4 H26.8.12 1,200,000 1,296,000 公益社団法人長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　山口　弘勝 （5者）

環境政策課 千葉県千葉市稲毛区山王町２９５番地の３

24 環境部 （環境保健研究センター） H26.8.29 H26.9.1 2,770,000 2,991,600 公益財団法人日本分析センター 委託料 一般競争入札

放射能分析事業部長　磯貝　啓介 （1者）

新幹線鉄道騒音に係る環境基準
類型指定事前調査業務委託

長崎県大村湾南部浄化センター臭
気濃度測定業務委託

平成２６年度水道水源水質検査業
務委託

高速液体クロマトグラフ装置保守
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

平成26年度排出ガス等調査業務
委託

平成２６年度島原半島内地下水調
査業務委託

放射能分析確認調査業務委託



部局名： 環境部 H27.3.31 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）
節 区 分

平成２６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

環境政策課 長崎市平和町24-14

25 環境部 （環境保健研究センター） H26.9.17 H26.9.22 877,000 947,160 株式会社テクノ・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 長崎市平和町24-14

26 環境部 （環境保健研究センター） H26.9.17 H26.9.22 710,000 766,800 株式会社テクノ・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

27 環境部 （環境保健研究センター） H26.9.17 H26.9.22 1,268,000 1,369,440 新川電機株式会社九州支社長崎オフィス 委託料 一般競争入札

支社長　渕上　秀夫 （1者）

環境政策課 長崎市田中町587番地1

28 環境部 （環境保健研究センター） H26.9.17 H26.9.22 株式会社イシマル 需用費 指名競争入札

代表取締役　石丸　利行 （4者）

長崎市川口町10-2

29 環境部 水環境対策課 H26.9.24 H26.9.30 1,280,000 1,382,400 協和機電工業株式会社 需用費 一般競争入札

代表取締役　坂井　秀之 （1者）

佐世保市祗園町7番9号

30 環境部 廃棄物対策課 H26.9.22 H26.9.24 株式会社ジオ・クリエイト 委託料 一般競争入札

代表取締役　永石　浩一郎 （2者）

長崎市田中町585-5

31 環境部 環境政策課 H26.10.2 H26.10.6 13,080,000 14,126,400 扇精光ソリューションズ株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　扇　健二 （4者）

複写機の複写サービス契約

ガスクロマトグラフ質量分析装置
（バリアン社製）保守点検業務委託

長崎県大村湾南部浄化センター砂
ろ過給水ポンプ（ＮＯ．１、ＮＯ．１－
２）交換修繕

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

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

・処分実績報
告

20円/件
・管理票報告
27円/件
（税別）

・処分実績報
告

20円/件
・管理票報告
27円/件
（税別）

月間基本複写
サービス料
7,000円（ﾓﾉｸﾛ
5000枚まで）
ﾓﾉｸﾛ5001枚以
上0.9円/枚
ﾌﾙｶﾗｰ5.8円/
枚（税別）

月間基本複写
サービス料
7,000円（ﾓﾉｸﾛ
5000枚まで）
ﾓﾉｸﾛ5001枚以
上0.9円/枚
ﾌﾙｶﾗｰ5.8円/
枚（税別）

長崎県環境情報システム開発業
務委託

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 H27.3.31 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）
節 区 分

平成２６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

環境政策課 長崎市万才町7-1

32 環境部 （環境保健研究センター） H26.10.3 H26.10.6 3,350,000 3,618,000 高砂熱学工業株式会社　長崎営業所 委託料 一般競争入札

所長　福田　茂光 （1者）

環境政策課 諫早市多良見町化屋1781-1

33 環境部 （環境保健研究センター） H26.10.16 H26.10.20 2,018,000 2,179,440 正晃株式会社　長崎営業所 委託料 指名競争入札

所長　山田　宣博 （2者）

福岡市博多区博多駅中央街8番27号

34 環境部 水環境対策課 H26.10.31 H26.11.6 23,500,000 25,380,000 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社　九州支店 需用費 一般競争入札

支店長　西山　理郎 （1者）

長崎市川口町10-2

35 環境部 水環境対策課 H26.11.18 H26.11.21 4,300,000 4,644,000 協和機電工業株式会社 需用費 一般競争入札

代表取締役　坂井　秀之 （1者）

東京都新宿区西新宿7-5-25

36 環境部 廃棄物対策課 H26.11.5 H26.11.10 15,200,000 16,416,000 日本エヌ・ユーエス株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　岸本　幸雄 （1者）

長崎市興善町2-24

37 環境部 環境政策課 H26.12.17 H26.12.22 3,170,000 3,423,600 株式会社パスコ長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　冨岡　　晃 （1者）

佐世保市三川内新町26-1

38 環境部 環境政策課 H26.12.17 H26.12.22 2,660,000 2,872,800 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　山本　利典 （3者）

長崎市万才町6番34号

39 環境部 環境政策課 H26.12.25 H26.12.26 3,840,000 4,147,200 国際航業株式会社　長崎支店 委託料 一般競争入札

支店長　藤原　光浩 （5者）

再生砂による浅場づくり実証試験
事業計画業務委託

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汚
泥施設遠心脱水機（ＮＯ．２）等整
備修繕

長崎県大村湾南部浄化センター水
処理施設水中攪拌機（ＮＯ．５）整
備

平成26年度長崎県海岸清掃マ
ニュアル作成業務委託

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

環境情報整備事業に係る現地調
査（沿岸部及びその周辺海域）業
務委託

環境情報整備事業に係る現地調
査（内陸部）業務委託



部局名： 環境部 H27.3.31 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）
節 区 分

平成２６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

福岡市博多区博多駅東1丁目3番10号

40 環境部 水環境対策課 H27.1.16 H27.1.22 580,000,000 626,400,000 キュウセツＡＱＵＡ株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　大野　博通 （4者）

環境政策課 諫早市高来町黒崎457-11

41 環境部 （環境保健研究センター） H27.2.12 H27.2.13 800,000 864,000 高来テック株式会社 役務費 指名競争入札

代表取締役　溝越　正春 （2者）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

42 環境部 環境政策課 H27.3.30 H27.3.31 7,740,000 8,359,200 公益社団法人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番3

43 環境部 環境政策課 H27.3.30 H27.3.31 2,250,000 2,430,000 株式会社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）

西彼杵郡長与町高田郷3640-3

44 環境部 環境政策課 H27.3.30 H27.3.31 3,000,000 3,240,000 公益社団法人長崎県食品衛生協会 委託料 一般競争入札

会長　山口　弘勝 （4者）

佐世保市三川内新町26-1

45 環境部 環境政策課 H27.3.30 H27.3.31 1,600,000 1,728,000 西部環境調査株式会社 委託料 一般競争入札

代表取締役　山本　利典 （2者）

東彼杵郡川棚町三越郷51番地2

46 環境部 水環境対策課 H27.3.17 H27.3.23 13,000円／ｔ 13,000円／ｔ ハラサンギョウ株式会社 委託料 一般競争入札

（税別） （税別） 代表取締役　原　隆 （1者）

東彼杵郡川棚町三越郷51番地2

47 環境部 水環境対策課 H27.3.17 H27.3.23 45,000円／ｔ 45,000円／ｔ ハラサンギョウ株式会社 委託料 一般競争入札

（税別） （税別） 代表取締役　原　隆 （1者）

長崎県大村湾南部浄化センター維
持管理業務委託

もみ殻炭土壌浸透浄化施設にお
ける土壌・もみ殻炭の搬出作業

平成27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

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

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

平成27年度国設酸性雨測定所Ｐ
Ｍ2.5計保守管理委託業務

平成27年度酸性雨調査委託業務

平成27年度国設酸性雨測定所保
守管理運営委託業務



部局名： 環境部 H27.3.31 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）
節 区 分

平成２６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

長崎市出島町1番43号

48 環境部 水環境対策課 H27.3.17 H27.3.23 4,400,000 4,752,000 D-FLAGながさき出島インキュベータ203 委託料 一般競争入札

株式会社太平環境科学センター長崎試験所 （2者）

所長　木下　敦也

対馬市厳原町国分1441

49 環境部 自然環境課 H27.3.27 H27.3.31 2,314,000 2,499,120 一般社団法人対馬観光物産協会 委託料 一般競争入札

会長　江口　栄 （1者）

平成27年度対馬自然の森案内業
務委託

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


