
平成２６年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H27.3.31 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）

青写真 青写真

2A0     @150 2A0     @150

A0A1     @112 A0A1     @112

1 長崎振興局 H26.4.1 H26.4.2 A0      @  75 A0      @  75 長崎市飽の浦町７-１ 需用費

A1     @  40 A1     @  40 石田コピーセンター㈱

A2     @  20 A2     @  20 代表取締役　益田　晋二

A3     @  11 A3     @  11

PPCコピー PPCコピー

2A0    @1,000 2A0    @1,000

A0A1     @800 A0A1     @800

A0      @600 A0      @600

A1     @300 A1     @300

A2     @120 A2     @120

A3     @  15 A3     @  15

A4      @   8 A4      @   8

2原図（トレペ） 2原図（トレペ）

2A0   @1,200 2A0   @1,200

A0A1  @1,000 A0A1  @1,000

A0     @700 A0     @700

A1    @350 A1    @350

A2    @200 A2    @200

A3    @100 A3    @100

2原図（フィルム） 2原図（フィルム）

A0A1  @4,500 A0A1  @4,500

A0   @3,000 A0   @3,000

A1  @1,500 A1  @1,500

A2     @800 A2     @800

A3     @400 A3     @400

大型カラーコピー 大型カラーコピー

2A0  @7,000 2A0  @7,000

A0A1  @5,000 A0A1  @5,000

A0   @3,000 A0   @3,000

A1  @2,000 A1  @2,000

A2  @1,000 A2  @1,000

A3     @800 A3     @800

節 区 分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

指名競争入札
（４社）

管理部
総務課

平成２６年度青写真・
カラーコピー等売買単
価契約



平成２６年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H27.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

小型カラーコピー 小型カラーコピー

長崎振興局 H26.4.1 H26.4.2 A3       @40 A3       @40 長崎市飽の浦町７-１ 需用費

A4       @20 A4       @20 石田コピーセンター㈱

1 データ出力 データ出力 代表取締役　益田　晋二

（続き） （白黒　普通紙） （白黒　普通紙）

2A0   @1,200 2A0   @1,200

A0A1     @900 A0A1     @900

A0      @600 A0      @600

A1     @300 A1     @300

A2     @150 A2     @150

データ出力 データ出力

（白黒　トレペ） （白黒　トレペ）

2A0   @1,400 2A0   @1,400

A0A1  @1,200 A0A1  @1,200

A0     @700 A0     @700

A1     @350 A1     @350

A2     @200 A2     @200

A3     @150 A3     @150

データ出力 データ出力

(カラー） (カラー）

2A0   @4,000 2A0   @4,000

A0A1  @3,000 A0A1  @3,000

A0   @2,000 A0   @2,000

A1  @1,000 A1  @1,000

A2     @600 A2     @600

折り方                            @10 折り方                            @10

長崎市大橋町11-11

長崎振興局 H26.4.1 H26.4.1 西部石油（株） 需用費 指名競争入札

代表取締役　江村　大洋 （４社）

島原市下川尻町69

長崎振興局 H26.4.1 H26.4.1 アポロ興産㈱ 需用費 指名競争入札

代表取締役　馬渡　清光 （２社）

管理部
総務課

管理部
総務課

平成２６年度青写真・
カラーコピー等売買単
価契約

平成２６年度燃料類売
買単価契約（長崎振興
局管理部・建設部）

2

ガソリン
　          149円／㍑

軽油
            129.9円／㍑

（税別）

ガソリン
　          149円／㍑

軽油
            129.9円／㍑

（税別）

管理部
総務課

ガソリン
　  155円／㍑
　（税別）

ガソリン
　  155円／㍑
　（税別）

平成２６年度燃料類売
買単価契約（長崎振興
局保健部）

3

指名競争入札
（４社）



平成２６年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H27.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

長崎市万才町3-5

長崎振興局 H26.4.8 H26.4.14 富士ゼロックス長崎㈱ 需用費 指名競争入札

営業統括部長　秋山　富也 （３社）

福岡市博多区上呉服町10-1

長崎振興局 H26.3.26 H26.4.1 8,200,000 8,856,000
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱ｼｽﾃﾑｿ
ﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝカンパニー　九州
社

委託料 一般競争入札

社長　堀　浩一　　 （１社）

長崎市緑町3-6

長崎振興局 H26.4.1 H26.4.1 1,080,000 1,166,400 (有)三ヱ電機 委託料 指名競争入札

取締役　小林　純一　　 （６社）

長崎市金屋町7-14

長崎振興局 H26.4.1 H26.4.1 8,600,000 9,288,000 （株）青電メンテナンス 委託料 指名競争入札

代表取締役　澤瀬　幸満　 （９社）

長崎市長浦町1100

長崎振興局 H26.4.1 H26.4.1 4,235,000 4,573,800 琴海清掃（有） 委託料 指名競争入札

代表取締役　濵本　泰　　 （６社）

大村市富の原１丁目1566-1

長崎振興局 H26.3.26 H26.4.1 60,350,000 65,178,000 特定非営利活動法人 委託料 一般競争入札

長崎県　治水砂防ボランティア協会
理事長　瓜生宣憲

（１社）

昼間  @1,150 昼間  @1,242 大村市原口町1148-6

長崎振興局 H26.3.26 H26.4.1 夜間　@1,350 夜間　@1,458 ㈱中央綜合警備保障 委託料 一般競争入札

代表取締役　堀内　敏也 （４社）

大村市原口町1148-6

長崎振興局 H26.3.26 H26.4.1 17,850,000 19,278,000 ㈱中央綜合警備保障 委託料 一般競争入札

代表取締役　堀内　敏也 （８社）

9
建設部
河川課

長崎振興局管内ダム
管理補助業務委託

11 長崎港湾漁港
事務所

長崎港小ヶ倉柳西・南
埠頭警備業務委託

10 長崎港湾漁港
事務所

長崎港国際観光船埠
頭警備業務委託

6
建設部
道路維持課

国道２０２号排水設備
保守点検委託(稲佐立
体他）

建設部
砂防課

8
建設部
道路維持課

国道２０６号琴海パー
キング清掃管理委託

モノクロ
一律

　１枚 1.69円

モノクロ
一律

　１枚 1.69円
4

管理部
総務課

複写機の複写サービ
ス業務（保健部　西彼
保健所１階事務室）
（単価契約）

7
建設部
道路維持課

国道２０２号他６線道
路維持工事（トンネル
非常用施設点検委託）

長崎地区河川砂防情
報システム保守点検
業務委託

5



平成２６年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H27.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

長崎市西山2-9-18

長崎振興局 H26.3.26 H26.4.1 1,320,000 1,425,600 ㈱西九州エレベーターサービス 委託料 指名競争入札

代表取締役　福山　博司 （５社）

長崎市万才町3-5

長崎振興局 H26.3.26 H26.4.1 3,440,000 3,715,200
三菱電機ビルテクノサービス㈱長
崎支店

委託料 指名競争入札

支店長　濱田　浩 （７社）

長崎市緑町3-6

長崎振興局 H26.3.26 H26.4.1 1,600,000 1,728,000 (有)三ヱ電機 委託料 指名競争入札

小林　純一 （７社）

長崎市興善町2-24

長崎振興局 H26.3.26 H26.4.1 584,000 630,720 ㈱ふよう長崎 委託料 指名競争入札

代表取締役　田口　克己 （５社）

長崎市梅ヶ崎町2-11

長崎振興局 H26.3.26 H26.4.1 840,000 907,200 ㈱にしけい長崎支社 委託料 指名競争入札

代表取締役　佐藤　國興 （５社）

昼間  @980 昼間  @1,058 大村市原口町1148-6

長崎振興局 H26.3.26 H26.4.1 夜間　@1,390 夜間　@1,501 ㈱中央綜合警備保障 委託料 指名競争入札

代表取締役　堀内　敏也 （７社）

資料調査 資料調査

公簿類　550円/筆個 公簿類　550円/筆個

地図類　550円/筆 地図類　550円/筆

図面類　1,240円/筆個 図面類　1,240円/筆個

18 長崎振興局 H26.5.23 H26.5.29 疎明書面　2,550円/件 疎明書面　2,505円/件 委託料

事前調査 事前調査

25,700円/件 25,700円/件

筆界確認 筆界確認

多角測量　12,500円/点 多角測量　12,500円/点

復元測量　 8,200円/点 復元測量　 8020円/点

17 長崎港湾漁港
事務所

長崎港小ヶ倉柳北埠
頭警備業務委託

15 長崎港湾漁港
事務所

長崎小江ｽｹｰﾄﾊﾟｰｸ施
解錠及び監視業務委
託

16

長崎港ターミナルビル
ボーディングブリッジ
保守点検業務委託

12 長崎港湾漁港
事務所

長崎港ターミナルビル
昇降機設備保守点検
委託

長崎港湾漁港
事務所

長崎漁港丸尾地区駐
車場警備・管理及び料
金徴収業務委託

13 長崎港湾漁港
事務所

長崎港ターミナルビル
空調設備保守点検業
務委託

14 長崎港湾漁港
事務所

一般競争入札

（３社）

建設部
用地課

平成２６年度登記業務
委託（単価契約・長崎
振興局）

長崎市万才町１０－３
土地家屋調査士法人　寺岡事務所
代表社員　寺岡　誠三



平成２６年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H27.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

画地調整　14,880円/区画 画地調整　14,880円/区画

上記加算　 9,880円/区画毎 上記加算　 9,880円/区画毎

民有地境界 民有地境界

立会・確認　4,890円/点 立会・確認　4,890円/点

測距・探索　6,580円/点 測距・探索　6,580円/点

18 長崎振興局 H26.5.23 H26.5.29 特殊作業　 8,280円/点 特殊作業　 8,280円/点 委託料

（続き） 公共用地境界 公共用地境界

Ａランク　10,620円/点 Ａランク　10,620円/点

Ｂランク　36,000円/点 Ｂランク　36,000円/点

Ｃランク　44,070円/点 Ｃランク　44,070円/点

面積測量（地積） 面積測量（地積）

100㎡以下　28,200円 100㎡以下　28,200円

200㎡以下　35,640円 200㎡以下　35,640円

300㎡以下　41,420円 300㎡以下　41,420円

400㎡以下　46,240円 400㎡以下　46,240円

600㎡以下　54,370円 600㎡以下　54,370円

800㎡以下　61,260円 800㎡以下　61,260円

1000㎡以下　67,190円 1000㎡以下　67,190円

2000㎡以下　 90,880円 2000㎡以下　 90,880円

3000㎡以下　109,020円 3000㎡以下　109,020円

4000㎡以下　124,280円 4000㎡以下　124,280円

5000㎡以下　137,790円 5000㎡以下　137,790円

5000㎡を超えて1000㎡
当たり　10,460円

5000㎡を超えて1000㎡
当たり　10,460円

境界標設置 境界標設置

境界点測設　8,630円/点 境界点測設　8,630円/点

境界標埋設　9,640円/点 境界標埋設　9,640円/点

平成２６年度登記業務
委託（単価契約・長崎
振興局）

建設部
用地課

長崎市万才町１０－３
土地家屋調査士法人　寺岡事務所
代表社員　寺岡　誠三

一般競争入札

（３社）



平成２６年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H27.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

境界標打設　金属鋲、
金属プレート　980円/点

境界標打設　金属鋲、金
属プレート　980円/点

境界標打設　プラ杭、真
鍮基準鋲　1,580円/点

境界標打設　プラ杭、真
鍮基準鋲　1,580円/点

18 長崎振興局
建設部
用地課

H26.5.23 H26.5.29
境界標打設　ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

2,400円/点
境界標打設　ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

2,400円/点
委託料

（続き） 引照点測量　 9,080円/
点
引照点測量　 9,080円/

点

嘱託手続業務 嘱託手続業務

表題基本額（嘱託手続）
12,460円/筆

表題基本額（嘱託手続）
12,460円/筆

上記加算額　7,200円/1
筆増す毎に

上記加算額　7,200円/1
筆増す毎に

表題基本額（所在図）
2,740円/筆

表題基本額（所在図）
2,740円/筆

上記加算額　2,740円/1
筆増す毎に

上記加算額　2,740円/1
筆増す毎に

表題基本額（地積測量
図）　2,740円/筆

表題基本額（地積測量
図）　2,740円/筆

上記加算額　2,740円/1
筆増す毎に

上記加算額　2,740円/1
筆増す毎に

分筆基本額（嘱託手続・
２筆まで）　13,610円

分筆基本額（嘱託手続・
２筆まで）　13,610円

上記加算額　2,900円/1
筆増す毎に

上記加算額　2,900円/1
筆増す毎に

分筆基本額（地積測量
図・２筆まで）　2,740円

分筆基本額（地積測量
図・２筆まで）　2,740円

上記加算額　2,740円/1
筆増す毎に

上記加算額　2,740円/1
筆増す毎に

地積の変更・更正基本
額（嘱託手続）　11,260

円/筆

地積の変更・更正基本
額（嘱託手続）　11,260円

/筆

上記加算額　6,020円/1
筆増す毎に

上記加算額　6,020円/1
筆増す毎に

地積の変更・更正基本
額（地積測量図）　2,740

円/筆

地積の変更・更正基本
額（地積測量図）　2,740

円/筆

上記加算額　2,740円/1
筆増す毎に

上記加算額　2,740円/1
筆増す毎に

合筆基本額（２筆まで）
6,200円

合筆基本額（２筆まで）
6,200円

上記加算額　670円/1筆
増す毎に

上記加算額　670円/1筆
増す毎に

一般競争入札

（３社）
平成２６年度登記業務
委託（単価契約・長崎
振興局）

長崎市万才町１０－３
土地家屋調査士法人　寺岡事務所
代表社員　寺岡　誠三



平成２６年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H27.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

地目変更基本額　6,200
円/筆

地目変更基本額　6,200
円/筆

上記加算額　670円/1筆
増す毎に

上記加算額　670円/1筆
増す毎に

地図訂正申出基本額
6,200円/筆

18 長崎振興局
建設部
用地課

H26.5.23 H26.5.29
地図訂正申出加算額
670円/1筆増す毎に

委託料

（続き） 地積測量図訂正申出
6,200円/筆

滅失基本額　6,200円/
筆
滅失基本額　6,200円/筆

上記加算額　670円/1筆
増す毎に

上記加算額　670円/1筆
増す毎に

所有者更正基本額
11,260円/筆

所有者更正基本額
11,260円/筆

上記加算額　670円/1筆
増す毎に

上記加算額　6,020円/1
筆増す毎に

所有者現地調査
25,700円/回

所有者現地調査　25,700
円/回

所有者表示変更更正基
本額　11,260円/筆

所有者表示変更更正基
本額　11,260円/筆

上記加算額　670円/1筆
増す毎に

上記加算額　670円/1筆
増す毎に

書類の作成 書類の作成

文案を要するもの
3,570円/通

文案を要するもの　3,570
円/通

文案を要しないもの
1,760円/通

文案を要しないもの
1,760円/通

不動産調査報告書
3570円/通

不動産調査報告書
3570円/通

謄抄本交付手続・受領
990円/通

謄抄本交付手続・受領
990円/通

原本の複製　910円/通 原本の複製　910円/通

境界標打設等 境界標打設等

金属鋲　450円/箇所 金属鋲　450円/箇所

金属プレート　640円/箇
所
金属プレート　640円/箇

所

平成２６年度登記業務
委託（単価契約・長崎
振興局）

長崎市万才町１０－３
土地家屋調査士法人　寺岡事務所
代表社員　寺岡　誠三

一般競争入札

（３社）



平成２６年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H27.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

真鋳基準鋲（砲金）
1,130円/箇所

真鋳基準鋲（砲金）
1,130円/箇所

プラスチック杭（4.5cm
角）　820円/箇所

プラスチック杭（4.5cm
角）　820円/箇所

18 長崎振興局
建設部
用地課

H26.6.16 H26.5.29
プラスチック杭（7.0cm
角）　860円/箇所

プラスチック杭（7.0cm
角）　860円/箇所

委託料

（続き） コンクリート杭（6.0cm角）
2,470円/箇所

コンクリート杭（6.0cm角）
2,470円/箇所

コンクリート杭（7.5cm角）
2,760円/箇所

コンクリート杭（7.5cm角）
2,760円/箇所

コンクリート杭（10.0cm
角）　3,120円/箇所

コンクリート杭（10.0cm
角）　3,120円/箇所

コンクリート杭（12.0cm
角）　3,710円/箇所

コンクリート杭（12.0cm
角）　3,710円/箇所

現況平面図測量・製図
75,000円/枚

現況平面図測量・製図
75,000円/枚

集合求積平面図作成
3,570円/枚

集合求積平面図作成
3,570円/枚

未登記案件に関する精
査業務　5,530円/筆

未登記案件に関する精
査業務　5,530円/筆

日当　土地家屋調査士
25,700円/日

日当　土地家屋調査士
25,700円/日

日当　補助者A　22,400
円/日

日当　補助者A　22,400
円/日

日当　補助者B　20,300
円/日

日当　補助者B　20,300
円/日

道路台帳補正費 道路台帳補正費

 道路改良・交通安全  道路改良・交通安全

　　　　     @228 　　　　     @228  

     橋梁                       @245      橋梁                       @245

     防災                       @170      防災                       @170 長崎市田中町５８５－４

     舗装                        @60      舗装                        @60 扇精光コンサルタンツ㈱ 指名競争入札

現地調査費 現地調査費 代表取締役　安部　清美 （５社）

　　　　     @345 　　　　     @345

施設台帳作成 施設台帳作成

　　　　     @365 　　　　     @365

施設台帳作成（含現地調査） 施設台帳作成（含現地調査）

　　　　     @735 　　　　     @735

東京都港区西新橋2-17-2

長崎振興局 H26.6.17 H26.6.23 8,500,000 9,180,000 （一社）港湾荷役機械システム協会 委託料 一般競争入札

会長　岡田　正文 （１社）

委託料19 長崎振興局
建設部
道路建設課

H26.6.10 H26.6.16
道路台帳補正業務委
託（単価契約）

20 長崎港湾漁港
事務所

長崎港荷役機械整備
工事（仕様書作成業
務）

平成２６年度登記業務
委託（単価契約・長崎
振興局）

長崎市万才町１０－３
土地家屋調査士法人　寺岡事務所
代表社員　寺岡　誠三

一般競争入札

（３社）



平成２６年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H27.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

佐世保市名切町1-17

長崎振興局 H26.7.9 H26.7.15 8,500,000 9,180,000
三井共同建設コンサルタント㈱長
崎営業所

委託料 一般競争入札

所長　小林　和磨 （２社）

長崎市光町10-5

長崎振興局 H26.9.19 H26.9.25 7,450,000 8,046,000 (有）吉川土木コンサルタント 委託料 指名競争入札

取締役　吉川　國夫 （７社）

モノクロ モノクロ

課税二課　３．１４円 課税二課　３．１４円

コピー室　１．７２円 コピー室　１．７２円

課税一課　８．８０円 課税一課　８．８０円

長崎税務署　１０．００円 長崎税務署　１０．００円

神浦ダム管理事務所３５．００円 神浦ダム管理事務所３５．００円

神奈川県川崎市幸区堀川町５８０

長崎振興局 H26.10.16 H26.10.22 2,900,000 3,132,000 （株）日本海洋科学 委託料 一般競争入札

代表取締役社長　関根　博 （１社）

本館コピー室　モノクロ１．２円 本館コピー室　モノクロ１．２円

長崎市元船町２－２０

長崎振興局 H26.11.7 H26.11.13 光洋石油（株） 需用費 指名競争入札

代表取締役社長　寺田　光一郎 （６社）

ミニローリー一般
　  83円／㍑
　（税別）

ミニローリー一般
　  83円／㍑
　（税別）

指名競争入札
（５社）

26
管理部
総務課

平成２６年度庁舎暖房
用燃料売買単価契約
（長崎振興局建設部・
保健部）

河川課　モノクロ１．１円
カラー５．３円

河川課　モノクロ１．１円
カラー５．３円

道路維持課
モノクロ１．１円
カラー５．３円

用地課　モノクロ１．１円
カラー５．３円

長与都市開発事業所
モノクロ１．５円
カラー５．５円

道路維持課
モノクロ１．１円
カラー５．３円H26.11.17

複写機の複写サービ
ス業務（建設部）（単価
契約）

長崎市万才町3-5
富士ゼロックス長崎㈱
営業統括部長　秋山　富也

需用費

用地課　モノクロ１．１円
カラー５．３円

長与都市開発事業所
モノクロ１．５円
カラー５．５円

25 長崎振興局
管理部
総務課

H26.11.11

長崎市万才町3-5
富士ゼロックス長崎㈱
営業統括部長　秋山　富也

需用費
指名競争入札
（４社）

23 長崎振興局
管理部
総務課

H26.10.15 H26.10.21
複写機の複写サービ
ス業務（税務部・建設
部）（単価契約）

24 長崎港湾漁港
事務所

長崎港自主地域自立
活性化効果促進工事
(大型客船係留検討業
務）

22 長崎港湾漁港
事務所

茂木港用地測量業務
委託

21 長崎港湾漁港
事務所

長崎港自主地域自立
活性化効果促進工事
(大型客船入港検討業
務）



平成２６年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H27.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

長崎市田中町５８５－５

長崎振興局 H27.1.26 H27.1.28 1,980,000 2,138,400 扇精光ソリューションズ 委託料 一般競争入札

代表取締役　扇　健二 （１社）

長崎市矢上町２９－２３

長崎振興局 H27.2.20 H27.2.25 1,850,000 1,998,000 （有）中村電気商会 委託料 指名競争入札

（５社）

長崎市緑町3-6

長崎振興局 H27.3.24 H27.3.30 1,620,000 1,749,600 (有)三ヱ電機 委託料 指名競争入札

取締役　小林　純一　　 （7社）

長崎市金屋町7-14

長崎振興局 H27.3.24 H27.3.30 15,500,000 16,740,000 （株）青電メンテナンス 委託料 指名競争入札

代表取締役　澤瀬　幸満　 （10社）

長崎市金屋町１－１２

長崎振興局 H27.3.17 H27.3.20 1,000,000 1,080,000 （株）スターライト 委託料 指名競争入札

代表取締役　城　良次 （５社）

2階、3階、4階 2階、3階、4階 長崎市田中町５８７－１

長崎振興局 H27.3.18 H27.3.24 1.39 1.39 ㈱イシマル 需用費 指名競争入札

代表取締役　石丸　利行 （５社）

モノクロ　1.55 モノクロ　1.55 長崎市万才町３－５

長崎振興局 H27.3.18 H27.3.24 カラー　　4.15 カラー　　4.15 富士ゼロックス長崎（株） 需用費 指名競争入札

営業統括部長　秋山　富也 （７社）

32 長崎港湾漁港
事務所

コピー機の複写サービ
ス契約

33 長崎港湾漁港
事務所

カラーコピー機の複写
サービス契約

30
建設部
道路維持課

国道２０２号他６線道
路維持工事（トンネル
非常用施設点検委託）

31 長崎港湾漁港
事務所

長崎漁港丸尾地区駐
車場警備・管理及び料
金徴収業務委託

28 長崎港湾漁港
事務所

長崎漁港臨港道路トン
ネル照明点検業務委
託

29
建設部
道路維持課

国道２０２号排水設備
保守点検委託(稲佐立
体他）

27 長崎港湾漁港
事務所

長崎港県単改修工事
（案内アプリ開発業務
委託）



平成２６年度 契約状況一覧（※建設工事関係等を除く） 部局名： 長崎振興局 H27.3.31 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）
節 区 分契 約 の 名 称番号 契 約 日所 管 部 局 入 札 日

昼間@1,000 昼間@1,080 長崎市宝町１２－２

長崎振興局 H27.3.18 H27.3.23 夜勤帯@1,100 夜勤帯@1,188 （株）星光 委託料 指名競争入札

代表取締役　城　健次 （７社）

昼間@1,050 昼間@1,134 大村市原口町１１４８－６

長崎振興局 H27.3.18 H27.3.20 夜勤帯@1,300 夜勤帯@1,404 （株）中央総合警備保障 委託料 指名競争入札

代表取締役　堀内　敏也 （７社）

長崎市北陽町９３４－５

長崎振興局 H27.3.25 H27.3.27 19,320,000 20,865,600 （株）ガードサービス長崎 委託料 一般競争入札

代表取締役　新島　豊 （４社）

長崎市興善町２－２４

長崎振興局 H27.3.26 H27.3.27 4,296,000 4,639,680 （株）ふよう長崎 委託料 一般競争入札

代表取締役　田口　克己 （１０社）

長崎市諏訪町４－８

長崎振興局 H27.3.27 H27.3.31 3,300,000 3,564,000 （有）旭管工社 委託料 一般競争入札

代表取締役　中村　勝 （１社）

38 長崎港湾漁港
事務所

長崎港湾漁港事務所
庁舎設備管理等業務
委託

36 長崎港湾漁港
事務所

長崎港小ヶ倉柳埠頭
（西・南）警備業務委託

37 長崎港湾漁港
事務所

長崎港湾漁港事務所
庁舎警備業務委託

34 長崎港湾漁港
事務所

常盤駐車場（南側）等
警備業務委託

35 長崎港湾漁港
事務所

長崎港小ヶ倉柳北埠
頭警備業務委託


