
部局名： 対馬振興局 3月末 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

保健部 一般競争入札

1 対馬振興局 衛生環境課 H26.3.26 H26.4.1 2,650,000 2,862,000 個人のため非開示 委託料 （１者）

建設部 ８：００～１８：００ ８：００～１８：００

2 対馬振興局 管理課 H26.3.26 H26.4.1 ＠4,200円／3名・１ｈ ＠4,200円／3名・１ｈ 保安上の理由により 委託料 指名競争入札

８：００～１８：００ ８：００～１８：００ 非開示 （２者）

＠2,800円／2名・１ｈ ＠2,800円／2名・１ｈ

８：００～１８：００ ８：００～１８：００

＠1,400円／1名・１ｈ ＠1,400円／1名・１ｈ

１８：００～２２：００ １８：００～２２：００

＠1,500円／1名・１ｈ ＠1,500円／1名・１ｈ

１８：００～２２：００ １８：００～２２：００

＠4,500円／3名・１ｈ ＠4,500円／3名・１ｈ

２２：００～５：００ ２２：００～５：００

＠1,800円／1名・１ｈ ＠1,800円／1名・１ｈ

５：００～８：００ ５：００～８：００

＠1,500円／1名・１ｈ ＠1,500円／1名・１ｈ

・AZチェーンスタンド
(H800(反射なし))

・プラスチックチェーン
(2mピッチ)黄色、
6mm，50m巻き

・AZチェーンスタンド
(H800(反射なし))

・プラスチックチェーン
(2mピッチ)黄色、
6mm，50m巻き

＠700円／１m ＠700円／１m

（消費税を含まない）

建設部 大村市富の原1丁目1566番地1 一般競争入札

3 対馬振興局 河港課 H26.3.26 H26.4.1 2,850,000 3,078,000 特定非営利活動法人 委託料 （１者）

長崎県治水砂防ボランティア協会

平成２６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）

番号 所 管 部 局
（地方機関）

入札日 契約日 契 約 の 名 称

対馬振興局管内ダ
ム管理補助業務委
託

平成26年度　厳原
港・比田勝港国際
港湾施設保安対策
業務委託（単価契
約）

（入札業者数）
節 区 分

（住所・氏名）

平成26年度犬捕獲
抑留等業務委託



部局名： 対馬振興局 3月末 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

平成２６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）

番号 所 管 部 局
（地方機関）

入札日 契約日 契 約 の 名 称
（入札業者数）

節 区 分
（住所・氏名）

建設部 対馬市厳原町小浦７９－２ 一般競争入札

4 対馬振興局 対馬空港 H26.3.26 H26.4.1 12,700,000 13,716,000 (株)九電工　対馬営業所 委託料 (１者）

管理事務所

管理部 対馬市厳原町久田３８７番地１ 指名競争入札

5 対馬振興局 総務課 H26.3.27 H26.4.1 5,010,000 5,410,800 有限会社　タイテック 委託料 （２者）

管理部 ﾚｷﾞｭﾗｰ　＠175 ﾚｷﾞｭﾗｰ　＠175 長崎市元船町１１番１４号 指名競争入札

6 対馬振興局 総務課 H26.4.1 H26.4.1 軽油　　 ＠168 軽油　　 ＠168 マツハヤ石油　株式会社 需用費 （３者）

灯油　　 ＠123 灯油　　 ＠123

建設部 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目

7 対馬振興局 河港課 H26.6.18 H26.6.24 14,400,000 15,552,000 1番82号 委託料 一般競争入札

公益財団法人　九州経済調査協会 （１者）

農林水産部 対馬市厳原町上槻２５２ 指名競争入札

8 対馬振興局 林業課 H26.6.26 H26.6.30 4,670,000 5,043,600 未来りん業 委託料 （４者）

農林水産部 対馬市厳原町南室２２－１ 指名競争入札

9 対馬振興局 林業課 H26.6.26 H26.6.30 4,580,000 4,946,400 対馬森林組合 委託料 （４者）

農林水産部 対馬市厳原町南室２２－１ 指名競争入札

10 対馬振興局 林業課 H26.6.26 H26.6.30 4,720,000 5,097,600 対馬森林組合 委託料 （４者）

平成26年度
県営林作業委託
（北里団地）

平成26年度
県営林作業委託
（茂木団地）

平成26年度
県営林作業委託
（サラ河内団地）

対馬振興局及び上
県土木出張所清掃
業務委託

対馬空港照明施設
維持管理業務委託

厳原地区
燃料・油脂等購入
単価契約

26対港単調第1号
厳原港県単調査委
託
（人流・物流拡大
検討業務委託）



部局名： 対馬振興局 3月末 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

平成２６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）

番号 所 管 部 局
（地方機関）

入札日 契約日 契 約 の 名 称
（入札業者数）

節 区 分
（住所・氏名）

11 対馬振興局
建設部
用地課

H26.7.23 H26.7.24
長崎市五島町8番7号
公益社団法人　長崎県公共嘱託
登記土地家屋調査士協会

委託料
一般競争入札
(1者)

資料調査
　公簿類　780円/筆個
　地図類　780円/筆
　図面類　1,760円/筆個
　疎明書面　3,640円/件
事前調査　30,380円/件
筆界確認
　多角測量　17,850円/点
　復元測量　11,460円/点
　画地調整　21,250円/区画
　上記加算　14,120円/区画毎
民有地境界
　立会・確認　6,980円/点
　測距・探索　9,390円/点
　特殊作業　11,800円/点
公共用地境界
　Ａランク　15,190円/点
　Ｂランク　51,600円/点
　Ｃランク　63,180円/点
面積測量（地積）
　100㎡以下　40,320円
　200㎡以下　50,910円
　300㎡以下　59,170円
　400㎡以下　66,050円
　600㎡以下　77,670円
　800㎡以下　87,510円
　1000㎡以下　95,990円
　2000㎡以下　129,830円
　3000㎡以下　155,750円
　4000㎡以下　177,540円
　5000㎡以下　196,820円
　5000㎡を超えて1000㎡当たり14,910円
境界標設置
　境界点測設　  9,500円/点
　境界標打設
　   金属鋲、金属プレート 1,000円/点
  　 プラ杭、真鍮基準鋲　 1,500円/点
　   コンクリート杭　　　　　4,200円/点
　境界標埋設　10,580円/点
　引照点測量　12,990円/点
嘱託手続業務
　表題基本額
　　 嘱託手続　  9,170円/筆
　　 所在地　 　  1,680円/筆
　　 地積測量図 7,330円/筆
　上記加算額
　　 嘱託手続　  1,480円/1筆増す毎に
　　 所在地　 　  1,680円/1筆増す毎に
　　 地積測量図 7,330円/1筆増す毎に
　分筆基本額（2筆まで）
　　 嘱託手続　  9,040円/筆
　　 地積測量図 9,850円/筆
　上記加算額
　　 嘱託手続　  1,580円/筆
　　 地積測量図 2,460円/筆
　地積の変更・更正基本額
　　 嘱託手続　  9,100円/筆
　　 地積測量図 7,330円/筆
　上記加算額
　　 嘱託手続　  1,450円/1筆増す毎に
　　 地積測量図 7,330円/1筆増す毎に
　合筆基本額（2筆まで）　9,040円
　上記加算額　990円/1筆増す毎に
　地目変更基本額　9,040円/筆
　上記加算額　990円/1筆増す毎に
　地図訂正申出基本額　16,430円/筆
　上記加算額　990円/1筆増す毎に
　測量図地積訂正申出　16,430円/筆
　滅失基本額　9,040円/筆
　上記加算額　990円/1筆増す毎に
　所有者更正基本額　9,040円/筆
　上記加算額　990円/1筆増す毎に
　所有者現地調査　12,990円/筆
　所有者表示変更・更正基本額　9,040円/筆
　上記加算額　990円/1筆増す毎に
　分筆抹消基本額　9,040円/筆
書類の作成
　文案を要するもの　3,990円/通
　文案を要しないもの　1,960円/通
　不動産調査報告書　3,990円/通
　騰抄本交付手続・受領　1,090円/通
　原本の複製　1,020円/通
境界標書類の作成
　杭種(材料費のみ)
　　金属鋲　 80円/箇所
　　金属プレート　430円/箇所
　　真鋳基準鋲　(砲金）　800円/箇所
　　プラスチック杭（4.5㎝角） 　  280円/箇所
　　プラスチック杭（7.0㎝角） 　  380円/箇所
　　コンクリート杭（6.0㎝角） 　  990円/箇所
　　コンクリート杭（7.5㎝角） 　1,560円/箇所
　　コンクリート杭（10.0㎝角） 2,250円/箇所
　　コンクリート杭（12.0㎝角） 3,800円/箇所
その他業務
　現況平面図測量・製図　91,200円/枚
　集合求積平面図作成　3,990円/枚
　未登記案件に関する精査業務　7,595円/筆
　日当
　　土地家屋調査士 　39,400円/日
　　補助者A　　　　　　 27,500円/日
　　補助者B　　　　　　 24,300円/日
（税別）

資料調査
　公簿類　780円/筆個
　地図類　780円/筆
　図面類　1,760円/筆個
　疎明書面　3,640円/件
事前調査　30,380円/件
筆界確認
　多角測量　17,850円/点
　復元測量　11,460円/点
　画地調整　21,250円/区画
　上記加算　14,120円/区画毎
民有地境界
　立会・確認　6,980円/点
　測距・探索　9,390円/点
　特殊作業　11,800円/点
公共用地境界
　Ａランク　15,190円/点
　Ｂランク　51,600円/点
　Ｃランク　63,180円/点
面積測量（地積）
　100㎡以下　40,320円
　200㎡以下　50,910円
　300㎡以下　59,170円
　400㎡以下　66,050円
　600㎡以下　77,670円
　800㎡以下　87,510円
　1000㎡以下　95,990円
　2000㎡以下　129,830円
　3000㎡以下　155,750円
　4000㎡以下　177,540円
　5000㎡以下　196,820円
　5000㎡を超えて1000㎡当たり14,910円
境界標設置
　境界点測設　  9,500円/点
　境界標打設
　   金属鋲、金属プレート 1,000円/点
  　 プラ杭、真鍮基準鋲　 1,500円/点
　   コンクリート杭　　　　　4,200円/点
　境界標埋設　10,580円/点
　引照点測量　12,990円/点
嘱託手続業務
　表題基本額
　　 嘱託手続　  9,170円/筆
　　 所在地　 　  1,680円/筆
　　 地積測量図 7,330円/筆
　上記加算額
　　 嘱託手続　  1,480円/1筆増す毎に
　　 所在地　 　  1,680円/1筆増す毎に
　　 地積測量図 7,330円/1筆増す毎に
　分筆基本額（2筆まで）
　　 嘱託手続　  9,040円/筆
　　 地積測量図 9,850円/筆
　上記加算額
　　 嘱託手続　  1,580円/筆
　　 地積測量図 2,460円/筆
　地積の変更・更正基本額
　　 嘱託手続　  9,100円/筆
　　 地積測量図 7,330円/筆
　上記加算額
　　 嘱託手続　  1,450円/1筆増す毎に
　　 地積測量図 7,330円/1筆増す毎に
　合筆基本額（2筆まで）　9,040円
　上記加算額　990円/1筆増す毎に
　地目変更基本額　9,040円/筆
　上記加算額　990円/1筆増す毎に
　地図訂正申出基本額　16,430円/筆
　上記加算額　990円/1筆増す毎に
　測量図地積訂正申出　16,430円/筆
　滅失基本額　9,040円/筆
　上記加算額　990円/1筆増す毎に
　所有者更正基本額　9,040円/筆
　上記加算額　990円/1筆増す毎に
　所有者現地調査　12,990円/筆
　所有者表示変更・更正基本額　9,040円/筆
　上記加算額　990円/1筆増す毎に
　分筆抹消基本額　9,040円/筆
書類の作成
　文案を要するもの　3,990円/通
　文案を要しないもの　1,960円/通
　不動産調査報告書　3,990円/通
　騰抄本交付手続・受領　1,090円/通
　原本の複製　1,020円/通
境界標書類の作成
　杭種(材料費のみ)
　　金属鋲　 80円/箇所
　　金属プレート　430円/箇所
　　真鋳基準鋲　(砲金）　800円/箇所
　　プラスチック杭（4.5㎝角） 　  280円/箇所
　　プラスチック杭（7.0㎝角） 　  380円/箇所
　　コンクリート杭（6.0㎝角） 　  990円/箇所
　　コンクリート杭（7.5㎝角） 　1,560円/箇所
　　コンクリート杭（10.0㎝角） 2,250円/箇所
　　コンクリート杭（12.0㎝角） 3,800円/箇所
その他業務
　現況平面図測量・製図　91,200円/枚
　集合求積平面図作成　3,990円/枚
　未登記案件に関する精査業務　7,595円/筆
　日当
　　土地家屋調査士 　39,400円/日
　　補助者A　　　　　　 27,500円/日
　　補助者B　　　　　　 24,300円/日

平成26年度
登記業務委託
(単価契約･対馬振
興局)



部局名： 対馬振興局 3月末 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

平成２６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）

番号 所 管 部 局
（地方機関）

入札日 契約日 契 約 の 名 称
（入札業者数）

節 区 分
（住所・氏名）

（総務課） （総務課）

管理部 モノクロ機 モノクロ機 指名競争入札

総務課 基本料金２８，０００円 基本料金２８，０００円 （２者）

超過料金２．２円／枚 超過料金２．２円／枚

（対馬保健所） （対馬保健所）

モノクロ機 モノクロ機

管理部 基本料金３７，６００円 基本料金３７，６００円 指名競争入札

超過料金２．２円／枚 超過料金２．２円／枚

総務課 （8,001枚～20,000枚） （8,001枚～20,000枚） （２者）

超過料金２．０円／枚 超過料金２．０円／枚

（20，001枚以上） （20，001枚以上）

（農業振興普及課） （農業振興普及課）

フルカラー機 フルカラー機

基本料金３８，４００円 基本料金３８，４００円

超過料金（カラー）２０円／枚 超過料金（カラー）２０円／枚

超過料金（モノクロ）３．８円／枚 超過料金（モノクロ）３．８円／枚

（林業課） （林業課）

モノクロ機 モノクロ機

管理部 基本料金２９，８００円 基本料金２９，８００円 指名競争入札

超過料金２．２円／枚 超過料金２．２円／枚 需用費

総務課 （水産課） （水産課） （２者）

モノクロ機 モノクロ機

基本料金２９，８００円 基本料金２９，８００円

超過料金２．２円／枚 超過料金２．２円／枚

（対馬水産業普及指導センター） （対馬水産業普及指導センター）

モノクロ機 モノクロ機

基本料金７，５００円 基本料金７，５００円

超過料金６．５円／枚 超過料金６．５円／枚

長崎市万才町３番５号
富士ゼロックス長崎株式会社
営業統括部長　秋山　富也

需用費

14 対馬振興局 H26.9.4 H26.9.4
長崎市万才町３番５号
富士ゼロックス長崎株式会社

長崎市万才町３番５号
富士ゼロックス長崎株式会社
営業統括部長　秋山　富也

需用費12 対馬振興局 H26.9.4 H26.9.4

13 対馬振興局 H26.9.4 H26.9.4

平成26年度複写
サービス契約
（農林水産部）

平成26年度複写
サービス契約
（管理部）

平成26年度複写
サービス契約
（保健部）



部局名： 対馬振興局 3月末 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

平成２６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）

番号 所 管 部 局
（地方機関）

入札日 契約日 契 約 の 名 称
（入札業者数）

節 区 分
（住所・氏名）

（建設部） （建設部）

フルカラー機 フルカラー機

基本料金１０４，０００
円

基本料金１０４，０００
円

超過料金（カラー）１１円／枚 超過料金（カラー）１１円／枚

超過料金（モノクロ）４．０円／枚 超過料金（モノクロ）４．０円／枚

管理部 （建設部） （建設部） 指名競争入札

対馬振興局 H26.9.4 H26.9.4 モノクロ機 モノクロ機 需用費

総務課 基本料金７，５００円 基本料金７，５００円 （２者）

超過料金６．５円／枚 超過料金６．５円／枚

（上県土木出張所） （上県土木出張所）

モノクロ機 モノクロ機

基本料金１７，０００円 基本料金１７，０００円

超過料金４．３円／枚 超過料金４．３円／枚

建設部 H27.1.23 H27.1.29 2,070,000 2,235,600 対馬市美津島町雞知乙４８１－２１ 一般競争入札

管理課 株式会社不動商事 （１者）

管理部 対馬市厳原町北里１３０番地１ 指名競争入札

17 対馬振興局 総務課 H27.2.18 H27.2.23 1,100,000 1,188,000 (株)はなプランニング 委託料 (４者）

建設部 対馬市上県町樫滝１０５０ 一般競争入札

18 対馬振興局 道路課 H27.2.18 H27.2.24 45,500,000 49,140,000 (株)小宮建設 委託料 (１者）

保健部 一般競争入札

19 対馬振興局 衛生環境課 H27.3.20 H27.3.25 2,129,000 2,299,320 個人のため非開示 委託料 （１者）

16 委託料対馬振興局

15
平成26年度複写
サービス契約
（建設部）

長崎市万才町３番５号
富士ゼロックス長崎株式会社

平成27年度犬捕獲
抑留等業務委託

26債対道維監第1
号
対馬振興局管内道
路監視業務委託

26対振管第140号
厳原港産業廃棄物
（放置船舶）収集・運
搬及び処分業務委
託

職員公舎における
建築設備点検業務



部局名： 対馬振興局 3月末 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

平成２６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）

番号 所 管 部 局
（地方機関）

入札日 契約日 契 約 の 名 称
（入札業者数）

節 区 分
（住所・氏名）

建設部 ８：００～１８：００ ８：００～１８：００

20 対馬振興局 管理課 H27.3.20 H27.3.26 ＠4,200円／3名・１ｈ ＠4,200円／3名・１ｈ 保安上の理由により 委託料 指名競争入札

８：００～１８：００ ８：００～１８：００ 非開示 （２者）

＠2,800円／2名・１ｈ ＠2,800円／2名・１ｈ

８：００～１８：００ ８：００～１８：００

＠1,400円／1名・１ｈ ＠1,400円／1名・１ｈ

１８：００～２２：００ １８：００～２２：００

＠1,500円／1名・１ｈ ＠1,500円／1名・１ｈ

１８：００～２２：００ １８：００～２２：００

＠4,500円／3名・１ｈ ＠4,500円／3名・１ｈ

２２：００～５：００ ２２：００～５：００

＠1,800円／1名・１ｈ ＠1,800円／1名・１ｈ

５：００～８：００ ５：００～８：００

＠1,500円／1名・１ｈ ＠1,500円／1名・１ｈ

・AZチェーンスタンド
(H800(反射なし))

・プラスチックチェーン
(2mピッチ)黄色、
6mm，50m巻き

・AZチェーンスタンド
(H800(反射なし))

・プラスチックチェーン
(2mピッチ)黄色、
6mm，50m巻き

＠700円／１m ＠700円／１m

（消費税を含まない）

建設部 対馬市厳原町小浦７９－２ 一般競争入札

21 対馬振興局 対馬空港 H27.3.26 H27.3.31 13,200,000 14,256,000 (株)九電工　対馬営業所 委託料 (１者）

管理事務所 所長　江口　康一

２７対振空第１号
対馬空港照明施設
維持管理業務委託

平成27年度　厳原
港・比田勝港国際
港湾施設保安対策
業務委託（単価契
約）


