
部局名： 五島振興局 H28.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

1 五島振興局 H27.4.3 H27.4.3 需用費

2 五島振興局 H27.4.1 H27.4.1 960,000 1,036,800 委託料

3 五島振興局 H27.4.2 H27.4.2 160円/ℓ 160円/ℓ 需用費

（税別） （税別）

4 五島振興局 H27.5.27 H27.5.28 委託料

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ
　＠135.0円/L
軽油
　＠120.0円/L
A重油
　＠80.0円/L

　　（税別）

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ
　＠135.0円/L
軽油
　＠120.0円/L
A重油
　＠80.0円/L

　　（税別）

上五島支所
総務課

五島振興局上五島
支所庁舎清掃業務
委託

平成２７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

南松浦郡新上五島町江
ノ浜郷393-1
扶桑クリーンサービス

指名競争入札
（４者）

節 区 分
（地方機関） （住所・氏名） （入札業者数）

管理部
総務課

平成２７年度ガソリ
ン・軽油・A重油単
価契約

五島市東浜町1-6-1
㈱神田商会

指名競争入札
（５者）

建設部
管理・用地課

平成27年度登記業
務委託（単価契約・
五島振興局）

長崎市五島町8-7
(公社)長崎県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

一般競争入札
（２者）

資料調査
　公簿類
500円/筆個
　地図類
500円/筆

資料調査
　公簿類
500円/筆個
　地図類
500円/筆

上五島支所
総務課

平成27年度燃料類
（ｶﾞｿﾘﾝ）単価契約

五島市籠淵郷2450-1
ごとう農業共同組合

指名競争入札
（４者）



部局名： 五島振興局 H28.3.31 現在平成２７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）
所 管 課 契約相手の名称 契約方法

落 札 価 格 契 約 金 額

（円） （円）
（地方機関） （住所・氏名）

　図面類　　　1,000円/筆個
　疎明書面　 2,000円/件
　事前調査　30,000円/件
筆界確認
　多角測量　15,000円/点
　復元測量　 6,000円/点
　画地調整　15,000円/区画
　上記加算　 15,000円/区画毎
民有地境界
　立会・確認　4,000円/点
　測距・探索 10,000円/点
　特殊作業　 　100円/点
公共用地境界
　Ａランク　 6,000円/点
　Ｂランク　6,100円/点
　Ｃランク　　100円/点
面積測量（地積）
　100㎡以下  30,000円
　200㎡以下  40,000円
　300㎡以下　50,000円
　400㎡以下　60,000円
　600㎡以下　70,000円
　800㎡以下　80,000円
　1,000㎡以下　90,000円
　2,000㎡以下  100,000円
　3,000㎡以下　120,000円
　4,000㎡以下　 130,000円
　5,000㎡以下 150,000円
　5,000㎡を超えて1,000㎡当たり
10,000円
境界標設置
　境界点測設　　2,000円/点
　境界標埋設　　9,000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
1,600円/点
　　　　　　　　　　コンクリート杭
100円/点
　引照点測量　　100円/点
嘱託手続業務
　表題基本額(嘱託手続）    9,600円/
筆
　　上記加算額　  1,500円/1筆増す毎
に
　表題基本額（所在図）　      500円/
筆
　　上記加算額　 500円/1筆増す毎に
　表題基本額（地積測量図）　7,900円/
筆
　　上記加算額　7,900円/1筆増す毎に
　分筆基本額（嘱託手続）（2筆まで）
9,000円
　　上記加算額　  500円/1筆増す毎に
　分筆基本額（地積測量図）（2筆まで）
10,000円
　　上記加算額　2,000円/1筆増す毎に

長崎市五島町8-7
(公社)長崎県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会

番号 所 管 部 局 入札日 契約日 契 約 の 名 称 節 区 分
（入札業者数）

4
（続き）

五島振興局
建設部

管理・用地課
H27.5.27 H27.5.28

平成27年度登記業務
委託（単価契約・五島
振興局）

　図面類　　　1,000円/筆個
　疎明書面　 2,000円/件
　事前調査　30,000円/件
筆界確認
　多角測量　15,000円/点
　復元測量　 6,000円/点
　画地調整　15,000円/区画
　上記加算　 15,000円/区画毎
民有地境界
　立会・確認　4,000円/点
　測距・探索 10,000円/点
　特殊作業　 　100円/点
公共用地境界
　Ａランク　 6,000円/点
　Ｂランク　6,100円/点
　Ｃランク　　100円/点
面積測量（地積）
　100㎡以下  30,000円
　200㎡以下  40,000円
　300㎡以下　50,000円
　400㎡以下　60,000円
　600㎡以下　70,000円
　800㎡以下　80,000円
　1,000㎡以下　90,000円
　2,000㎡以下  100,000円
　3,000㎡以下　120,000円
　4,000㎡以下　 130,000円
　5,000㎡以下 150,000円
　5,000㎡を超えて1,000㎡当たり
10,000円
境界標設置
　境界点測設　　2,000円/点
　境界標埋設　　9,000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
1,600円/点
　　　　　　　　　　コンクリート杭
100円/点
　引照点測量　　100円/点
嘱託手続業務
　表題基本額(嘱託手続）    9,600円/
筆
　　上記加算額　  1,500円/1筆増す毎
に
　表題基本額（所在図）　      500円/
筆
　　上記加算額　 500円/1筆増す毎に
　表題基本額（地積測量図）　7,900円/
筆
　　上記加算額　7,900円/1筆増す毎に
　分筆基本額（嘱託手続）（2筆まで）
9,000円
　　上記加算額　  500円/1筆増す毎に
　分筆基本額（地積測量図）（2筆まで）
10,000円
　　上記加算額　2,000円/1筆増す毎に

委託料
一般競争入札
（２者）



部局名： 五島振興局 H28.3.31 現在平成２７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）
所 管 課 契約相手の名称 契約方法

落 札 価 格 契 約 金 額

（円） （円）
（地方機関） （住所・氏名）

　地積の変更・更正基本額（嘱託手
続）　　 9,500円/筆
　　上記加算額　500円/1筆増す毎に
　地積の変更・更正基本額（地積測量
図）　7,900円/筆
　　上記加算額　7,900円/1筆増す毎に
　合筆基本額（2筆まで）　100円
　　上記加算額　100円/1筆増す毎に
　地目変更基本額　9,500円/筆
　　上記加算額　500円/1筆増す毎に
　地図訂正申出基本額　17,000円/筆
　　上記加算額　9,000円/1筆増す毎に
　地籍測量図訂正申出　100円/1筆
　滅失基本額　100円/筆
　　上記加算額　100円/1筆増す毎に
　所有者更正基本額　100円/筆
　　上記加算額　100円/1筆増す毎に
    現地調査　10,000円/回
　所有者表示変更・更正基本額100円/筆
　　上記加算額　100円/1筆増す毎に
　分筆抹消基本額　100円/1筆
書類の作成
　文案を要するもの　　　　2,000円/通
　文案を要しないもの　　　2,100円/通
　不動産調査報告書　　　3,000円/通
　謄抄本交付手続及び受領600円/通
　原本の複製　　　　　　　　　500円/通
境界標打設等
　金属鋲　　　　　　　　　 45円/箇所
　金属プレート　　　　　　248円/箇所
　真鋳基準鋲（砲金）  　480円/箇所
　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭（4.5cm角）125円/箇所
　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭（7.0cm角）200円/箇所
　ｺﾝｸﾘｰﾄ杭（6.0cm角） 10円/箇所
　ｺﾝｸﾘｰﾄ杭（7.5cm角） 10円/箇所
　ｺﾝｸﾘｰﾄ杭（10.0cm角）10円/箇所
　ｺﾝｸﾘｰﾄ杭（12.0cm角）10円/箇所
現況平面図測量・製図　75,000円/枚
集合求積平面図作成　　4,000円/枚
未登記案件に関する精査業務　8,080
円/1筆
日当（土地家屋調査士）　25,000円/日
日当（補助者Ａ）　　　　　　　　10円/日
日当（補助者Ｂ）　　　　　　　　10円/日
　　　　　　　　　　（税抜）

長崎市五島町8-7
(公社)長崎県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会

番号 所 管 部 局 入札日 契約日 契 約 の 名 称 節 区 分

委託料
一般競争入札
（２者）

（入札業者数）

4
（続き）

五島振興局
建設部

管理・用地課
H27.5.27 H27.5.28

平成27年度登記業務
委託（単価契約・五島
振興局）

　地積の変更・更正基本額（嘱託手
続）　　 9,500円/筆
　　上記加算額　500円/1筆増す毎に
　地積の変更・更正基本額（地積測量
図）　7,900円/筆
　　上記加算額　7,900円/1筆増す毎に
　合筆基本額（2筆まで）　100円
　　上記加算額　100円/1筆増す毎に
　地目変更基本額　9,500円/筆
　　上記加算額　500円/1筆増す毎に
　地図訂正申出基本額　17,000円/筆
　　上記加算額　9,000円/1筆増す毎に
　地籍測量図訂正申出　100円/1筆
　滅失基本額　100円/筆
　　上記加算額　100円/1筆増す毎に
　所有者更正基本額　100円/筆
　　上記加算額　100円/1筆増す毎に
    現地調査　10,000円/回
　所有者表示変更・更正基本額100円/筆
　　上記加算額　100円/1筆増す毎に
　分筆抹消基本額　100円/1筆
書類の作成
　文案を要するもの　　　　2,000円/通
　文案を要しないもの　　　2,100円/通
　不動産調査報告書　　　3,000円/通
　謄抄本交付手続及び受領600円/通
　原本の複製　　　　　　　　　500円/通
境界標打設等
　金属鋲　　　　　　　　　 45円/箇所
　金属プレート　　　　　　248円/箇所
　真鋳基準鋲（砲金）  　480円/箇所
　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭（4.5cm角）125円/箇所
　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭（7.0cm角）200円/箇所
　ｺﾝｸﾘｰﾄ杭（6.0cm角） 10円/箇所
　ｺﾝｸﾘｰﾄ杭（7.5cm角） 10円/箇所
　ｺﾝｸﾘｰﾄ杭（10.0cm角）10円/箇所
　ｺﾝｸﾘｰﾄ杭（12.0cm角）10円/箇所
現況平面図測量・製図　75,000円/枚
集合求積平面図作成　　4,000円/枚
未登記案件に関する精査業務　8,080
円/1筆
日当（土地家屋調査士）　25,000円/日
日当（補助者Ａ）　　　　　　　　10円/日
日当（補助者Ｂ）　　　　　　　　10円/日
　　　　　　　　　　（税抜）



部局名： 五島振興局 H28.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

5 五島振興局 H27.5.19 H27.5.25 1,440,000 1,555,200 委託料

6 五島振興局 H27.6.17 H27.6.17 1,718,000 1,855,440 委託料

7 五島振興局 H27.6.23 H27.6.30 75,100,000 81,108,000 委託料

8 五島振興局 H27.6.16 H27.6.22 需用費

基本価格
15,000枚まで
　30,000円
15,001枚～
25,000枚まで
　@1.6円
25,001枚以上
　@1.5円
       （税別）

基本価格
15,000枚まで
　30,000円
15,001枚～
25,000枚まで
　@1.6円
25,001枚以上
　@1.5円
       （税別）

指名競争入札
（３者）

平成２７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
（地方機関）

建設部
河港課

基礎調査（微地形
調査及び区域設
定）業務委託

長崎市本原町15-20
アジアエンヂニアリング・
工藤測量設計特定土砂
法関連基礎調査業務委
託共同企業体

一般競争入札
（１６者）

（入札業者数）

管理部
総務課

五島振興局冷暖房
関係機器保守点検
業務委託

長崎市万才町3-36
㈱サンセン
エアテック

一般競争入札
（１者）

節 区 分
（住所・氏名）

上五島支所
総務課

青方ダム取水放流
設備点検整備業務
委託

長崎市大黒町9-22
㈱大島造船所
長崎営業所

上五島支所
総務課

上五島支所複写
サービス契約

長崎市万才町3-5
富士ゼロックス長崎㈱

一般競争入札
（３者）



部局名： 五島振興局 H28.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

9 五島振興局 H27.6.23 H27.6.30 91,900,000 99,252,000 委託料

10 五島振興局 H27.6.23 H27.6.30 87,100,000 94,068,000 委託料

11 五島振興局 H27.6.23 H27.6.30 39,800,000 42,984,000 委託料

12 五島振興局 H27.6.30 H27.7.2 10,300,000 11,124,000 委託料
農林水産部
林務課

平成２７年度県営
林間伐素材生産販
売事業委託（荒川
団地）

五島市吉田町3110-8
五島森林組合

指名競争入札
（２者）

長崎市栄町5-5
第一復建・建設環境研
究所特定土砂法関連基
礎調査業務委託共同企
業体

一般競争入札
（１６者）

平成２７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

上五島支所
建設部
建設課

基礎調査（微地形
調査及び区域設
定）委託業務
（その２）

長崎市清水町2-4
復建・吉川土木Ｃ
特定土砂法関連基礎調
査業務委託共同企業体

一般競争入札
（１６者）

上五島支所
建設部
建設課

基礎調査（微地形
調査及び区域設
定）委託業務
（その１）

節 区 分
（地方機関） （住所・氏名） （入札業者数）

上五島支所
建設部
建設課

基礎調査（微地形
調査及び区域設
定）委託業務
（その３）

諫早市栄田町2-1
大成ジオテック・扇精光
コンサルタンツ
特定土砂法関連基礎調
査業務委託共同企業体

一般競争入札
（１６者）

所管部局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称



部局名： 五島振興局 H28.3.31 現在

所 管 課 契約相手の名称 契約方法

落 札 価 格契 約 金 額

（円） （円）

13 五島振興局 H27.8.5 H27.8.10 委託料

平成２７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

道路台帳平面図補
正
・道路改良・交通安
全（構造化データ作
成、現地調査は含
まない）
　＠２４８円／ｍ

・橋梁（断面図記入
含む・現地調査は
含まない）
　＠２８０円／ｍ

・防災（構造化デー
タ作成、現地調査
は含まない）
　＠１８３円／ｍ

・舗装（構造化デー
タ作成、現地調査
は含まない）
　＠６２円／ｍ

現地調査費
　＠３８５円／ｍ

施設台帳作成（現
地調査は含まない）
　＠３９８円／施設

施設台帳作成（現
地調査は含む）
　＠８０６円／施設

　　　　（税別）

道路台帳平面図補
正
・道路改良・交通安
全（構造化データ作
成、現地調査は含
まない）
　＠２４８円／ｍ

・橋梁（断面図記入
含む・現地調査は
含まない）
　＠２８０円／ｍ

・防災（構造化デー
タ作成、現地調査
は含まない）
　＠１８３円／ｍ

・舗装（構造化デー
タ作成、現地調査
は含まない）
　＠６２円／ｍ

現地調査費
　＠３８５円／ｍ

施設台帳作成（現
地調査は含まない）
　＠３９８円／施設

施設台帳作成（現
地調査は含む）
　＠８０６円／施設

　　　　（税別）

節 区 分
（地方機関） （住所・氏名） （入札業者数）

建設部
道路課

平成２７年度道路
台帳補正業務委託
単価契約

五島市上大津町880-7
杉測量(有)

指名競争入札
（５者）



部局名： 五島振興局 H28.3.31 現在平成２７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）
所 管 課 契約相手の名称 契約方法

落 札 価 格 契 約 金 額

（円） （円）
（住所・氏名） （入札業者数）

長崎市五島町8-7
(公社)長崎県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会

委託料

番号 所 管 部 局 入札日 契約日 契 約 の 名 称 節 区 分
（地方機関）

一般競争入札
（２者）

資料調査
　公簿類　　　490円/筆個
　地図類　　　　490円/筆
　図面類　　　1,110円/筆個
　疎明書面　 2,280円/件
　事前調査　18,810円/件
筆界確認
　多角測量　10,000円/点
　復元測量　 7,100円/点
　画地調整　 13,110円/区画
　上記加算　 8,720円/区画毎
民有地境界
　立会・確認　4,320円/点
　測距・探索　5,820円/点
　特殊作業　 10円/点
公共用地境界
　Ａランク　 9,400円/点
　Ｂランク　26,000円/点
　Ｃランク　10円/点
面積測量（地積）
　100㎡以下  24,920円
　200㎡以下  31,470円
　300㎡以下　36,590円
　400㎡以下  40,840円
　600㎡以下　48,040円
　800㎡以下　54,110円
　1,000㎡以下　59,370円
　2,000㎡以下  80,290円
　3,000㎡以下　96,330円
　4,000㎡以下　 99,000円
　5,000㎡以下 100,000円
　5,000㎡を超えて1,000㎡当たり8,000円
境界標設置
　境界点測設　　5,880円/点
　境界標埋設　　5,260円/点
  境界標打設
　　　金属鋲、金属プレート　580円/点
　　　プラ杭、真鍮基準鋲　　930円/点
　　　コンクリート杭　　　　　　2,610円/点
　引照点測量　  7,000円/点

資料調査
　公簿類　　　490円/筆個
　地図類　　　　490円/筆
　図面類　　　1,110円/筆個
　疎明書面　 2,280円/件
　事前調査　18,810円/件
筆界確認
　多角測量　10,000円/点
　復元測量　 7,100円/点
　画地調整　 13,110円/区画
　上記加算　 8,720円/区画毎
民有地境界
　立会・確認　4,320円/点
　測距・探索　5,820円/点
　特殊作業　 10円/点
公共用地境界
　Ａランク　 9,400円/点
　Ｂランク　26,000円/点
　Ｃランク　10円/点
面積測量（地積）
　100㎡以下  24,920円
　200㎡以下  31,470円
　300㎡以下　36,590円
　400㎡以下  40,840円
　600㎡以下　48,040円
　800㎡以下　54,110円
　1,000㎡以下　59,370円
　2,000㎡以下  80,290円
　3,000㎡以下　96,330円
　4,000㎡以下　 99,000円
　5,000㎡以下 100,000円
　5,000㎡を超えて1,000㎡当たり8,000円
境界標設置
　境界点測設　　5,880円/点
　境界標埋設　　5,260円/点
  境界標打設
　　　金属鋲、金属プレート　580円/点
　　　プラ杭、真鍮基準鋲　　930円/点
　　　コンクリート杭　　　　　　2,610円/点
　引照点測量　  7,000円/点

14 五島振興局
上五島支所
管理・用地課

H27.7.28 H27.8.3
平成27年度登記業務
委託（単価契約・五島
振興局上五島支所）



部局名： 五島振興局 H28.3.31 現在平成２７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）
所 管 課 契約相手の名称 契約方法

落 札 価 格 契 約 金 額

（円） （円）

嘱託手続業務
　表題基本額(嘱託手続）    5,610円/筆
　　上記加算額　  910円/1筆増す毎に
　表題基本額（所在図）　      1,010円/筆
　　上記加算額　 1,010円/1筆増す毎に
　表題基本額（地積測量図）　4,600円/筆
　　上記加算額　4,600円/1筆増す毎に
　分筆基本額（嘱託手続）（2筆まで）5,530円
　　上記加算額　  990円/1筆増す毎に
　分筆基本額（地積測量図）（2筆まで）6,190円
　　上記加算額　1,550円/1筆増す毎に
　地積の変更・更正基本額（嘱託手続） 5,570
円/筆
　　上記加算額　900円/1筆増す毎に
地積の変更・更正基本額（地積測量図）4,600
円/筆
　　上記加算額　4,600円/1筆増す毎に
合筆基本額（2筆まで） 100円
　　上記加算額　50円/1筆増す毎に
地目変更基本額　5,530円/筆
　 上記加算額　610円/1筆増す毎に
地図訂正申出（基本額）　　10,170円/1筆
　　上記加算額　　5,500円/1筆増す毎に
　測量訂正申出　　10,170円/筆
　滅失基本額　10円/筆
　　上記加算額　10円/1筆増す毎に
　所有者更正基本額10円/筆
　　上記加算額　10円/1筆増す毎に
    現地調査　8,080円/回
　所有者表示変更・更正基本額10円/筆
　　上記加算額　10円/1筆増す毎に
　分筆抹消（基本額）10円/筆
書類の作成
　文案を要するもの　　　　　2,500円/通
　文案を要しないもの　　　　1,230円/通
　不動産調査報告書　2,500円/通
　謄抄本交付手続及び受領　660円/通
　原本の複製　　　　　　　　　　620円/通
境界標打設等
　金属鋲　　　　　　　　　　　　　 50円/箇所
　金属プレート　　　　　　　　　250円/箇所
　真鋳基準鋲（砲金）　　　　  470円/箇所
　プラスチック杭（4.5ｃｍ角）　170円/箇所
　プラスチック杭（7.0ｃｍ角）　230円/箇所
　コンクリート杭（6.0ｃｍ角）　580円/箇所
　コンクリート杭（7.5ｃｍ角）　910円/箇所
　コンクリート杭（10.0ｃｍ角）　1,310円/箇所
　コンクリート杭（12.0ｃｍ角）　2,210円/箇所
現況平面図測量・製図　56,000円/枚
集合求積平面図作成　2,500円/枚
未登記案件に関する精査業務　4,700円/筆
日当
　土地家屋調査士　22,100円/日
　補助者Ａ　14,790円/日
　補助者Ｂ　13,580円/日
　　　　　　　　　　（税別）

長崎市五島町8-7
(公社)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
（２者）

節 区 分
（地方機関） （住所・氏名） （入札業者数）

14
（続き）

五島振興局
上五島支所
管理・用地課

H27.7.28 H27.8.3
平成27年度登記業務
委託（単価契約・五島
振興局上五島支所）

嘱託手続業務
　表題基本額(嘱託手続）    5,610円/筆
　　上記加算額　  910円/1筆増す毎に
　表題基本額（所在図）　      1,010円/筆
　　上記加算額　 1,010円/1筆増す毎に
　表題基本額（地積測量図）　4,600円/筆
　　上記加算額　4,600円/1筆増す毎に
　分筆基本額（嘱託手続）（2筆まで）5,530円
　　上記加算額　  990円/1筆増す毎に
　分筆基本額（地積測量図）（2筆まで）6,190円
　　上記加算額　1,550円/1筆増す毎に
地積の変更・更正基本額（嘱託手続） 5,570円/
筆
　　上記加算額　900円/1筆増す毎に
地積の変更・更正基本額（地積測量図）4,600
円/筆
　　上記加算額　4,600円/1筆増す毎に
合筆基本額（2筆まで） 100円
　　上記加算額　50円/1筆増す毎に
地目変更基本額　5,530円/筆
　　上記加算額　610円/1筆増す毎に
地図訂正申出（基本額）　　10,170円/1筆
　　上記加算額　　5,500円/1筆増す毎に
測量訂正申出　　10,170円/筆
　滅失基本額　10円/筆
　　上記加算額　10円/1筆増す毎に
　所有者更正基本額10円/筆
　　上記加算額　10円/1筆増す毎に
    現地調査　8,080円/回
　所有者表示変更・更正基本額10円/筆
　　上記加算額　10円/1筆増す毎に
　分筆抹消（基本額）10円/筆
書類の作成
　文案を要するもの　　　　　2,500円/通
　文案を要しないもの　　　　1,230円/通
　不動産調査報告書　2,500円/通
　謄抄本交付手続及び受領　660円/通
　原本の複製　　　　　　　　　　620円/通
境界標打設等
　金属鋲　　　　　　　　　　　　　 50円/箇所
　金属プレート　　　　　　　　　250円/箇所
　真鋳基準鋲（砲金）　　　　  470円/箇所
　プラスチック杭（4.5ｃｍ角）　170円/箇所
　プラスチック杭（7.0ｃｍ角）　230円/箇所
　コンクリート杭（6.0ｃｍ角）　580円/箇所
　コンクリート杭（7.5ｃｍ角）　910円/箇所
　コンクリート杭（10.0ｃｍ角）　1,310円/箇所
　コンクリート杭（12.0ｃｍ角）　2,210円/箇所
現況平面図測量・製図　56,000円/枚
集合求積平面図作成　2,500円/枚
未登記案件に関する精査業務　4,700円/筆
日当
　土地家屋調査士　22,100円/日
　補助者Ａ　14,790円/日
　補助者Ｂ　13,580円/日
　　　　　　　　　　（税別）

番号 所 管 部 局 入札日 契約日 契 約 の 名 称



部局名： 五島振興局 H28.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

15 五島振興局 H27.8.28 H27.9.1 4,798,000 5,181,840 委託料

16 五島振興局 H27.8.28 H27.9.3 1,460,000 1,576,800 委託料

17 五島振興局 H28.1.27 H28.1.27 1,200,000 1,296,000 委託料

18 五島振興局 H28.2.17 H28.2.19 1,800,000 1,944,000 委託料

平成２７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

建設部
道路課

道路交通情勢調査
業務委託（五島地
区交通量調査）

五島市幸町8-19
(有)川崎工務店

指名競争入札
（７者）

節 区 分
（地方機関） （住所・氏名） （入札業者数）

管理部
総務課

長崎県公舎の建築
設備点検業務委託
（五島市地区）

五島市大荒町37-2
(有)むつ設計

指名競争入札
（４者）

建設部
福江ダム
管理事務所

福江ダムゲート設
備・取水設備点検
業務委託

長崎市大黒町9-22
㈱大島造船所
長崎営業所

指名競争入札
（５者）

農林水産部
農村整備課

五島地区農地海岸
漂着物処理業務委
託

五島市上大津町2238-2
㈱セイホウ開発

一般競争入札
（２者）



部局名： 五島振興局 H28.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

19 五島振興局 H28.2.17 H28.2.19 900,000 972,000 委託料

20 五島振興局 H28.2.16 H28.2.22 委託料

21 五島振興局 H28.3.23 H28.3.29 2,836,500 3,063,420 委託料

22 五島振興局 H28.3.23 H28.3.28 2,120,000 2,289,600 委託料

平成２７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

建設部
河港課

貝津海岸漂着物地
域対策推進業務委
託

五島市上大津町2238-2
㈱セイホウ開発

一般競争入札
（２者）

節 区 分
（地方機関） （住所・氏名） （入札業者数）

管理部
総務課

平成２８年度
五島振興局総合庁
舎等宿日直業務委
託

（個人契約）
一般競争入札
（２者）

上五島支所
総務課

図面用複写機の複
写サービス

南松浦郡新上五島町有
川郷2618-1
㈱上五島アンプク

指名競争入札
（2者）

 月額基本料金
（400ｶｳﾝﾄ含む）

25,600円
401から500ｶｳﾝﾄ

まで＠6.7円
501から600ｶｳﾝﾄ

まで＠6.3円
601ｶｳﾝﾄ以上
　＠6.0円

 月額基本料金
（400ｶｳﾝﾄ含む）

25,600円
401から500ｶｳﾝﾄ

まで＠6.7円
501から600ｶｳﾝﾄ

まで＠6.3円
601ｶｳﾝﾄ以上

＠6.0円

保健部
衛生環境課

平成２８年度
犬捕獲抑留等業務
委託

（個人契約）
一般競争入札
（１者）



部局名： 五島振興局 H28.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

23 五島振興局 H28.3.23 H28.3.29 6,200,000 6,696,000 委託料

24 五島振興局 H28.3.23 H28.3.28 4,500,000 4,860,000 委託料

25 五島振興局 H28.3.25 H28.3.30 13,800,000 14,904,000 委託料

26 五島振興局 H28.3.24 H28.3.28       940,000     1,015,200 委託料

平成２７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

建設部
河港課

長崎県河川砂防情
報システム（五島・
上五島）保守点検
業務委託

佐世保市万徳町4-18
エコー電子工業㈱

一般競争入札
（１者）

節 区 分
（地方機関） （住所・氏名） （入札業者数）

建設部
福江空港
管理事務所

平成２８年度
福江空港照明施設
維持管理業務委託

五島市吉久木町231-1
㈱九電工　五島営業所

一般競争入札
（１者）

建設部
福江ダム
管理事務所

福江ダム管理用無
線設備保守点検業
務委託

五島市吉田町2532-5
こばた電設㈱

一般競争入札
（２者）

上五島支所
総務課

五島振興局上五島
支所庁舎清掃業務
委託

南松浦郡新上五島町江
ノ浜郷393-1
扶桑クリーンサービス

指名競争入札
（３者）



部局名： 五島振興局 H28.3.31 現在

所 管 課 落 札 価 格契 約 金 額 契約相手の名称 契約方法

（消費税込み）

（円） （円）

27 五島振興局 H28.3.24 H28.3.28     2,325,672     2,511,725 委託料

平成２７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

上五島支所
総務課

五島振興局上五島
支所庁舎宿日直業
務委託

（個人契約）
一般競争入札
（２者）

節 区 分
（地方機関） （住所・氏名） （入札業者数）


