
2018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）　　部局名：環境部 2019年3月末現在

番号 所管部局 所管課
(地方機関名) 入札日 契約日 契約の名称 落札価格(円) 契約金額(円) 契約相手の名称

（住所、氏名） 節区分 契約方法
（入札業者数）

1
環境部 環境政策課 2018年

  11月6日
2018年
  11月7日

平成３０年度環境技術交流事業支援業務
1,830,000 1,976,400

長崎市恵美須町７番１２号
有限会社アスピレーション
代表取締役　彭　暉子

委託料 一般競争入札
（1者）

2
環境部 水環境対策課 2018年

  7月6日
2018年
  7月12日

平成３０年度水道水源水質検査業務委託
2,945,000 3,180,600

西彼杵郡長与町高田郷364
0-3
公益社団法人　長崎県食品衛
生協会
会長　山口　弘勝

委託料 一般競争入札
（5者）

3
環境部 水環境対策課 2018年

  8月22日
2018年
  8月28日

長崎県流域下水道事業公営企業会計シス
テム構築業務委託 19,300,000 20,844,000

福井県坂井市丸岡町熊堂第３
号７番地１－１３
三谷コンピュータ株式会社
代表取締役社長　後　淳也

委託料 一般競争入札
（3者）

4
環境部 水環境対策課 2018年

  9月21日
2018年
  9月27日

大村湾南部浄化センター汚泥集約・再利
用計画策定業務委託 6,400,000 6,912,000

長崎市御船蔵町15-56
日本水工設計株式会社　長崎
事務所
所長　濱崎　和人

委託料 一般競争入札
（4者）

5
環境部 廃棄物対策課 2018年

  4月18日
2018年
  4月23日

産業廃棄物処理施設の硫化水素測定調査
業務委託 2,060,000 2,224,800

長崎市田中町603番3
株式会社　環境衛生科学研究
所
代表取締役社長　新宮一広

委託料 一般競争入札
（4者）

6
環境部 廃棄物対策課 2018年

  4月24日
2018年
  4月25日

平成30年度海ごみ交流事業業務委託
8,890,000 9,601,200

長崎市五島町3番3号
特定非営利活動法人　環境カ
ウンセリング協会長崎
理事長　早瀬隆司

委託料 一般競争入札
（2者）

7
環境部 廃棄物対策課 2018年

  5月30日
2018年
  6月5日

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 7,600,000 8,208,000

長崎市川口町10番2号
株式会社協環
代表取締役　林田群二

委託料 一般競争入札
（6者）

8
環境部 廃棄物対策課 2018年

  9月7日
2018年
  9月12日

平成３０年度ポリ塩化ビフェニル含有安
定器掘り起こし調査業務委託 2,203,994 2,380,313

長崎市興善町２番２４号　第
一生命長崎ビル
株式会社東京商工リサーチ　
長崎支店
支店長　大城　俊浩

委託料 一般競争入札
（3者）

9
環境部 廃棄物対策課 2018年

  11月12日
2018年
  11月16日

長崎県廃棄物処理計画進行管理・産業廃
棄物税効果検証調査業務委託 1,790,000 1,933,200

大阪府大阪市中央区南船場１
丁目１７番１１号
株式会社グリーンエコ
代表取締役　篠田　綾美

委託料 一般競争入札
（3者）

10
環境部 自然環境課 2018年

  11月29日
2018年
  12月5日

平成３０年度長崎県（壱岐対馬国定公園
区域）指定管理鳥獣捕獲等事業業務委託 3,620,000 3,909,600

対馬市厳原町日吉２８５番地
６
株式会社ひかり建設
代表取締役　浜本　敏靖

委託料 総合評価一般競争入札
（3者）

11
環境部 自然環境課 2019年

  3月13日
2019年
  3月19日

平成31年度　対馬自然の森案内業務委
託 2,194,000 2,369,520

対馬市厳原町今屋敷672番
地１
一般社団法人　対馬観光物産
協会
会長　江口　栄

委託料 一般競争入札
（1者）

※落札金額は税抜き、契約金額は税込みで記載（ただし、単価契約の契約金額は税抜きで記載）。
※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。



2018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）　　部局名：環境部 2019年3月末現在
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12
環境部 自然環境課 2019年

  3月26日
2019年
  3月26日

雲仙公園内公衆便所清掃業務委託
1,180,000 1,274,400

雲仙市小浜町雲仙３２０
一般財団法人　自然公園財団
　雲仙支部
所長　中島　順一

委託料 一般競争入札
（2者）

13
環境部 環境保健研究センター 2018年

  10月30日
2018年
  11月1日

特殊空調設備チラーユニット（日立アプ
ライアンス株式会社製RHUP1180
AH)改修業務

2,700,000 2,916,000
長崎市万才町７－１
高砂熱学工業株式会社　長崎
営業所
所長　福田　茂光

需用費 一般競争入札
（1者）

14
環境部 環境保健研究センター 2018年

  10月30日
2018年
  11月2日

安全キャビネット保守業務委託
2,186,000 2,360,880

諫早市多良見町化屋１７８１
－１
正晃株式会社　長崎営業所
所長　石井　淳

委託料 指名競争入札
（3者）

15
環境部 環境保健研究センター 2018年

  12月20日
2018年
  12月21日

高圧ガス配管改修業務
1,250,000 1,350,000

大村市池田２丁目１１９２－
２
株式会社　巴商会　長崎営業
所
所長　森谷篤行

需用費 一般競争入札
（1者）

16
環境部 地域環境課 2018年

  4月24日
2018年
  4月25日

平成３０年度島原半島内地下水等調査業
務委託 2,060,000 2,224,800

長崎市田中町６０３番３
株式会社環境衛生科学研究所
代表取締役社長　新宮　一広

委託料 一般競争入札
（7者）

17
環境部 地域環境課 2018年

  4月27日
2018年
  5月1日

大村湾環境レビュー調査業務委託
1,830,000 1,976,400

長崎市恵美須町２－６－９０
３
三洋テクノマリン株式会社長
崎営業所
所長　山地　定明

委託料 一般競争入札
（5者）

18
環境部 地域環境課 2018年

  5月1日
2018年
  5月7日

平成３０年度有害大気汚染物質調査分析
業務委託 2,300,000 2,484,000

西彼杵郡長与町高田郷３６４
０－３
公益社団法人長崎県食品衛生
協会
会長　山口　弘勝

委託料 一般競争入札
（5者）

19
環境部 地域環境課 2018年

  5月31日
2018年
  6月6日

平成３０年度国設酸性雨測定所オゾン計
保守点検業務委託 940,000 1,015,200

長崎市本原町３５－２０
株式会社旺計社長崎営業所
所長　藤原　可能

委託料 一般競争入札
（2者）

20
環境部 地域環境課 2018年

  6月20日
2018年
  6月28日

平成３０年度長崎県ヨウ素サンプラ整備
事業 17,000,000 18,360,000

福岡県福岡市早良区百道浜２
－１－１
株式会社日立製作所九州支社
支社長　梅野　淳司

備品購入費 一般競争入札
（1者）

21
環境部 地域環境課 2018年

  7月10日
2018年
  7月13日

平成３０年度ダイオキシン類調査業務委
託 5,700,000 6,156,000

佐世保市白岳町１６６－１
株式会社微研テクノス
代表取締役　河口　基興

委託料 一般競争入札
（7者）

22
環境部 地域環境課 2018年

  9月10日
2018年
  9月12日

平成３０年度排出ガス等調査業務委託
1,200,000 1,296,000

西彼杵郡長与町高田郷３６４
０－３
公益社団法人長崎県食品衛生
協会
会長　山口　弘勝

委託料 一般競争入札
（5者）

※落札金額は税抜き、契約金額は税込みで記載（ただし、単価契約の契約金額は税抜きで記載）。
※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。
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23
環境部 地域環境課 2018年

  12月5日
2018年
  12月6日

長崎県環境放射線テレメータシステム機
器更新及びシステム改修業務委託 51,000,000 55,080,000

福岡県福岡市早良区百道浜２
－１－１
株式会社日立製作所九州支社
支社長　梅野　淳司

委託料 一般競争入札
（1者）

24
環境部 地域環境課 2019年

  3月13日
2019年
  3月15日

平成３１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 5,800,000 6,380,000

西彼杵郡長与町高田郷３６４
０－３
公益社団法人長崎県食品衛生
協会
会長　山口　弘勝

委託料 一般競争入札
（3者）

25
環境部 地域環境課 2019年

  3月13日
2019年
  3月19日

平成３１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 16,900,000 18,590,000

長崎市本原町３５－２０
株式会社旺計社長崎営業所
所長　本島　健司

委託料 一般競争入札
（2者）

26
環境部 地域環境課 2019年

  3月19日
2019年
  3月25日

平成３１年度長崎県水質監視調査業務委
託 17,000,000 18,360,000

長崎市葉山１－２８－１－５
０２
エヌエス環境株式会社長崎営
業所
所長　小池　順

委託料 一般競争入札
（8者）

27
環境部 地域環境課 2019年

  3月22日
2019年
  3月26日

環境放射線テレメータシステム測定機器
類保守・点検業務委託 35,500,000 39,050,000

福岡県福岡市早良区百道浜２
－１－１
株式会社日立製作所九州支社
支社長　梅野　淳司

委託料 一般競争入札
（1者）

28
環境部 地域環境課 2019年

  3月22日
2019年
  3月28日

平成３１年度国設酸性雨測定所PM2.
5計保守管理委託業務 1,750,000 1,890,000

佐世保市三川内新町２６－１
西部環境調査株式会社
代表取締役　山本　利典

委託料 一般競争入札
（2者）

29
環境部 地域環境課 2019年

  3月22日
2019年
  3月28日

平成３１年度国設酸性雨測定所保守管理
運営委託業務 3,070,000 3,315,600

佐世保市三川内新町２６－１
西部環境調査株式会社
代表取締役　山本　利典

委託料 一般競争入札
（4者）

30
環境部 地域環境課 2019年

  3月22日
2019年
  3月28日

平成３１年度酸性雨調査委託業務
2,030,000 2,192,400

佐世保市白岳町１６６－１
株式会社微研テクノス
代表取締役　河口　基興

委託料 一般競争入札
（4者）

※落札金額は税抜き、契約金額は税込みで記載（ただし、単価契約の契約金額は税抜きで記載）。
※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。
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