
2019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：土木部 2020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
土木部 監理課 2019年

  4月22日
2019年
  4月22日

経営事項審査に係るデータ入力業務委託
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

福岡県福岡市博多区石城町１
番１号
ＮＤＳデータソリューション
ズ株式会社
代表取締役　三舩　英之

委託料 一般競争入札
（1者）

2
土木部 監理課 2019年

  10月11日
2019年
  10月17日

海上境界の設定に係る検討業務委託
4,500,000 4,950,000

長崎市興善町２番２４号
株式会社パスコ長崎支店
支店長　山本　靖彦

委託料 一般競争入札
（1者）

3
土木部 道路建設課 2019年

  6月14日
2019年
  6月14日

長崎地域道路概略設計業務委託
12,695,000 13,964,500

長崎市万才町６番３４号
国際航業株式会社長崎支店
支店長　今井　啓介

委託料 指名競争入札
（10者）

4
土木部 道路建設課 2019年

  6月14日
2019年
  6月18日

幹線道路整備効果等検討業務委託
4,200,000 4,620,000

長崎市葉山１丁目２８番１号
株式会社ケー・シー・エス長
崎営業所
所長　佐野　正

委託料 指名競争入札
（7者）

5
土木部 道路建設課 2019年

  6月14日
2019年
  6月19日

長崎県内幹線道路交通量推計業務委託
7,150,000 7,865,000

長崎市東町1946-3-1
03
株式会社ウエスコ長崎営業所
所長　奥山　道哉

委託料 指名競争入札
（10者）

6
土木部 道路建設課 2019年

  7月22日
2019年
  7月22日

道路施設現況調査業務委託
6,300,000 6,930,000

長崎市田中町５８５番地４
扇精光コンサルタンツ株式会
社
代表取締役　安部　清美

委託料 指名競争入札
（7者）

7
土木部 道路建設課 2019年

  9月2日
2019年
  9月2日

長崎県内交通状況調査業務委託
5,600,000 6,160,000

長崎市田中町５８５－４
扇精光コンサルタンツ（株）
代表取締役　安部　清美

委託料 指名競争入札
（7者）

8
土木部 道路建設課 2019年

  10月23日
2019年
  10月29日

道路空間の新たな有効活用検討業務委託
4,580,000 5,038,000

長崎市大黒町９－２２
（株）建設技術研究所　長崎
事務所
所長　鴻池　貴之

委託料 指名競争入札
（7者）

9
土木部 道路建設課 2019年

  12月16日
2019年
  12月23日

長崎県幹線道路ネットワーク検討業務委
託 8,380,000 9,218,000

大村市玖島２－３７０－７
株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ 長崎事務所
所長　重中 一人

委託料 指名競争入札
（7者）

10
土木部 道路建設課 2020年

  2月14日
2020年
  2月20日

道路事業資料作成業務委託
4,050,000 4,455,000

長崎市馬町５５番地
株式会社　オリエントアイエ
ヌジー
代表取締役　中島 靖人

委託料 指名競争入札
（5者）

11
土木部 道路建設課 2020年

  3月17日
2020年
  3月23日

地域高規格道路計画検討業務委託
5,990,000 6,589,000

長崎市西坂町２番３号
日本工営 株式会社　長崎事
務所
所長　荻野 晋

委託料 指名競争入札
（10者）

12
土木部 港湾課 2020年

  3月19日
2020年
  3月25日

上五島空港照明施設維持管理業務委託
1,470,000 1,617,000

長崎市平野町22番40号
株式会社九電工　長崎支店
理事支店長　岐部　孝典

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。
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13
土木部 港湾課 2020年

  3月23日
2020年
  3月26日

令和２年度長崎空港内外連絡通路警備業
務委託 4,596,000 5,055,600

大村市原口町1148番地６
株式会社中央綜合警備保障
代表取締役　　堀内　敏也

委託料 一般競争入札
（1者）

14
土木部 港湾課 2020年

  3月23日
2020年
  3月27日

令和2年度長崎空港内外連絡通路昇降設
備及び動く歩道保守点検業務委託 5,700,000 6,270,000

長崎市万才町3-5
三菱電機ビルテクノサービス
株式会社　長崎支店
支店長　井鳥　篤

委託料 一般競争入札
（1者）

15
土木部 港湾課 2020年

  3月23日
2020年
  3月27日

令和2年度長崎空港内外連絡通路清掃業
務委託 2,976,000 3,273,600

諫早市真崎町1742
株式会社アルス
代表取締役　今里　悟

委託料 一般競争入札
（2者）

16
土木部 河川課 2020年

  3月24日
2020年
  3月24日

「令和２年度　県民参加の地域づくり事
業」に係る傷害保険及び対人・対物賠償
責任保険契約

739,000 739,000
長崎市万才町６－３５　
ノバリ株式会社　ノバリ長崎
トータルサービス
所長　茂田　保治

役務費 一般競争入札
（2者）

17
土木部 住宅課 2019年

  10月2日
2019年
  10月8日

県営住宅管理システム用サーバ賃貸借
4,459,200 4,905,120

長崎市恵美須町４－５
ＮＢＣ情報システム株式会社
代表取締役　中部　省三

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

18
土木部 建設企画課 2019年

  4月16日
2019年
  4月19日

建設CAD導入保守管理業務委託
2,720,000 2,992,000

福岡県福岡市博多区博多駅前
４－９－２
川田テクノシステム株式会社
　九州営業所
所長　猿渡　成人

委託料 一般競争入札
（2者）

19
土木部 建設企画課 2019年

  7月26日
2019年
  7月26日

電子入札システム設計業務委託
13,050,000 14,355,000

福岡県福岡市中央区長浜２－
４－１
東芝デジタルソリューション
ズ株式会社　九州支社
支社長　本松　仁

委託料 一般競争入札
（1者）

20
土木部 建設企画課 2019年

  8月28日
2019年
  9月3日

砕砂活用研究業務委託(マニュアル作成
) 5,000,000 5,500,000

長崎市御船蔵町２－３
西日本技術開発株式会社　長
崎営業所
所長　吉田　公彦

委託料 一般競争入札
（1者）

21
土木部 建設企画課 2019年

  9月25日
2019年
  9月27日

「土木の日」パネル・模型展運営業務委
託 1,088,000 1,196,800

長崎市栄町５番５号
株式会社　創見
代表取締役　早田　康平

委託料 一般競争入札
（2者）

22
土木部 建設企画課 2020年

  2月28日
2020年
  3月4日

３１債建企委第７号　電子入札システム
運用管理業務委託(R2年度) 8,514,500 9,365,950

福岡県福岡市中央区長浜２－
４－１
東芝デジタルソリューション
ズ株式会社　九州支社
支社長　本松 仁

委託料 一般競争入札
（1者）

23
土木部 建設企画課 2020年

  3月6日
2020年
  3月12日

３１債建企委第９号　長崎県公共事業技
術情報システム運用維持管理業務委託(
Ｒ２年度)

15,087,000 16,595,700
長崎市栄町５番１１号
株式会社ＮＤＫＣＯＭ
代表取締役　中野 一英

委託料 一般競争入札
（1者）

24
土木部 建設企画課 2020年

  3月27日
2020年
  3月30日

３１債建企委第8号　電子入札システム
改修運用管理業務委託 76,000,000 83,600,000

福岡県福岡市中央区長浜２－
４－１
東芝デジタルソリューション
ズ株式会社　九州支社
支社長　本松 仁

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。
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25
土木部 用地課 2020年

  3月26日
2020年
  3月27日

長崎県用地総合システム保守管理業務委
託 1,220,000 1,342,000

長崎市花丘町４番１６号３階
株式会社デュアルキーシステ
ム
代表取締役　柿田　茂博

委託料 一般競争入札
（1者）

26
土木部 道路維持課 2019年

  5月7日
2019年
  5月7日

道路維持課事業資料作成業務委託（災害
防除事業） 4,600,000 5,060,000

長崎市小江原５丁目３番２１
号
株式会社アース
代表取締役　村川　慶二

委託料 指名競争入札
（7者）

27
土木部 道路維持課 2019年

  6月14日
2019年
  6月14日

長崎県道路舗装維持管理計画改訂業務委
託 11,400,000 12,540,000

長崎市興善町２番２４号
株式会社パスコ長崎支店
支店長　山本　靖彦

委託料 指名競争入札
（10者）

28
土木部 道路維持課 2019年

  6月14日
2019年
  6月17日

道路トンネル維持管理計画作成業務委託
8,400,000 9,240,000

長崎市樺島町６番１５号
基礎地盤コンサルタンツ株式
会社
支店長　伊東　周作

委託料 指名競争入札
（10者）

29
土木部 道路維持課 2019年

  6月26日
2019年
  6月26日

長崎県サイクリングルート走行環境整備
設計業務委託 16,100,000 17,710,000

長崎市馬町５５番地
株式会社オリエントアイエヌ
ジー
代表取締役　中島　靖人

委託料 指名競争入札
（10者）

30
土木部 道路維持課 2019年

  7月22日
2019年
  7月25日

路面性状調査業務委託
16,300,000 17,930,000

長崎市興善町２番２４号
株式会社パスコ長崎支店
支店長　山本　靖彦

委託料 指名競争入札
（10者）

31
土木部 道路維持課 2019年

  7月22日
2019年
  7月26日

長崎県内交通検討業務委託
7,131,000 7,844,100

長崎県大黒町９－２２
株式会社建設技術研究所　長
崎事務所
所長　鴻池　貴之

委託料 指名競争入札
（7者）

32
土木部 道路維持課 2019年

  8月5日
2019年
  8月5日

道路法面等調査設計業務委託
4,765,000 5,241,500

佐世保市矢峰町１０９
株式会社　昭和ボーリング
代表取締役　河内　俊雄

委託料 指名競争入札
（7者）

33
土木部 道路維持課 2019年

  8月5日
2019年
  8月8日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（鷹島肥前大橋） 37,000,000 40,700,000

長崎市旭町５番１号
株式会社  長大　長崎事務
所
所長　池田　武士

委託料 指名競争入札
（10者）

34
土木部 道路維持課 2019年

  8月14日
2019年
  8月14日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（島原深江道路） 56,000,000 61,600,000

諫早市小川町１０９－２
株式会社技術開発コンサルタ
ント長崎事務所
所長　江藤　隆幸

委託料 指名競争入札
（10者）

35
土木部 道路維持課 2019年

  8月14日
2019年
  8月20日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（伊王島大橋外４橋） 52,800,000 58,080,000

長崎市旭町５番１号
株式会社  長大　長崎事務
所
所長　池田　武士

委託料 指名競争入札
（10者）

36
土木部 道路維持課 2019年

  9月6日
2019年
  9月9日

日本風景街道検討業務委託
950,000 1,045,000

長崎市田中町５８５－４
扇精光コンサルタンツ（株）
代表取締役　安部　清美

委託料 指名競争入札
（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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37
土木部 道路維持課 2019年

  12月16日
2019年
  12月17日

長崎県橋梁維持管理計画関係業務委託（
システム改修） 11,300,000 12,430,000

長崎市中町４番２３号
パシフィックコンサルタンツ
株式会社　長崎事務所
所長　伊藤 浩孝

委託料 指名競争入札
（10者）

38
土木部 道路維持課 2019年

  12月16日
2019年
  12月23日

長崎県橋梁維持管理計画関係業務委託
6,600,000 7,260,000

長崎市矢上町３９－２３－１
０１
大日本コンサルタント株式会
社　長崎営業所
所長　島田 伸一郎

委託料 指名競争入札
（7者）

39
土木部 道路維持課 2020年

  2月12日
2020年
  2月18日

生月大橋鋼材ひびわれ調査業務委託
6,050,000 6,655,000

西彼杵郡時津町日並郷１０８
５－１７
株式会社 千代田コンサルタ
ント　長崎営業所
所長　寺本 幸司

委託料 指名競争入札
（7者）

40
土木部 道路維持課 2020年

  3月17日
2020年
  3月18日

道路維持課事業資料作成業務委託（災害
防除事業） 4,765,000 5,241,500

長崎市小江原５丁目３番２１
号
株式会社 アース
代表取締役　村川 慶二

委託料 指名競争入札
（7者）

41
土木部 道路維持課 2020年

  3月17日
2020年
  3月18日

道路維持課事業資料作成等業務委託（舗
装補修事業） 2,840,000 3,124,000

長崎市田中町５８５番地４
扇精光コンサルタンツ 株式
会社
代表取締役　安部 清美

委託料 指名競争入札
（7者）

42
土木部 道路維持課 2020年

  3月17日
2020年
  3月23日

道路維持課事業資料作成業務委託（橋梁
補修事業） 5,600,000 6,160,000

長崎市下西山町７番１号
株式会社 ペック
代表取締役　杉山 玲子

委託料 指名競争入札
（7者）

43
土木部 道路維持課 2020年

  3月17日
2020年
  3月23日

道路維持課事業資料作成業務（交通安全
事業） 7,600,000 8,360,000

長崎市光町１０番５号 吉川
ビル２階
有限会社 吉川土木コンサル
タント
取締役　吉川 國夫

委託料 指名競争入札
（7者）

44
土木部 道路維持課 2020年

  3月24日
2020年
  3月25日

長崎県道路情報板保守点検業務委託
3,300,000 3,630,000

佐世保市万徳町４番１８号
エコー電子工業 株式会社
代表取締役　&#26583
; 本　淸 人

委託料 指名競争入札
（7者）

45
土木部 道路維持課 2020年

  3月24日
2020年
  3月30日

西海橋防護柵改良検討概略設計業務委託
7,000,000 7,700,000

長崎市旭町５番１号
株式会社 長大　長崎事務所
代表取締役　池田 武士

委託料 指名競争入札
（7者）

46
土木部 道路維持課 2020年

  3月25日
2020年
  3月31日

生月大橋鋼材ひびわれ調査業務委託
9,700,000 10,670,000

長崎市旭町５番１号
株式会社 長大　長崎事務所
代表取締役　池田 武士

委託料 指名競争入札
（10者）

47
土木部 砂防課 2020年

  2月6日
2020年
  2月12日

長崎県河川砂防情報システム改修業務委
託 26,500,000 29,150,000

佐世保市万徳町４番１８号
エコー電子工業株式会社
代表取締役　　松本　清人

委託料 一般競争入札
（1者）

48
土木部 都市政策課 2019年

  5月23日
2019年
  5月24日

環長崎港地域アーバンデザインシステム
運営業務委託 5,750,000 6,325,000

長崎市馬町５５番地
株式会社　オリエントアイエ
ヌジー
代表取締役　中島　靖人

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。



2019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：土木部 2020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）

49
土木部 都市政策課 2019年

  7月29日
2019年
  8月9日

都市計画に関する基礎調査業務委託（長
与町・時津町） 7,320,000 8,052,000

長崎市万才町６－３５
アジア航測株式会社　長崎営
業所
所　長　西野 禎一

委託料 指名競争入札
（10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。



漢字を含まないデータ　１件当たり　20円
漢字を含むデータ　１件当たり　35円

(落札)

漢字を含まないデータ　１件当たり　20円
漢字を含むデータ　１件当たり　35円

(契約)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

