
2020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 2021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 2020年

  4月21日
2020年
  4月22日

令和2年度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 2020年

  8月4日
2020年
  8月4日

令和２年度長崎県入札参加資格電子申請
システム改修業務委託 5,005,350 5,505,885

長崎市栄町5-1-1　　
（株）ＮＤＫＣＯＭ
代表取締役　中野　一英

委託料 一般競争入札
（1者）

3
土木部 道路建設課 2020年

  5月15日
2020年
  5月18日

長崎県の道づくり基本方針検討業務委託
7,900,000 8,690,000

長崎市葉山１－２８－１
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
（10者）

4
土木部 道路建設課 2020年

  5月29日
2020年
  6月2日

道路施設現況調査業務委託
8,700,000 9,570,000

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
（10者）

5
土木部 道路建設課 2020年

  6月15日
2020年
  6月18日

長崎県内幹線道路交通量推計業務委託
6,900,000 7,590,000

長崎市東町１９４６－３－１
０３
株式会社ウエスコ 長崎営業
所
所長　森田 誠

委託料 指名競争入札
（10者）

6
土木部 道路建設課 2020年

  7月3日
2020年
  7月6日

島原天草長島架橋基礎調査委託（地震観
測調査） 5,500,000 6,050,000

長崎市新地町５－１７
川崎地質株式会社　長崎営業
所
所長　瓜生　竜也

委託料 指名競争入札
（7者）

7
土木部 道路建設課 2020年

  7月15日
2020年
  7月21日

県北地域道路概略設計業務委託
10,655,000 11,720,500

長崎市万才町６－３４
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）

8
土木部 道路建設課 2020年

  7月29日
2020年
  8月3日

島原天草長島架橋基礎調査委託（風観測
調査） 1,970,000 2,167,000

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）

9
土木部 道路建設課 2021年

  1月13日
2021年
  1月15日

道路事業資料作成業務委託
4,450,000 4,895,000

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
（7者）

10
土木部 道路建設課 2021年

  2月22日
2021年
  2月26日

西彼杵地域数値図化平面図作成業務委託
8,249,000 9,073,900

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）

11
土木部 港湾課 2020年

  4月16日
2020年
  4月22日

小値賀空港照明施設維持管理業務委託
1,582,000 1,740,200

長崎市平野町22番40号
株式会社　九電工　長崎支店
執行役員支店長　岐部　孝典

委託料 一般競争入札
（1者）

12
土木部 港湾課 2020年

  11月20日
2020年
  11月26日

上五島・小値賀空港定電流調整装置等点
検業務委託 1,460,000 1,606,000

福岡県福岡市中央区天神４－
６－７
株式会社有電社　九州支店
支店長　大薗　隆光

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。



2020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 2021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）

13
土木部 港湾課 2021年

  3月19日
2021年
  3月23日

令和3年度長崎空港内外連絡通路警備業
務委託 4,580,000 50,380,000

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 河川課 2020年

  12月9日
2020年
  12月14日

２河防第1号　長崎県ダム防災・減災対
策等強化工事 11,700,000 12,870,000

佐世保市万徳町４－１８
エコー電子工業株式会社
代表取締役　&#26583
;本　淸人

工事請負費 指名競争入札
（8者）

15
土木部 河川課 2020年

  12月22日
2020年
  12月25日

２河情第1号　長崎県河川砂防情報シス
テム改修業務委託 12,100,000 13,310,000

佐世保市万徳町４－１８
エコー電子工業株式会社
代表取締役　&#26583
;本　淸人

委託料 一般競争入札
（1者）

16
土木部 河川課 2021年

  3月10日
2021年
  3月16日

２河情第3号　長崎県情報基盤整備工事
(1工区) 18,589,000 20,447,900

長崎市田中町５８６番地3
西部通信工業株式会社
代表取締役　大塚　道隆

工事請負費 指名競争入札
（10者）

17
土木部 河川課 2021年

  3月10日
2021年
  3月16日

２河情第４号　長崎県情報基盤整備工事
(２工区) 25,850,000 28,435,000

佐世保市万徳町４－１８
エコー電子工業株式会社
代表取締役　&#26583
;本　淸人

工事請負費 指名競争入札
（10者）

18
土木部 河川課 2021年

  3月10日
2021年
  3月16日

２河情第５号　長崎県情報基盤整備工事
(３工区) 10,700,000 11,770,000

壱岐市芦部町諸吉大石触２１
５－２
株式会社大和屋電機
代表取締役　坂本　晋

工事請負費 指名競争入札
（12者）

19
土木部 河川課 2021年

  3月19日
2021年
  3月25日

「令和３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
（1者）

20
土木部 住宅課 2020年

  5月20日
2020年
  5月25日

県営住宅管理システム維持管理及び運用
業務委託 19,228,000 21,150,800

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

委託料 一般競争入札
（1者）

21
土木部 住宅課 2020年

  11月30日
2020年
  12月2日

県営深堀団地Ｃ・Ｄ群土地に係る測量分
筆登記業務委託 1,319,634 1,451,597

長崎市下町３番７号
土地家屋調査士野村健一事務
所
代表者　野村　健一

委託料 一般競争入札
（4者）

22
土木部 建設企画課 2020年

  7月6日
2020年
  7月10日

２建企委第４号　建設業ＰＲ映像制作業
務委託 2,000,000 2,200,000

長崎市金屋町１番７号
株式会社　ＫＴＮソサエティ
代表取締役社長　東島　尚志

委託料 総合評価一般競争入札
（5者）

23
土木部 建設企画課 2020年

  9月9日
2020年
  9月15日

2建企委第5号長崎県公共事業技術情報
システム改修業務委託 11,250,000 12,375,000

長崎市田中町585番地5
扇精光ソリューションズ株式
会社
代表取締役　濱口　晴樹

委託料 一般競争入札
（1者）

24
土木部 建設企画課 2020年

  11月25日
2020年
  12月1日

2建企購第1号 建設工事等リモート化
システム（ウェアラブルカメラ等） 5,480,000 6,028,000

長崎市田中町585番地5
扇精光ソリューションズ株式
会社
代表取締役　濵口　晴樹

備品購入費 一般競争入札
（1者）

25
土木部 建設企画課 2021年

  3月11日
2021年
  3月17日

2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（R
3年度）

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

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。



2020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 2021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）

26
土木部 建設企画課 2021年

  3月22日
2021年
  3月29日

2債建企調　第1号　令和3年度　建設
資材価格・労務費調査業務委託 85,500,000 94,050,000

福岡県福岡市博多区博多駅前
2丁目3番7号
一般財団法人　経済調査会　
九州支部
寺田　浩一

委託料 一般競争入札
（1者）

27
土木部 建設企画課 2021年

  3月30日
2021年
  3月31日

2債建企委第７号　電子入札システム運
用管理業務委託（R3年度） 34,040,000 37,444,000

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

委託料 一般競争入札
（1者）

28
土木部 用地課 2021年

  3月25日
2021年
  3月26日

長崎県用地総合システム保守監理業務委
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）

29
土木部 道路維持課 2020年

  5月8日
2020年
  5月14日

令和２年度道路賠償責任保険
4,225,070 4,225,070

長崎市興善町３－５
東京海上日動火災保険株式会
社　長崎支店
支店長　藤本　直季

役務費 一般競争入札
（2者）

30
土木部 道路維持課 2020年

  5月15日
2020年
  5月19日

橋梁調査業務委託
12,480,000 13,728,000

長崎市田中町５８５－４
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
（10者）

31
土木部 道路維持課 2020年

  6月15日
2020年
  6月18日

道路維持課交通安全事業資料作成業務委
託 7,600,000 8,360,000

雲仙市瑞穂町西郷甲７３５－
１
株式会社オリエントアイエヌ
ジー 雲仙営業所
所長　駒田 次春

委託料 指名競争入札
（7者）

32
土木部 道路維持課 2020年

  6月15日
2020年
  6月19日

長崎県舗装維持管理システム更新業務委
託 5,350,000 5,885,000

長崎市興善町２－２４
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
（7者）

33
土木部 道路維持課 2020年

  7月22日
2020年
  7月28日

長崎県大型構造物点検業務委託
23,700,000 26,070,000

長崎市樺島町６－１５
基礎地盤コンサルタンツ株式
会社　長崎支店
支店長　熊岡　康之進

委託料 指名競争入札
（10者）

34
土木部 道路維持課 2020年

  8月6日
2020年
  8月12日

道路法面等調査業務委託その１
5,780,000 6,358,000

長崎市下黒崎町１３３７
株式会社親和テクノ長崎営業
所
所長　葭谷　武司

委託料 指名競争入札
（7者）

35
土木部 道路維持課 2020年

  8月21日
2020年
  8月27日

道路法面等調査業務委託その２
5,980,000 6,578,000

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）

36
土木部 道路維持課 2020年

  8月28日
2020年
  9月3日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（浦上川高架橋） 15,700,000 17,270,000

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
（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。



2020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 2021年3月末現在

番号 所管部局 所管課
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37
土木部 道路維持課 2020年

  9月10日
2020年
  9月18日

路面性状調査業務委託
11,000,000 12,100,000

大村市富の原２－５２１
ニチレキ株式会社　長崎営業
所
副所長　山口　雅成

委託料 一般競争入札
（3者）

38
土木部 道路維持課 2020年

  9月14日
2020年
  9月18日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（戸岐大橋） 13,000,000 14,300,000

長崎市勝山町３７
株式会社中央技術コンサルタ
ンツ　長崎支店
支店長　田浦　智久

委託料 指名競争入札
（10者）

39
土木部 道路維持課 2020年

  10月19日
2020年
  10月28日

路面下空洞調査業務委託
15,000,000 16,500,000

福岡県福岡市中央区天神３丁
目４番７号
ジオ・サーチ株式会社　九州
事務所
事務所長　久間　慎之

委託料 一般競争入札
（1者）

40
土木部 道路維持課 2020年

  11月11日
2020年
  11月17日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（平戸大橋） 33,000,000 36,300,000

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）

41
土木部 道路維持課 2020年

  11月16日
2020年
  11月17日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（生月大橋） 39,500,000 43,450,000

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）

42
土木部 道路維持課 2020年

  11月16日
2020年
  11月20日

主要地方道平戸生月線道路災害防除工事
（斜面安全性検討業務委託） 13,440,000 14,784,000

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）

43
土木部 道路維持課 2020年

  12月10日
2020年
  12月16日

長崎県橋梁耐震補強工事設計等業務委託
（中戸大橋） 20,500,000 22,550,000

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）

44
土木部 道路維持課 2020年

  12月16日
2020年
  12月22日

長崎県長大橋梁長寿命化計画検討業務委
託 24,900,000 27,390,000

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）

45
土木部 道路維持課 2021年

  3月18日
2021年
  3月24日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（荒川橋外３橋） 33,800,000 37,180,000

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）

46
土木部 道路維持課 2021年

  3月26日
2021年
  3月31日

道路維持課事業資料作成業務委託（交通
安全事業） 7,000,000 7,700,000

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）

47
土木部 道路維持課 2021年

  3月26日
2021年
  3月31日

道路維持課事業資料作成業務委託（橋梁
補修事業） 6,050,000 6,655,000

長崎市西山町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）

48
土木部 道路維持課 2021年

  3月26日
2021年
  3月31日

道路維持課事業資料作成業務委託（災害
防除事業） 4,150,000 4,565,000

長崎市高尾町４６番２７号
株式会社工藤測量設計
代表取締役　野里　茂喜

委託料 指名競争入札
（7者）

49
土木部 道路維持課 2021年

  3月26日
2021年
  3月31日

道路維持課事業資料作成業務委託（舗装
補修事業） 2,900,000 3,190,000

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）

※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。



2020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 2021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）

50
土木部 道路維持課 2021年

  3月26日
2021年
  3月31日

長崎県道路情報板保守点検業務委託
4,300,000 4,730,000

佐世保市万穂町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）

51
土木部 砂防課 2020年

  11月2日
2020年
  11月12日

３１補繰砂緊改砂第1号　砂防設備　長
寿命化計画策定マニュアル作成業務委託 16,700,000 18,370,000

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
（12者）

52
土木部 砂防課 2020年

  11月2日
2020年
  11月12日

３１補繰砂緊改砂第２号　地すべり防止
施設　長寿命化計画策定マニュアル作成
業務委託

10,231,000 11,254,100
長崎市大黒町９－２２
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 指名競争入札
（12者）

53
土木部 砂防課 2020年

  11月24日
2020年
  11月27日

２砂基調第１号　長崎県基礎調査区域調
書整理業務委託 3,700,000 4,070,000

長崎市田中町５８５－４
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）

54
土木部 砂防課 2020年

  11月24日
2020年
  11月30日

３１補繰砂緊改砂第４号　急傾斜地崩壊
防止施設　長寿命化計画策定マニュアル
作成業務委託

13,873,000 15,260,300
長崎市扇町１３－７
株式会社東光コンサルタンツ
　長崎営業所
所長　高比良　順

委託料 指名競争入札
（12者）

55
土木部 砂防課 2021年

  3月19日
2021年
  3月25日

２補砂情第1号　土砂災害発生危険基準
線設定業務委託 17,039,000 18,742,900

大黒町9番22号
八千代エンジニアリング株式
会社　長崎事務所
所長　松本　隆

委託料 指名競争入札
（10者）

56
土木部 都市政策課 2020年

  6月22日
2020年
  6月25日

都市計画に関する基礎調査業務委託（島
原市・対馬市） 8,500,000 9,350,000

長崎市東町１９４６－３－１
０３
株式会社　ウエスコ　長崎営
業所
所長　森田　誠

委託料 指名競争入札
（11者）

57
土木部 都市政策課 2020年

  8月19日
2020年
  8月31日

長崎駅前ターミナル公共施設等の整備運
営事業スキーム検討調査業務委託 1,500,000 1,650,000

福岡県福岡市博多区住吉三丁
目1番1号
株式会社　東畑建築事務所　
九州オフィス
執行役員代表　河野　和久

委託料 一般競争入札
（3者）

58
土木部 都市政策課 2020年

  8月31日
2020年
  9月8日

都市計画に関する基礎調査業務委託（雲
仙市） 5,690,000 6,259,000

長崎市万才町６－３５
アジア航測（株） 長崎営業
所
所長　西野　禎一

委託料 指名競争入札
（11者）

59
土木部 都市政策課 2020年

  9月14日
2020年
  9月18日

長崎駅周辺施設予備設計業務委託
8,217,000 9,038,700

長崎市大黒町７－１０
（株）オオバ 長崎営業所
所長　中島　修

委託料 指名競争入札
（10者）

60
土木部 都市政策課 2020年

  12月21日
2020年
  12月25日

２都単景第1号　環長崎港地域アーバン
デザインシステム運営業務委託 6,050,000 6,655,000

長崎市馬町５５
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
（7者）

61
土木部 石木ダム建設事務所 2020年

  5月21日
2020年
  5月27日

フルカラーデジタル複合機の複写サービ
ス契約 単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

長崎市万才町３－５
富士ゼロックス長崎（株）
営業統括部長　秋山　富也

需用費 指名競争入札
（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。



【監理課】競争入札に付した契約情報一覧

土木部 2020年 4月 21日 一般競争入札

監理課 2020年 4月 22日 （1者）

所管課番号
入札日

契約日
契約の名称

契約相手方の名称
(住所・氏名)

節区分
契約方法

(入札業者数)

令和2年度経営事項審査に係るデータ入
力業務委託

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

落札価格

契約金額

委託料1
データ一件当たり

漢字を含まないデータ　　21円
漢字を含むデータ　　　 　36円



別紙 部局 ・ 所属名：土木部　石木ダム建設事務所

契　  約　  日：令和2年5月27日

契 約 の 名 称：フルカラーデジタル複合機の複写サービス契約

項　　目 単　　価 備　　考
（消費税及び地方消費税抜き）

　①月間基本料金
 （モノクロ５，０００枚まで）

　　　　３，５５０円　

  ②超過複写サービス料金
 （モノクロ５，００１枚目から）

　　　　　０．７１円／枚

  ③複写サービス料金
 （フルカラー１枚目から）

　　　　　　４．９円／枚
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