
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：産業労働部 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
産業労働部 企業振興課 2020年

  6月18日
2020年
  6月24日

長崎県における航空機関連産業振興に向
けた調査業務委託 16,020,116 17,622,127

東京都品川区東五反田二丁目
１８番１号
株式会社　日本総合研究所
取締役社長　谷崎　勝教

委託料 総合評価一般競争入札
（3者）

2
産業労働部 産業政策課 2020年

  5月19日
2020年
  5月25日

長崎県次期産業振興計画策定補助業務委
託 4,600,000 5,060,000

長崎市出島町１７番１号
公益財団法人　ながさき地域
政策研究所
理事長　菊森　淳文

委託料 総合評価一般競争入札
（1者）

3
産業労働部 長崎高等技術専門校 2020年

  3月27日
2020年
  4月1日

庁舎清掃・環境衛生管理業務委託
5,457,000 6,002,700

長崎市栄町1番25号
太平ビルサービス㈱長崎支店
支店長　増永　富男

委託料 一般競争入札
（3者）

4
産業労働部 長崎高等技術専門校 2020年

  3月31日
2020年
  4月1日

空調関連機器保守点検業務委託
5,500,000 6,050,000

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3
丁目1番35号
西部ガスリビング㈱
代表取締役　工藤　青史

委託料 一般競争入札
（1者）

5
産業労働部 長崎高等技術専門校 2020年

  5月12日
2020年
  5月18日

植栽管理業務委託
1,800,000 1,980,000

長崎市古賀町2151番地
株式会社　兄弟緑地
代表取締役　渡邊　道明

委託料 一般競争入札
（5者）

6
産業労働部 長崎高等技術専門校 2020年

  12月22日
2020年
  12月28日

TIG溶接機（２式）の購入
911,500 1,002,650

長崎市小江町2734-86
株式会社　武田商事　長崎営
業所
所長　山下　太士

備品購入費 指名競争入札
（3者）

7
産業労働部 長崎高等技術専門校 2021年

  2月9日
2021年
  2月15日

長崎高等技術専門校訓練生定期健康診断
業務 単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

諫早市多良見町986番地3
公益財団法人　長崎県健康事
業団
理事長　森﨑　正幸

役務費 一般競争入札
（1者）

8
産業労働部 佐世保高等技術専門校 2020年

  6月4日
2020年
  6月10日

植栽維持管理業務委託
1,365,500 1,502,050

佐世保市大塔町574-5
株式会社　庭　建
代表取締役　田雑　豪裕

委託料 指名競争入札
（3者）

9
産業労働部 佐世保高等技術専門校 2021年

  2月16日
2021年
  2月22日

複写サービス業務契約
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式会社
営業統括部長秋山富也

需用費 指名競争入札
（5者）

10
産業労働部 佐世保高等技術専門校 2021年

  2月16日
2021年
  2月22日

庁舎清掃・環境衛生管理業務委託
5,220,000 5,742,000

長崎市恵美須町4-7
富士ビル綜合株式会社
代表取締役　諸岡　進

委託料 指名競争入札
（6者）

11
産業労働部 雇用労働政策課 2020年

  7月22日
2020年
  7月28日

令和２年度長崎県就職支援セミナー実施
業務委託 1,990,000 2,189,000

長崎市茂里町３番１号
株式会社九州広告
代表取締役　山﨑　弘子

委託料 一般競争入札
（4者）

12
産業労働部 雇用労働政策課 2020年

  8月31日
2020年
  9月4日

就職氷河期世代の就業実態等に関する調
査業務委託 900,000 990,000

福岡県福岡市博多区金の隈二
丁目２４番１０号
エイジス九州株式会社
代表取締役　福田　賢司

委託料 一般競争入札
（7者）

13
産業労働部 雇用労働政策課 2020年

  9月29日
2020年
  10月5日

キャリアパス構築及び人材育成に関する
指導・助言業務委託 850,000 935,000

東京都千代田区一ツ橋一丁目
１番１号
株式会社マイナビ
代表取締役社長　中川　信行

委託料 一般競争入札
（2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：産業労働部 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）

14
産業労働部 雇用労働政策課 2020年

  10月23日
2020年
  10月29日

長崎県オンラインＵＩＪターン企業面談
会 15,829,500 17,412,450

福岡県福岡市中央区天神２－
３－２５
リクルーティング・パートナ
ーズ株式会社
代表取締役　坂元　賢一

委託料 総合評価一般競争入札
（3者）

15
産業労働部 雇用労働政策課 2020年

  11月13日
2020年
  11月19日

人材の採用と育成に関するオンラインセ
ミナー開催業務委託 4,000,000 4,400,000

東京都千代田区一ツ橋一丁目
１番１号
株式会社マイナビ
代表取締役社長　中川信行

委託料 総合評価一般競争入札
（1者）

16
産業労働部 雇用労働政策課 2021年

  1月14日
2021年
  1月20日

就職氷河期世代の支援に関する広報業務
委託 2,082,300 2,290,530

長崎市茂里町3-2
長崎文化放送株式会社
代表取締役　壹岐正

委託料 一般競争入札
（5者）

17
産業労働部 工業技術センター 2020年

  6月18日
2020年
  6月24日

万能材料試験機ほか４試験機の日本海事
協会（ＮＫ）検定業務委託 980,000 1,078,000

長崎市平和町２８－１１
株式会社　長崎イケダ科学
代表取締役　池田　俊二

委託料 一般競争入札
（2者）

18
産業労働部 工業技術センター 2021年

  1月25日
2021年
  1月29日

長崎県工業技術センターで使用する電力
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

長崎市赤迫３丁目２番２０号
長崎地域電力株式会社
代表取締役　荒木　健治

需用費 一般競争入札
（4者）

19
産業労働部 工業技術センター 2021年

  3月23日
2021年
  3月29日

液体クロマトグラフ質量分析装置保守点
検業務委託 2,223,000 2,445,300

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 一般競争入札
（1者）

20
産業労働部 工業技術センター 2021年

  3月23日
2021年
  3月29日

ＩＣＰ質量分析装置保守点検業務委託
1,750,000 1,925,000

長崎市高城台１－１９－１
有限会社長崎理化学
代表取締役　濵本　眞稔

委託料 一般競争入札
（1者）

21
産業労働部 工業技術センター 2021年

  3月26日
2021年
  3月31日

長崎県工業技術センター庁舎清掃業務委
託 4,980,000 5,478,000

諫早市津久葉町６－４１
株式会社アイコック
代表取締役　井嵜　弘文

委託料 一般競争入札
（6者）

22
産業労働部 工業技術センター 2021年

  3月26日
2021年
  3月31日

自家用電気工作物保安管理業務委託
1,020,000 1,122,000

長崎市田中町５９１－５
一般財団法人九州電気保安協
会　長崎支部
支部長　小川　末記

委託料 一般競争入札
（1者）

23
産業労働部 窯業技術センター 2020年

  4月17日
2020年
  4月21日

長崎県窯業技術センター庁舎設備管理業
務委託 3,720,000 4,092,000

佐世保市三浦町１-１５
（株）クリル
代表取締役　藤井　正典

委託料 一般競争入札
（2者）

24
産業労働部 窯業技術センター 2021年

  3月23日
2021年
  3月29日

長崎県窯業技術センター庁舎設備管理業
務委託 3,400,000 3,740,000

佐世保市もみじが丘町４０番
地１０
（有）ハート美装サービス
代表取締役　西永　龍平

委託料 一般競争入札
（3者）

25
産業労働部 窯業技術センター 2021年

  3月23日
2021年
  3月29日

長崎県窯業技術センター庁舎清掃業務委
託 6,054,000 6,659,400

佐世保市三浦町1-15
（株）クリル
代表取締役　藤井　正典

委託料 一般競争入札
（4者）

26
産業労働部 窯業技術センター 2021年

  3月24日
2021年
  3月30日

高精度３Ｄプリンタ保守管理業務委託
1,350,000 1,485,000

佐世保市日野町７５５
（株）テクノ・スズタ　佐世
保営業所　
所長　牟田　和農

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：産業労働部 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）

27
産業労働部 新産業創造課 2020年

  6月17日
2020年
  6月22日

先端技術導入促進業務委託
17,500,000 19,250,000

長崎市元船町17番１号
公益財団法人ながさき地域政
策研究所
理事長　菊森　淳文

委託料 総合評価一般競争入札
（2者）

28
産業労働部 新産業創造課 2020年

  6月26日
2020年
  7月2日

佐世保情報産業プラザ無停電電源装置修
繕及び精密点検業務 22,300,000 24,530,000

佐世保市卸本町1番14号
共新電設工業株式会社
代表取締役　向　史郎

需用費 一般競争入札
（1者）

29
産業労働部 新産業創造課 2020年

  9月3日
2020年
  9月9日

洋上風力発電ゾーニング実証に係る調査
検討業務委託 34,800,000 38,280,000

東京都千代田区六番町２番地
国際航業株式会社
代表取締役社長　土方　聡

委託料 一般競争入札
（1者）

30
産業労働部 新産業創造課 2020年

  11月5日
2020年
  11月11日

令和２年度ロボット・IoT専門人材育
成業務委託 11,300,000 12,430,000

長崎市上町1番35号
株式会社NBCソシア
代表取締役　長澤　和彦

委託料 一般競争入札
（1者）

31
産業労働部 経営支援課 2020年

  4月14日
2020年
  4月20日

令和2年度長崎県東南アジアビジネスサ
ポートデスク運営業務委託 単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

福岡県福岡市中央区天神二丁
目13番1号
株式会社福岡銀行
代表取締役　柴戸　隆成

委託料 一般競争入札
（2者）

32
産業労働部 経営支援課 2020年

  5月19日
2020年
  5月25日

令和２年度長崎県ヘルスケアサービス事
業化促進事業業務委託 5,000,000 5,500,000

長崎市元船町17番1号
公益財団法人ながさき地域政
策研究所
理事長　菊森　淳文

委託料 総合評価一般競争入札
（3者）

33
産業労働部 若者定着課 2020年

  7月10日
2020年
  7月14日

インターンシップ企業セミナー
2,000,000 2,200,000

東京都千代田区一ツ橋一丁目
１番１号
株式会社マイナビ
代表取締役社長　中川　信行

委託料 総合評価一般競争入札
（3者）

34
産業労働部 若者定着課 2020年

  7月17日
2020年
  7月22日

長崎県合同企業面談会開催業務委託
2,280,000 2,508,000

長崎市茂里町3番1号
株式会社九州広告
代表取締役　山﨑　弘子

委託料 一般競争入札
（2者）

35
産業労働部 若者定着課 2020年

  8月4日
2020年
  8月6日

長崎県内就職ナビサイト構築業務委託
3,300,000 3,630,000

長崎市樺島町９番３号１階
株式会社データウェーブ
代表取締役　阿字野　仁

委託料 総合評価一般競争入札
（2者）

36
産業労働部 若者定着課 2020年

  9月30日
2020年
  10月5日

令和２年度　就職スタートアップセミナ
ー業務委託 940,000 1,034,000

東京都千代田区一ツ橋１丁目
１番１号
株式会社マイナビ
代表取締役社長　中川　信行

委託料 総合評価一般競争入札
（3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。



別紙 部局名：産業労働部 契約日：令和3年2月15日 契約の名称：長崎高等技術専門校訓練生定期健康診断業務

備　考単　価

1,000円

700円

350円

項　目

胸部Ｘ線デジタル撮影

聴打診

聴力検査

血圧測定 200円

測定（身長・体重・視力） 100円

１人当たり単価計 2,600円

検尿（糖・蛋白） 250円



（別紙）

  １．契約対象物件及び設置場所

・ファクシミリ(カラー複合機）及び複写機 設置場所

本体型番 ApeosPort C4570(Model-PFS)
DocuCentre-Ⅴ5080 CP

佐世保高等技術専門校

職員室

  ２．複写サービス料金

白黒

基本料金 6,000枚まで         9,000円

超過料金

6,001～ 15,000 枚       1.30 円

15,001 枚以上       1.10 円

カラー 料  金

1,000 枚まで          13.00 円

1,001 枚以上     12.00 円



部 局 名：産業労働部
契 約 日：令和３年1月２９日
契約の名称：長崎県工業技術センターで使用する電力

別表

    

基本料金       ３４４円／１キロワットにつき

電力量料金 １キロワット時につき

ピーク １５円０３銭

夏季昼間 １２円８３銭

その他季昼間 １１円９８銭

夜間 ８円０２銭

※ 上記の単価は消費税等相当額を含む。



別紙

部局名：産業労働部　経営支援課

契約日：令和２年４月２０日

契約名：令和２年度長崎県東南アジアビジネスサポートデスク運営業務委託

落札価格（円）

基本契約 ５５０，０００円

（支援内容により）

5,000円～40,000円

※金額は消費税及び地方消費税を含まない。

２，４００，０００円

単価契約
契約金額（円）
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