
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：島原振興局 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
島原振興局 管理部　総務課 2020年

  4月21日
2020年
  4月21日

ＰＰＣコピー等単価契約
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

島原市新湊２丁目丙１７１３
－２３
有限会社　事務機の島原エビ
ス
取締役　大矢　保考

需用費 指名競争入札
（9者）

2
島原振興局 管理部　総務課 2020年

  4月21日
2020年
  4月23日

コピー用紙類売買単価契約
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

南島原市有家町尾上４５６－
１
有限会社　ナカミチ
代表取締役　中村　信夫

需用費 指名競争入札
（9者）

3
島原振興局 管理部　総務課 2020年

  6月16日
2020年
  6月22日

複写サービス単価契約
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

島原市前浜町甲７４－１
株式会社イシマル島原支店
支店長　松田　顕児

需用費 指名競争入札
（6者）

4
島原振興局 管理部　総務課 2021年

  3月25日
2021年
  3月29日

島原振興局総合庁舎宿日直業務委託
2,835,717 3,119,288

島原市上の原３－６７１８－
２
共同事業体
代表者　松本　善一

委託料 一般競争入札
（2者）

5
島原振興局 建設部　管理課 2021年

  3月23日
2021年
  3月29日

島原港外港地区一般送迎用駐車場管理業
務委託 1,080,000 1,188,000

島原市秩父が浦町丁３５４８
-１
有限会社　城南総合警備保障
代表取締役　町田　明士

委託料 一般競争入札
（2者）

6
島原振興局 建設部　道路第一課 2020年

  5月28日
2020年
  6月3日

２島道維第３号　一般国道２５１号外道
路維持管理業務委託（赤間側） 10,428,000 11,470,800

雲仙市小浜町北野１１１５
有限会社　植木建設
代表取締役　植木勝

委託料 指名競争入札
（10者）

7
島原振興局 建設部　道路第一課 2020年

  5月28日
2020年
  6月3日

２島道維第４号　一般国道２５１号外道
路維持管理業務委託（権田側） 10,222,000 11,244,200

南島原市南有馬町甲５１番地
３
有限会社　永田建設
代表取締役　永田　又文

委託料 指名競争入札
（10者）

8
島原振興局 建設部　道路第一課 2020年

  7月9日
2020年
  7月15日

一般国道２５１号外路面清掃業務委託
8,736,000 9,609,600

島原市秩父が浦町丁３５４８
番地１
有限会社　城南総合警備保障
代表取締役　町田　明士

委託料 一般競争入札
（6者）

9
島原振興局 建設部　道路第一課 2020年

  9月23日
2020年
  9月29日

令和２年度道路台帳補正業務委託
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

島原市新山二丁目９００２番
地
株式会社　上田測量設計
代表取締役　上田　幸成

委託料 指名競争入札
（5者）

10
島原振興局 建設部　道路第一課 2020年

  12月8日
2020年
  12月11日

令和２年度道路台帳再整備箇所補正業務
委託 3,200,000 3,520,000

島原市新山二丁目９００２番
地
株式会社　上田測量設計
代表取締役　上田　幸成

委託料 指名競争入札
（7者）

11
島原振興局 建設部　道路第一課 2021年

  2月18日
2021年
  2月24日

２債島道維第１６５号　島原振興局管内
道路監視業務委託 44,800,000 49,280,000

島原市梅園町丁２８７０番地
１
星野建設　株式会社
代表取締役　星野　親房

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：島原振興局 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）

12
島原振興局 農林水産部　県南水産業

普及指導センンター
2020年
  9月15日

2020年
  9月16日

ノリ漁場水質分析計量業務（単価契約）
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

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　江口　栄

役務費 指名競争入札
（5者）

13
島原振興局 農林水産部　農村整備課 2020年

  9月23日
2020年
  9月29日

諏訪地区農道台帳作成業務委託
1,800,000 1,980,000

島原市今川町1850-9
有限会社　横田測量
代表取締役　横田　徹

委託料 指名競争入札
（5者）

14
島原振興局 農林水産部　林務課 2020年

  5月26日
2020年
  5月27日

県営林作業委託（尾ノ上工区・富津工区
） 25,900,000 28,490,000

諫早市貝津町３０３４番地
株式会社　長崎林業
代表取締役　馬場　一夫

委託料 指名競争入札
（10者）

15
島原振興局 農林水産部　林務課 2020年

  6月30日
2020年
  7月6日

県営林作業委託（島原工区）
5,400,000 5,940,000

諫早市貝津町３０３４番地
株式会社　長崎林業
代表取締役　馬場　一夫

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。



別紙　部局名：島原振興局　　　契約日：令和２年４月２１日　　　契約の名称：令和２年度ＰＰＣコピー等単価契約

項　　目 単価（落札価格） 単価（契約価格） 備考

折り方

Ａ１ ＠３円／枚 ＠３円／枚

Ａ０ ＠５円／枚 ＠５円／枚

ＰＰＣコピー

Ａ２ ＠６０円／枚 ＠６０円／枚

Ａ１ ＠１４５円／枚 ＠１４５円／枚

Ａ０ ＠２９０円／枚 ＠２９０円／枚

Ａ０Ａ２ ＠１５０円／枚 ＠１５０円／枚

シャットフィルム

Ａ１ ＠４０円／枚 ＠４０円／枚

カラーコピー

Ａ２ ＠３６０円／枚 ＠３６０円／枚

Ａ１ ＠７００円／枚 ＠７００円／枚

Ａ０ ＠９５０円／枚 ＠９５０円／枚

カラーコピー縮小

Ａ１－Ａ３ ＠２００円／枚 ＠２００円／枚



別紙　部局名：島原振興局　　　契約日：令和２年４月２１日　　　契約の名称：令和２年度ＰＰＣコピー等単価契約

項　　目 単価（落札価格） 単価（契約価格） 備考

ＰＰＣ縮小

Ａ１－Ａ３ ＠１８円／枚 ＠１８円／枚

カラーデータ出力

Ａ１ ＠６５０円／枚 ＠６５０円／枚

Ａ０ ＠９８０円／枚 ＠９８０円／枚

Ａ０Ａ２ ＠４１０円／枚 ＠４１０円／枚

Ａ０Ａ１ ＠１，２００円／枚 ＠１，２００円／枚

モノクロデータ出力

Ａ１ ＠１２０円／枚 ＠１２０円／枚

Ａ０ ＠２７０円／枚 ＠２７０円／枚

Ａ０Ａ２ ＠１８０円／枚 ＠１８０円／枚

Ａ０Ａ１ ＠３６０円／枚 ＠３６０円／枚

２Ａ０ ＠４５０円／枚 ＠４５０円／枚

２Ａ０Ａ１ ＠５３０円／枚 ＠５３０円／枚



別紙　部局名：島原振興局　　　契約日：令和２年４月２３日　　　契約の名称：令和２年度コピー用紙類売買単価契約

項　　目 単価（落札価格） 単価（契約価格） 備考

コピー用紙

Ａ４ ＠０．７５円／枚 ＠０．７５円／枚

Ａ３ ＠１．５０円／枚 ＠１．５０円／枚

コピー用紙（木になる紙）

Ａ４ ＠１．１５円／枚 ＠１．１５円／枚



別紙　部局名：島原振興局　　契約日：令和２年６月２２日　　　契約の名称：複写サービス単価契約

項　　目 単価（落札価格） 単価（契約価格） 備考

用地管理課内 モノクロ ＠２．４円／枚 ＠２．４円／枚

カラー ＠４．０円／枚 ＠４．０円／枚

モノクロ ＠０．８円／枚 ＠０．８円／枚

保健部 モノクロ ＠２．１円／枚 ＠２．１円／枚

カラー ＠６．６円／枚 ＠６．６円／枚

モノクロ ＠１．４円／枚 ＠１．４円／枚

用地課前

保健部



別紙　部局名：島原振興局　建設部　道路第一課　　　契約日：令和２年９月２９日　　　契約の名称：令和２年度道路台帳補正業務委託

項　　目 単価（落札価格） 単価（契約価格） 備考

道路台帳補正業務（現地調査を含まない）

　　道路改良・交通安全（構造化データ作成） ３８０円／ｍ ３８０円／ｍ

　　橋梁（断面図記入含む） ４１６円／ｍ ４１６円／ｍ

　　防災（構造化データ作成） ２５５円／ｍ ２５５円／ｍ

　　舗装（構造化データ作成） 　９１円／ｍ 　９１円／ｍ

現地調査費 ４７８円／ｍ ４７８円／ｍ

施設台帳作成（現地調査を含まない） ６８２円／施設 ６８２円／施設

施設台帳作成（現地調査を含む） ９６７円／施設 ９６７円／施設



別紙　部局名：島原振興局　県南水産業普及指導センター　　契約日：令和２年９月１６日　　契約の名称：ノリ漁場水質分析計量業務（単価契約）

項　　目 単価（落札価格） 単価（契約価格） 備考

分析項目

　　アンモニア性窒素含有量 ２，７００円／検体 ２，７００円／検体

　　亜硝酸性窒素含有量 ２，７００円／検体 ２，７００円／検体

　　硝酸性窒素含有量 ２，７００円／検体 ２，７００円／検体

　　クロロフィル（ａ） ３，６００円／検体 ３，６００円／検体
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