
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：水産部 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
水産部 漁政課 2021年

  2月22日
2021年
  2月25日

「長崎県水産業振興基本計画」デザイン
・印刷等業務委託 3,800,000 4,180,000

諫早市長野町1007-2
株式会社　昭和堂
代表取締役　永江　正澄

委託料 総合評価一般競争入札
（1者）

2
水産部 総合水産試験場 2020年

  6月15日
2020年
  6月19日

長崎県総合水産試験場複写サービス契約
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

長崎市田中町５８７番地１
株式会社　イシマル
代表取締役　石丸　利行

需用費 指名競争入札
（7者）

3
水産部 総合水産試験場 2020年

  8月18日
2020年
  8月19日

漁業調査船鶴丸船底掃除及び一般修繕
12,500,000 13,750,000

佐世保市干尽町6番地の3
前畑造船株式会社
代表取締役　北村　與志郎

需用費 指名競争入札
（6者）

4
水産部 総合水産試験場 2020年

  10月8日
2020年
  10月13日

長崎県総合水産試験場電気設備（低電圧
）保守点検業務委託 2,620,000 2,882,000

長崎市上町4番3号
崎陽電気　有限会社
取締役　猿渡　信行

委託料 指名競争入札
（5者）

5
水産部 総合水産試験場 2020年

  11月19日
2020年
  11月25日

長崎県総合水産試験場海水取水設備点検
清掃業務委託 5,300,000 5,830,000

福岡県福岡市中央区長浜1丁
目3番4号
株式会社　東京久栄　九州支
社
支店長　池田　賢一

委託料 一般競争入札
（1者）

6
水産部 総合水産試験場 2020年

  12月17日
2020年
  12月22日

飼育用海水取水機械棟ろ過槽修繕業務
4,100,000 4,510,000

長崎市元船町14番10号
株式会社　日本冷熱
代表取締役　石川　淳一

需用費 一般競争入札
（1者）

7
水産部 総合水産試験場 2021年

  3月23日
2021年
  3月29日

長崎県総合水産試験場清掃業務委託
2,580,000 2,838,000

福岡県福岡市博多区住吉4丁
目1番27号
大成有楽不動産株式会社　九
州支店
支店長　松山　徳美

委託料 一般競争入札
（5者）

8
水産部 総合水産試験場 2021年

  3月24日
2021年
  3月30日

長崎県総合水産試験場飼育設備保守点検
業務委託 7,200,000 7,920,000

長崎市元船町14番10号
株式会社　日本冷熱
代表取締役　石川　淳一

委託料 一般競争入札
（1者）

9
水産部 総合水産試験場 2021年

  3月26日
2021年
  3月30日

長崎県総合水産試験場庁舎宿直業務委託
2,760,000 3,036,000

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
（3者）

10
水産部 漁港漁場課 2020年

  3月25日
2020年
  4月3日

平成31年度養殖場再編・拡大モデル可
能性検討調査業務委託その２ 1,270,000 1,397,000

長崎市大黒町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 一般競争入札
（4者）

11
水産部 漁港漁場課 2020年

  7月8日
2020年
  7月16日

３１繰漁港調第１－１号　養殖場再編・
拡大モデル可能性検討調査業務委託 1,550,000 1,705,000

長崎市大黒町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 一般競争入札
（2者）

12
水産部 漁港漁場課 2020年

  7月21日
2020年
  7月21日

２漁港環第３－２号　網仕切り方式によ
る藻場再生試験に係る藻場造成効果調査
業務委託

1,430,000 1,573,000
佐世保市三川内新町26番1
西部環境調査　株式会社
代表取締役　山本　利典

委託料 指名競争入札
（5者）

13
水産部 漁業取締室 2020年

  4月6日
2020年
  4月7日

レンタカー賃貸借契約
576,000 633,600

長崎市宝町３番２０号
Ｊ－Ｒｅｎｔ株式会社
代表取締役　松下　太郎

使用料及び賃借料 指名競争入札
（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。



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：水産部 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
水産部 漁業取締室 2020年

  5月1日
2020年
  5月7日

２取締船修理１　漁業取締船かいおう一
般修理工事 9,800,000 10,780,000

長崎市浪の平町４番２号
長崎造船株式会社
代表取締役社長　中尾　直行

需用費 指名競争入札
（6者）

15
水産部 漁業取締室 2020年

  5月15日
2020年
  5月18日

２取締船修理２　漁業取締船かいりゅう
一般修理工事 11,300,000 12,430,000

島原市湊町５番地２
島原ドック協業組合
代表理事　中村　光伸

需用費 指名競争入札
（6者）

16
水産部 漁業取締室 2020年

  5月29日
2020年
  6月1日

２取締船修理３　漁業取締船ながさき一
般修理工事 7,900,000 8,690,000

佐世保市干尽町６番地の３
前畑造船株式会社
代表取締役　北村　與志郎

需用費 指名競争入札
（6者）

17
水産部 漁業取締室 2020年

  6月2日
2020年
  6月3日

令和２年度漁業取締船主機関用潤滑油単
価契約 単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

長崎市五島町２番２７号
長崎県漁業協同組合連合会
代表理事会長　髙平　真二

需用費 指名競争入札
（5者）

18
水産部 漁業取締室 2020年

  6月25日
2020年
  6月26日

２取締船修理５　漁業取締船おおとり一
般修理工事 7,650,000 8,415,000

長崎市浪の平町４番２号
長崎造船株式会社
代表取締役　古口　裕紀

需用費 指名競争入札
（6者）

19
水産部 漁業取締室 2020年

  7月1日
2020年
  7月2日

２取締船修理４　漁業取締船はやぶさ中
間検査修理工事 53,000,000 58,300,000

島原市湊町５番地２
島原ドック協業組合
代表理事　中村　光伸

需用費 指名競争入札
（6者）

20
水産部 漁業取締室 2020年

  9月4日
2020年
  9月8日

２取締船修理第６号　漁業取締船かいお
う一般修理工事 10,500,000 11,550,000

長崎市浪の平町４番２号
長崎造船株式会社
代表取締役　古口　裕紀

需用費 指名競争入札
（6者）

21
水産部 漁業取締室 2020年

  9月18日
2020年
  9月24日

２取締船修理第７号　漁業取締船かいり
ゅう定期検査修理工事 106,900,000 117,590,000

長崎市浪の平町４番２号
長崎造船株式会社
代表取締役　古口　裕紀

需用費 指名競争入札
（6者）

22
水産部 漁業取締室 2020年

  11月18日
2020年
  11月19日

２取締船修理第８号　漁業取締船ながさ
き一般修理工事 12,200,000 13,420,000

島原市湊町５番地２
島原ドック協業組合
代表理事　中村　光伸

需用費 指名競争入札
（6者）

23
水産部 漁業取締室 2021年

  2月19日
2021年
  2月22日

２取締船修理第１０号　漁業取締船はや
ぶさ一般修理工事 10,800,000 11,880,000

島原市湊町５番地２
島原ドック協業組合
代表理事　　中村　光伸

需用費 指名競争入札
（6者）

24
水産部 水産加工流通課 2020年

  6月8日
2020年
  6月12日

長崎魚市場西棟2期下水道工事
3,400,000 3,740,000

長崎市京泊１－２－３
有限会社　京泊工業
代表取締役　中尾　浩

工事請負費 指名競争入札
（7者）

25
水産部 水産加工流通課 2020年

  6月12日
2020年
  6月26日

長崎魚市場西棟魚体選別機3号機据付工
事 148,800,000 163,680,000

長崎市田中町５９９番地
株式会社　フジエアテック
代表取締役　藤川　彰二

工事請負費 総合評価一般競争入札
（2者）

26
水産部 水産加工流通課 2020年

  6月12日
2020年
  6月26日

長崎魚市場西棟魚体選別機4号機据付工
事 135,000,000 148,500,000

長崎市竹の久保町16番15
号
株式会社　三浦工業所
代表取締役　三浦　学

工事請負費 総合評価一般競争入札
（2者）

27
水産部 水産加工流通課 2020年

  10月12日
2020年
  10月13日

令和２年度長崎県地方卸売市場長崎魚市
場消防設備保守点検業務委託 1,400,000 1,540,000

長崎市興善町2番24号
株式会社ふよう長崎
代表取締役　田口　克己

委託料 一般競争入札
（2者）

28
水産部 漁業振興課 2020年

  5月29日
2020年
  6月2日

令和２年度有明海漁業振興技術開発事業
に係るヒラメ種苗購入 9,900,000 10,890,000

佐世保市小佐々町矢岳１６８
番地
株式会社　長崎県漁業公社
代表取締役社長　上田　裕司

需用費 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：水産部 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）

29
水産部 漁業振興課 2020年

  5月29日
2020年
  6月4日

令和２～６年度長崎県栽培漁業センター
フォークリフト賃貸借契約 1,764,000 1,940,400

長崎市銅座町４番１８号
十八総合リース　株式会社
代表取締役　古賀　淳二

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

30
水産部 漁業振興課 2020年

  10月2日
2020年
  10月8日

ガザミのDNA抽出及びマイクロサテラ
イトDNA分析業務委託 単価契約

1,900.00
単価契約
2,090.00

広島県福山市箕島町南丘３９
９番地４６
株式会社　日本総合科学
代表取締役　近本　肥于

委託料 一般競争入札
（1者）

31
水産部 漁業振興課 2020年

  10月20日
2020年
  10月23日

長崎県栽培漁業センター「さいばい丸」
主機換装及び船体修繕工事 3,350,000 3,685,000

佐世保市相浦町１７５５番地
有限会社　中里造船所
代表取締役　中里　俊彦

需用費 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。
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