
2021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：地域振興部 2022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
地域振興部 地域づくり推進課 2021年

  8月6日
2021年
  8月6日

令和３年度商談会ブース設営業務委託
2,450,000 2,695,000

長崎市五島町３－１３　１F
株式会社　マルクス・インタ
ーナショナル
代表取締役　楠田壽幸

委託料 一般競争入札
（1者）

（前年度随意契約から移行）

2
地域振興部 地域づくり推進課 2021年

  9月10日
2021年
  9月16日

ナガサキモデル発信事業業務委託
3,453,010 3,798,311

長崎市茂里町３－１
株式会社　長崎新聞社
代表取締役社長　徳永英彦

委託料 一般競争入札
（1者）

3
地域振興部 地域づくり推進課 2021年

  10月7日
2021年
  10月12日

長崎県ワーケーション受入促進事業業務
委託 9,800,000 10,780,000

東京都千代田区一ツ橋１丁目
１－１
株式会社　毎日新聞社
代表取締役社長　丸山昌宏

委託料 総合評価一般競争入札
（3者）

4
地域振興部 地域づくり推進課 2022年

  1月20日
2022年
  1月24日

土石流被災家屋保存公園通路敷分筆測量
及び登記業務委託 1,980,000 1,980,000

長崎市万才町6番34号
公益社団法人 長崎県公共嘱
託登記土地家屋調査士協会
理事長　宮脇成芳

委託料 一般競争入札
（1者）

5
地域振興部 市町村課 2021年

  5月24日
2021年
  5月27日

第49回衆議院議員総選挙及び第25回
最高裁判所裁判官国民審査　封筒類の作
成

2,350,000 2,585,000
諫早市長野町1007番地2
株式会社昭和堂
代表取締役　永江　正澄

需用費 一般競争入札
（5者）

6
地域振興部 市町村課 2021年

  8月20日
2021年
  8月24日

第49回衆議院議員総選挙及び第25回
最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙 13,511,200 14,862,320

長崎市魚の町６番６号
有限会社正文社印刷所
代表取締役　岩永　健

需用費 一般競争入札
（5者）

7
地域振興部 市町村課 2021年

  8月31日
2021年
  9月6日

令和4年執行予定長崎県知事選挙啓発用
素材作成等業務 1,750,000 1,925,000

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 総合評価一般競争入札
（1者）

8
地域振興部 市町村課 2021年

  9月30日
2021年
  10月5日

第４９回衆議院議員総選挙及び第２５回
最高裁判所裁判官国民審査の投・開票速
報事務用パソコン等機器及びソフトウェ
アの賃貸借及び保守契約

2,350,000 2,585,000
長崎市恵美須町４番５号
NBC情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

9
地域振興部 市町村課 2022年

  1月12日
2022年
  1月14日

令和4年2月20日執行長崎県知事選挙
の投・開票速報事務用パソコン等機器及
びソフトウェアの賃貸借及び保守契約

1,750,000 1,925,000
長崎市尾上町５番６号

NBC情報システム株式会社
藤原　正義

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

10
地域振興部 県庁舎跡地活用室 2021年

  5月12日
2021年
  5月17日

長崎県庁舎跡地ＶＲ作成業務
3,800,000 4,180,000

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
（2者）

11
地域振興部 県庁舎跡地活用室 2021年

  5月12日
2021年
  5月17日

県庁舎跡地整備基本構想PPP/PFI
簡易検討・経済波及効果算定業務 2,450,000 2,695,000

東京都千代田区永田町二丁目
10番３号
株式会社三菱総合研究所
代表取締役社長　森崎孝

委託料 一般競争入札
（2者）

12
地域振興部 県庁舎跡地活用室 2021年

  5月21日
2021年
  5月27日

長崎県庁舎跡地南側石垣保存の保存・活
用検討支援業務 4,000,000 4,400,000

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 一般競争入札
（1者）

13
地域振興部 県庁舎跡地活用室 2021年

  8月23日
2021年
  8月27日

令和３年度旧長崎県庁舎第２別館跡地広
場整備工事 8,400,000 9,240,000

長崎市新地町５-17
株式会社上滝
代表取締役　上滝　満

工事請負費 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。
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14
地域振興部 県庁舎跡地活用室 2021年

  11月15日
2021年
  11月18日

旧長崎県庁跡地一時解放に伴う設備等賃
貸借契約 1,880,000 2,068,000

長崎市平間町1361
株式会社森谷商会
代表取締役　森谷　八郎

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

15
地域振興部 県庁舎跡地活用室 2021年

  12月21日
2021年
  12月27日

旧長崎県庁跡地・県警本部跡地地形測量
業務 1,732,000 1,905,200

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 一般競争入札
（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。
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