
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：土木部 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
土木部 道路建設課 2021年

  6月4日
2021年
  6月10日

西彼杵地域道路概略設計業務委託
13,807,000 15,187,700

長崎市清水町２－４
復建調査設計株式会社長崎支
店
支店長　樫原　正和

委託料 指名競争入札
（10者）

2
土木部 道路建設課 2021年

  6月23日
2021年
  6月29日

県央地域道路概略設計業務委託
14,780,000 16,258,000

長崎市千歳町６－２２－３０
１
株式会社エイト日本技術開発
長崎事務所
所長　渡邉　路生

委託料 指名競争入札
（10者）

3
土木部 道路建設課 2021年

  7月7日
2021年
  7月12日

道路施設現況調査業務委託
8,900,000 9,790,000

長崎市田中町５８５－４
扇精光コンサルタンツ（株）
代表取締役　安部　清美

委託料 指名競争入札
（10者）

4
土木部 道路建設課 2021年

  7月7日
2021年
  7月13日

長崎県内幹線道路交通量推計業務委託
8,660,000 9,526,000

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）

5
土木部 道路建設課 2021年

  7月14日
2021年
  7月20日

島原天草長島架橋基礎調査委託（地震観
測調査） 4,300,000 4,730,000

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）

6
土木部 道路建設課 2021年

  7月14日
2021年
  7月20日

島原天草長島架橋基礎調査委託（風観測
調査） 2,980,000 3,278,000

長崎市矢上町３９－２３－１
０１
第日本コンサルタント株式会
社長崎営業所
所長　島田　伸一郎

委託料 指名競争入札
（7者）

7
土木部 道路建設課 2021年

  8月11日
2021年
  8月17日

道路交通情勢調査業務委託（道路状況調
査） 7,000,000 7,700,000

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）

8
土木部 道路建設課 2021年

  9月1日
2021年
  9月7日

島原半島地域道路計画検討業務委託
3,980,000 4,378,000

長崎市葉山１丁目２８番１号
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
（7者）

9
土木部 道路建設課 2022年

  3月25日
2022年
  3月28日

長崎県内幹線道路交通量推計業務委託
6,690,000 7,359,000

長崎市矢上町３９－２３－１
０１
大日本コンサルタント株式会
社長崎営業所
所長　島田　伸一郎

委託料 指名競争入札
（10者）

10
土木部 道路建設課 2022年

  3月25日
2022年
  3月28日

道路事業資料作成業務委託
7,000,000 7,700,000

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）

11
土木部 港湾課 2021年

  4月16日
2021年
  4月20日

上五島・小値賀空港照明施設維持管理業
務委託（その２） 3,010,000 3,311,000

長崎市平野町22-40
株式会社　九電工　長崎支店
理事支店長　友池　昌寛

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。
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12
土木部 港湾課 2021年

  7月15日
2021年
  7月21日

長崎空港内外連絡通路昇降設備修繕業務
3,420,000 3,762,000

長崎市万才町３番５号
三菱電機ビルテクノサービス
株式会社長崎支店
支店長　浅野　学

需用費 一般競争入札
（1者）

13
土木部 港湾課 2021年

  8月2日
2021年
  8月6日

2繰空単整第4-2号　上五島・小値賀
空港予備発電設備点検業務委託（A保守
）

1,427,000 1,569,700
佐世保市小佐々町黒石339
番地55
株式会社　東洋トラスト特機
代表取締役　高倉　雅宏

委託料 一般競争入札
（2者）

14
土木部 河川課 2021年

  8月6日
2021年
  8月12日

２補繰河情第１号　長崎県河川砂防情報
システム改修業務委託（スマホ版構築） 26,800,000 29,480,000

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　松本　清人

委託料 一般競争入札
（1者）

15
土木部 河川課 2021年

  10月15日
2021年
  10月21日

２補繰河情第２号　長崎県河川管理用三
次元データ作成業務委託（１工区） 48,760,000 53,636,000

長崎市興善町2-24
（株）パスコ　長崎支店
代表取締役　立野　幸樹

委託料 指名競争入札
（10者）

16
土木部 河川課 2021年

  10月26日
2021年
  11月1日

３債河情維第８号　長崎県河川砂防情報
システム用サーバー等の賃貸借及び保守
契約

1,798,000 1,977,800
長崎市田中町585-5
扇精光ソリューションズ株式
会社
代表取締役　濵口　晴樹

委託料 指名競争入札
（7者）

17
土木部 河川課 2021年

  10月27日
2021年
  11月2日

２繰河堰第２号　長崎県ダム情報システ
ム改修工事 13,307,000 14,637,700

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 指名競争入札
（10者）

18
土木部 河川課 2021年

  10月29日
2021年
  11月4日

２補繰河情第５号　長崎振興局管内小規
模河川氾濫推定図作成業務委託 12,510,000 13,761,000

長崎市中町4-23
パシフィックコンサルタンツ
株式会社　長崎事務所
所長　藤田　浩嗣

委託料 指名競争入札
（10者）

19
土木部 河川課 2021年

  12月23日
2021年
  12月28日

２補繰債ダ情第３号　長崎県ダム洪水予
測検討業務委託 42,702,000 46,972,200

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
（10者）

20
土木部 河川課 2022年

  2月1日
2022年
  2月7日

3河情第３号　長崎県河川砂防情報シス
テム改修業務委託（通信ファイルサーバ
移行）

6,650,000 7,315,000
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　松本　清人

委託料 一般競争入札
（1者）

21
土木部 河川課 2022年

  3月3日
2022年
  3月9日

長崎県河川資料作成業務委託
17,700,000 19,470,000

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
（10者）

22
土木部 河川課 2022年

  3月7日
2022年
  3月11日

浦上川洪水浸水想定区域三次元データ作
成業務委託 7,200,000 7,920,000

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　阿部　清美

委託料 指名競争入札
（7者）

23
土木部 河川課 2022年

  3月18日
2022年
  3月24日

「令和４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

617,810 617,810
長崎市万才町６番３５号
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）

※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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24
土木部 河川課 2022年

  3月25日
2022年
  3月31日

長崎県内流域治水関連資料作成業務委託
7,140,000 7,854,000

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　阿部　清美

委託料 指名競争入札
（7者）

25
土木部 建設企画課 2021年

  4月16日
2021年
  4月22日

3建企委第16号　長崎県公共事業技術
情報システム検討業務委託 9,189,000 10,107,900

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
（2者）

26
土木部 建設企画課 2021年

  7月16日
2021年
  7月21日

長崎県インフラDX推進（三次元データ
活用推進）業務委託 4,250,000 4,675,000

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）

27
土木部 建設企画課 2021年

  8月18日
2021年
  8月31日

3債建企委第12号長崎県積算システム
再開発業務委託 45,000,000 49,500,000

佐世保市松浦町5番13号グ
リーンビル4階
株式会社 リサーチアンドソ
リューション　佐世保営業所
営業所長　森園　祐紀

委託料 総合評価一般競争入札
（1者）

28
土木部 建設企画課 2021年

  11月1日
2021年
  11月5日

土木工事積算システム用サーバ機賃貸借
2,280,000 2,508,000

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

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

29
土木部 建設企画課 2022年

  2月8日
2022年
  2月10日

電子入札システム運用管理業務委託（R
4、R5年度） 70,800,000 77,880,000

福岡市中央区長浜二丁目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
支社長　石田　克巳

委託料 一般競争入札
（1者）

30
土木部 建設企画課 2022年

  3月18日
2022年
  3月24日

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（R4年度） 16,037,000 17,640,700

長崎市栄町5番11号
株式会社　ＮＤＫＣＯＭ
代表取締役　中野　一英

委託料 一般競争入札
（1者）

31
土木部 建設企画課 2022年

  3月22日
2022年
  3月31日

令和4年度　建設資材価格・労務費調査
業務委託 107,000,000 117,700,000

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
支部長　豊福　哲也

委託料 一般競争入札
（1者）

32
土木部 用地課 2022年

  3月25日
2022年
  3月28日

長崎県用地総合システム保守管理業務委
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）

33
土木部 道路維持課 2021年

  7月7日
2021年
  7月13日

道路法面等調査業務委託その１
5,784,000 6,362,400

長崎市目覚町５－１
株式会社ウヱノ
代表取締役　上野　英剛

委託料 指名競争入札
（7者）

34
土木部 道路維持課 2021年

  7月14日
2021年
  7月20日

道路法面等調査業務委託その２
7,280,000 8,008,000

長崎市伊良林１－５－４
アイ総合技術株式会社長崎営
業所
所長　原　康彦

委託料 指名競争入札
（7者）

35
土木部 道路維持課 2021年

  8月6日
2021年
  8月12日

長崎県舗装維持管理システム更新業務委
託 4,600,000 5,060,000

長崎市興善町２－２４
株式会社パスコ長崎支店
支店長　立野　幸樹

委託料 指名競争入札
（6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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36
土木部 道路維持課 2021年

  10月20日
2021年
  10月27日

路面性状調査業務委託
11,400,000 12,540,000

長崎市大黒町７－１０
株式会社オオバ長崎営業所
所長　中島　修

委託料 一般競争入札
（4者）

37
土木部 道路維持課 2021年

  11月10日
2021年
  11月16日

長崎県内道路案内標識調査設計業務委託
7,100,000 7,810,000

長崎市滑石３－８－１０
太洋技研株式会社
代表取締役　福田　友久

委託料 指名競争入札
（7者）

38
土木部 道路維持課 2021年

  11月24日
2021年
  11月30日

一般国道２０２号交通安全施設等整備工
事（道路設計業務委託） 28,890,000 31,779,000

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
（10者）

39
土木部 道路維持課 2021年

  12月13日
2021年
  12月17日

道路法面等解析業務委託
6,890,000 7,579,000

長崎市万才町６－３５
アジア航測株式会社長崎営業
所
所長　西野　禎一

委託料 指名競争入札
（7者）

40
土木部 道路維持課 2021年

  12月13日
2021年
  12月17日

道路維持課交通安全事業資料作成業務委
託 5,600,000 6,160,000

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）

41
土木部 道路維持課 2022年

  3月25日
2022年
  3月31日

長崎県道路情報板保守点検業務委託
3,800,000 4,180,000

佐世保市万徳町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）

42
土木部 道路維持課 2022年

  3月28日
2022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） 2,750,000 3,025,000

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）

43
土木部 道路維持課 2022年

  3月28日
2022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） 4,450,000 4,895,000

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）

44
土木部 道路維持課 2022年

  3月28日
2022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） 7,600,000 8,360,000

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）

45
土木部 道路維持課 2022年

  3月28日
2022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） 8,300,000 9,130,000

長崎市下西山町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）

46
土木部 砂防課 2021年

  5月26日
2021年
  6月1日

3砂情砂第１号　長崎県情報基盤整備工
事（土砂災害警戒区域等掲示標識原画作
成業務委託）

6,700,000 7,370,000
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）

47
土木部 砂防課 2021年

  10月11日
2021年
  10月15日

３砂情砂第３号　長崎県河川砂防情報シ
ステム改修業務委託 23,450,000 25,795,000

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　松本　　淸人

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。
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48
土木部 砂防課 2022年

  2月18日
2022年
  2月24日

3債砂情維第10号　長崎県河川砂防情
報システム保守点検業務委託 4,600,000 5,060,000

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

委託料 一般競争入札
（1者）

49
土木部 都市政策課 2021年

  5月31日
2021年
  6月11日

大規模盛土造成地変動予測調査(第二次
スクリーニング計画）業務委託 14,500,000 15,950,000

長崎市中町４番２３号
パシフィックコンサルタンツ
株式会社　長崎事務所
所長　西依　亮

委託料 指名競争入札
（10者）

50
土木部 都市政策課 2021年

  7月26日
2021年
  8月6日

長崎駅前バスターミナル等再整備に関す
る計画コーディネート業務委託 8,000,000 8,800,000

福岡県福岡市博多区住吉3-
1-1
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
（2者）

51
土木部 都市政策課 2021年

  7月28日
2021年
  8月6日

都市計画に関する基礎調査業務委託（長
崎市） 8,430,000 9,273,000

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）

52
土木部 都市政策課 2021年

  8月18日
2021年
  8月24日

松が枝地区の整備に関するPPP/PF
I導入可能性調査業務委託 7,000,000 7,700,000

長崎市矢上町39-23-1
01
大日本コンサルタント株式会
社　長崎営業所
所長　島田　伸一郎

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。
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