
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：産業労働部 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
産業労働部 長崎高等技術専門校 2021年

  6月22日
2021年
  6月24日

植栽管理業務委託
1,700,000 1,870,000

長崎市田中町588番地２
九州ビルド株式会社
代表取締役　寺崎　恵一

委託料 一般競争入札
（3者）

2
産業労働部 長崎高等技術専門校 2021年

  11月12日
2021年
  11月18日

パソコン２１台　ほか一式
16,500,000 18,150,000

長崎市文教町１１番５号
リコージャパン株式会社長崎
支社　長崎営業部
部長　道上　慎二

備品購入費 一般競争入札
（2者）

3
産業労働部 佐世保高等技術専門校 2021年

  6月9日
2021年
  6月15日

令和３年度建築設備・消防設備点険業務
委託 2,000,000 2,200,000

佐世保市皆瀬町719-2
アーバンコンサルタント株式
会社
代表取締役大久保正己

委託料 指名競争入札
（3者）

4
産業労働部 佐世保高等技術専門校 2021年

  6月15日
2021年
  6月21日

植栽維持管理業務委託契約
2,150,000 2,365,000

佐世保市高梨町13-17
西田造園土木株式会社
代表取締役　西田厚志

委託料 指名競争入札
（3者）

5
産業労働部 佐世保高等技術専門校 2021年

  10月15日
2021年
  10月21日

パソコン２１台(03佐技専備第１２号
) 2,796,000 3,075,600

長崎市恵美須町4-5
NBC情報システム株式会社
代表取締役　藤原正義

備品購入費 一般競争入札
（3者）

6
産業労働部 佐世保高等技術専門校 2021年

  10月22日
2021年
  10月28日

パソコン２１台(R03-05370-
01551) 5,740,000 6,314,000

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　浜口晴樹

備品購入費 一般競争入札
（2者）

7
産業労働部 雇用労働政策課 2021年

  3月26日
2021年
  4月1日

令和３年度長崎県プロフェッショナル人
材戦略拠点事業運営業務委託 35,630,000 39,193,000

佐世保市ハウステンボス町４
番地６５　４－１００６
株式会社長崎コンサルティン
グ
代表取締役　渋谷　厚

委託料 総合評価一般競争入札
（1者）

（前年度随意契約から移行）

8
産業労働部 雇用労働政策課 2021年

  6月14日
2021年
  6月18日

令和３年度働き方改革モデル取組事例創
出業務委託 8,000,000 8,800,000

東京都港区芝浦３－６－５オ
カザキ芝浦ビル
株式会社ワーク・ライフバラ
ンス
代表取締役　石川　淑恵

委託料 総合評価一般競争入札
（4者）

9
産業労働部 雇用労働政策課 2021年

  7月9日
2021年
  7月15日

令和３年度長崎県オンライン企業面談会
及び企業情報発信業務委託 22,600,000 24,860,000

福岡県福岡市中央区天神２－
３－２５天神ＺＥＲＯビル５
Ｆ
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
（2者）

10
産業労働部 雇用労働政策課 2021年

  7月16日
2021年
  7月21日

若手人材定着・育成促進に関するオンラ
インセミナー等開催業務委託 10,000,000 11,000,000

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
代表取締役社長執行役員　中
川　信行

委託料 総合評価一般競争入札
（3者）

11
産業労働部 雇用労働政策課 2021年

  9月28日
2021年
  10月1日

令和３年度長崎県ＩＴ人材確保支援業務
委託 2,386,000 2,624,600

福岡県福岡市中央区天神２－
８－４１
株式会社アソウ・ヒューマニ
ーセンター
代表取締役　中島　彰彦

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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（入札業者数）

12
産業労働部 雇用労働政策課 2022年

  2月22日
2022年
  2月28日

令和４年度長崎県人材活躍支援センター
就職支援業務委託 27,822,834 30,605,117

東京都千代田区神田三崎町2
丁目2
株式会社東京リーガルマイン
ド
代表取締役
代表取締役　反町　雄彦

委託料 総合評価一般競争入札
（2者）

13
産業労働部 雇用労働政策課 2022年

  3月18日
2022年
  3月24日

令和４年度長崎県プロフェッショナル人
材戦略拠点事業運営業務委託 32,450,000 35,695,000

佐世保市ハウステンボス町４
番地６５　４－１００６
株式会社長崎コンサルティン
グ
代表取締役　渋谷　厚

委託料 総合評価一般競争入札
（2者）

14
産業労働部 工業技術センター 2022年

  1月25日
2022年
  1月31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

大村市東三城町１３
九州電力株式会社　大村営業
所
所長　長島　和英

需用費 一般競争入札
（1者）

15
産業労働部 工業技術センター 2022年

  3月22日
2022年
  3月28日

長崎県工業技術センター庁舎清掃業務委
託 5,568,000 6,124,800

諫早市津久葉町６－４１
株式会社　アイコック
代表取締役　山田　実夫

委託料 指名競争入札
（10者）

16
産業労働部 窯業技術センター 2021年

  11月18日
2021年
  11月18日

Ｘ線透過型粒度分布測定装置の修繕
1,840,000 2,024,000

長崎市平和町２４-１４
株式会社テクノ・スズタ
代表取締役　徳永　道義

需用費 指名競争入札
（4者）

17
産業労働部 窯業技術センター 2022年

  3月16日
2022年
  3月22日

長崎県窯業技術センター庁舎設備管理業
務委託 2,890,000 3,179,000

佐世保市もみじが丘町４０番
地１０
有限会社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）

18
産業労働部 窯業技術センター 2022年

  3月16日
2022年
  3月22日

長崎県窯業技術センター庁舎清掃業務委
託 5,970,000 6,567,000

佐世保市三浦町１－１５
株式会社クリル
代表取締役　藤井　正典

委託料 一般競争入札
（3者）

19
産業労働部 窯業技術センター 2022年

  3月24日
2022年
  3月29日

高精度３Ｄプリンタ保守管理業務委託
1,200,000 1,320,000

佐世保市日野町７５５
株式会社テクノ・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）

20
産業労働部 新産業創造課 2021年

  5月24日
2021年
  6月1日

令和3年度DX啓発セミナー及び相談窓
口業務委託 7,259,672 7,985,639

東京都品川区東五反田2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
（4者）

21
産業労働部 新産業創造課 2021年

  6月10日
2021年
  6月16日

令和3年度先端技術導入促進業務委託
27,500,000 30,250,000

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
（1者）

22
産業労働部 新産業創造課 2021年

  7月14日
2021年
  7月20日

令和３年度海洋エネルギー関連企業カタ
ログ制作業務委託 4,939,670 5,433,637

長崎市銅座町１番１１号
株式会社長崎経済研究所
代表取締役　三井　一明

委託料 総合評価一般競争入札
（4者）

23
産業労働部 新産業創造課 2021年

  9月9日
2021年
  9月14日

切削動力計
6,035,000 6,638,500

西彼杵郡長与町高田郷３６０
８－８
（株）ポシブル　長崎営業所
所長　江島　浩一

備品購入費 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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番号 所管部局 所管課
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24
産業労働部 新産業創造課 2022年

  3月23日
2022年
  3月29日

電気工事士免状交付等業務委託
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

長崎市宝栄町23番23号
長崎県電気工事業工業組合
代表理事　小畑　和男

委託料 一般競争入札
（1者）

25
産業労働部 新産業創造課 2022年

  3月24日
2022年
  3月30日

令和4年度大学連携型起業家育成施設企
業支援等業務委託 10,092,000 11,101,200

長崎市淵町2番25号
長崎ダイヤモンドスタッフ株
式会社
代表取締役社長　大熊稔幸

委託料 総合評価一般競争入札
（1者）

26
産業労働部 経営支援課 2021年

  4月20日
2021年
  4月26日

令和３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 総合評価一般競争入札
（3者）

27
産業労働部 経営支援課 2021年

  5月21日
2021年
  5月27日

令和３年度フィジタル型スマート店舗等
経営支援事業業務委託 6,500,000 7,150,000

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
（4者）

28
産業労働部 経営支援課 2021年

  5月21日
2021年
  5月27日

令和３年度長崎県実践型海外マーケティ
ング力育成業務 2,732,500 3,005,750

東京都文京区本郷５－２４－
２　グレースイマスビル４Ｆ
ＣＯＵＸＵ株式会社
代表取締役　大村晶彦

委託料 総合評価一般競争入札
（3者）

29
産業労働部 経営支援課 2021年

  5月24日
2021年
  5月27日

令和３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 5,500,000 6,050,000

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
（1者）

30
産業労働部 若者定着課 2021年

  10月29日
2021年
  11月10日

インターンシップ企業セミナー業務委託
1,794,760 1,974,236

福岡県福岡市中央区天神2丁
目8番41号
株式会社アソウ・ヒューマニ
ーセンター
代表取締役　中島　彰彦

委託料 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。



    部 局 名：産業労働部

    契 約 日：令和４年１月３１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   １８３７．３０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２２銭

夏季昼間 １３円００銭

その他季昼間 １２円１４銭

夜間 ８円１３銭

※ 上記の単価は消費税等相当額を含む。



別紙   部局名 :産業労働部新産業創造課 契約日 :令和 4年 3月 29日  契約の名称 :電気工事士免状交付等業務委託

単価契約

商号又は名称

所在地

代表者

長崎県電気工事業工業組合

長崎市宝栄町 23番 23号

代表理事 小畑 和男

書換 えヽ

1,320円

1,320円

再交付

1,793円

1,793円

交付

4,147円

3,542円

委託内容の区分

第一種電気工事士免状

第二種電気工事士免状

1件当たりの処理単価

(税込み)



別紙

部局名： 産業労働部　経営支援課

契約日： 令和３年４月２６日

契約名： 令和３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

単価契約
（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。

契約金額（円）

２，７２５，０００円
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