
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：水産部 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
水産部 総合水産試験場 2021年

  4月12日
2021年
  4月13日

長崎県総合水産試験場漁業調査船用燃料
単価 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
（3者）

2
水産部 総合水産試験場 2021年

  4月13日
2021年
  4月15日

長崎県総合水産試験場貝類用餌料購入単
価 単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

福岡県春日市春日原南町4-
11フェリス春日３階
有限会社　アイエスシー
代表取締役　重野　太治

需用費 指名競争入札
（3者）

3
水産部 総合水産試験場 2021年

  4月26日
2021年
  4月30日

漁業調査船鶴丸ブルカン高弾性ゴム継手
交換工事 3,766,400 4,143,040

長崎市桜町８番３１号
ヤンマーエンジニアリング株
式会社九州エンジニアリング
部福岡サービスグループ長崎
駐在
課長　山田　浩二

需用費 指名競争入札
（6者）

4
水産部 総合水産試験場 2021年

  5月26日
2021年
  5月31日

長崎県総合水産試験場酸素発生装置賃貸
借 4,800,000 5,280,000

福岡県福岡市博多区住吉2-
11-11
太平洋貿易　株式会社
代表取締役　浅田　雅宏

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

5
水産部 総合水産試験場 2021年

  6月21日
2021年
  6月25日

令和3年度　有明海特産魚介類生息環境
調査に係る餌料環境改善手法の検討およ
びアサリ減耗要因の究明調査作業委託

8,800,000 9,680,000
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 一般競争入札
（2者）

6
水産部 総合水産試験場 2021年

  6月24日
2021年
  6月28日

本館棟エントランスホール屋根及び壁面
雨漏り修繕業務 852,000 937,200

長崎市滑石5-5-56
株式会社　太成産業
代表取締役　山田　宏義

需用費 指名競争入札
（3者）

7
水産部 総合水産試験場 2021年

  8月26日
2021年
  9月1日

漁業調査船「鶴丸」船底掃除及び一般修
繕 13,300,000 14,630,000

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）

8
水産部 総合水産試験場 2021年

  10月7日
2021年
  10月12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 2,550,000 2,805,000

長崎市女の都2丁目6番6号
株式会社　マルデン
代表取締役　林　文則

委託料 指名競争入札
（5者）

9
水産部 総合水産試験場 2022年

  3月24日
2022年
  3月30日

長崎県総合水産試験場庁舎宿直業務委託
2,650,000 2,915,000

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
（2者）

10
水産部 漁港漁場課 2021年

  4月15日
2021年
  4月23日

３ 漁環有特第１号　令和３年度有明海
特産魚介類生息環境調査に係る浮遊幼生
等調査業務委託

6,000,000 6,600,000
佐世保市矢峰町90-4
株式会社　産研九州
代表取締役　松尾　徹

委託料 指名競争入札
（7者）

11
水産部 漁港漁場課 2021年

  8月25日
2021年
  8月25日

令和３年度有明海特産魚介類生息環境調
査に係るタイラギ生息状況調査業務委託 7,100,000 7,810,000

西彼杵郡長与町高田郷364
0-3
(公社)長崎県食品衛生協会
会長　　　江口　栄

委託料 指名競争入札
（7者）

12
水産部 漁港漁場課 2021年

  11月5日
2021年
  11月11日

２繰漁計調第１－３号　県単調査業務委
託（肥料等製造分析業務） 4,300,000 4,730,000

平戸市木引田町４６８番地
株式会社　肥後測量設計
代表取締役　　肥後　斉

委託料 一般競争入札
（3者）

13
水産部 漁業取締室 2021年

  4月5日
2021年
  4月6日

レンタカー賃貸借契約
558,000 613,800

長崎市松山町４番５０号
株式会社トヨタレンタリース
長崎
代表取締役　吉本　明浩

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。



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：水産部 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）

14
水産部 漁業取締室 2021年

  4月23日
2021年
  4月26日

３取締船修理第１号　漁業取締船かいお
う一般修理工事 12,900,000 14,190,000

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）

15
水産部 漁業取締室 2021年

  5月6日
2021年
  5月10日

令和３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）

16
水産部 漁業取締室 2021年

  5月12日
2021年
  5月13日

漁業取締船かいりゅう一般修理工事
11,600,000 12,760,000

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）

17
水産部 漁業取締室 2021年

  5月24日
2021年
  5月25日

漁業取締船ながさき一般修理工事
9,800,000 10,780,000

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）

18
水産部 漁業取締室 2021年

  7月9日
2021年
  7月12日

漁業取締船おおとり一般修理工事
8,000,000 8,800,000

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）

19
水産部 漁業取締室 2021年

  8月17日
2021年
  8月18日

漁業取締船はやぶさ一般修理工事
13,850,000 15,235,000

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
（5者）

20
水産部 漁業取締室 2021年

  10月22日
2021年
  10月25日

漁業取締船かいりゅう一般修理工事
16,000,000 17,600,000

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）

21
水産部 漁業取締室 2021年

  11月12日
2021年
  11月15日

３取締船修理第８号　漁業取締船ながさ
き一般修理工事 12,900,000 14,190,000

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）

22
水産部 漁業取締室 2021年

  12月7日
2021年
  12月9日

３取締船修理第１１号　漁業取締船かい
おう一般修理工事 10,500,000 11,550,000

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 2022年

  1月26日
2022年
  1月27日

３取締船修理第１３号　漁業取締船おお
とり一般修理工事 11,000,000 12,100,000

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）

24
水産部 漁業取締室 2022年

  2月10日
2022年
  2月14日

漁業取締船はやぶさ一般修理工事
12,000,000 13,200,000

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）

25
水産部 水産加工流通課 2021年

  8月6日
2021年
  8月12日

令和３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 1,250,000 1,375,000

長崎市五島町6番17号
株式会社長崎ユタカ
代表取締役　野田賢司

委託料 一般競争入札
（2者）

26
水産部 水産加工流通課 2021年

  11月10日
2021年
  11月10日

長崎魚市場新設活魚棟用取水井戸揚水量
調査業務委託 9,600,000 10,560,000

長崎市小江町2734番地1
10
株式会社八大
代表取締役　江頭剛

委託料 一般競争入札
（2者）

27
水産部 漁業振興課 2021年

  10月21日
2021年
  10月27日

令和３～８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 3,888,000 4,276,800

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　市村　高成

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

28
水産部 漁業振興課 2021年

  11月29日
2021年
  12月6日

長崎県栽培漁業センターろ過器ろ材及び
電動弁取替工事 3,700,000 4,070,000

佐世保市長坂町684番地5
有限会社　ハーペック
代表取締役　平松　善一郎

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。



入　　札　　結　　果　　一　　覧　　表

番 号 　長崎県総合水産試験場

件 名 　令和３年４月１２日　　１４時００分

納 入 場 所 長崎県内一円（離島部を除く） 　長崎県総合水産試験場本館棟１階研修室

所 在 地 代 表 者 総価格（円） 総価格（円） 結果

長崎県漁業協同組合連合会 長崎市五島町２番２７号
代表理事会長
髙平　真二 A重油 84.00 7,014,000 0落札

金子産業　株式会社 長崎市大黒町９番２２号
代表取締役
木村　知己 A重油 87.00 7,264,500 0

林兼石油　株式会社　長崎支店 長崎市旭町６番１号
取締役支店長
平田　英二 A重油 88.00 7,348,000 0

A重油 83,500

業者数   ３

※上記単価及び総価格には消費税及び地方消費税、軽油取引税を含まない。

予定数量（リットル）

第１回 第２回

商 号 又 は 名 称 入札単価（円/㍑） 入札単価（円/㍑）

３総水第１４ 号 入札執行機関

長崎県総合水産試験場漁業調査船用燃料単価契約 入札執行日時

入札執行場所



入　　札　　結　　果　　一　　覧　　表

番 号 　長崎県総合水産試験場

件 名 　令和３年４月１３日　　１１時００分

納 入 場 所 長崎県総合水産試験場　飼育実験棟　介藻類科 　長崎県総合水産試験場本館棟１階研修室

所 在 地 代 表 者 総価格（円） 総価格（円） 結果

有限会社　アイエスシー
福岡県春日市春日原南町４－１１
フェリス春日３階

代表取締役
重野　太治

ｷｰﾄｾﾛｽ・
ｶﾙｼﾄﾗﾝｽ

27,960 1,957,200 0落札

長崎市京泊２丁目８番３６号
所長
川﨑　圭二

ｷｰﾄｾﾛｽ・
ｶﾙｼﾄﾗﾝｽ

28,300 1,981,000 0

福岡県小郡市小郡１１３９－１番地
代表取締役
田中　智一朗

ｷｰﾄｾﾛｽ・
ｶﾙｼﾄﾗﾝｽ 辞退 0

ｷｰﾄｾﾛｽ・
ｶﾙｼﾄﾗﾝｽ 70.0

業者数   ３

※上記単価及び総価格には消費税及び地方消費税を含まない。

ヤンマー舶用システム株式会社
長崎営業所

株式会社　田中三次郎商店

予定数量（兆細胞）

第１回 第２回

商 号 又 は 名 称 入札単価（円/兆細胞） 入札単価（円/兆細胞）

３総水第１０ 号 入札執行機関

長崎県総合水産試験場貝類用餌料購入単価契約 入札執行日時

入札執行場所
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