
2022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 2023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 監理課 2022年

  4月22日
2022年
  4月26日

令和4年度経営事項審査に係るデータ入
力業務委託 単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

福岡市博多区石城町1番1号
ＮＤＳデータソリューション
ズ株式会社
代表取締役　三舩　英之

委託料 一般競争入札
（1者）

2
土木部 道路建設課 2022年

  7月6日
2022年
  7月11日

道路施設現況調査業務委託
9,800,000 10,780,000

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
（10者）

3
土木部 道路建設課 2022年

  7月13日
2022年
  7月19日

長崎県内有料道路あり方検討業務委託
13,647,000 15,011,700

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
（9者）

4
土木部 道路建設課 2022年

  8月17日
2022年
  8月23日

長崎北部地域渋滞対策検討業務委託
10,000,000 11,000,000

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　高山 直久

委託料 指名競争入札
（9者）

5
土木部 道路建設課 2022年

  9月21日
2022年
  9月27日

西彼杵地域道路概略設計業務委託
24,727,000 27,199,700

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
（9者）

6
土木部 道路建設課 2022年

  11月2日
2022年
  11月8日

島原半島南部地域道路概略設計業務委託
13,999,000 15,398,900

長崎市矢上町４９－２－２０
２
株式会社ニュージェック 長
崎事務所
所長　石橋 克彦

委託料 指名競争入札
（9者）

7
土木部 道路建設課 2023年

  2月20日
2023年
  2月24日

道路交通情勢調査業務委託（資料作成）
5,500,000 6,050,000

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）

8
土木部 道路建設課 2023年

  3月15日
2023年
  3月20日

長崎県内幹線道路交通量推計業務委託
5,750,000 6,325,000

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）

9
土木部 道路建設課 2023年

  3月15日
2023年
  3月20日

道路事業資料作成業務委託
5,120,000 5,632,000

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　中嶋　靖人

委託料 指名競争入札
（7者）

10
土木部 港湾課 2022年

  5月24日
2022年
  5月24日

上五島・小値賀空港照明施設維持管理業
務委託（その4） 2,750,000 3,025,000

長崎市平野町22番40号
株式会社　九電工　長崎支店
執行役員支店長　友池　昌寛

委託料 一般競争入札
（1者）

11
土木部 港湾課 2022年

  8月1日
2022年
  8月5日

4空単整第１-１号　福江空港定電流調
整装置等点検業務委託 5,200,000 5,720,000

福岡県福岡市中央区長浜二丁
目４番１号
東芝インフラシステムズ株式
会社　九州支社
支社長　村田　茂

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。



2022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 2023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）

12
土木部 港湾課 2022年

  8月30日
2022年
  9月5日

壱岐空港定電流調整装置等点検業務委託
6,300,000 6,930,000

壱岐市勝本町大久保触字山坂
1797番地4
松尾電気工事　株式会社
代表取締役　松尾　輝幸

委託料 一般競争入札
（1者）

13
土木部 港湾課 2022年

  8月30日
2022年
  9月5日

対馬空港定電流調整装置等点検業務委託
6,300,000 6,930,000

壱岐市勝本町大久保触字山坂
1797番地4
松尾電気工事　株式会社
代表取締役　松尾　輝幸

委託料 一般競争入札
（1者）

14
土木部 港湾課 2022年

  10月4日
2022年
  10月4日

壱岐空港予備発電設備点検業務委託（A
保守） 5,493,000 6,042,300

壱岐市勝本町大久保触字山坂
１７９７番地４
松尾電気工事　株式会社
代表取締役　松尾　輝幸

委託料 一般競争入札
（2者）

15
土木部 港湾課 2022年

  10月27日
2022年
  10月27日

福江空港予備発電設備点検業務委託（B
保守） 9,090,000 9,999,000

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
（1者）

16
土木部 港湾課 2023年

  2月13日
2023年
  2月14日

上五島・小値賀空港照明施設維持管理業
務委託 3,300,000 3,630,000

長崎市平野町２２番４０号
株式会社　九電工　長崎支店
執行役員支店長　友池　昌寛

委託料 一般競争入札
（1者）

17
土木部 港湾課 2023年

  3月17日
2023年
  3月23日

令和5年度長崎空港内外連絡通路警備業
務委託 4,500,000 4,950,000

大村市原口町1148-6
(株)中央綜合警備保障
代表取締役　堀内　敏也

委託料 指名競争入札
（1者）

18
土木部 河川課 2022年

  5月16日
2022年
  5月18日

3繰河情第4号　長崎県内河川資料作成
業務委託（その２） 8,800,000 9,680,000

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
（10者）

19
土木部 河川課 2022年

  9月2日
2022年
  9月2日

3補河情第4号　長崎県河川警報周知シ
ステム改修業務委託 2,650,000 2,915,000

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）

20
土木部 河川課 2022年

  9月22日
2022年
  9月27日

4河ダム第1号　ダム建設事業資料作成
業務委託 9,222,000 10,144,200

長崎市大黒町９－２２
株式会社建設技術研究所　長
崎事務所
長崎事務所所長　石橋　周明

委託料 指名競争入札
（10者）

21
土木部 河川課 2022年

  10月7日
2022年
  10月12日

3補繰川情第6号　長崎県河川砂防情報
システム改修業務委託（データ連携基盤
構築）

3,100,000 3,410,000
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 一般競争入札
（1者）

22
土木部 河川課 2022年

  12月15日
2022年
  12月21日

３補繰河情第７号　長崎県情報基盤整備
工事（システム改修設計業務委託） 7,000,000 7,700,000

長崎市田中町５８５番地４
扇精光
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）

23
土木部 河川課 2023年

  3月24日
2023年
  3月30日

式見ダムほか13ダム長寿命化計画変更
業務委託（資料整理） 31,892,000 35,081,200

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　德留　康憲

委託料 指名競争入札
（10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。



2022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 2023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）

24
土木部 河川課 2023年

  3月24日
2023年
  3月30日

県北管内河川資料整理業務委託　北松浦
郡　佐々町外 22,330,000 24,563,000

佐世保市田原町9-15
E-tecsコンサルタント
株式会社
代表取締役社長　森山　洋次
郎

委託料 指名競争入札
（10者）

25
土木部 河川課 2023年

  3月27日
2023年
  3月30日

令和5年度「県民参加の地域づくり事業
」に係る傷害保険契約及び対人・対物賠
償責任保険契約

588,380 588,380
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）

26
土木部 河川課 2023年

  3月29日
2023年
  3月31日

長崎県ダム維持管理システム更新検討業
務委託 7,211,000 7,932,100

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　石橋　周明

委託料 指名競争入札
（7者）

27
土木部 河川課 2023年

  3月29日
2023年
  3月31日

萱瀬ダムほか7ダム長寿命化計画変更業
務委託（資料整理） 21,154,000 23,269,400

長崎市西坂町2番3号
日本工営株式会社　長崎事務
所
所長　水口　巧

委託料 指名競争入札
（10者）

28
土木部 河川課 2023年

  3月29日
2023年
  3月31日

野々川ダムほか2ダム長寿命化計画変更
業務委託 21,000,000 23,100,000

長崎市扇町13番7号
株式会社　東光コンサルタン
ツ　長崎営業所
代表取締役　高比良　順

委託料 指名競争入札
（11者）

29
土木部 建設企画課 2022年

  6月21日
2022年
  6月24日

４債建企使　第1号電子成果品（委託）
登録用サーバの賃貸借 3,528,000 3,880,800

長崎市田中町585番地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

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

30
土木部 建設企画課 2022年

  6月23日
2022年
  6月29日

4建企委第12号長崎県公共事業技術情
報システム改修業務委託 29,650,000 32,615,000

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

  6月23日
2022年
  7月1日

4債建企委第11号電子入札システム再
開発・運用管理業務委託 4,283,500 47,118,500

福岡県福岡市博多区博多駅南
二丁目12番22号
株式会社　九州日立システム
ズ
代表取締役　取締役社長　荒
井　正純

委託料 一般競争入札
（4者）

32
土木部 建設企画課 2022年

  8月10日
2022年
  8月16日

土木工事積算システム用プリンタの賃貸
借及び保守契約 51,000,000 56,100,000

長崎市田中町５８５番地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

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

33
土木部 建設企画課 2022年

  8月23日
2022年
  8月29日

長崎県インフラDX推進（三次元データ
推進）業務委託 5,900,000 6,490,000

長崎市田中真理５８５番地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）

34
土木部 建設企画課 2022年

  8月25日
2022年
  8月31日

「土木の日」パネル・模型展運営業務委
託 930,000 1,023,000

佐世保市勝富町６番８号
株式会社　エフピー
代表取締役　宇野　隆徳

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。
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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
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35
土木部 建設企画課 2022年

  10月6日
2022年
  10月12日

長崎県公共事業技術情報システム用サー
バ等賃貸借 35,400,000 38,940,000

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

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

36
土木部 建設企画課 2023年

  3月16日
2023年
  3月22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（Ｒ５年度） 16,035,000 17,638,500

長崎市栄町5番11号
株式会社　ＮＤＫＣＯＭ
代表取締役　榎　一弘

委託料 一般競争入札
（1者）

37
土木部 建設企画課 2023年

  3月24日
2023年
  3月28日

長崎県公共事業技術情報システム構築・
改修業務委託 52,580,000 57,838,000

長崎市栄町5番11号
株式会社　ＮＤＫＣＯＭ
代表取締役　榎　一弘

委託料 一般競争入札
（1者）

38
土木部 建設企画課 2023年

  3月22日
2023年
  3月29日

令和５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）

39
土木部 建設企画課 2023年

  3月29日
2023年
  3月31日

新土木工事積算システム用サーバ賃貸借
4,503,000 4,953,000

長崎市田中町585番地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

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

40
土木部 用地課 2023年

  3月10日
2023年
  3月15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）

41
土木部 道路維持課 2022年

  5月30日
2022年
  6月3日

主要地方道平戸生月線道路災害防除工事
（道路概略設計業務委託） 4,365,000 4,801,500

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
（6者）

42
土木部 道路維持課 2022年

  6月22日
2022年
  6月24日

道路維持課交通安全事業資料作成業務委
託 6,600,000 7,260,000

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）

43
土木部 道路維持課 2022年

  7月13日
2022年
  7月19日

長崎県大型標識点検業務委託
14,800,000 16,280,000

長崎市高尾町４６－２７
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
（10者）

44
土木部 道路維持課 2022年

  8月5日
2022年
  8月10日

長崎県舗装維持管理システム更新業務委
託 4,950,000 5,445,000

長崎市興善町２番２４号
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
（5者）

45
土木部 道路維持課 2022年

  8月17日
2022年
  8月19日

道路法面等調査業務委託その１
7,200,000 7,920,000

長崎市旭町８番２０号
株式会社ＰＡＬ構造
代表取締役　久松 好己

委託料 指名競争入札
（7者）

46
土木部 道路維持課 2022年

  8月17日
2022年
  8月23日

道路法面等調査業務委託その２
6,800,000 7,480,000

長崎市畝刈町１３０５番地１
号
株式会社昭和ボーリング 長
崎営業所
所長　坂本 晃一

委託料 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。



2022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 2023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）

47
土木部 道路維持課 2022年

  9月2日
2022年
  9月8日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（大島大橋） 44,900,000 49,390,000

長崎市旭町５番１号
株式会社長大　長崎事務所
所長　池田 武士

委託料 指名競争入札
（10者）

48
土木部 道路維持課 2022年

  9月9日
2022年
  9月16日

路面性状調査業務委託
12,020,000 13,222,000

大村市富の原２丁目５２１
ニチレキ株式会社 長崎営業
所
所長　神野 正博

委託料 一般競争入札
（4者）

49
土木部 道路維持課 2022年

  9月21日
2022年
  9月27日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（西海橋外１橋） 36,900,000 40,590,000

長崎市旭町５番１号
株式会社長大　長崎事務所
所長　池田 武士

委託料 指名競争入札
（9者）

50
土木部 道路維持課 2022年

  9月28日
2022年
  10月3日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（箕島大橋外１橋） 31,900,000 35,090,000

長崎市樺島町６番１５号
基礎地盤コンサルタンツ株式
会社 長崎支店
支店長　熊岡　康之進

委託料 指名競争入札
（9者）

51
土木部 道路維持課 2022年

  10月5日
2022年
  10月11日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（頭ヶ島大橋外１橋） 28,780,000 31,658,000

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
（9者）

52
土木部 道路維持課 2022年

  10月26日
2022年
  11月1日

一般国道２０６号交通安全施設等整備工
事（測量業務委託） 8,480,000 9,328,000

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）

53
土木部 道路維持課 2022年

  12月5日
2022年
  12月12日

路面下空洞調査業務委託
13,500,000 14,850,000

福岡県福岡市中央区天神３丁
目４番７号
ジオ・サーチ株式会社 九州
事務所
事務所長　弘中 靖志

委託料 総合評価一般競争入札
（2者）

54
土木部 道路維持課 2023年

  2月15日
2023年
  2月21日

長崎県重点維持管理橋梁詳細点検（５年
点検）業務委託（若松大橋） 28,736,000 31,609,600

長崎市旭町５番１号
株式会社 長大　長崎営業所
所長　池田 武士

委託料 指名競争入札
（10者）

55
土木部 道路維持課 2023年

  3月15日
2023年
  3月20日

道路維持課事業資料作成業務委託（橋梁
補修事業） 8,630,000 9,493,000

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）

56
土木部 道路維持課 2023年

  3月20日
2023年
  3月24日

道路維持課事業資料作成業務委託（舗装
補修事業） 3,100,000 3,410,000

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）

57
土木部 道路維持課 2023年

  3月20日
2023年
  3月24日

道路維持課事業資料作成業務委託（交通
安全事業） 8,500,000 9,350,000

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）

58
土木部 道路維持課 2023年

  3月20日
2023年
  3月24日

道路維持課事業資料作成業務委託（災害
防除事業） 6,450,000 7,095,000

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）

※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。



2022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 2023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）

59
土木部 道路維持課 2023年

  3月20日
2023年
  3月24日

長崎県道路情報板保守点検業務委託
4,600,000 5,060,000

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）

60
土木部 砂防課 2022年

  9月2日
2022年
  9月8日

4砂メ第1号　砂防関係施設長寿命化計
画策定業務委託（点検DB整理） 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　安部　清美

委託料 指名競争入札
（7者）

61
土木部 砂防課 2022年

  9月16日
2022年
  9月16日

3補繰砂情砂第3号　長崎県河川砂防情
報システム改修業務委託（その１） 15,750,000 17,325,000

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　&#26583
;本　淸人

委託料 一般競争入札
（2者）

62
土木部 砂防課 2022年

  9月28日
2022年
  10月4日

3補繰砂情砂第2号　長崎県土砂災害発
生危険基準線検証業務委託 4,872,000 5,359,200

長崎市矢上町４９－２－２０
２
株式会社ニュージェック　長
崎事務所
事務所長　石橋　克彦

委託料 指名競争入札
（7者）

63
土木部 砂防課 2022年

  10月5日
2022年
  10月11日

4砂情砂第1号　長崎県河川砂防情報シ
ステム改修業務委託（その２） 27,000,000 29,700,000

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 一般競争入札
（2者）

64
土木部 砂防課 2022年

  11月11日
2022年
  11月17日

ハザードマップ作成支援システム運用環
境移設業務委託 1,710,000 1,881,000

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）

65
土木部 砂防課 2023年

  2月1日
2023年
  2月7日

4砂情砂第3号　長崎県情報基盤整備工
事 15,078,000 16,585,800

佐世保市白岳町５０－４
トノカワ電業株式会社
代表取締役　都野川　豪人

工事請負費 指名競争入札
（10者）

66
土木部 砂防課 2023年

  3月1日
2023年
  3月1日

長崎県河川砂防情報システム改修業務委
託（その３） 60,000,000 66,000,000

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）

67
土木部 砂防課 2023年

  3月3日
2023年
  3月9日

砂防関係施設長寿命化計画策定業務委託
（点検DB整理）（その２） 6,100,000 6,710,000

長崎市田中町５５８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）

68
土木部 都市政策課 2022年

  5月20日
2022年
  5月26日

長崎駅交通機能空間検討業務委託
7,403,000 8,143,300

長崎市大黒町９－２２
（株）建設技術研究所 長崎
事務所
所長　石橋　周明

委託料 指名競争入札
（10者）

69
土木部 都市政策課 2022年

  5月23日
2022年
  5月27日

環長崎港地域アーバンデザインシステム
運営業務委託契約書 5,030,000 5,533,000

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）

70
土木部 都市政策課 2022年

  7月4日
2022年
  7月6日

都市計画に関する基礎調査業務委託（平
戸市・松浦市） 7,790,000 8,569,000

長崎市万才町６－３４
国際航業　株式会社　長崎支
店
支店長　神川孝治

委託料 指名競争入札
（10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。



2022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 2023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）

71
土木部 都市政策課 2022年

  7月22日
2022年
  7月27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 （その
２）

14,500,000 15,950,000
福岡県福岡市博多区博多駅前
一丁目 21 番 28 号
株式会社　アール・アイ・エ
ー　九州支社
支社長　鷲田 靖之

委託料 一般競争入札
（2者）

72
土木部 都市政策課 2022年

  12月21日
2022年
  12月27日

一般国道２０２号交差点検討業務委託
3,950,000 4,345,000

長崎市大黒町９－２２
西日本技術開発（株）　長崎
営業所
所長　德留　康憲

委託料 指名競争入札
（7者）

73
土木部 都市政策課 2023年

  1月30日
2023年
  1月31日

環長崎港地域アーバンデザインシステム
レビュー作成業務委託 3,630,000 3,993,000

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
（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。



【監理課】競争入札に付した契約情報一覧

契約方法

(入札業者数)

一般競争入札

(1者 )

節 区 分

委託料

契約相手の名称

(住所・氏名)

福岡県福岡市博多区石城町1番1号
NDSデータソリューションズ株式会社

代表取締役 三松 英之

落 ホし 価 格

(円 )

データー件当たり
漢字カタカナを含まないデータ
漢字カタカナを含むデ‐

23円
37円

契 約 の 名 称

令和4年度経営事項審査に係るデータ入力
業務委託      |

入

契

本し

約

日

日

2022年 4月 22日

2022年 4月 26日

所 管 課

(地方機関)

土木部

監理課

番号

1
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