
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：県北振興局 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
県北振興局 管理部　会計課 2022年

  4月1日
2022年
  4月1日

令和4年度カラーコピー等売買単価契約
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

佐世保市権正寺１丁目１番６
株式会社エコー
代表取締役　永石　浩一郎

需用費 指名競争入札
（2者）

2
県北振興局 管理部　総務課 2022年

  6月16日
2022年
  6月20日

県北振興局（田平土木維持管理事務所）
職員運転公用車リース契約 6,570,000 7,227,000

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 一般競争入札
（1者）

3
県北振興局 管理部　総務課 2022年

  8月31日
2022年
  9月6日

令和４年度県北振興局第２回貸与被服購
入 1,432,500 1,575,750

長崎市樺島町６－１
有限会社瀬川商店
代表取締役　瀬川　伸樹

需用費 指名競争入札
（4者）

4
県北振興局 管理部　総務課 2022年

  12月16日
2022年
  12月16日

令和４年度県公舎建築物及び建築設備点
検業務委託 880,000 968,000

佐世保市福井市町１６－２０
株式会社小井手設計
代表取締役　小井手　敏人

委託料 指名競争入札
（9者）

5
県北振興局 管理部　総務課 2023年

  1月18日
2023年
  1月18日

県北振興局庁舎(本館・別館）・天満庁
舎建築物及び建築設備の点検業務委託 680,000 748,000

佐世保市山手町１１－１０－
２F
ハルミ設計
濱田　晴美

委託料 指名競争入札
（9者）

6
県北振興局 管理部　総務課 2023年

  3月13日
2023年
  3月17日

長崎県県北振興局吸収式冷温水機保守点
検業務委託 1,230,000 1,353,000

福岡県福岡市博多区博多駅東
3-12-1-6F
川重冷熱工業株式会社　福岡
支店
支店長　長嶺　繁一

委託料 一般競争入札
（1者）

7
県北振興局 管理部　総務課 2023年

  3月20日
2023年
  3月24日

長崎県県北振興局庁舎日中保安警備業務
委託 3,211,803 3,532,983

佐世保市木風町1468-1
有限会社佐世保警備
代表取締役　中尾　泰久

委託料 一般競争入札
（2者）

8
県北振興局 管理部　総務課 2023年

  3月23日
2023年
  3月29日

県北振興局天満庁舎清掃等業務委託
3,300,000 3,630,000

佐世保市有福町1712-3
株式会社中央ビル管理
代表取締役　松園　英太朗

委託料 一般競争入札
（6者）

9
県北振興局 管理部　総務課 2023年

  3月23日
2023年
  3月29日

県北振興局庁舎清掃等業務委託
5,550,000 6,105,000

佐世保市三浦町1-15NS
ビル2階
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
（6者）

10
県北振興局 管理部　総務課 2023年

  3月24日
2023年
  3月30日

県北振興局天満庁舎管理業務委託
6,300,000 6,930,000

佐世保市有福町1712-3
株式会社中央ビル管理
代表取締役　松園　英太朗

委託料 一般競争入札
（4者）

11
県北振興局 建設部　河川課 2022年

  8月4日
2022年
  8月10日

県北ダム取水放流設備保守点検業務委託
1,850,000 2,035,000

佐世保市常盤町３番２号佐世
保KSビル６階
株式会社　大島造船所　長崎
営業所
所長　財津　直也

委託料 一般競争入札
（1者）

12
県北振興局 建設部　建設管理課 2022年

  11月2日
2022年
  11月8日

県北振興局　管内図印刷業務　一式
1,985,000 2,183,500

大村市箕島町593
エス・ジー・シー佐賀航空　
株式会社　長崎支店
支店長　有川　太郎

需用費 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。



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：県北振興局 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）

13
県北振興局 建設部

県北ダム管理事務所
2022年
  10月27日

2022年
  11月2日

県北振興局管内ダム管理補助業務委託（
その１） 23,490,000 25,839,000

大村市富の原１丁目１５６６
－１
特定非営利活動法人　長崎県
治水砂防ボランティア協会
理事長　清水　政治

委託料 一般競争入札
（1者）

14
県北振興局 建設部

県北ダム管理事務所
2022年
  11月2日

2022年
  11月7日

県北振興局管内ダム管理補助業務委託（
その２） 15,000,000 16,500,000

松浦市御厨町里免８９０
株式会社　ODK
代表取締役　西川　祐一

委託料 一般競争入札
（2者）

15
県北振興局 建設部

県北ダム管理事務所
2023年
  3月15日

2023年
  3月20日

県北ダム管理設備保守点検業務委託
9,000,000 9,900,000

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）

16
県北振興局 建設部

雪浦ダム管理事務所
2022年
  7月7日

2022年
  7月13日

雪浦ダムゲート施設点検整備業務委託
1,400,000 1,540,000

佐世保市常盤町３番２号　佐
世保KSビル６F
株式会社　大島造船所　長崎
営業所
所長　財津　直也

委託料 一般競争入札
（2者）

17
県北振興局 建設部

田平土木維持管理事務所
2022年
  4月14日

2022年
  4月20日

令和４年度田平土木維持管理事務所及び
平戸大橋管理事務所庁舎清掃業務委託 1,290,000 1,419,000

平戸市明の川内町299-2
（有）ひらど美装工業
川上　トシエ

委託料 指名競争入札
（3者）

18
県北振興局 建設部

田平土木維持管理事務所
2023年
  3月22日

2023年
  3月28日

令和５年度田平土木維持管理事務所庁舎
及び平戸大橋管理事務所清掃業務委託 1,200,000 1,320,000

平戸市明けの川内町２９９番
地２
有限会社　ひらど美装工業
代表取締役　川上　トシエ

委託料 指名競争入札
（5者）

19
県北振興局 建設部

田平土木維持管理事務所
2023年
  3月23日

2023年
  3月29日

一般国道３８３号外２線長大橋監視業務
委託 単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

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
（1者）

20
県北振興局 建設部　道路維持第２課 2023年

  3月23日
2023年
  3月29日

一般国道２０２号外１９線路面清掃委託
（業者持込） 14,098,000 15,507,800

長崎市坂本３丁目１番１号
株式会社　エス・ピー・シー
代表取締役　深堀　讓

委託料 一般競争入札
（5者）

21
県北振興局 建設部　道路維持第一課 2023年

  3月14日
2023年
  3月20日

主要地方道柚木三川内線外２線道路公園
等清掃作業委託 3,080,000 3,388,000

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
（1者）

22
県北振興局 建設部　道路維持第二課 2022年

  11月29日
2022年
  12月5日

一般国道２０２号外３線道路維持工事（
トンネル非常用施設点検委託） 6,450,000 7,095,000

佐世保市卸本町1番14号
共新電設工業株式会社
代表取締役　向　史郎

委託料 一般競争入札
（2者）

23
県北振興局 建設部　道路建設第一課 2022年

  7月15日
2022年
  7月21日

県北振興局管内道路台帳補正委託
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

佐世保市上町1番1号
県北土地開発　株式会社
代表取締役　宮﨑　直人

委託料 指名競争入札
（7者）

24
県北振興局 建設部　道路建設第一課 2023年

  2月9日
2023年
  2月15日

道路台帳（データシート）補正委託
1,270,000 1,397,000

佐世保市上町１番１号
県北土地開発株式会社
代表取締役　宮崎　直人

委託料 指名競争入札
（5者）

25
県北振興局 建設部　道路建設第二課 2022年

  8月31日
2022年
  9月1日

棚方崎真申線用地測量業務委託
1,800,000 1,980,000

佐世保市万徳町1-20
㈱サン測量設計
代表取締役　大西　律生

委託料 指名競争入札
（5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：県北振興局 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）

26
県北振興局 雪浦ダム管理事務所 2023年

  3月8日
2023年
  3月14日

雪浦ダムテレメータ設備保守点検業務委
託 3,560,000 3,916,000

福岡県福岡市南区大橋１－２
－１９
福岡芝浦電子　株式会社
代表取締役　藤原　與司

委託料 一般競争入札
（1者）

27
県北振興局 田平土木維持管理事務所 2022年

  9月20日
2022年
  9月26日

県北振興局建設部田平土木維持管理事務
所管内道路監視業務委託 55,157,000 60,672,700

松浦市調川町下免６９番地５
松浦建設株式会社
代表取締役　上迫秀人

委託料 一般競争入札
（1者）

28
県北振興局 田平土木維持管理事務所 2022年

  11月16日
2022年
  11月22日

４田道維第２１号　一般国道３８３号外
２線航空障害灯等保守点検業務委託 2,900,000 3,190,000

長崎市川口町１０番２号
協和機電工業株式会社
代表取締役　坂井崇俊

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。



別表

部署名：県北振興局　管理部　会計課　契約日：令和4年4月1日　契約の名称：令和4年度カラーコピー等売買単価契約書

品名 規　　格 単位 落札金額 契約金額

カラーコピー A0 1枚 1,300 1,300

カラーコピー A1 〃 1,000 1,000

カラーコピー A2 〃 800 800

PPCコピー A0 〃 500 500

PPCコピー A1 〃 350 350

PPCコピー A2 〃 200 200

PPCコピー A0A1 〃 700 700

PPCコピー A0A2 〃 600 600

データモノクロ出力トレペ/コート紙 A0 〃 700 700

データモノクロ出力トレペ/コート紙 A1 〃 400 400

製本 折り 〃 10 10

※上記金額は消費税及び地方消費税を含まない額



委託業務番号 入札執行機関　　　県北振興局

委託業務名 入札書開札日　　　令和５年３月２３日（木）１４時１５分

委託業務場所 入札書開札場所　 県北振興局別館２階入札室

結果

モニター監視員 単価

8時～17時 3,050
5時～8時

17時～22時 3,300

22時～5時 3,900

5時～22時 3,500

22時～5時 4,200

交通誘導員

8時～17時 2,300
5時～8時

17時～22時 2,550

22時～5時 3,110

5時～22時 2,750

22時～5時 3,250

4,000

㈱中央綜合警備保障 大村市原口町１１４８番地６ 堀内　敏也

４債田道維第２４号

一般国道３８３号外２線長大橋監視業務委託

平戸市　岩の上町　外

入　札　結　果　一　覧　表

代　　表　　者商　　　　　号 所　　　在　　　地 第１回

運転経費

落札

平日

土日祝日

平日

土日祝日
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