
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：県民生活環境部 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
県民生活環境部 環境保健研究センター 2022年

  5月31日
2022年
  6月6日

四重極飛行時間型高速液体クロマトグラ
フ質量分析装置一式の賃貸借 45,931,200 50,524,320

福岡県福岡市博多区店屋町１
番３５号
三菱HCキャピタル株式会社
　九州法人支店
支店長　東村　光弘

使用料及び賃借料 一般競争入札
（3者）

2
県民生活環境部 環境保健研究センター 2022年

  8月29日
2022年
  9月1日

DNAシーケンサ保守点検業務委託
1,660,000 1,826,000

長崎市平和町24番14号
株式会社　テクノ・スズタ
代表取締役　徳永道義

委託料 一般競争入札
（1者）

3
県民生活環境部 環境保健研究センター 2022年

  8月29日
2022年
  9月2日

複写サービス契約
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

長崎市田中町５８７番地１
株式会社イシマル
代表取締役　石丸利行

需用費 指名競争入札
（7者）

4
県民生活環境部 環境保健研究センター 2022年

  9月27日
2022年
  9月30日

令和4年度放射性物質（ストロンチウム
）分析業務委託 2,000,000 2,200,000

福岡県福岡市東区松香台一丁
目10番1号
一般財団法人　九州環境管理
協会
理事長　百島　則幸

委託料 一般競争入札
（1者）

5
県民生活環境部 環境保健研究センター 2022年

  9月27日
2022年
  10月3日

環境保健研究センター検査機器売買
1,620,000 1,782,000

諫早市多良見町化屋１７８１
－１
正晃株式会社　長崎営業所
所長　阿部　順一

備品購入費 一般競争入札
（2者）

6
県民生活環境部 環境保健研究センター 2022年

  11月11日
2022年
  11月17日

原子力防災資機材保守点検・校正業務委
託 2,840,000 3,124,000

長崎市平野町23-9
株式会社　富士医科精器　長
崎支店
専務取締役長崎支店長　越智
　政明

委託料 一般競争入札
（1者）

7
県民生活環境部 環境保健研究センター 2022年

  12月16日
2022年
  12月20日

安全キャビネット保守業務委託
2,530,000 2,783,000

諫早市多良見町化屋1781
-1
正晃株式会社長崎営業所
所長　阿部　順一

委託料 一般競争入札
（1者）

8
県民生活環境部 環境保健研究センター 2023年

  3月10日
2023年
  3月15日

イオンクロマトグラフィー分析装置保守
点検業務委託 1,425,000 1,567,500

長崎市平和町28番11号
株式会社イケダ科学長崎支店
支店長　成富　藤男

委託料 一般競争入札
（1者）

9
県民生活環境部 環境保健研究センター 2023年

  3月24日
2023年
  3月29日

ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点
検業務委託 940,720 1,034,792

長崎市平和町38番11号
株式会社イケダ科学長崎支店
支店長　成富　藤男

委託料 一般競争入札
（1者）

10
県民生活環境部 男女参画・女性活躍推進

室
2022年
  9月16日

2022年
  9月22日

男性の育休・家事・子育てイベント開催
運営等業務委託 1,890,000 2,079,000

長崎市五島町３番１３号
株式会社マルクス・インター
ナショナル
代表取締役社長　伊藤　庸輔

委託料 一般競争入札
（2者）

11
県民生活環境部 統計課 2022年

  5月13日
2022年
  5月19日

長崎県移動理由アンケート調査票情報の
パンチ入力業務委託 単価契約

86.50
単価契約

86.50

福岡県福岡市石城町１－１
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
（2者）

12
県民生活環境部 生活衛生課 2022年

  4月18日
2022年
  4月21日

認証店利用拡大キャンペーン業務委託
59,090,829 64,999,911

長崎市元船町１４－１０　橋
本商会ビル別館６階
株式会社JTB　長崎支店
支店長　　平野  武敏

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。



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：県民生活環境部 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）

13
県民生活環境部 生活衛生課 2022年

  8月23日
2022年
  8月29日

外部検証支援システム導入業務
4,380,000 4,818,000

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）

14
県民生活環境部 食品安全・消費生活課 2022年

  5月30日
2022年
  6月3日

計量検定業務管理システム用パソコン等
賃貸借及び保守管理契約 3,796,000 4,175,600

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 指名競争入札
（5者）

15
県民生活環境部 地域環境課 2022年

  5月20日
2022年
  5月23日

令和４年度有害大気汚染物質調査分析業
務委託 2,320,000 2,552,000

西彼杵郡長与町高田郷３６４
０－３
公益社団法人　長崎県食品衛
生協会
会長　江口　栄

委託料 一般競争入札
（3者）

16
県民生活環境部 地域環境課 2022年

  6月20日
2022年
  6月24日

令和4年度ダイオキシン類調査業務委託
2,700,000 2,970,000

長崎市浜口町4-9-401
株式会社静環検査センター長
崎営業所
所長　小谷　聖滋

委託料 一般競争入札
（6者）

17
県民生活環境部 地域環境課 2022年

  7月8日
2022年
  7月12日

令和4年度島原半島内地下水等調査業務
委託 1,450,000 1,595,000

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
（5者）

18
県民生活環境部 地域環境課 2022年

  8月29日
2022年
  9月2日

西九州新幹線（長崎～武雄温泉）騒音振
動調査業務委託 2,800,000 3,080,000

西彼杵郡長与町高田郷３６４
０番地３
公益社団法人長崎県食品衛生
協会
会長　江口栄

委託料 一般競争入札
（4者）

19
県民生活環境部 地域環境課 2022年

  9月9日
2022年
  9月15日

県有施設への太陽光発電設備導入可能性
調査業務委託 8,780,000 9,658,000

長崎市葉山1-28-1-5
02
エヌエス環境株式会社　長崎
営業所
所長　小池　順

委託料 一般競争入札
（3者）

20
県民生活環境部 地域環境課 2022年

  9月9日
2022年
  9月15日

令和４年度「電気自動車等の導入促進キ
ャンペーン事業」業務委託 3,000,000 3,300,000

長崎市栄町５番５号
株式会社 創見
代表取締役　早田　康平

委託料 一般競争入札
（1者）

21
県民生活環境部 地域環境課 2022年

  11月9日
2022年
  11月15日

令和４年度長崎県自動車騒音評価業務委
託 1,350,000 1,485,000

長崎市浜口町4-9-401
株式会社静環検査センター長
崎営業所
所長 小谷 聖滋

委託料 一般競争入札
（5者）

22
県民生活環境部 地域環境課 2023年

  3月13日
2023年
  3月17日

令和5年度長崎県設置大気測定局等の自
動測定機等保守管理業務委託 18,150,000 19,965,000

長崎県長崎市本原町３５番２
０号
株式会社旺計社　長崎営業所
所長　百 﨑 邦 行

委託料 一般競争入札
（2者）

23
県民生活環境部 地域環境課 2023年

  3月13日
2023年
  3月17日

令和5年度長崎県大気汚染監視テレメー
タシステム管理運営業務委託 5,900,000 6,490,000

西彼杵郡長与町高田郷３６４
０-３
 公益社団法人長崎県食品衛
生協会
 会長　 江 口 栄

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。



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：県民生活環境部 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
県民生活環境部 地域環境課 2023年

  3月17日
2023年
  3月23日

令和５年度長崎県水質監視調査業務委託
19,420,000 21,362,000

佐世保市三川内新町２６－１
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
（5者）

25
県民生活環境部 地域環境課 2023年

  3月22日
2023年
  3月27日

令和5年度国設酸性雨測定所PM2.5
計保守管理委託業務 1,920,000 2,112,000

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）

26
県民生活環境部 地域環境課 2023年

  3月22日
2023年
  3月27日

令和5年度国設酸性雨測定所保守管理運
営委託業務 2,280,000 2,508,000

西彼杵郡長与町高田郷３６４
０番地３
公益社団法人長崎県食品衛生
協会
会 長　江口　栄

委託料 一般競争入札
（4者）

27
県民生活環境部 水環境対策課 2022年

  7月8日
2022年
  7月14日

令和４年度水道水源水質検査業務委託
2,280,000 2,508,000

長崎市文教町1番地14号　
長崎大学研究開発推進機構1
階
株式会社太平環境科学センタ
ー　長崎試験所
所長　脇畑　和幸

委託料 一般競争入札
（6者）

28
県民生活環境部 資源循環推進課 2022年

  4月20日
2022年
  4月22日

産業廃棄物処理施設の硫化水素等測定調
査業務委託 1,360,000 1,496,000

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
（3者）

29
県民生活環境部 資源循環推進課 2022年

  4月27日
2022年
  5月2日

産業廃棄物最終処分場に係る浸透水、放
流水等の水質検査業務委託 7,700,000 8,470,000

西彼杵郡長与町高田郷３６４
０番地３
公益社団法人長崎県食品衛生
協会
会長　江口　栄

委託料 一般競争入札
（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。



（別紙）設置機器、設置場所及び複写サービス料金の単価等

複写機① 複写機②

設置機器
キヤノン株式会社

imageRUNNER ADVANCE DX C5850F

キヤノン株式会社

imageRUNNER ADVANCE DX C5860F

設置場所
長崎県環境保健研究センター

１階 総務課

長崎県環境保健研究センター

２階 研究員室

複写サービス料金の

単価等（トナー代込）

※消費税及び地方消

費税を含まない額

・月間基本料金         7,200円

（モノクロ3,000枚含む）

・超過料金 モノクロ    2.10円／枚

      カラー     12.70円／枚

・月間基本料金         6,750円

（モノクロ5,000枚含む）

・超過料金 モノクロ    1.30円／枚

      カラー     6.10円／枚

予定複写枚数
・モノクロ 393,600枚（6,560枚／月）

・カラー  21,600枚（ 360枚／月）

・モノクロ 582,600枚（9,710枚／月）

・カラー  137,400枚（2,290枚／月）
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