
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：産業労働部 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
産業労働部 長崎高等技術専門校 2022年

  6月7日
2022年
  6月9日

植栽管理業務委託
1,600,000 1,760,000

長崎市古賀町２１５１番地
株式会社　兄弟緑地
代表取締役　渡邊　道明

委託料 一般競争入札
（2者）

2
産業労働部 長崎高等技術専門校 2022年

  8月2日
2022年
  8月2日

長崎高等技術専門校庁舎建築物点検業務
委託 1,300,000 1,430,000

長崎市興善町5-7
株式会社　三省建築研究所
代表取締役　三好　定和

委託料 指名競争入札
（3者）

3
産業労働部 長崎高等技術専門校 2022年

  10月21日
2022年
  10月25日

パソコン２１台　ほか一式
2,653,980 2,919,378

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

備品購入費 一般競争入札
（4者）

4
産業労働部 長崎高等技術専門校 2022年

  11月16日
2022年
  11月21日

外部診断機購入
1,640,000 1,804,000

長崎市目覚町１３－１２
有限会社　長崎中央部品
代表取締役　馬場　真

備品購入費 指名競争入札
（3者）

5
産業労働部 長崎高等技術専門校 2022年

  12月13日
2022年
  12月15日

TIG溶接機の購入
1,600,000 1,760,000

長崎市宝栄町２２－２１
本田商会株式会社
代表取締役　本田郷之

備品購入費 指名競争入札
（5者）

6
産業労働部 長崎高等技術専門校 2023年

  3月9日
2023年
  3月15日

空調関連機器保守点検業務委託
5,000,000 5,500,000

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3
丁目1番35号
西部ガスリビング株式会社
代表取締役　太田　良

委託料 一般競争入札
（1者）

7
産業労働部 長崎高等技術専門校 2023年

  3月15日
2023年
  3月17日

庁舎清掃業務委託
5,075,000 5,582,500

佐世保市三浦町１－１５　N
S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
（7者）

8
産業労働部 佐世保高等技術専門校 2022年

  4月7日
2022年
  4月13日

空調設備保守点検業務委託
1,900,000 2,090,000

佐世保市卸本町10-2
九州ビルウエア株式会社西九
州統括部
取締役西九州統括部長奥下文
夫

委託料 指名競争入札
（3者）

9
産業労働部 佐世保高等技術専門校 2022年

  5月24日
2022年
  5月30日

令和４年度植栽維持管理業務委託
2,030,000 2,233,000

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）

10
産業労働部 佐世保高等技術専門校 2022年

  6月21日
2022年
  6月27日

建築物・建築設備・防火設備点検業務委
託 2,900,000 3,190,000

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
（5者）

11
産業労働部 雇用労働政策課 2022年

  8月17日
2022年
  8月23日

自営型テレワーク促進業務委託
10,052,000 11,057,200

東京都多摩市落合１－４６－
１
株式会社キャリア・マム
代表取締役　村山　香苗

委託料 総合評価一般競争入札
（1者）

12
産業労働部 雇用労働政策課 2022年

  8月26日
2022年
  9月1日

令和４年度働き方改革モデル取組事例創
出業務委託 8,150,000 8,965,000

東京都港区芝５－３２－１２
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
（1者）

13
産業労働部 雇用労働政策課 2022年

  11月18日
2022年
  11月22日

就職氷河期世代の支援に関する広報業務
委託 1,194,000 1,313,400

長崎市茂里町３番２号
長崎文化放送株式会社
代表取締役　壹岐　正

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。



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：産業労働部 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）

14
産業労働部 工業技術センター 2022年

  11月10日
2022年
  11月15日

マルチマテリアル三次元造形装置保守点
検業務 1,040,000 1,040,000

長崎市平和町２８－１１
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）

15
産業労働部 工業技術センター 2023年

  3月10日
2023年
  3月15日

マルチマテリアル三次元造形装置保守点
検業務委託 3,120,000 3,432,000

長崎市平和町２８－１１
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）

16
産業労働部 工業技術センター 2023年

  3月14日
2023年
  3月20日

長崎県工業技術センター機械警備業務委
託 1,263,600 1,389,960

東京都渋谷区神宮前一丁目５
番１号
セコム株式会社
代表取締役社長　尾関　一郎

委託料 一般競争入札
（1者）

17
産業労働部 窯業技術センター 2022年

  4月12日
2022年
  4月12日

ブタンガス単価契約
単価契約

147.00
単価契約

147.00

佐世保市権常寺１－１２－２
８
アストモスリテイリング（株
）九州カンパニー佐世保営業
所
所長　田島　英吾

需用費 指名競争入札
（3者）

18
産業労働部 窯業技術センター 2022年

  7月25日
2022年
  7月29日

複写機の複写サービス業務
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

佐世保市白岳町７７４－５
株式会社ビズテック
代表取締役　田中　啓輔

需用費 指名競争入札
（5者）

19
産業労働部 窯業技術センター 2022年

  11月29日
2022年
  12月2日

X線透過型粒度分布測定装置の修繕
1,680,000 1,848,000

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）

20
産業労働部 窯業技術センター 2023年

  3月23日
2023年
  3月27日

長崎県窯業技術センター庁舎設備管理業
務委託 2,770,000 3,047,000

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）

21
産業労働部 窯業技術センター 2023年

  3月23日
2023年
  3月27日

長崎県窯業技術センター庁舎清掃業務委
託 6,190,000 6,809,000

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
（4者）

22
産業労働部 窯業技術センター 2023年

  3月22日
2023年
  3月28日

長崎県窯業技術センター機械警備業務委
託 408,000 448,800

東京都渋谷区神宮前１－５－
１
セコム株式会社
代表取締役社長　尾関　一郎

委託料 一般競争入札
（2者）

23
産業労働部 新産業創造課 2022年

  6月13日
2022年
  6月14日

令和4年度先端技術導入促進業務委託
24,710,000 27,181,000

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 一般競争入札
（1者）

24
産業労働部 経営支援課 2022年

  6月3日
2022年
  6月9日

令和4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　五島　久

委託料 総合評価一般競争入札
（2者）

25
産業労働部 若者定着課 2022年

  12月5日
2022年
  12月9日

高校生の広域合同企業説明会設営業務委
託 1,870,000 2,057,000

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。



（別紙）

窯業技術センター複写サービス料金の単価

（カラー複写機・１機）

月額基本料 ６,９００円

月額複写枚数 ｶﾗｰｺﾋﾟｰ ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾄ ﾌﾞﾗｯｸ

1枚～１０００枚 ８円／枚 ８円／枚 １円／枚

1０００枚以上 ８円／枚

予定数量（月） ６５０枚 １,８５０枚 ７００枚

  

（モノクロ複写機・２機）

月額基本料（2機分） １０,０００円

月額複写枚数 ﾓﾉｸﾛｺﾋﾟｰ

1枚以上 １円／枚

予定数量（月） ２,９５０ 枚

※上記価格は消費税及び地方消費税を含まない額。



別紙

落札価格（円）
基本契約

※金額は消費税及び地方消費税を含まない。

（支援内容により）
　　　　　  5,000円～40,000円

部局名：産業労働部　経営支援課

契約日：令和4年6月9日

契約名：令和4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

契約金額（円）
単価契約

2,675,000円
500,000円
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