
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：総務部 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
総務部 人事課 2022年

  5月31日
2022年
  6月6日

昇給昇格・退職手当システム詳細設計・
開発業務委託 8,460,000 9,306,000

長崎市花丘町4-16
(株)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
（2者）

2
総務部 人事課 2022年

  12月7日
2022年
  12月13日

エンゲージメント調査業務委託
1,000,000 1,100,000

東京都中央区銀座4-12-
15
（株）リンクアンドモチベー
ション
代表取締役　小笹芳央

委託料 一般競争入札
（3者）

3
総務部 人事課 2023年

  3月10日
2023年
  3月16日

長崎県新規採用職員前期研修期間中にお
ける宿泊施設借上に関する契約 単価契約

3,530.00
単価契約
3,530.00

長崎市元船町16-12
九商産業株式会社
代表取締役　三根　晴幸

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

4
総務部 財政課 2022年

  4月13日
2022年
  4月13日

令和４年度長崎県議会議案書等印刷
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

長崎市樺島町８－１２
株式会社クイックプリント
代表取締役　寺田　宏弥

需用費 指名競争入札
（6者）

5
総務部 管財課 2022年

  4月11日
2022年
  4月12日

長崎県レンタカー賃貸借契約
単価契約
4,300.00

単価契約
4,730.00

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）

6
総務部 管財課 2022年

  5月27日
2022年
  6月1日

長崎県庁舎植栽管理業務委託
8,800,000 9,680,000

長崎市松が枝町3-19
長崎緑地公園管理事業協同組
合
代表理事　赤瀬憲市

委託料 一般競争入札
（1者）

7
総務部 管財課 2022年

  6月15日
2022年
  6月21日

長崎県公舎等管理業務委託
90,720,000 99,792,000

長崎市桶屋町２５番地
株式会社トラスティ建物管理
代表取締役　中本　幸人

委託料 一般競争入札
（3者）

8
総務部 管財課 2022年

  8月17日
2022年
  8月18日

長崎県公用車任意保険契約
5,041,560 5,041,560

長崎市元船町８番１２号
あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社　長崎支店
長崎支店長　米倉　久満

役務費 一般競争入札
（2者）

9
総務部 管財課 2022年

  8月23日
2022年
  8月29日

長崎県庁舎情報表示設備更新業務
2,490,000 2,739,000

佐世保市俵町24番29号
大菱電気工業株式会社
山中　仁

需用費 一般競争入札
（1者）

10
総務部 管財課 2022年

  8月23日
2022年
  8月29日

長崎県庁舎自動火災報知設備更新業務
1,190,000 1,309,000

大阪府大阪市中央区城見2丁
目1番61号ツイン21MI
Dタワー30階
パナソニック防災システムズ
株式会社
古西　浩之

需用費 一般競争入札
（2者）

11
総務部 管財課 2022年

  11月7日
2022年
  11月11日

長崎県公舎建築物及び建築設備点検業務
委託（長崎東部地区） 3,600,000 3,960,000

長崎市油木町５番１１号
株式会社　木戸設計
代表取締役　木戸　九洲男

委託料 一般競争入札
（5者）

12
総務部 管財課 2022年

  11月7日
2022年
  11月11日

長崎県公舎建築物及び建築設備点検業務
委託（長崎北部地区） 5,200,000 5,720,000

長崎市鳴見町６５番地５
株式会社　重野設計事務所
代表取締役　馬場　武司

委託料 一般競争入札
（4者）

13
総務部 管財課 2022年

  11月7日
2022年
  11月11日

長崎県公舎建築物及び建築設備点検業務
委託（長崎中南部地区） 5,500,000 6,050,000

長崎市浜平１丁目８番２０号
株式会社　八光設計　
代表取締役　德永　一也

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：総務部 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
総務部 管財課 2022年

  12月16日
2022年
  12月23日

長崎県庁舎建築設備等点検業務委託
15,000,000 16,500,000

長崎市栄町１番２５号
太平ビルサービス株式会社　
長崎支店
支店長　増永　富男

委託料 一般競争入札
（1者）

15
総務部 管財課 2022年

  12月26日
2022年
  12月28日

長崎県庁舎電話交換設備更新業務
1,400,000 1,540,000

福岡県福岡市南区向野２丁目
９番26号
ＯＫＩクロステック株式会社
　九州支社
支社長　白濱　勝

需用費 一般競争入札
（1者）

16
総務部 管財課 2023年

  1月19日
2023年
  1月25日

長崎県庁舎設備保全業務
389,700,000 428,670,000

長崎市栄町１番２５号長崎Ｍ
Ｓビル
太平ビルサービス株式会社　
長崎支店
支店長　増永　富男

委託料 一般競争入札
（2者）

17
総務部 管財課 2023年

  2月2日
2023年
  2月8日

長崎県庁舎自家用電気工作物保安管理業
務 6,732,000 7,405,200

長崎市田中町５９１－５
一般財団法人九州電気保安協
会長崎支部
支部長　小川　末記

委託料 一般競争入札
（1者）

18
総務部 管財課 2022年

  12月21日
2023年
  2月10日

長崎県庁舎清掃業務
121,939,200 134,133,120

大村市平町1933番地
株式会社ナカムラ消防化学
代表取締役　中村　康祐

委託料 一般競争入札
（10者）

19
総務部 管財課 2023年

  2月24日
2023年
  3月3日

長崎県庁舎消防設備保守点検業務
2,003,000 2,203,300

長崎市竹の久保町１１番３号
ヤナセ産業株式会社
代表取締役　合家　崇

委託料 一般競争入札
（4者）

20
総務部 管財課 2023年

  2月24日
2023年
  3月9日

長崎県庁舎環境衛生管理業務
2,640,000 2,904,000

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
（3者）

21
総務部 管財課 2023年

  3月10日
2023年
  3月15日

出島交流会館空調設備保守点検業務委託
3,800,000 4,180,000

長崎市元船町11番18号
アダチ産業株式会社
代表取締役　前田　恭宏

委託料 一般競争入札
（2者）

22
総務部 管財課 2023年

  3月16日
2023年
  3月22日

長崎県庁舎事業系一般廃棄物収集運搬業
務 単価契約

28.60
単価契約

31.46

大村市東三城町６番地１
株式会社シンコー
代表取締役　　田代　スミ子
　

役務費 一般競争入札
（2者）

23
総務部 税務課 2022年

  11月18日
2022年
  11月24日

令和5年度長崎県自動車税種別割納税通
知書等作成業務委託 8,710,000 9,581,000

長崎市万才町６－３５
トッパン・フォームズ株式会
社　長崎営業所
所長　山田　剛

委託料 一般競争入札
（1者）

24
総務部 税務課 2022年

  12月8日
2022年
  12月14日

令和5年度長崎県法人関係税申告書等印
字及び封入等業務委託 4,437,600 4,881,360

長崎市万才町６番３５号
トッパン・フォームズ株式会
社　長崎営業所
所長　山田　剛

委託料 一般競争入札
（1者）

25
総務部 税務課 2022年

  12月8日
2022年
  12月14日

長崎県不動産取得税納税通知書等印字及
び封入等業務委託 12,400,200 13,640,220

長崎市万才町６番３５号
トッパン・フォームズ株式会
社　長崎営業所
所長　山田　剛

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：総務部 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）

26
総務部 税務課 2022年

  12月8日
2022年
  12月14日

長崎県個人事業税納税通知書等印字及び
封入等業務委託 9,718,000 10,689,800

長崎市万才町６番３５号
トッパン・フォームズ株式会
社　長崎営業所
所長　山田　剛

委託料 一般競争入札
（1者）

27
総務部 税務課 2022年

  12月8日
2022年
  12月14日

長崎県自動車税種別割督促状等印字及び
封入等業務委託 14,490,000 15,939,000

長崎市万才町６番３５号
トッパン・フォームズ株式会
社　長崎営業所
所長　山田　剛

委託料 一般競争入札
（1者）

28
総務部 税務課 2022年

  12月8日
2022年
  12月14日

長崎県税還付金等の還付・充当・委託納
付通知書印字及び封入等業務委託 9,735,000 10,708,500

長崎市万才町６番３５号
トッパン・フォームズ株式会
社　長崎営業所
所長　山田　剛

委託料 一般競争入札
（1者）

29
総務部 税務課 2022年

  12月22日
2022年
  12月28日

データ入力業務委託
単価契約

22.00
単価契約

22.00

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　三舩　英之

委託料 一般競争入札
（1者）

30
総務部 税務課 2023年

  1月12日
2023年
  1月18日

地方税等収納事務委託
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

長崎市銅座町1番11号
株式会社　十八親和銀行
取締役頭取　山川　信彦

役務費 一般競争入札
（1者）

31
総務部 総務文書課 2022年

  4月15日
2022年
  4月21日

県庁舎機密文書リサイクル処理業務委託
単価契約

12.00
単価契約

12.00

西彼杵郡長与町高田郷小字柳
田１９１８番地
株式会社　ばば商会
代表取締役　馬場　陽一

役務費 一般競争入札
（2者）

32
総務部 総務文書課 2022年

  8月25日
2022年
  8月31日

複写サービス等提供業務
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 一般競争入札
（2者）

33
総務部 総務文書課 2022年

  10月5日
2022年
  10月11日

高速複写機の賃貸借及び保守業務※総価
及び単価あり。詳細は落札価格の別紙参
照

単価契約
別紙のとおり

単価契約
別紙のとおり

福岡県福岡市博多区東比恵１
丁目２－１２
コニカミノルタジャパン株式
会社パートナー営業本部西日
本営業統括部
統括部長　鶴岡　秀仁

需用費 一般競争入札
（1者）

34
総務部 総務文書課 2023年

  2月9日
2023年
  2月15日

令和5年度メール便配達業務（単価契約
） 単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

大村市今津町315
ヤマト運輸株式会社　長崎主
管支店
主管支店長　椋本　啓太郎

役務費 一般競争入札
（2者）

35
総務部 総務文書課 2023年

  2月9日
2023年
  2月15日

令和5年度宅配便配達業務（単価契約）
単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

大村市今津町315
ヤマト運輸株式会社　長崎主
管支店
主管支店長　椋本　啓太郎

役務費 一般競争入札
（2者）

36
総務部 東京事務所 2023年

  2月28日
2023年
  3月6日

複写機による複写サービス契約
単価契約

1,048,860.00
単価契約

1,048,860.00

長崎市万才町３－５
富士フイルムビジネスイノベ
ーションジャパン株式会社　
長崎支社
長崎支社長　富山　容治

需用費 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：総務部 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）

37
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  6月10日
2022年
  6月15日

人事管理システム開発業務委託（オンラ
イン）Step2 18,180,000 19,998,000

長崎市花丘町４番１６号
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）

38
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  7月6日
2022年
  7月12日

LGWANファイアウォール等機器の賃
貸借及び保守 10,560,000 11,616,000

佐世保市三川内新町２７番地
１
株式会社日本ビジネスソフト
代表取締役　小原　丈治

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

39
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  7月11日
2022年
  7月15日

フレックステレワーク申請システム仕様
書作成及び開発業務委託 4,900,000 5,390,000

福岡県福岡市博多区博多駅東
2丁目5番1号
TIS西日本株式会社
代表取締役　野中　浩司

委託料 一般競争入札
（1者）

40
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  7月15日
2022年
  7月20日

ＷＥＢＮＡＳ更新業務委託
8,850,000 9,735,000

長崎市尾上町５番６号
ＮＢＣ情報システム株式会社
代表取締役　藤原正義

委託料 一般競争入札
（1者）

41
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  7月21日
2022年
  7月25日

会計年度任用職員雇用システム改修業務
委託 1,300,000 1,430,000

長崎市花丘町４番１６号
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
（2者）

42
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  7月21日
2022年
  7月27日

毒物劇物取扱者試験システム及び登録販
売者試験システム（HTML版）仕様書
作成及び開発業務委託

6,678,000 7,345,800
長崎市尾上町５番６号
ＮＢＣ情報システム株式会社
代表取締役　藤原正義

委託料 一般競争入札
（2者）

43
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  7月28日
2022年
  7月29日

クラウドサービス専用ファイアウォール
機器の賃貸借及び保守 18,684,000 20,552,400

長崎市西坂町２－７　チョー
コー会館ビル３階
株式会社九州テン長崎支店
支店長　永田　和彦

使用料及び賃借料 一般競争入札
（3者）

44
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  7月28日
2022年
  7月29日

クラウドサービス接続サービス機器の賃
貸借及び保守 25,734,000 28,307,400

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
（2者）

45
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  8月18日
2022年
  8月24日

ノーコード開発ツールのライセンス調達
及び活用支援業務委託 3,404,800 3,745,280

長崎市文教町１１番５号
リコージャパン株式会社　マ
ーケティング本部　長崎支社
　長崎営業部
部長　山川　大作

委託料 一般競争入札
（1者）

46
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  8月19日
2022年
  8月25日

電子メールシステムExchangeO
nline移行業務委託 21,332,600 23,465,860

東京都新宿区六丁目27番3
0号
SBテクノロジー株式会社
代表取締役　阿多　親市

委託料 一般競争入札
（1者）

47
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  8月30日
2022年
  9月5日

AI文書作成支援ツールのライセンス調
達及び活用支援業 900,000 990,000

東京都港区南青山２丁目２７
番８号
ＦＲＡＩＭ株式会社
代表取締役社長　堀口　圭

委託料 一般競争入札
（1者）

48
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  9月1日
2022年
  9月7日

調理師台帳管理・免許発行サブシステム
（HTML版）開発及び仕様書作成業務
委託

5,662,500 6,228,750
長崎市尾上町５番６号
ＮＢＣ情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

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：総務部 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）

49
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  9月2日
2022年
  9月8日

クラウド認証システムライセンス（48
か月） 23,638,000 26,001,800

東京都新宿区新宿6丁目27
-30
ＳＢテクノロジー　株式会社
代表取締役　阿多親市

使用料及び賃借料 一般競争入札
（3者）

50
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  9月6日
2022年
  9月12日

令和４年度MicrosoftOffi
ce365E3ライセンス 300本（
利用期間４年間）

26,280,000 28,908,000
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
（2者）

51
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  9月21日
2022年
  9月27日

電子県庁システム及び中小業務システム
維持管理運用支援業務委託 109,800,000 120,780,000

長崎市尾上町５番６号
NBC情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

委託料 一般競争入札
（1者）

52
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  9月27日
2022年
  9月28日

職員総合（画面系）システム維持管理業
務委託 27,180,000 29,898,000

福岡県福岡市博多区博多駅東
2丁目5番1号
ＴＩＳ西日本株式会社
代表取締役　野中　浩司

委託料 一般競争入札
（1者）

53
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  9月30日
2022年
  10月6日

クラウドサービス専用インターネット回
線利用単価契約 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1 
丁目12 番20 号
株式会社QTnet
代表取締役社長執行役員　岩
﨑和人

役務費 一般競争入札
（1者）

54
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  11月7日
2022年
  11月10日

テレビ会議 Cisco Webex 
ライセンス（利用期間60か月） 10,500,000 11,550,000

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）

55
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  11月8日
2022年
  11月10日

人事給与システム（メインメニュー）（
HTML版）開発及び仕様書修正業務委
託

1,140,000 1,254,000
長崎市千歳町２１番６号
株式会社ドゥアイネット
代表取締役　土井　幸喜

委託料 一般競争入札
（3者）

56
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  11月8日
2022年
  11月10日

昇給昇格発令情報閲覧システム（HTM
L版）開発及び仕様書修正業務委託 1,400,000 1,540,000

長崎市飽の浦町５番７号
株式会社シアスタ
代表取締役　下田　哲

委託料 一般競争入札
（3者）

57
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  11月16日
2022年
  11月18日

改姓届・旧姓使用申請システム（HTM
L版）開発及び仕様書修正業務委託 1,176,000 1,293,600

長崎市尾上町５番６号
ＮＢＣ情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

委託料 一般競争入札
（2者）

58
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  11月22日
2022年
  11月25日

自治体クラウドサービス用サーバ等保守
業務委託 1,560,000 1,716,000

長崎市尾上町５番６号
ＮＢＣ情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

委託料 一般競争入札
（1者）

59
総務部 スマート県庁推進課 2022年

  12月22日
2022年
  12月28日

資産管理システムバージョンアップ業務
委託 3,400,000 3,740,000

長崎市西坂町２－７
株式会社九州テン　長崎支店
支店長　永田　和彦

委託料 一般競争入札
（1者）

60
総務部 スマート県庁推進課 2023年

  1月24日
2023年
  1月30日

資産管理システム追加ライセンス及び保
守サービスライセンス 14,025,840 15,428,424

長崎市尾上町５番６号
ＮＢＣ情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

61
総務部 スマート県庁推進課 2023年

  2月7日
2023年
  2月13日

Microsoft365管理システム
ライセンス（48か月） 13,296,000 14,625,600

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
（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：総務部 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）

62
総務部 スマート県庁推進課 2023年

  2月10日
2023年
  2月13日

ウェブフィルタリングサーバ構築業務委
託 5,820,000 6,402,000

長崎市西坂町２－３
株式会社富士通エフサス第四
ビジネス統括部
統括部長　小栁　誠二

委託料 一般競争入札
（1者）

63
総務部 スマート県庁推進課 2023年

  2月24日
2023年
  3月2日

添付ファイル用メール中継サーバ構築業
務委託 3,000,000 3,300,000

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

委託料 一般競争入札
（1者）

64
総務部 スマート県庁推進課 2023年

  3月7日
2023年
  3月13日

ウイルス対策ソフト使用許諾権の購入
5,900,000 6,490,000

福岡県福岡県福岡市博多区博
多駅東２－５－１
ＴＩＳ西日本株式会社
代表取締役　野中　浩司

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

65
総務部 スマート県庁推進課 2023年

  3月27日
2023年
  3月27日

RPA運用保守業務委託
8,625,000 9,487,500

福岡県福岡市博多区博多駅東
２丁目５番１号
TIS西日本株式会社
代表取締役　野中　浩司

委託料 一般競争入札
（2者）

66
総務部 スマート県庁推進課 2023年

  3月28日
2023年
  3月30日

自治体クラウドサービス用サーバ等保守
業務委託 4,305,000 4,735,500

長崎市尾上町５番６号
ＮＢＣ情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

委託料 一般競争入札
（1者）

67
総務部 スマート県庁推進課 2023年

  3月28日
2023年
  3月31日

ノーコード開発ツールのライセンス調達
及び活用支援業務委託 4,465,200 4,911,720

長崎市文教町１１番５号
リコージャパン株式会社　マ
ーケティング本部　長崎支社
　長崎営業部
部長　山川　大作

委託料 一般競争入札
（1者）

68
総務部 スマート県庁推進課 2023年

  3月28日
2023年
  3月31日

AI 音声認識議事録作成支援サービス
の利用 1,500,000 1,650,000

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　松本 淸人

使用料及び賃借料 一般競争入札
（1者）

69
総務部 広報課 2022年

  6月17日
2022年
  6月23日

県外パブリシティサポート業務委託（首
都圏・関西圏） 15,254,000 16,779,400

東京都中央区築地1-13-
1
共同ピーアール株式会社
代表取締役　谷　鉄也

委託料 総合評価一般競争入札
（1者）

70
総務部 広報課 2022年

  11月17日
2022年
  11月22日

長崎県ウェブサイト現状分析及びリニュ
ーアル方針作成業務委託 5,112,474 5,623,721

東京都千代田区一ツ橋2-6
-8　トミービル3　2階
アライド・ブレインズ　株式
会社
代表取締役　大野　勝利

委託料 一般競争入札
（1者）

71
総務部 広報課 2023年

  2月9日
2023年
  2月15日

全世帯広報誌デザイン等業務
8,560,000 9,416,000

佐世保市新田町327
デザインスタジオ　ヨンエフ
代表者　吉田　隆

委託料 総合評価一般競争入札
（1者）

72
総務部 広報課 2023年

  2月15日
2023年
  2月21日

広報テレビ番組制作・放送等業務
43,900,000 48,290,000

長崎市金屋町１－７
株式会社テレビ長崎
代表取締役社長　大澤　徹也

委託料 総合評価指名競争入札
（4者）

73
総務部 広報課 2023年

  2月28日
2023年
  3月6日

全世帯広報誌及び情報誌仕分け・配達業
務契約 単価契約

別紙のとおり
単価契約

別紙のとおり

大村市今津町315
ヤマト運輸株式会社　長崎主
管支店
主管支店長　椋本　啓太郎

役務費 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：総務部 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）

74
総務部 広報課 2023年

  3月8日
2023年
  3月14日

長崎県公式ウェブサイト運営サポート業
務委託 2,970,000 3,267,000

長崎市魚の町6番4号呑田ビ
ル3階
企業組合eタウン
代表理事　西島　茂行

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。



別紙 部局名：総務部財政課 契約日：令和４年４月１３日 契約の名称：令和４年度長崎県議会議案書等印刷

備　　考

議案書（予算）

議案書（条例）

予算に関する説明書

8.8円

9.5円

7.5円

知事説明書

議案書表紙

年間総価格

項　　目 単　　価

9.0円

10.0円

3,968,550円

1



別紙

部局名：総務部　税務課　　　契約日：令和5年1月18日　契約の名称：地方税等収納事務委託

節 項目 単価 備考

12　役務費 収納件数1件当たり 56円

13　委託料 月額基本料 10,000円



別紙

部 局 ・ 所 属 名 ：

契 約 日 ：

契 約 の 名 称 ：

契 約 期 間 ：

(税抜）

単価（円/枚）

0.49

1.05

4.48

（税抜）

総価（円）

0
複写サービス機器の運用に必要となる
ソフトウェアの賃貸借及び保守費用（61か月）

内容

令和４年１２月１日～令和９年１２月３１日

複写サービス等提供業務

令和４年８月３１日

総務部総務文書課

複写サービス費用（カラー）

複写サービス費用（2色印刷）

複写サービス費用（モノクロ）

内容



別紙

部 局 ・ 所 属 名 ：

契 約 日 ：

契 約 の 名 称 ：

契 約 期 間 ：

金額（税抜）

9,996,000円

450,000円/月

1.45円/枚

1.40円/枚

1.35円/枚

令和５年２月１日～令和１０年１月３１日

高速複写機の賃貸借及び保守業務

令和４年１０月１１日

総務部総務文書課

〔単価〕高速複写機の賃貸借に係る消耗品供給及び
保守業務（月1,000,000枚を超える枚数）

〔単価〕高速複写機の賃貸借に係る消耗品供給及び
保守業務（月600,001枚から1,000,000枚まで）

〔単価〕高速複写機の賃貸借に係る消耗品供給及び
保守業務（基本料金（月300,000枚まで））

〔総価〕高速複写機の賃貸借（２台、６０か月）

〔単価〕高速複写機の賃貸借に係る消耗品供給及び
保守業務（月300,001枚から600,000枚まで）

内容



別紙

部局・所属名：

契 約 日 ：

契約の名称：

契 約 期 間 ：

(税抜)

単価(1個当たり)

重量 150g以内 72

重量 250g以内 72

重量 500g以内 72

重量 1ｋg以内 72

契約区分

令和５年４月１日～令和６年３月３１日

令和５年度メール便配達業務（単価契約）

令和５年２月１５日

総務部総務文書課



別紙

部局・所属名：

契 約 日 ：

契約の名称： 令和５年度宅配便配達業務（単価契約）

契 約 期 間 ：

（税抜）

配達地域 ｻｲｽﾞ 重量

60 2ｋｇ以内 370

80 5ｋｇ以内 370

100 10ｋｇ以内 440

120 15ｋｇ以内 450

140 20ｋｇ以内 470

160 25ｋｇ以内 550

60 2ｋｇ以内 400

80 5ｋｇ以内 420

100 10ｋｇ以内 460

120 15ｋｇ以内 510

140 20ｋｇ以内 640

160 25ｋｇ以内 760

60 2ｋｇ以内 450

80 5ｋｇ以内 490

100 10ｋｇ以内 550

120 15ｋｇ以内 600

140 20ｋｇ以内 700

160 25ｋｇ以内 820

60 2ｋｇ以内 620

80 5ｋｇ以内 660

100 10ｋｇ以内 710

120 15ｋｇ以内 760

140 20ｋｇ以内 900

160 25ｋｇ以内 1,100

長崎県内

九州
（沖縄除く）

  ・中国

関西･四国

関東･信越

総務部総務文書課

令和５年２月１５日

契約区分

令和５年４月１日～令和６年３月３１日

単価(1個当たり)



提供単価等

（１）回線使用料（グローバル IP アドレス利用料込）

サービス名 帯域 月額単価

QTPRO インターネット

アクセス

100Mbps 177,600 円

200Mbps 256,500 円

300Mbps 332,500 円

500Mbps 465,500 円

800Mbps 665,000 円

1Gbps 798,000 円

※消費税及び地方消費税を含まない額

（２）初期設定費用

種別 単価

回線終端装置に係る工事費 21,000 円

回線接続等にかかる工事費 2,000 円

JPNIC への申請料 4,500 円

IPv4 申請手数料 1,000 円

※消費税及び地方消費税を含まない額



（別表）

150gまで 80 円 円 円 80 円

250gまで 80 円 円 円 80 円

500gまで 80 円 円 円 80 円

1ｋｇまで 80 円 円 円 80 円

60 2ｋｇまで 480 円 480 円 530 円

80 5ｋｇまで 580 円 580 円 630 円

100 10ｋｇまで 680 円 680 円 730 円

120 15ｋｇまで 780 円 780 円 830 円

140 20kgまで 880 円 880 円 930 円

※宛名シール貼付、仕分けを含む

※全世帯広報誌  1冊＝約25ｇ

150gまで 80 円 円 円 円 円 円 80 円

250gまで 80 円 円 円 円 円 円 80 円

500gまで 80 円 円 円 円 円 円 80 円

1ｋｇまで 80 円 円 円 円 円 円 80 円

60 2ｋｇまで 480 円 480 円 530 円 530 円 730 円 880 円

80 5ｋｇまで 580 円 580 円 630 円 630 円 830 円 980 円

100 10ｋｇまで 680 円 680 円 730 円 730 円 930 円 1080 円

120 15ｋｇまで 780 円 780 円 830 円 830 円 1030 円 1180 円

140 20kgまで 880 円 880 円 930 円 930 円 1130 円 1280 円

160 25kgまで 980 円 980 円 1030 円 1030 円 1230 円 1380 円

※宛名シール貼付、仕分けを含む

※情報誌 1冊＝約80ｇ

サイズ

関　西

関東・信越 その他関　西

情報誌　配達単価表

その他

重量
中部・北陸

県　　　　　　　　外

（１包あたり、消費税を除く）

全世帯広報誌　配達単価表 （１包あたり、消費税を除く）

サイズ 重量 県　　内

県　　内

九州（沖縄を除く）

九州（沖縄を除く）

県　　　　　　　　外

四国
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