
平成２０年度 競争入札に付した契約情報一覧表（※建設工事関係等を除く） 会計名： 交通事業会計 H21.3.31 現在

所 管 課 落札価格 契約金額　（円） 契約相手の名称 契約方法
（地方機関） （円） （消費税を含む） （住所・氏名） （入札業者数）

長崎市大黒町１１－８
1 交通局 総務課 ２０．３．２６ ２０．４．１ 本局・長崎営業所庁舎清掃 1,240,000 1,302,000 大成サービス（株）長崎支店 委託料 指名競争入札

支店長　小柳　省三 (7)
長崎市大黒町９－２２

2 交通局 総務課 ２０．３．２６ ２０．４．１ 矢上庁舎・バス変換場清掃 900,000 945,000 有限会社　真砂商事 委託料 指名競争入札
取締役　中本　麻紀 (9)
長崎市万才町４－１５

3 交通局 総務課 ２０．３．２６ ２０．４．１ 長与営業所庁舎・バス変換場 995,400 1,045,170 星光ビル管理株式会社 委託料 指名競争入札
清掃 長崎営業所所長　高橋　俊幸 (10)

諫早市川内町９７
4 交通局 総務課 ２０．３．２５ ２０．４．１ 諌早営業所・中央工場・東厚生 1,380,000 1,449,000 有限会社　サイトウビル管理 委託料 指名競争入札

町乗務員控室清掃 代表取締役　済藤　初喜 (5)
大村市東三城町６－１

5 交通局 総務課 ２０．３．２５ ２０．４．１ 大村営業所庁舎・バス変換場 1,050,000 1,102,500 エス・ビー・ケイ有限会社 委託料 指名競争入札
清掃 代表取締役　川原　スミ子 (8)

長崎市ダイヤランド３－１６－５
6 交通局 総務課 ２０．３．２６ ２０．４．１ 長崎ターミナル清掃 1,764,000 1,852,200 （有）エーカンパニー 委託料 指名競争入札

代表取締役　岡崎　宏則 (7)
大村市東三城６－１

7 交通局 総務課 ２０．３．２６ ２０．４．１ 大村ターミナル清掃 1,635,000 1,716,750 （株）シンコー 委託料 指名競争入札
代表取締役　田代　ハルエ (8)
長崎市御船蔵町６－３

8 交通局 総務課 ２０．３．２６ ２０．４．１ 長崎営業所車輌清掃 8,574,510 9,004,180 株式会社司コーポレーション 委託料 指名競争入札
長崎支店支店長　奥村　省三 (7)
長崎市家野町４－１４

9 交通局 総務課 ２０．３．２６ ２０．４．１ 矢上営業所車輌清掃 6,613,300 6,943,965 株式会社ウィング 委託料 指名競争入札
代表取締役　嶽本　剛平 (9)
長崎市魚の町２－２６

10 交通局 総務課 ２０．３．２６ ２０．４．１ 長与営業所車輌清掃 5,288,300 5,552,715 株式会社　西日本ビルサービス 委託料 指名競争入札
代表取締役　宮崎　善郎 (9)
諫早市川内町９７

11 交通局 総務課 ２０．３．２５ ２０．４．１ 諌早営業所車輌清掃 4,629,000 4,860,450 有限会社　サイトウビル管理 委託料 指名競争入札
代表取締役　済藤　初喜 (5)
大村市東三城町６－１

12 交通局 総務課 ２０．３．２５ ２０．４．１ 大村営業所車輌清掃 2,514,800 2,640,540 エス・ビー・ケイ有限会社 委託料 指名競争入札
代表取締役　川原　スミ子 (8)
諫早市津久葉町６－４１

13 交通局 総務課 ２０．３．２５ ２０．４．１ 諌早バスターミナル事務所早朝 1,164,000 1,222,200 アメック株式会社 委託料 指名競争入札
夜間代行業務 代表取締役　増山　嘉文 (4)

長崎市万屋町５－１２
14 交通局 総務課 ２０．４．１８ ２０．４．１８ ガイド夏ブラウス @7,500/枚 @7,500/枚 鈴木服装株式会社 被服費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 代表取締役　鈴木　元 (6)

番号 節 区 分所 管 部 局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称



平成２０年度 競争入札に付した契約情報一覧表（※建設工事関係等を除く） 会計名： 交通事業会計 H21.3.31 現在

所 管 課 落札価格 契約金額　（円） 契約相手の名称 契約方法
（地方機関） （円） （消費税を含む） （住所・氏名） （入札業者数）

番号 節 区 分所 管 部 局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市万屋町５－１２
15 交通局 総務課 ２０．４．１８ ２０．４．１８ ガイド夏スカート @7,500/枚 @7,500/枚 鈴木服装株式会社 被服費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 代表取締役　鈴木　元 (6)
長崎市万屋町５－１２

16 交通局 総務課 ２０．４．１８ ２０．４．１８ 運転士夏略衣 ＠2,350／枚 ＠2,350／枚 鈴木服装株式会社 被服費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 代表取締役　鈴木　元 (9)

長崎市万屋町５－１２
17 交通局 総務課 ２０．４．１８ ２０．４．１８ 運転士夏ズボン ＠3,700／枚 ＠3,700／枚 鈴木服装株式会社 被服費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 代表取締役　鈴木　元 (9)
長崎市新大工町５－１９

18 交通局 総務課 ２０．４．１８ ２０．４．１８ トイレットペーパー ＠19.7／個 ＠19.7／個 （株）大場金物百貨店 備消品 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 代表取締役　大場　清利 (3)

長崎市元船町３－２０
19 交通局 総務課 ２０．３．２６ ２０．４．１ 本局・長崎公用車ガソリン ＠137／L ＠137／L 増田石油株式会社 ガソリン費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 代表取締役　増田　脩二 (4)
長崎市大橋町２５－１

20 交通局 総務課 ２０．３．２６ ２０．４．１ 矢上公用車ガソリン ＠136／L ＠136／L 西部石油株式会社 ガソリン費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 代表取締役　江村　大洋 (4)

諫早市多良見町囲４８０－４
21 交通局 総務課 ２０．３．２６ ２０．４．１ 長与公用車ガソリン ＠144／L ＠144／L 有限会社　峰石油店 ガソリン費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 代表取締役　峰　龍博 (2)
長崎市元船町３－２０

22 交通局 総務課 ２０．３．２６ ２０．４．１ 諌早公用車ガソリン ＠137／L ＠137／L 増田石油株式会社 ガソリン費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 代表取締役　増田　脩二 (3)

長崎市幸町４－２２ タイヤ・
23 交通局 総務課 ２０．４．１１ ２０．４．１７ 新品タイヤ及び組み替え ＠29, 250／本 ＠29,250／本 荒木タイヤ株式会社長崎営業所 チューブ費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 所長　荒木　健一 (2)
長崎市幸町４－２２ タイヤ・

24 交通局 総務課 ２０．４．１１ ２０．４．１７ 新品タイヤ及び組み替え ＠26,450／本 ＠26,450／本 荒木タイヤ株式会社長崎営業所 チューブ費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 所長　荒木　健一 (2)

長崎市幸町４－２２ タイヤ・
25 交通局 総務課 ２０．４．１１ ２０．４．１７ 新品タイヤ及び組み替え ＠11,000／本 ＠11,000／本 荒木タイヤ株式会社長崎営業所 チューブ費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 所長　荒木　健一 (2)
長崎市幸町４－２２ タイヤ・

26 交通局 総務課 ２０．４．１１ ２０．４．１７ 新品タイヤ及び組み替え ＠26,450／本 ＠26,450／本 荒木タイヤ株式会社長崎営業所 チューブ費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 所長　荒木　健一 (2)

長崎市幸町４－２２ タイヤ・
27 交通局 総務課 ２０．４．１１ ２０．４．１７ 更正タイヤ及び組み替え ＠15,250／本 ＠15,250／本 荒木タイヤ株式会社長崎営業所 チューブ費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 所長　荒木　健一 (2)
長崎市幸町４－２２ タイヤ・

28 交通局 総務課 ２０．４．１１ ２０．４．１７ 更正タイヤ及び組み替え ＠16,350／本 ＠16,350／本 荒木タイヤ株式会社長崎営業所 チューブ費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 所長　荒木　健一 (2)



平成２０年度 競争入札に付した契約情報一覧表（※建設工事関係等を除く） 会計名： 交通事業会計 H21.3.31 現在

所 管 課 落札価格 契約金額　（円） 契約相手の名称 契約方法
（地方機関） （円） （消費税を含む） （住所・氏名） （入札業者数）

番号 節 区 分所 管 部 局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市幸町４－２２ タイヤ・
29 交通局 総務課 ２０．４．１１ ２０．４．１７ 更正タイヤ及び組み替え ＠14,850／本 ＠14,850／本 荒木タイヤ株式会社長崎営業所 チューブ費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 所長　荒木　健一 (2)
長崎市幸町４－２２ タイヤ・

30 交通局 総務課 ２０．４．１１ ２０．４．１７ 更正タイヤ及び組み替え ＠14,850／本 ＠14,850／本 荒木タイヤ株式会社長崎営業所 チューブ費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 所長　荒木　健一 (2)

長崎市幸町４－２２ タイヤ・
31 交通局 総務課 ２０．４．１１ ２０．４．１７ 更正タイヤ及び組み替え ＠15,250／本 ＠15,250／本 荒木タイヤ株式会社長崎営業所 チューブ費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 所長　荒木　健一 (2)
長崎市富士見町１３－２２

32 交通局 総務課 ２０．４．１１ ２０．４．１７ バッテリー @14,000/個 @14,000/個 有限会社長崎電装 バス部品費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 代表取締役　川添　寛 (9)

長崎市富士見町１３－２２
33 交通局 総務課 ２０．４．１１ ２０．４．１７ バッテリー @19,000/個 @19,000/個 有限会社長崎電装 バス部品費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 代表取締役　川添　寛 (9)
長崎市富士見町１３－２２

34 交通局 総務課 ２０．４．１１ ２０．４．１７ バッテリー @29,000/個 @29,000/個 有限会社長崎電装 バス部品費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 代表取締役　川添　寛 (9)

佐賀市天神２丁目２－３７
35 交通局 総務課 ２０．４．１８ ２０．４．２１ 自動車保険契約 17,381,530 17,381,530 日本興亜損保株式会社西九州支店 施設損害 一般競争入札

（任意保険） 支店長　田中　信之 保険料 (8)
東京都渋谷区恵比寿南１－１－１０

36 交通局 貸切課 ２０．５．２7 ２０．６．１ 業務用DVDソフトのレンタル 1,608,000 1,688,400 株式会社ムービーマネジメントカンパニー 使用料及 一般競争入札
代表取締役　吉田　豊 び賃借料 (2)
長崎市出島町５－１１

37 交通局 総務課 ２０．８．８ ２０．８．８ 貸切リーフレット 344,000 361,200 平和堂オフセット印刷有限会社 広告 指名競争入札
代表取締役　松尾　裕介 宣伝費 (6)
長崎市平和町２０－１１

38 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．８．２７ 運転士合冬上衣 ＠9,000／枚 ＠9,000／枚 有限会社松本服装 被服費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 取締役　松本　眞由美 (9)

長崎市川口町６－２９
39 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．８．２７ 運転士合ズボン ＠5,300／枚 ＠5,300／枚 株式会社　ささや 被服費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 代表取締役　笹本　強志 (9)
長崎市万屋町５－１２

40 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．８．２７ 運転士防寒着 ＠4,300／枚 ＠4,300／枚 鈴木服装株式会社 被服費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 代表取締役　鈴木　元 (8)

西彼杵郡長与町吉無田郷２０１１－３０

41 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．８．２７ 運転士制帽 ＠2,920／枚 ＠2,920／枚 トーコー商事株式会社 被服費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 代表取締役　辻田　美和子 (8)



平成２０年度 競争入札に付した契約情報一覧表（※建設工事関係等を除く） 会計名： 交通事業会計 H21.3.31 現在

所 管 課 落札価格 契約金額　（円） 契約相手の名称 契約方法
（地方機関） （円） （消費税を含む） （住所・氏名） （入札業者数）

番号 節 区 分所 管 部 局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

＠2,700／枚 ＠2,700／枚 長崎市樺島町６－１
42 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．８．２７ 作業服 ＠2,950／枚 ＠2,950／枚 有限会社　瀬川商店 被服費 指名競争入札

＠3,700／枚 ＠3,700／枚 代表取締役　瀬川　隆 (8)
（税抜き） （税抜き）

長崎市万屋町５－１２
43 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．８．２７ ガイド合冬上衣・スカート ＠25,000／枚 ＠25,000／枚 鈴木服装株式会社 被服費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 代表取締役　鈴木　元 (6)
長崎市万屋町５－１２

44 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．８．２７ ガイド合冬ブラウス ＠10,500／枚 ＠10,500／枚 鈴木服装株式会社 被服費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 代表取締役　鈴木　元 (6)

長崎市万屋町５－１２
45 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．８．２７ ガイド合冬ベスト ＠9,300／枚 ＠9,300／枚 鈴木服装株式会社 被服費 指名競争入札

（税抜き） （税抜き） 代表取締役　鈴木　元 (6)
長崎市万屋町５－１２

46 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．８．２７ ガイドコート ＠23,000／枚 ＠23,000／枚 鈴木服装株式会社 被服費 指名競争入札
（税抜き） （税抜き） 代表取締役　鈴木　元 (4)

長崎市西海町３１００
47 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．９．１ バスボデー改造 60,630,000 63,661,500 （有）木原車体 事業用 指名競争入札

代表取締役　木原　忠 車両 (4)
北九州市小倉北区西港町１１

48 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．９．１ バスボデー改造 25,370,000 26,638,500 西日本車体工業（株） 事業用 指名競争入札
取締役社長　金森　雄三 車両 (4)
佐賀県三養基郡基山町大字長野３０８－５

49 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．９．１ バスボデー改造 1,732,000 18,186,000 共栄車体工業（株）鳥栖支社 事業用 指名競争入札
支社長　松瀬　義夫 車両 (4)
熊本市近見町７－１０－２７

50 交通局 総務課 ２０．８．２６ ２０．９．１ バスボデー改造 7,540,000 7,917,000 （株）日伸ボデー 事業用 指名競争入札
代表取締役　吉村　孝春 車両 (4)
福岡県筑紫野市大字永岡７２０－１

51 交通局 総務課 ２０．９．２６ ２０．１０．１ 軽油インタンク 134,500/KL 139,620/KL 株式会社　西日本宇佐美　九州支店 軽油 一般競争入札
支店長　増田　英治 (4)
長崎市出島町５－１１

52 交通局 貸切課 ２０．１０．２ ２０．１０．２ ２００９年版県営バスカレンダー 402,500 422,625 平和堂オフセット印刷有限会社 広告 指名競争入札
代表取締役　松尾　裕介 宣伝費 (7)
長崎市田中町１４２番地２

53 交通局 総務課 ２０．１０．１０ ２０．１０．１６ 一般乗合旅客自動車 57,000,000 59,850,000 いすゞ自動車九州（株）長崎支社 車輌購入費 指名競争入札
市内線中型ノンステップ車 支社長　飯盛　正則 (4)

長崎市出来大工町３６
54 交通局 総務課 ２０．１２．２ ２０．１２．２ 給与及び財務会計システム 3,500,000 3,675,000 扇精光（株） 機械器具 指名競争入札

代表取締役　池田　正志 購入費 (1)



平成２０年度 競争入札に付した契約情報一覧表（※建設工事関係等を除く） 会計名： 交通事業会計 H21.3.31 現在

所 管 課 落札価格 契約金額　（円） 契約相手の名称 契約方法
（地方機関） （円） （消費税を含む） （住所・氏名） （入札業者数）

番号 節 区 分所 管 部 局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称

長崎市元船町３－２０
55 交通局 総務課 ２０．１２．２５ ２１．１．１ 軽油インタンク 85,800/KL 88,485/KL 増田石油株式会社 軽油 一般競争入札

代表取締役　増田　脩二 (4)


