
平成２１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 H22.3.31 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番８号
1 交通局 総務課 ２１．３．２５ ２１．４．１ 本局・長崎営業所庁舎清掃 1,380,000 1,449,000 大成サービス（株）長崎支店 委託費 指名競争入札

支店長　小柳省三 (8)
長崎市大黒町９番２２号

2 交通局 総務課 ２１．３．２５ ２１．４．１ 矢上営業所庁舎清掃 990,000 1,038,500 （有）真砂商事 委託費 指名競争入札
代表取締役　中本　麻紀 (8)
長崎市万才町４番１５号

3 交通局 総務課 ２１．３．２５ ２１．４．１ 長与営業所庁舎清掃 995,400 1,045,170 星光ビル管理（株）長崎営業所 委託費 指名競争入札
所長　平野　勇 (9)
諫早市川内町９７番地

4 交通局 総務課 ２１．３．２６ ２１．４．１ 諌早営業所庁舎清掃 1,380,000 1,449,000 （有）サイトウビル管理 委託費 指名競争入札
代表取締役　済藤　初喜 (5)
大村市東本町６番地１

5 交通局 総務課 ２１．３．２６ ２１．４．１ 大村営業所庁舎清掃 1,140,000 1,197,000 エス・ビー・ケイ（有） 委託費 指名競争入札
代表取締役　川原　スミ子 (7)
長崎市大黒町３－１

6 交通局 総務課 ２１．３．２５ ２１．４．１ 長崎ターミナル清掃 1,490,000 1,564,500 長崎市社会福祉協議会 委託費 指名競争入札
理事長　岡本　新一郎 (8)
大村市東三城６番地１

7 交通局 総務課 ２１．３．２６ ２１．４．１ 大村ターミナル清掃 1,750,000 1,837,500 （株）シンコー 委託費 指名競争入札
代表取締役　田代　ハルヱ (7)
長崎市御船蔵町６番３号

8 交通局 総務課 ２１．３．２５ ２１．４．１ 長崎営業所車両清掃 9,488,000 9,962,400 司コーポレーション長崎支店 委託費 指名競争入札
長崎支店長　奥村　省三 (10)
長崎市家野町４－１４

9 交通局 総務課 ２１．３．２５ ２１．４．１ 矢上営業所車両清掃 5,738,000 6,024,900 株式会社　ウィング 委託費 指名競争入札
代表取締役　嶽本　剛平 (9)
長崎市万才町４番１５号

10 交通局 総務課 ２１．３．２５ ２１．４．１ 長与営業所車両清掃 4,958,400 5,206,320 星光ビル管理（株）長崎営業所 委託費 指名競争入札
所長　平野　勇 (9)
諫早市川内町９７番地

11 交通局 総務課 ２１．３．２６ ２１．４．１ 諌早営業所車両清掃 3,895,200 4,089,960 （有）サイトウビル管理 委託費 指名競争入札
代表取締役　済藤　初喜 (5)
大村市東本町６番地１

12 交通局 総務課 ２１．３．２６ ２１．４．１ 大村営業所車両清掃 2,444,700 2,566,935 エス・ビー・ケイ（有） 委託費 指名競争入札
代表取締役　川原　スミ子 (7)
大村市竹松本町１０３５番地２

13 交通局 総務課 ２１．３．２６ ２１．４．１ 諌早ターミナル早朝・夜間代行業務 1,128,000 1,184,400 （有）長崎美研社 委託費 指名競争入札
代表取締役　山口　洋介 (5)
東京都渋谷区恵比寿南１－１－１０

14 交通局 貸切課 ２１．３．３０ ２１．４．１ 業務用DVDソフトのレンタル 1,619,000 1,699,950 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 (3)

番号 節 区 分所 管 部 局 入 札 日契 約 日契 約 の 名 称



平成２１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 H22.3.31 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

福岡県筑紫野市大字永岡７２０－１
15 交通局 総務課 ２１．３．２５ ２１．４．１ 軽油インタンク @77,000／KL @79,245／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　縄田　圭司 (4)
長崎市元船町３－２０

16 交通局 総務課 ２１．３．２５ ２１．４．１ 本局・長崎営業所公用車ガソリン @97／L @97／L 増田石油（株） ガソリン 指名競争入札
（消費税抜） 代表取締役　増田　脩二 (4)

長崎市宝栄町１－２０
17 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ 運転士合冬ズボン @5,150／枚 @5,150／枚 スター服装（株） 被服費 指名競争入札

（消費税抜） 代表取締役　山野　栄一郎 (8)
長崎市馬町４５番地

18 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ 運転士夏略衣 @2,350／枚 @2,350／枚 鈴木服装（株） 被服費 指名競争入札
（消費税抜） 代表取締役　鈴木　元 (7)

長崎市馬町４５番地
19 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ 運転士夏ズボン @3,600／枚 @3,600／枚 鈴木服装（株） 被服費 指名競争入札

（消費税抜） 代表取締役　鈴木　元 (8)
長崎市馬町４５番地

20 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ ガイド合冬上下 @25,000／枚 @25,000／枚 鈴木服装（株） 被服費 指名競争入札
（消費税抜） 代表取締役　鈴木　元 (6)

西彼杵郡長与町吉無田郷２０１１－３０

21 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ ガイド合冬ブラウス @9,000／枚 @9,000／枚 トーコー商事（株） 被服費 指名競争入札
（消費税抜） 代表取締役　辻田　美和子 (7)

西彼杵郡長与町吉無田郷２０１１－３０

22 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ ガイド合冬ベスト @9,200／枚 @9,200／枚 トーコー商事（株） 被服費 指名競争入札
（消費税抜） 代表取締役　辻田　美和子 (7)

長崎市馬町４５番地
23 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ ガイド夏ブラウス @7,500／枚 @7,500／枚 鈴木服装（株） 被服費 指名競争入札

（消費税抜） 代表取締役　鈴木　元 (6)
長崎市馬町４５番地

24 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ ガイド夏スカート @7,500／枚 @7,500／枚 鈴木服装（株） 被服費 指名競争入札
（消費税抜） 代表取締役　鈴木　元 (6)

長崎市馬町４５番地
25 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ ガイドコート @23,000／枚 @23,000／枚 鈴木服装（株） 被服費 指名競争入札

（消費税抜） 代表取締役　鈴木　元 (6)
長崎市田中町５８２－１

26 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ コピー用紙A３ @1,560／箱 @1,560／箱 児島洋紙株式会社長崎営業所 備消品 指名競争入札
（消費税抜） 所長　池田　勝成 (6)

長崎市田中町５８２－１
27 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ コピー用紙A４ @1,300／箱 @1,300／箱 児島洋紙株式会社長崎営業所 備消品 指名競争入札

（消費税抜） 所長　池田　勝成 (6)
長崎市田中町５８２－１

28 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ コピー用紙B４ @1,950／箱 @1,950／箱 児島洋紙株式会社長崎営業所 備消品 指名競争入札
（消費税抜） 所長　池田　勝成 (6)



平成２１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 H22.3.31 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

長崎市田中町５８２－１
29 交通局 総務課 ２１．４．１０ ２１．４．１５ コピー用紙B５ @975／箱 @975／箱 児島洋紙株式会社長崎営業所 備消品 指名競争入札

（消費税抜） 所長　池田　勝成 (6)
長崎市幸町４－２２ タイヤ・

30 交通局 総務課 ２１．４．２１ ２１．４．２１ 新品タイヤ及び組み替え ＠29,850／本 ＠29,850／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） 所長　荒木　健一 (2)

長崎市幸町４－２２ タイヤ・
31 交通局 総務課 ２１．４．２１ ２１．４．２１ 新品タイヤ及び組み替え ＠30,850／本 ＠30,850／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） 所長　荒木　健一 (2)
長崎市幸町４－２２ タイヤ・

32 交通局 総務課 ２１．４．２１ ２１．４．２１ 新品タイヤ及び組み替え ＠26,950／本 ＠26,950／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） 所長　荒木　健一 (2)

長崎市幸町４－２２ タイヤ・
33 交通局 総務課 ２１．４．２１ ２１．４．２１ 新品タイヤ及び組み替え ＠11,400／本 ＠11,400／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） 所長　荒木　健一 (2)
長崎市幸町４－２２ タイヤ・

34 交通局 総務課 ２１．４．２１ ２１．４．２１ 新品タイヤ及び組み替え ＠29,850／本 ＠29,850／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） 所長　荒木　健一 (2)

長崎市幸町４－２２ タイヤ・
35 交通局 総務課 ２１．４．２１ ２１．４．２１ 新品タイヤ及び組み替え ＠26,950／本 ＠26,950／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） 所長　荒木　健一 (2)
長崎市幸町４－２２ タイヤ・

36 交通局 総務課 ２１．４．２１ ２１．４．２１ 更正タイヤ及び組み替え ＠15,450／本 ＠15,450／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） 所長　荒木　健一 (2)

長崎市幸町４－２２ タイヤ・
37 交通局 総務課 ２１．４．２１ ２１．４．２１ 更正タイヤ及び組み替え ＠15,150／本 ＠15,150／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） 所長　荒木　健一 (2)
長崎市幸町４－２２ タイヤ・

38 交通局 総務課 ２１．４．２１ ２１．４．２１ 更正タイヤ及び組み替え ＠15,450／本 ＠15,450／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） 所長　荒木　健一 (2)

長崎市幸町４－２２ タイヤ・
39 交通局 総務課 ２１．４．２１ ２１．４．２１ 更正タイヤ及び組み替え ＠16,650／本 ＠16,650／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） 所長　荒木　健一 (2)
長崎市幸町４－２２ タイヤ・

40 交通局 総務課 ２１．４．２１ ２１．４．２１ 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） 所長　荒木　健一 (2)

大村市溝陸町７９７－１
41 交通局 総務課 ２１．４．２７ ２１．４．３０ バス部品（バッテリー） ＠16,000／個 ＠16,000／個 西村産業　有限会社 バス部品費 指名競争入札

（税抜き） 代表取締役　　西村　洋 (9)
大村市溝陸町７９７－１

42 交通局 総務課 ２１．４．２７ ２１．４．３０ バス部品（バッテリー） ＠25,000／個 ＠25,000／個 西村産業　有限会社 バス部品費 指名競争入札
（税抜き） 代表取締役　　西村　洋 (9)



平成２１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 H22.3.31 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

佐賀市天神２丁目２－３７ 施設損害
43 交通局 総務課 ２１．４．２７ ２１．５．１ 自動車保険契約 10,338,880 10,338,880 日本興亜損保株式会社西九州支店 保険料 一般競争入札

（任意保険） 支店長　田中　進 (2)
長崎市清水町１９番１３号 機械未払金

44 交通局 貸切課 ２１．５．１９ ２１．５．２６ 車載型簡易無線機（貸切バス用） 5,977,000 6,266,713 株式会社アイネックス 及び手数料 一般競争入札
代表取締役　穴見　邦浩 (4)
長崎市元船町１１番１４号

45 交通局 総務課 ２１．６．２５ ２１．７．１ 軽油インタンク @78,100／KL @80,400／KL マツハヤ石油株式会社 軽油 一般競争入札
代表取締役　遠野　哲朗 (5)
長崎市江戸町２番３４号

46 交通局 総務課 ２１．７．３０ ２１．８．３ バス車両用エンジンオイル @174/L @174/L（税抜き） （株）新出光西九州支店 油脂費 一般競争入札
支店長　　今村　徹 (6)
長崎市江戸町２番３４号

47 交通局 総務課 ２１．７．３０ ２１．８．３ バス車両用ギヤオイル @210/L @210/L（税抜き） （株）新出光西九州支店 油脂費 一般競争入札
支店長　　今村　徹 (6)
長崎市西海町３１００

48 交通局 総務課 ２１．８．１０ ２１．８．１０ バスボデー改造・車齢延長工事 47,930,000 50,326,500 有限会社　木原車体 事業用 指名競争入札
代表取締役　　木原　忠 車両 (4)
熊本市近見７－１０－２７

49 交通局 総務課 ２１．８．１０ ２１．８．１０ バスボデー改造・車齢延長工事 8,110,000 8,515,500 株式会社　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)
佐賀県三養其郡基山町大字長野３０８－５

50 交通局 総務課 ２１．８．１０ ２１．８．１０ バスボデー改造・車齢延長工事 17,320,000 14,406,000 共栄車体工業㈱　鳥栖支社 事業用 指名競争入札
支社長　松瀬　義夫 車両 (4)
北九州市小倉北区西港町１１

51 交通局 総務課 ２１．８．１０ ２１．８．１０ バスボデー改造・車齢延長工事 16,560,000 17,388,000 西日本工業　株式会社 事業用 指名競争入札
代表取締役　　黒川　学 車両 (4)
長崎市平和町２０－１１

52 交通局 総務課 ２１．８．１９ ２１．８．２１ 運転士合冬上衣 @11,000／枚 @11,000／枚 松本服装有限会社 被服費 一般競争入札
（消費税抜） 代表取締役　松本　眞由美 (4)

長崎市出来大工町３６
53 交通局 総務課 ２１．８．４ ２１．８．４ 一般事務用パソコン及びプリンタ 10,688,000 11,222,400 扇精光株式会社 機械器具 一般競争入札

代表取締役　扇　健二 (3)
長崎市矢上町５３－１

54 交通局 総務課 ２１．１０．１４ ２１．１０．１４ 一般旅客自動車 57,000,000 59,850,000 九州日野自動車株式会社長崎支店 事業用 一般競争入札
（市内線中型ノンステップ車） 支店長　　折原　義典 車両 (2)

長崎市出島町３番１０号
55 交通局 総務課 ２１．１０．１３ ２１．１０．１９ 駐車場自動料金精算機 7,000,000 7,350,000 澤山機設株式会社 機械器具 一般競争入札

代表取締役　澤山　俊雄 (3)
福岡市博多区博多駅南１丁目２番３号

56 交通局 運輸課 ２１．１１．４ ２１．１１．４ 自動両替付運賃箱（金庫含む） 19,186,000 20,145,300 レシップ株式会社　福岡営業所 事業用 一般競争入札
所長　清水　幸弘 車両機器 (2)



平成２１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 H22.3.31 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

福岡市博多区博多駅前４－１３－６
57 交通局 運輸課 ２１．１１．１０ ２１．１１．１６ 自動券売機 4,500,000 4,725,000 シンフォニアエンジニアリング株式会社 機械器具 一般競争入札

九州支店　支店長　柿川　誠一 (1)
長崎市西海町３１００

58 交通局 総務課 ２１．１２．２ ２１．１２．２ バスワンマン改造工事 3,600,000 3,780,000 有限会社　木原車体 事業用 一般競争入札
代表取締役　　木原　忠 車両 (4)
北九州市小倉北区西港町１１

59 交通局 総務課 ２１．１２．２ ２１．１２．２ バスワンマン改造工事 1,800,000 1,890,000 西日本工業　株式会社 事業用 一般競争入札
代表取締役　　黒川　学 車両 (4)
北九州市小倉北区西港町１１

60 交通局 総務課 ２２．２．９ ２２．２．９ 中古車バス改造工事 9,600,000 10,080,000 西日本工業　株式会社 事業用 一般競争入札
代表取締役　　黒川　学 車両 (2)
長崎市西海町３１００

61 交通局 総務課 ２２．２．９ ２２．２．９ 中古車バス改造工事 6,710,000 7,045,500 有限会社　木原車体 事業用 一般競争入札
代表取締役　　木原　忠 車両 (2)
神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目4番地6号

62 交通局 総務課 ２２．２．１０ ２２．２．１１ 乗降調査システム 31,900,000 33,495,000 株式会社　レゾナント・システムズ 事業用 一般競争入札
代表取締役　　中山　鳩夫 車両機器 (1)
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