
平成２６年３月３１日現在 （単位：円）

所属 種別 件 名 契約年月日 履行期間（自） 履行期間（至） 契約金額（税込み） 予定価格（税込み） 契約方法 入札参加者名（見積） 契約者名

尾道 役務 平成２５年度南風寮炊事等業務委託 H25.3.26 H25.4.1 H26.3.31 4,746,281 5,062,285 一般競争 （株）誠和 （株）誠和

尾道 役務 平成２５年度尾道管内社屋等施設保守管理業務委託 H25.3.27 H25.4.1 H26.3.31 7,988,400 8,122,800 一般競争 太平ビルサービス（株） 太平ビルサービス（株）

尾道 役務 尾道管内交通規制等補助業務（単価契約） H25.3.27 H25.4.1 H26.3.31 1,631,468 1,946,379 一般競争 (有)ブルーロード警備 (有)ブルーロード警備

尾道 役務 尾道管内機械設備工事現場技術業務 H25.3.27 H25.4.8 H26.3.31 12,579,000 17,199,000 一般競争 中電技術コンサルタント（株） 中電技術コンサルタント（株）

日本振興（株）

尾道 役務 尾道管内電気設備工事現場技術業務 H25.3.27 H25.4.8 H27.3.31 34,335,000 34,629,000 一般競争 西日本高速道路エンジニアリング中国（株） 西日本高速道路エンジニアリング中国（株）

尾道 役務 平成２４年度尾道管内橋面防水工事現場技術業務 H25.3.27 H25.4.8 H25.12.25 5,376,000 12,293,061 一般競争 （株）サンテックインターナショナル （株）ティーネットジャパン

（株）総合技術サービス

（株）ティーネットジャパン

日本振興（株）

尾道 役務 料金収受実施業務委託（その１） H25.3.28 H25.4.1 H26.3.31 293,790,000 293,832,000 随意契約 本四バス開発（株） 本四バス開発（株）

尾道 役務 料金収受実施業務委託（その２） H25.3.28 H25.4.1 H26.3.31 51,292,500 51,513,000 随意契約 大三島道路サービス（株） 大三島道路サービス（株）

尾道 役務 料金収受実施業務委託（その３） H25.3.28 H25.4.1 H26.3.31 102,480,000 102,490,500 随意契約 芸予開発（株） 芸予開発（株）

尾道 役務 料金収受実施業務委託（その４） H25.3.28 H25.4.1 H26.3.31 160,650,000 160,681,500 随意契約 （株）瀬戸内しまなみリーディング （株）瀬戸内しまなみリーディング

尾道 役務 平成２５年度尾道ビル警備業務委託 H25.3.29 H25.4.1 H26.3.31 110,145 110,145 随意契約 広島綜合警備保障（株） 広島綜合警備保障（株）

尾道 役務 平成２５年度尾道管内汚水処理設備点検業務委託 H25.3.29 H25.4.1 H26.3.31 3,675,000 3,943,800 随意契約 芸予開発（株） 芸予開発（株）

尾道 役務 尾道管内通信設備他工事現場技術業務委託 H25.5.1 H25.5.8 H27.3.31 29,925,000 33,274,500 一般競争 西日本高速道路ファシリティーズ(株) 西日本高速道路ファシリティーズ(株)

尾道 役務 平成２５年度しまなみ尾道管理センター他社屋清掃業務委託 H25.5.23 H25.6.1 H26.3.31 2,529,061 2,646,000 一般競争 親和ビル・サービス(株) 親和ビル・サービス(株)

(株)誠和

(有)モリタ美研

尾道 役務 平成２５年度西瀬戸自動車道道路維持作業（その１） H25.5.29 H25.6.1 H26.5.31 72,607,500 72,636,194 随意契約 本四バス開発（株） 本四バス開発（株）

尾道 役務 平成２５年度尾道管内安全通路設置工事現場技術業務委託 H25.5.30 H25.6.5 H26.3.20 13,650,000 13,933,500 一般競争 (株)三紀 濱端建築事務所 濱端俊

濱端建築事務所 濱端俊

尾道 役務 西瀬戸自動車道登記申請書等作成業務（単価契約） H25.7.9 H25.7.10 H26.2.28 1,752,796 2,677,358 一般競争 あおぞら土地家屋調査士法人 土地家屋調査士 峯岡專事務所

土地家屋調査士 峯岡專事務所

尾道 物件 道路巡回車(A１)交換購入 H25.7.25 H25.7.26 H26.2.26 10,605,000 11,979,330 一般競争 愛媛日産自動車(株) 愛媛日産自動車(株)
香川日産自動車(株)
徳島日産自動車(株)
福山三菱自動車販売(株)

尾道 物件 維持作業車(Ｃ)交換購入 H25.7.25 H25.7.26 H25.12.20 3,034,500 3,489,875 一般競争 愛媛日産自動車(株) 香川日産自動車（株）
香川日産自動車(株)
徳島日産自動車(株)

尾道 役務 瀬戸田PAトイレ改修工事他現場技術業務委託 H25.8.9 H25.8.19 H26.3.20 9,450,000 10,432,800 一般競争 (株)総合技術サービス (株)総合技術サービス

平成２５年度契約一覧表（製造、物件及び役務）



平成２６年３月３１日現在 （単位：円）

所属 種別 件 名 契約年月日 履行期間（自） 履行期間（至） 契約金額（税込み） 予定価格（税込み） 契約方法 入札参加者名（見積） 契約者名

平成２５年度契約一覧表（製造、物件及び役務）

尾道 物件 道路巡回車(B)交換購入 H25.8.27 H25.8.28 H26.3.24 5,008,500 5,680,280 一般競争 愛媛日産自動車(株) 愛媛日産自動車(株)
福山三菱自動車販売(株)

尾道 物件 車載標識装置（Ａ）購入 H25.9.30 H25.10.1 H25.12.20 1,858,500 2,037,000 指名競争 （株）技術開発研究所 宝物産（株）
名古屋電気工業（株）
大和リース（株）
（株）レンタルのニッケン
近藤商事（株）
水ノ上災害防具（株）
森尾電機（株）
英和（株）
トーワ（株）
宝物産（株）

尾道 役務 H25.11.19 74,865 74,865 一般競争 大和リース（株） 日本カーソリューションズ(株)

住友三井オートサービス(株)

日本カーソリューションズ(株)

ニッポンレンタカー中国(株)

尾道 物件 車載標識装置（Ａ）購入 H26.3.31 H26.4.1 H26.9.27 1,998,000 1,998,000 指名競争 （株）技術開発研究所 森尾電機（株）
名古屋電気工業（株）
大和リース（株）
（株）レンタルのニッケン
近藤商事（株）
水ノ上災害防具（株）
森尾電機（株）
英和（株）
トーワ（株）
宝物産（株）

平成２５年度しまなみ尾道管理セン
ター自動車リース契約

車両登録日から5年間


