
 次のとおり落札者を決定したので，地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第372号）第12条の規定によって公告する。 

  令和４年11月10日 

広島県教育委員会教育長 平 川 理 恵 

教決第11号 

１ 調達件名 

  特別支援学校通学用スクールバス運行業務（教一般４第８号） 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

(1) 名称

広島県教育委員会事務局学びの変革推進部特別支援教育課

(2) 所在地

広島市中区基町９番42号

３ 落札者を決定した日 

  令和４年９月８日 

４ 落札者の名称及び所在地並びに落札金額 

  別紙のとおり 

５ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

６ 入札公告日 

  令和４年７月21日 



 別紙

落札者の名称及び所在地並びに落札金額

コース
番　号

学　  校 　 名 コース名 名　　　　　称 所　　　在　　　地 落札金額

501 尾道特別支援学校 向島－尾道駅 大平交通株式会社 尾道市向島町232番地の27 48,928円

502 尾道特別支援学校 福山－新尾道駅 株式会社中国バス 福山市多治米町六丁目12番31号 62,810円

503 尾道特別支援学校しまなみ分校 しまなみ 大平交通株式会社 尾道市向島町232番地の27 55,385円

504 広島特別支援学校 五日市 広島第一交通株式会社 広島市西区草津港一丁目９番54号 60,071円

505 広島特別支援学校 祗園 シーエムシー株式会社 広島市東区牛田中二丁目７番36号 48,580円

507 広島特別支援学校 可部 株式会社ユーエムエス 広島市安佐北区小河原町185番２号 41,580円

508 広島特別支援学校 石内 株式会社ユーエムエス 広島市安佐北区小河原町185番２号 54,560円

509 広島特別支援学校 長束 株式会社ユーエムエス 広島市安佐北区小河原町185番２号 43,560円

510 福山特別支援学校 西 鞆鉄道株式会社 福山市佐波町197番地の１ 55,000円

511 福山特別支援学校 南 鞆鉄道株式会社 福山市佐波町197番地の１ 48,400円

512 福山特別支援学校 北 鞆鉄道株式会社 福山市佐波町197番地の１ 57,200円

513 福山特別支援学校 東 鞆鉄道株式会社 福山市佐波町197番地の１ 48,400円

514 廿日市特別支援学校 大竹 有限会社エンゼルキャブ 広島市南区東雲本町二丁目15番９号 61,118円

515 廿日市特別支援学校 五日市 広島第一交通株式会社 広島市西区草津港一丁目９番54号 64,350円

516 廿日市特別支援学校 五月が丘 広島第一交通株式会社 広島市西区草津港一丁目９番54号 69,300円

517 廿日市特別支援学校 湯来 広島第一交通株式会社 広島市西区草津港一丁目９番54号 56,221円

518 廿日市特別支援学校 佐伯 有限会社津田交通 廿日市市津田4771 74,800円

519 廿日市特別支援学校 原 有限会社エンゼルキャブ 広島市南区東雲本町二丁目15番９号 49,459円

520 廿日市特別支援学校 鈴が峰 広島第一交通株式会社 広島市西区草津港一丁目９番54号 60,907円

521 廿日市特別支援学校 揚下宮園 株式会社ユーエムエス 広島市安佐北区小河原町185番２号 39,820円

522 福山北特別支援学校 福山中央 株式会社中国バス 福山市多治米町六丁目12番31号 59,730円

523 福山北特別支援学校 福山駅前 大福タクシー有限会社 福山市新涯町二丁目24番７号 38,711円

524 福山北特別支援学校 福山東 株式会社中国バス 福山市多治米町六丁目12番31号 62,810円

525 福山北特別支援学校 福山西 株式会社中国バス 福山市多治米町六丁目12番31号 58,300円

526 福山北特別支援学校 神辺 株式会社中国バス 福山市多治米町六丁目12番31号 62,810円

527 福山北特別支援学校 府中 株式会社中国バス 福山市多治米町六丁目12番31号 53,240円

528 福山北特別支援学校 深津 株式会社中国バス 福山市多治米町六丁目12番31号 53,570円

529 福山北特別支援学校 芦田 中国タクシー株式会社 府中市中須町1675番地 50,776円

530 福山北特別支援学校 坪生 株式会社中国バス 福山市多治米町六丁目12番31号 62,810円

531 福山北特別支援学校 新市 中国タクシー株式会社 府中市中須町1675番地 49,456円

532 福山北特別支援学校 春日 株式会社中国バス 福山市多治米町六丁目12番31号 62,810円

533 三原特別支援学校 竹原 有限会社野呂山タクシー 呉市川尻町西二丁目18番19号 38,500円

534 三原特別支援学校 幸崎 鞆鉄道株式会社 福山市佐波町197番地の１ 51,700円

535 三原特別支援学校 三原 鞆鉄道株式会社 福山市佐波町197番地の１ 51,700円

536 三原特別支援学校 世羅 鞆鉄道株式会社 福山市佐波町197番地の１ 64,900円

537 三原特別支援学校 大和 鞆鉄道株式会社 福山市佐波町197番地の１ 53,900円

538 呉特別支援学校 坂・自衛隊 有限会社なべタクシー 呉市警固屋四丁目５番13号 35,142円



539 呉特別支援学校 郷原・焼山 朝日交通株式会社 呉市朝日町５番10号 38,646円

540 呉特別支援学校 熊野 朝日交通株式会社 呉市朝日町５番10号 40,063円

541 呉特別支援学校（江能分級） 江能 呉交通株式会社 呉市東中央一丁目２番９号 31,834円

543 庄原特別支援学校 東城・西城 エクシードタクシー有限会社 府中市上下町上下1817番地の２ 53,900円

544 庄原特別支援学校 せらにし・吉舎 エクシードタクシー有限会社 府中市上下町上下1817番地の２ 53,900円

545 広島北特別支援学校 大町旧道線 株式会社ユーエムエス 広島市安佐北区小河原町185番２号 41,690円

546 広島北特別支援学校 あさひが丘・緑井線 株式会社フォーブル 広島市安佐南区相田二丁目５番18号 58,958円

547 広島北特別支援学校 大原・中筋線 株式会社フォーブル 広島市安佐南区相田二丁目５番18号 49,078円

548 広島北特別支援学校 A-City・太田川学園線 株式会社フォーブル 広島市安佐南区相田二丁目５番18号 54,557円

549 広島北特別支援学校 鈴張線 株式会社フォーブル 広島市安佐南区相田二丁目５番18号 50,299円

550 広島北特別支援学校 吉田線 株式会社ユーエムエス 広島市安佐北区小河原町185番２号 38,813円

551 沼隈特別支援学校 東 大福タクシー有限会社 福山市新涯町二丁目24番７号 27,467円

552 沼隈特別支援学校 西 おのみちバス株式会社 尾道市東尾道18番地１ 56,100円

553 沼隈特別支援学校 北 おのみちバス株式会社 尾道市東尾道18番地１ 63,800円

554 黒瀬特別支援学校 西条 株式会社東広島タクシー 東広島市西条町御園宇3387番地 35,402円

555 黒瀬特別支援学校 白市 株式会社東広島タクシー 東広島市西条町御園宇3387番地 41,160円

556 黒瀬特別支援学校 造賀 株式会社東広島タクシー 東広島市西条町御園宇3387番地 44,448円

557 黒瀬特別支援学校 黒瀬 株式会社東広島タクシー 東広島市西条町御園宇3387番地 35,402円

注　落札金額は，１日当たりの単価（取引に係る消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。）
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