
平成２９年４月１４日（金）　　執行

会場：東近江市役所・新館　２階　２１２会議室

1 9時50分 東近江市立図書館移動図書館車運転業務 指名・物品、役務

2 10時00分 平成２９年度公立保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所の園児に係る尿検査業務 指名・物品、役務

3 10時10分 東近江市水道施設機械警備委託業務 指名・物品、役務

4 10時20分 八日市いきものふれあいの里河辺いきものの森機械警備委託業務 指名・物品、役務

5 10時30分 東近江市埋蔵文化財センター機械警備委託業務 指名・物品、役務

6 10時40分 東近江市八日市保健センター機械警備委託業務 指名・物品、役務

7 10時50分 東近江市湖東保健センター機械警備委託業務 指名・物品、役務

8 11時00分 市内幼児施設機械警備業務（八日市・湖東・愛東地区） 指名・物品、役務

9 11時10分 市内幼児施設機械警備業務（永源寺・五個荘・能登川・蒲生地区） 指名・物品、役務

10 11時20分 東近江市八日市公設地方卸売市場機械警備委託業務 指名・物品、役務

11 11時30分 東近江市立八日市図書館機械警備委託業務 指名・物品、役務

12 11時40分 東近江市立湖東図書館機械警備委託業務 指名・物品、役務

13 11時50分 東近江市立永源寺図書館機械警備委託業務 指名・物品、役務
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辞退

未提出

179,500

未提出

170,000 落札

工事(委託)場所 　　―

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前９時５０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

落
札
業
者

業者名 （株）ジャパン・リリーフ関西 滋賀支店

代表者 支店長 田淵　哲也

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市立図書館移動図書館車運転業務

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

183,600円 非公表 設定しない

（株）光ビルサービス

近江タクシー（株） 湖東営業所

（株）ジャパン・リリーフ関西 滋賀
支店

大新東（株） 滋賀営業所

（株）共立メンテナンス 関西支店
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7 （一財）名古屋公衆医学研究所 1,883,736

（株）関西環境センター 京滋営業所 784,890

（一社）京都微生物研究所 784,890

（一財）滋賀保健研究センター 辞退

（株）近畿予防医学研究所 彦根営業所 688,959 落札

（一財）近畿健康管理センター 滋賀事業部 辞退

（公財）滋賀県健康づくり財団 辞退

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前１０時

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 平成２９年度公立保育園・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所の園児に係る尿検査業務

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 （株）近畿予防医学研究所 彦根営業所

代表者 所長 石橋　優矢

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

688,959円 非公表 設定しない
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綜合警備保障（株） 滋賀支社 650,000

（株）セコム 589,850 落札

（株）大進 770,000

（株）アイビックス 1,200,000

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前１０時１０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市水道施設機械警備委託業務

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 セコム（株）

代表者 代表取締役社長 中山　泰男

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

637,038円 非公表 設定しない
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落
札
業
者

業者名 綜合警備保障（株） 滋賀支社

代表者 支社長 木村　篤

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

24,840円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前１０時２０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 八日市いきものふれあいの里河辺いきものの森機械警備委託業務

工事(委託)場所 　　―

（株）大進 26,800

（株）アイビックス 30,000

綜合警備保障（株） 滋賀支社 23,000 落札

（株）セコム 27,000
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落
札
業
者

業者名 セコム（株）

代表者 代表取締役社長 中山　泰男

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

52,380円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前１０時３０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市埋蔵文化財センター機械警備委託業務

工事(委託)場所 　　―

（株）大進 58,000

（株）アイビックス 61,000

綜合警備保障（株） 滋賀支社 53,000

（株）セコム 48,500 落札
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落
札
業
者

業者名 綜合警備保障（株） 滋賀支社

代表者 支社長 木村　篤

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

24,648円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前１０時４０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市八日市保健センター機械警備委託業務

工事(委託)場所 　　―

（株）大進 26,800

（株）アイビックス 30,000

綜合警備保障（株） 滋賀支社 22,823 落札

（株）セコム 27,000
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落
札
業
者

業者名 綜合警備保障（株） 滋賀支社

代表者 支社長 木村　篤

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

14,580円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前１０時５０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市湖東保健センター機械警備委託業務

工事(委託)場所 　　―

（株）大進 26,800

（株）アイビックス 25,000

綜合警備保障（株） 滋賀支社 13,500 落札

（株）セコム 22,000
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落
札
業
者

業者名 綜合警備保障（株） 滋賀支社

代表者 支社長 木村　篤

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

84,456円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前１１時

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 市内幼児施設機械警備委託業務（八日市・湖東・愛東地区）

工事(委託)場所 　　―

（株）大進 118,000

（株）アイビックス 200,000

綜合警備保障（株） 滋賀支社 78,200 落札

（株）セコム 100,000
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落
札
業
者

業者名 セコム（株）

代表者 代表取締役社長 中山　泰男

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

109,404円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前１１時１０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 市内幼児施設機械警備委託業務（永源寺・五個荘・能登川・蒲生地区）

工事(委託)場所 　　―

（株）大進 148,000

（株）アイビックス 240,000

綜合警備保障（株） 滋賀支社 144,000

（株）セコム 101,300 落札
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落
札
業
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業者名 綜合警備保障（株） 滋賀支社

代表者 支社長 木村　篤

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

18,900円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前１１時２０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市八日市公設地方卸売市場機械警備委託業務

工事(委託)場所 　　―

（株）大進 25,000

（株）アイビックス 30,000

綜合警備保障（株） 滋賀支社 17,500 落札

（株）セコム 22,000
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落
札
業
者

業者名 綜合警備保障（株） 滋賀支社

代表者 支社長 木村　篤

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

23,760円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前１１時３０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市立八日市図書館機械警備委託業務

工事(委託)場所 　　―

（株）大進 28,000

（株）アイビックス 35,000

綜合警備保障（株） 滋賀支社 22,000 落札

（株）セコム 27,000
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落
札
業
者

業者名 セコム（株）

代表者 代表取締役社長 中山　泰男

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

20,898円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前１１時４０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市立湖東図書館機械警備委託業務

工事(委託)場所 　　―

（株）大進 28,000

（株）アイビックス 35,000

綜合警備保障（株） 滋賀支社 24,000

（株）セコム 19,350 落札
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落
札
業
者

業者名 セコム（株）

代表者 代表取締役社長 中山　泰男

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

24,840円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年４月１４日　午前１１時５０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市立永源寺図書館機械警備委託業務

工事(委託)場所 　　―

（株）大進 28,000

（株）アイビックス 35,000

綜合警備保障（株） 滋賀支社 27,000

（株）セコム 23,000 落札


