
平成３０年１月１１日（木）　　執行

会場：東近江市役所・新館　３階　３２０会議室

1 13時30分 消防積載車（軽トラック型自動車）購入

2 13時50分 （仮称）中野・みつくり幼児園園児用木製椅子購入

3 14時10分 （仮称）市立中野・みつくり幼児園事務機器購入

4 14時30分 （仮称）市立中野・みつくり幼児園厨房機器購入

5 14時50分 水道メーター購入

6 15時00分 償却資産異動データパンチ処理業務

7 15時10分 平成３０年度学校保健健康診査業務（児童・生徒）

8 15時20分 平成３０年度学校保健健康診査業務（教職員）
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業者名 （株）奥村兄弟商会

代表者 代表取締役 奥村　忠男

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

1,566,000円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３２０会議室 平成３０年１月１１日　午後１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 消防積載車（軽トラック型自動車）購入

工事(委託)場所 　　―

（株）朝比自動車工業所 1,715,000

（有）大野速進社 1,628,400

（株）奥村兄弟商会 1,450,000 落札

カトウモータース（株） 辞退

クリーンカー近江 1,559,000

湖東ダイハツ販売（有） 1,540,000

（有）トータルショップ・ＳＯＳ 辞退

西澤自動車工業（株） 2,037,038
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業者名 東近江市永源寺森林組合

代表者 代表理事組合長 谷田　市郎

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

5,637,600円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３２０会議室 平成３０年１月１１日　午後１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 （仮称）中野・みつくり幼児園園児用木製椅子購入

工事(委託)場所 　　―

（株）ｅ・フォレスト 5,450,000

臼井製材 欠席

（有）坂東林業 5,400,000

東近江市永源寺森林組合 5,220,000 落札
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（株）ミナミイ 5,060,000

（有）山本教育システム 5,050,000

（株）タマヤ 4,588,000 落札

（有）文平堂 辞退

小弥百貨店 辞退

小林事務機（株） 5,130,000

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３２０会議室 平成３０年１月１１日　午後２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 （仮称）市立中野・みつくり幼児園事務機器購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
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業者名 （株）タマヤ

代表者 代表取締役 辻　英三

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

4,955,040円 非公表 設定しない
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（株）マルゼン 滋賀営業所 辞退

（株）中西製作所 京都営業所 1,580,000 落札

大洋厨房（株） 1,630,000

ホシザキ京阪（株） 彦根営業所 1,715,000

（株）サンコー製作所 辞退

（株）滋賀厨房 1,740,000

近江厨房サービス 1,780,000

（株）クリエイト 1,633,000

三協（株） 1,670,000

（有）パパママハウスキタザワ 辞退

（株）植田設備 欠席

（有）奥村エンジニアリング 辞退

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３２０会議室 平成３０年１月１１日　午後２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 （仮称）市立中野・みつくり幼児園厨房機器購入

工事(委託)場所 　　―

落
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業者名 （株）中西製作所 京都営業所

代表者 営業所長 安原　幹夫

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

1,706,400円 非公表 設定しない
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（株）ニッコク 名古屋支店 7,293,000

（株）阪神計器製作所 西宮支店 6,524,600

柏原計器工業（株） 7,711,000

東洋計器（株） 大阪支店 5,734,200

愛知時計電機（株） 大阪支店 5,786,000

アズビル金門（株） 大阪支店 5,686,000 落札

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３２０会議室 平成３０年１月１１日　午後２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 水道メーター購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 アズビル金門（株） 大阪支店

代表者 執行役員支店長 友田　馨一

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

6,140,880円 非公表 設定しない
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京都工業（株） 510,000

京都電子計算（株） 450,000 落札

キステム（株） 辞退

アトラス情報サービス（株） 辞退

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３２０会議室 平成３０年１月１１日　午後３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 償却資産異動データパンチ処理業務

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 京都電子計算（株）

代表者 代表取締役社長 山本　忠道

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

486,000円 非公表 設定しない
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5 （一財）名古屋公衆医学研究所 10,583,400

（一財）滋賀保健研究センター 6,793,200 落札

（一社）京都微生物研究所 辞退

（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　３階　３２０会議室 平成３０年１月１１日　午後３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 平成３０年度学校保健健康診査業務（児童・生徒）

工事(委託)場所 　　―

落
札
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者

業者名 （一財）滋賀保健研究センター

代表者 理事長 大道　重夫

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

6,793,200円 非公表 設定しない
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業者名 （一財）滋賀保健研究センター

代表者 理事長 大道　重夫

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

4,834,000円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３２０会議室 平成３０年１月１１日　午後３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 平成３０年度学校保健健康診査業務（教職員）

工事(委託)場所 　　―

（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

（一財）滋賀保健研究センター 4,834,000 落札

（一社）京都微生物研究所 辞退

（一財）名古屋公衆医学研究所 辞退


