
平成２８年５月２５日（水）　　執行

会場：東近江市役所・新館　２階　２１２会議室

1 10時20分 非常用発電機購入 指名・物品、役務

2 10時40分 市立湖東第二小学校普通教室等備品購入 指名・物品、役務

3 11時00分 市立湖東第二小学校通級指導教室等備品購入 指名・物品、役務

4 11時20分 市立玉緒小学校備品購入 指名・物品、役務

5 11時40分 市立玉緒小学校体育備品購入 指名・物品、役務

6 13時20分 平成２８年度蒲生スマートインター緑地帯管理委託業務 指名・物品、役務

7 13時40分 幼稚（児）園、小中学校の飲料水・プール水の水質検査業務委託 指名・物品、役務



1

2

3

4

5

6

コマツ滋賀（株）

クラギ（株）農業屋 八日市店

駿遠商事（株） 滋賀営業所

（株）北陸近畿クボタ 東近江営業所

ヤンマーアグリジャパン（株） 湖東支店

滋賀建機（株）

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

702,000円 非公表 設定しない

落
札
業
者

業者名 コマツ滋賀（株）

代表者 代表取締役 比留田　周司

工事(委託)番号 平成２８年度　　　　

工事(委託)件名 非常用発電機購入

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２８年５月２５日　午前１０時２０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

650,000 落札

辞退

1,100,000

1,365,000

895,000

690,000
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（株）ミナミイ 3,340,000

（有）山本教育システム 3,520,000

（株）タマヤ 3,086,000 落札

（有）文平堂 辞退

小弥百貨店 辞退

小林事務機（株） 辞退

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２８年５月２５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２８年度　　　　

工事(委託)件名 市立湖東第二小学校普通教室等備品購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

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

3,332,880円 非公表 設定しない
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（株）ミナミイ 3,480,000

（有）山本教育システム 3,830,000

（株）タマヤ 3,387,000 落札

（有）文平堂 辞退

小弥百貨店 辞退

小林事務機（株） 辞退

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２８年５月２５日　午前１１時００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２８年度　　　　

工事(委託)件名 市立湖東第二小学校通級指導教室等備品購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

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

3,657,960円 非公表 設定しない
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（株）ミナミイ 2,375,000

（有）山本教育システム 2,510,000

（株）タマヤ 2,368,000 落札

（有）文平堂 辞退

小弥百貨店 辞退

小林事務機（株） 辞退

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２８年５月２５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２８年度　　　　

工事(委託)件名 市立玉緒小学校備品購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

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

2,557,440円 非公表 設定しない
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（株）中島スポーツ 2,520,000

(有)バンバスポーツ 辞退

（株）岩佐 東近江営業所 辞退

（株）スポーツショップキムラ 2,480,000

(有)フジイスポーツ 2,400,000 落札

(有)山本教育システム 辞退

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２８年５月２５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２８年度　　　　

工事(委託)件名 市立玉緒小学校体育備品購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 (有)フジイスポーツ

代表者 代表取締役 藤井　勝之

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

2,592,000円 非公表 設定しない
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877,000 778,000

(有)裕花園 辞退

（株）武藤造園

780,000 700,000

900,000 辞退

花文造園土木（株） 1,710,000 辞退

960,000 680,000 落札東山造園（株）

増樹園

(有)ミキアス

花久造園 950,000 辞退

花繁造園 900,000 辞退

庭　ＧＯＧＯＧＲＥＥＮ 980,000 辞退

野田造園 950,000 辞退

（株）熊木共楽園 977,000 779,000

（株）造園佐野 880,000 辞退

（株）ｅ・フォレスト 1,930,000 770,000

臼井製材 3,180,000 辞退

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２８年５月２５日　午後１３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２８年度　　　　

工事(委託)件名 平成２８年度蒲生スマートインター緑地帯管理委託業務

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 東山造園（株）

代表者 代表取締役 谷　平一郎

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

734,400円 非公表 設定しない
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7 （株）ヒロセ 772,180 落札

（株）西日本技術コンサルタント 1,355,400

（株）日吉 963,870

（株）エフウォーターマネジメント 1,377,000

環境創研（株） 1,213,800

アクアトータルサービス（株） 辞退

（株）アクアリサーチ 1,031,400

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２８年５月２５日　午後１３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２８年度　　　　

工事(委託)件名 幼稚（児）園、小中学校の飲料水・プール水の水質検査業務委託

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 （株）ヒロセ

代表者 代表取締役 廣瀬　眞弓

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

772,180円 非公表 設定しない


