
平成２８年８月９日（火）　　執行

会場：東近江市役所・新館　２階　２１２会議室

1 9時40分 東近江市教育ネットワーク整備事業 指名・物品、役務

2 10時00分 複合機賃貸借、複合機保守及び消耗品等の供給業務 指名・物品、役務

3 10時20分 東近江市長峰診療所一般X線撮影装置及びCRシステム購入 指名・物品、役務

4 10時40分 八日市浄水場宿日直・守衛業務 指名・物品、役務

5 11時00分 平成２８年度里山防災・緩衝帯整備事業委託業務（山上地区） 指名・物品、役務

6 11時20分 平成２８年度里山防災・緩衝帯整備事業委託業務（上中野地区） 指名・物品、役務

7 13時20分 ファイルサーバ更新業務 指名・物品、役務

8 13時40分 平成２９・３０年度東近江市総合健康診査委託業務 指名・物品、役務
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業者名 （有）山本教育システム

代表者 代表取締役 山本　孝

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

66,312,000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２８年８月９日　午前９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 東近江市教育ネットワーク整備事業

工事(委託)場所 　　―

61,400,000 落札

辞退

63,490,000

辞退

辞退

66,500,000

辞退

辞退

小林事務機（株）

藤野商事（株）

（株）ミナミイ

（有）山本教育システム

（株）ラブリーシステムイン

キステム（株）

辞退

辞退

70,800,000

キノンビクス（株）

（株）サンクス

滋賀ビジネスマシン（株）

日本ソフト開発（株）

（株）三井田商事 滋賀営業所
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業者名 富士ゼロックス京都（株） 滋賀営業所

代表者 滋賀営業部長 前田　茂樹

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

66,451,673.808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２８年８月９日　午前１０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 複合機賃貸借、複合機保守及び消耗品等の供給業務

工事(委託)場所 　　―

（株）小弥百貨店 辞退

小林事務機（株） 辞退

（株）タマヤ 辞退

（有）文平堂 辞退

（株）ミナミイ 124,813,050

（有）正野博文堂 辞退

滋賀ビジネスマシン（株） 無効

進々堂商光（株） 欠席

富士ゼロックス京都（株） 滋賀営業部 66,451,673.808 落札

（株）三井田商事 滋賀営業所 辞退
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業者名 （株）京都医療設計

代表者 代表取締役 伊達　敬二

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

8,509,320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２８年８月９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２８年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市長峰診療所一般X線撮影装置及びCRシステム購入

工事(委託)場所 　　―

（株）中山医科器械店 欠席

（株）アテスト 滋賀営業所 辞退

アルフレッサ（株） 滋賀第二支店 8,910,000

石黒メディカルシステム（株） 滋賀
支店

8,300,000

（株）ケーエスケー 近江八幡支店 辞退

（株）三笑堂 滋賀支店 8,180,000

（株）スズケン 彦根支店 辞退

（株）増田医科器械 滋賀支店 辞退

（株）メディセオ 滋賀病院支店 欠席

（株）京都医療設計 7,879,000 落札

佐野器械（株） 辞退

（株）ダテ・メディカルサービス 辞退
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業者名 （株）光ビルサービス

代表者 代表取締役 後藤　保

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

359,100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２８年８月９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 八日市浄水場宿日直・守衛業務

工事(委託)場所 　　―

東和警備保障（株） 574,000

（株）ナショナルメンテナンス 388,000

日本メンテナンス（株） 辞退

（株）光ビルサービス 332,500 落札

オリックス・ファシリティーズ（株）
滋賀支店

辞退

（株）浄美社 滋賀西支店 辞退

日本管財（株） 滋賀営業所 590,000

（株）ヤンマービジネスサービス 滋
賀支店

辞退



非公表 設定しない

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

落
札
業
者

業者名

代表者

工事(委託)番号 平成２８年度　　　　

工事(委託)件名 平成２８年度里山防災・緩衝帯整備事業委託業務（山上地区）

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８月９日　午前１１時００分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

不 調
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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

1,080,000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２８年８月９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 平成２８年度里山防災・緩衝帯整備事業委託業務（上中野地区）

工事(委託)場所 　　―

（株）e・フォレスト 1,400,000 1,230,000 1,120,000

臼井製材 辞退

（有）坂東林業 1,350,000 1,250,000 1,140,000

東近江市永源寺森林組合 1,260,000 1,150,000 1,000,000 落札
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業者名 京都電子計算（株）

代表者 代表取締役社長 小崎　寛

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

10,890,504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２８年８月９日　午後１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 ファイルサーバ更新業務

工事(委託)場所 　　―

藤野商事（株） 辞退

キステム（株） 辞退

（株）大塚商会 滋賀営業所 辞退

トーテックアメニティ（株） 京滋営
業所

辞退

日本電気（株） 滋賀支店 辞退

伊藤忠テクノソリューションズ（株）
西日本営業第１部

17,900,000

京都電子計算（株） 10,083,800 落札

ジャパンシステム（株） 辞退

パナソニックシステムネットワークス
（株）システムソリューションズジャパン
カンパニー 関西社

10,630,000

富士通ネットワークソリューションズ
（株） 関西支店

辞退

（株）三重電子計算センター 辞退

（株）両備システムズ 辞退



1

2

3

4

落
札
業
者

業者名 （公財）滋賀県健康づくり財団

代表者 理事長 那須　安穂

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

92,423,260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２８年８月９日　午後１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 平成２９・３０年度東近江市総合健康診査委託業務

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 92,423,260 落札

（一財）滋賀保健研究センター 辞退

（一財）名古屋公衆医学研究所 辞退


