
平成２８年９月７日（水）　　執行

会場：東近江市役所・新館　２階　２１２会議室

1 10時00分 議長車購入 指名・物品、役務

2 10時20分 東近江市湖東診療所低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器購入 指名・物品、役務

3 10時40分 ノート型パソコン購入（その１） 指名・物品、役務

4 11時00分 ノート型パソコン購入（その２） 指名・物品、役務

5 11時20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 13時20分 東近江市教育ネットワーク整備事業リース契約 指名・物品、役務

7 13時40分 ファイルサーバ更新業務に係るリース 指名・物品、役務

8 14時00分 八日市浄水場自家用発電機修繕業務 指名・物品、役務

9 14時20分 歴史的公文書のマイクロフィルム及び電子化文書作成業務 指名・物品、役務
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業者名 （株）朝比自動車工業所

代表者 代表取締役 朝比　正

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

4,104,000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９月７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 議長車購入

工事(委託)場所 　　―

4,340,000

3,800,000 落札

辞退

辞退

3,999,732

（株）朝比自動車工業所

奥村兄弟商会

クリーンカー近江

湖東ダイハツ販売（有）

（有）トータルショップ・ＳＯＳ

西澤自動車工業（株）

3,943,000
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業者名 石黒メディカルシステム（株） 滋賀支店

代表者 支店長 六嶋　徹

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

1,404,000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９月７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 東近江市湖東診療所低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器購入

工事(委託)場所 　　―

（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 辞退

石黒メディカルシステム（株） 滋賀支店 1,300,000 落札

（株）ケーエスケー 近江八幡支店 辞退

（株）三笑堂 滋賀支店 1,350,000

（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）京都医療設計 1,360,000

佐野器械（株） 辞退
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業者名 藤野商事（株）

代表者 代表取締役 藤野　滋

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

2,503,440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９月７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 ノート型パソコン購入（その１）

工事(委託)場所 　　―

小林事務機（株） 2,775,000

藤野商事（株） 2,318,000 落札

（株）ミナミイ 2,495,000

（有）山本教育システム 2,940,000

（株）ラブリーシステムイン 辞退

キステム（株） 2,435,640

キノンビクス（株） 辞退

日本ソフト開発（株） 2,772,500

（株）三井田商事 滋賀営業所 2,835,000
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業者名 藤野商事（株）

代表者 代表取締役 藤野　滋

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

1,077,840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２８年９月７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 ノート型パソコン購入（その２）

工事(委託)場所 　　―

小林事務機（株） 1,249,900

藤野商事（株） 998,000 落札

（株）ミナミイ 1,298,000

（有）山本教育システム 1,372,000

（株）ラブリーシステムイン 辞退

キステム（株） 1,054,200

キノンビクス（株） 辞退

日本ソフト開発（株） 1,285,000

（株）三井田商事 滋賀営業所 1,246,300
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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

896,400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９月７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（山上地区）

工事(委託)場所 　　―

（株）e・フォレスト 900,000

臼井製材 辞退

（有）坂東林業 950,000

東近江市永源寺森林組合 830,000 落札
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業者名 NTTファイナンス（株）京都支店

代表者 京都支店長 中澤　邦彦

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

8,646,912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９月７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 東近江市教育ネットワーク整備事業リース契約

工事(委託)場所 　　―

滋賀コープサービス（株） 辞退

関西アーバン銀リース（株） 京滋営
業本部

8,016,000

ＮＥＣキャピタルソリューション
（株） 京都営業所

8,136,000

ＮＴＴファイナンス（株） 京都支店 8,006,400 落札

東京センチュリーリース（株） 京都
支店

辞退

富士通リース（株） 京都支店 辞退

芙蓉総合リース（株） 大阪支店 辞退
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業者名 NTTファイナンス（株）京都支店

代表者 京都支店長 中澤　邦彦

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

182,487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９月７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 ファイルサーバ更新業務に係るリース

工事(委託)場所 　　―

滋賀コープサービス（株） 172,400

関西アーバン銀リース（株） 京滋営
業本部

169,000

ＮＥＣキャピタルソリューション
（株） 京都営業所

169,300

ＮＴＴファイナンス（株） 京都支店 168,970 落札

東京センチュリーリース（株） 京都
支店

辞退

富士通リース（株） 京都支店 辞退

芙蓉総合リース（株） 大阪支店 辞退
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業者名 日本エンヂニヤ（株） 滋賀営業所

代表者 所長 浅見　広人

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

1,938,600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９月７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 八日市浄水場自家用発電機修繕業務

工事(委託)場所 　　―

（株）ナカテック 2,420,000

日本エンヂニヤ（株） 滋賀営業所 1,795,000 落札

（株）ウォーターエージェンシー 大
阪営業所

辞退

桐田機工（株） 2,100,000

アクアトータルサービス（株） 欠席
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業者名 （株）ライトリー

代表者 代表取締役 正木　一郎

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

798,240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９月７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 歴史的公文書のマイクロフィルム及び電子化文書作成業務

工事(委託)場所 　　―

エイチ・エス写真技術（株） 滋賀営
業所

1,296,000 926,400

（株）キョクトウ 辞退

（株）ライトリー 933,120 798,240 落札


