
平成２９年１月１２日（木）　　執行

会場：東近江市役所・新館　２階　２１２会議室

1 13時20分 平成２９年度東近江市健診・検診案内印刷封入業務 指名・物品、役務

2 13時40分 中学校デジタル教科書（英語）購入 指名・物品、役務

3 14時00分 市立御園小学校備品購入 指名・物品、役務

4 14時20分 市内学童保育所備品購入

5 14時40分 マイクロフィルム複製業務

6 15時00分 平成２９年度学校保健健康診査業務（児童・生徒）

7 15時15分 平成２９年度学校保健健康診査業務（教職員）
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落
札
業
者

業者名 サンメッセ（株） 滋賀営業所

代表者 所長 北野　衛

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

3,736,800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１月１２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 平成２９年度東近江市健診・検診案内印刷封入業務

工事(委託)場所 　　―

近江印刷（株） 東近江支店 4,500,000

（株）ヤマジ 滋賀営業所 辞退

アインズ（株） 営業１課 辞退

サンメッセ（株） 滋賀営業所 3,460,000 落札
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日本ソフト開発（株） 辞退

富士電機ITソリューション（株） 滋
賀営業所

辞退

（有）山本教育システム 850,000 落札

（株）ウチダビジネスソリューション
ズ 彦根支店

855,000

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年１月１２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 中学校デジタル教科書（英語）購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

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

918,000円 非公表 設定しない
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（株）ミナミイ 1,350,000

（有）山本教育システム 1,184,000

（株）タマヤ 1,158,600 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２９年１月１２日　午後２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 市立御園小学校備品購入

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

1,251,288円 非公表 設定しない
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（株）ミナミイ 1,190,000

（有）山本教育システム 1,083,000

（株）タマヤ 734,400 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２９年１月１２日　午後２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 市内学童保育所備品購入

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

793,152円 非公表 設定しない



1

2

3

4

（株）光楽堂 661,250 落札

（株）ライトリー 辞退

エイチ・エス写真技術（株） 滋賀営
業所

897,000

（株）キョクトウ 1,138,500

入札場所・日時 東近江市役所・新館　２階　２１２会議室 平成２９年１月１２日　午後２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 マイクロフィルム複製業務

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 （株）光楽堂

代表者 代表取締役 関　雅夫

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

714,150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　２階　２１２会議室 平成２９年１月１２日　午後３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 平成２９年度学校保健健康診査業務（児童・生徒）

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
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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5 （一財）名古屋公衆医学研究所 辞退

（一財）滋賀保健研究センター 4,672,000 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　２階　２１２会議室 平成２９年１月１２日　午後３時１５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年度学校保健健康診査業務（教職員）

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
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

4,672,000円 非公表 設定しない


