
令和元年１２月１９日（木）　　執行

会場：東近江市役所・新館　３階　３１９会議室

1 9時20分 東幼施設第１８２号（仮称）市立永源寺幼児園事務機器購入 指名・物品、役務

2 9時40分 （仮称）市立永源寺幼児園備品購入（電化製品） 指名・物品、役務

3 10時10分 公用車（軽ルーフ型自動車）購入 指名・物品、役務

4 10時30分 公用車（５人乗り普通乗用車）購入 指名・物品、役務

5 10時50分 布施町地先樹木伐採業務 指名・物品、役務

6 11時00分 （仮称）市立永源寺幼児園新築工事に伴う引越業務 指名・物品、役務

7 11時10分 学校保健健康診査業務（令和２年度・児童生徒） 指名・物品、役務

8 11時20分 学校保健健康診査業務（令和２年度・教職員） 指名・物品、役務

9 11時30分 水道メーター購入 指名・物品、役務

10 11時40分 東近江市防災情報告知放送システム戸別受信機管理システム構築業務 指名・物品、役務

11 11時50分 永源寺中西部浄水場膜ろ過供給水流量計取替修繕業務 指名・物品、役務

12 12時00分 能登川配水池緊急遮断弁点検業務 指名・物品、役務
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株式会社ミナミイ 690,000

有限会社山本教育システム 799,000

株式会社タマヤ 589,000 落札

有限会社文平堂 760,000

小弥百貨店 辞退

小林事務機株式会社 795,000

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１９会議室 令和元年１２月１９日　午前９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 令和元年度

工事(委託)件名 東幼施設第１８２号（仮称）市立永源寺幼児園事務機器購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 株式会社タマヤ

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

647,900円 非公表 設定しない
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落
札
業
者

業者名 株式会社タマヤ

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

941,600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　３１９会議室 令和元年１２月１９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 令和元年度

工事(委託)件名 （仮称）市立永源寺幼児園備品購入（電化製品）

工事(委託)場所 　　―

イシナオ株式会社 859,700

有限会社植田設備 896,000

有限会社奥村エンジニアリング 辞退

貝沼電気工業所 1,100,000

小澤電機株式会社 1,045,000

繖電社 辞退

清水電化 辞退

有限会社伸和電器商会 957,500

有限会社スポットクリミ 辞退

タニダ電工 1,200,000

株式会社タマヤ 856,000 落札

てっくさーびす 930,000

西村電気商会 辞退

株式会社ニシデン 900,000

合名会社西村電気 欠席
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有限会社パパママハウスキタザワ 925,000

有限会社フレンズ・コトー 900,000

レッツ能登川　辻電化 辞退

株式会社前田谿澗堂 辞退

ムラマツエンジニア 1,044,000
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11 西澤自動車工業株式会社 1,472,000

有限会社トータルショップ・ＳＯＳ 辞退

有限会社中嶋商会 欠席

クリーンカー近江 989,000

湖東ダイハツ販売有限会社 1,101,643

カトウモータース株式会社 辞退

有限会社蒲生自動車 辞退

有限会社大野速進社 832,500 落札

株式会社奥村兄弟商会 840,000

株式会社カーショップオクムラ 辞退

株式会社朝比自動車工業所 845,000

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１９会議室 令和元年１２月１９日　午前１０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 令和元年度

工事(委託)件名 公用車（軽ルーフ型自動車）購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 有限会社大野速進社

代表者 代表取締役 大野　敬司

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

915,750円 非公表 設定しない
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落
札
業
者

業者名 クリーンカー近江

代表者 疋出　廣幸

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

3,514,500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　３１９会議室 令和元年１２月１９日　午前１０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 令和元年度

工事(委託)件名 公用車（５人乗り普通乗用車）購入

工事(委託)場所 　　―

株式会社カーショップオクムラ 辞退

株式会社朝比自動車工業所 3,211,000

有限会社大野速進社 3,270,000

株式会社奥村兄弟商会 3,227,755

カトウモータース株式会社 辞退

有限会社蒲生自動車 辞退

ＧＡＲＡＧＥ　ＣＨＡＭＰ 欠席

クリーンカー近江 3,195,000 落札

湖東ダイハツ販売有限会社 3,445,374

有限会社トータルショップ・ＳＯＳ 辞退

有限会社中嶋商会 欠席

西澤自動車工業株式会社 3,249,000
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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

3,058,000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　３１９会議室 令和元年１２月１９日　午前１０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 令和元年度

工事(委託)件名 布施町地先樹木伐採業務

工事(委託)場所 　　―

株式会社ｅ・フォレスト 2,990,000

株式会社イージェイ・ファクトリー 辞退

臼井製材 2,850,000

花文造園土木株式会社 辞退

東近江市永源寺森林組合 2,780,000 落札

山崎木材 辞退

びわこ東部森林組合 欠席
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落
札
業
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業者名 滋賀運送株式会社

代表者 代表取締役社長 丸山　裕史

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

1,433,850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　３１９会議室 令和元年１２月１９日　午前１１時

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 令和元年度

工事(委託)件名 （仮称）市立永源寺幼児園新築工事に伴う引越業務

工事(委託)場所 　　―

セイノースーパーエクスプレス株式会
社　滋賀北陸エリア

1,497,100

滋賀運送株式会社 1,303,500 落札

滋賀センコー運輸整備株式会社 1,390,909

日本通運株式会社　滋賀支店 3,681,000
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落
札
業
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業者名 一般財団法人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

6,919,000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　３１９会議室
令和元年１２月１９日　午前１１時１０分
令和元年１２月２６日　午前９時

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 令和元年度

工事(委託)件名 学校保健健康診査業務（令和２年度・児童生徒）

工事(委託)場所 　　―

一般財団法人近畿健康管理センター
滋賀事業部

辞退 辞退

公益財団法人滋賀県健康づくり財団 辞退 辞退

一般財団法人滋賀保健研究センター 6,390,000 6,290,000 落札

株式会社ビー・エム・エル　滋賀営業
所

辞退 辞退

株式会社エスアールエル 辞退 辞退

株式会社関西環境センター　京滋営業
所

辞退 辞退

一般社団法人京都微生物研究所 辞退 辞退

ＫＤＤＩ株式会社　新規事業推進部 未提出 未提出

一般財団法人名古屋公衆医学研究所 9,805,000 辞退

株式会社ヘルスウエイブ 未提出 未提出

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケ
ア

辞退 辞退
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落
札
業
者

業者名 一般財団法人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

6,626,400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　３１９会議室 令和元年１２月１９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 令和元年度

工事(委託)件名 学校保健健康診査業務（令和２年度・教職員）

工事(委託)場所 　　―

一般財団法人近畿健康管理センター
滋賀事業部

辞退

公益財団法人滋賀県健康づくり財団 辞退

一般財団法人滋賀保健研究センター 6,024,000 落札

株式会社ビー・エム・エル　滋賀営業
所

辞退

株式会社エスアールエル 辞退

株式会社関西環境センター　京滋営業
所

辞退

一般社団法人京都微生物研究所 辞退

ＫＤＤＩ株式会社　新規事業推進部 未提出

一般財団法人名古屋公衆医学研究所 辞退

株式会社ヘルスウエイブ 未提出

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケ
ア

辞退
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業者名 愛知時計電機株式会社　大阪支店

代表者 執行役員支店長 中水　準二

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

16,704,930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　３１９会議室 令和元年１２月１９日　午前１１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 令和元年度

工事(委託)件名 水道メーター購入

工事(委託)場所 　　―

愛知時計電機株式会社　大阪支店 15,186,300 落札

柏原計器工業株式会社 29,205,000

東洋計器株式会社　大阪支店 辞退

株式会社ニッコク　名古屋支店 20,862,800

株式会社阪神計器製作所　西宮支店 20,590,600
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業者名 朝日航洋株式会社　滋賀支店

代表者 支店長 富田　英夫

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

5,445,000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　３１９会議室 令和元年１２月１９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 令和元年度

工事(委託)件名 東近江市防災情報告知放送システム戸別受信機管理システム構築業務

工事(委託)場所 　　―

朝日航洋株式会社　滋賀支店 4,950,000 落札

アジア航測株式会社　滋賀営業所 8,500,000

株式会社かんこう　滋賀営業所 6,200,000

株式会社京都イングス　滋賀営業所 辞退

国際航業株式会社　滋賀営業所 6,620,000

写測エンジニアリング株式会社　滋賀
営業所

辞退

株式会社日建技術コンサルタント　滋
賀事務所

辞退

株式会社パスコ　滋賀支店 5,960,000
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業者名 日本エンヂニヤ株式会社　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

1,430,000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　３１９会議室 令和元年１２月１９日　午前１１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 令和元年度

工事(委託)件名 永源寺中西部浄水場膜ろ過供給水流量計取替修繕業務

工事(委託)場所 　　―

株式会社ベストーナ 2,480,000

株式会社ナカテック 辞退

日本エンヂニヤ株式会社　滋賀営業所 1,300,000 落札

永惠化機株式会社 未提出

株式会社ハイドロテック 辞退
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業者名 日本エンヂニヤ株式会社　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

1,782,000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　３１９会議室 令和元年１２月１９日　正午

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 令和元年度

工事(委託)件名 能登川配水池緊急遮断弁点検業務

工事(委託)場所 　　―

アクアトータルサービス株式会社 1,810,000

日本エンヂニヤ株式会社　滋賀営業所 1,620,000 落札

滋賀工業株式会社 辞退

株式会社西日本技術コンサルタント 3,000,000

ケイエンジニアリング株式会社 2,194,000

株式会社エステム　滋賀営業所 辞退

日本メンテナスエンジニヤリング株式
会社　滋賀支店

辞退

アイテック株式会社　滋賀支店 辞退

株式会社カナデン　滋賀営業所 辞退

東西化学産業株式会社　滋賀営業所 辞退

パシフィックコンサルタンツ株式会社
滋賀事務所

辞退


