
令和元年７月１０日（水）　　執行

会場：東近江市役所・新館　３階　３１９会議室

1 9時30分 訪問用自動車リース 指名・物品、役務

2 9時50分 公用車（１０人乗り乗用自動車）購入 指名・物品、役務

3 10時10分 住民基本台帳ネットワークシステム統合端末購入業務 指名・物品、役務

4 10時30分 市立蒲生東小学校放送設備改修業務 指名・物品、役務

5 10時50分 冬芝購入 指名・物品、役務
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会場：東近江市役所・新館３階　３１９会議室
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業者名 （株）奥村兄弟商会

代表者 代表取締役 奥村　忠男

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

55,911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７月１０日　午前９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 訪問用自動車リース

工事(委託)場所 　　―

（株）朝比自動車工業所 67,500

（株）奥村兄弟商会 51,770 落札

カトウモータース（株） 辞退

（有）蒲生自動車 辞退

ＧＡＲＡＧＥ　ＣＨＡＭＰ 欠席

クリーンカー近江 59,307

湖東ダイハツ販売（有） 欠席

西澤自動車工業（株） 61,500
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（有）中嶋商会 辞退

西澤自動車工業（株） 2,668,262

湖東ダイハツ販売（有） 欠席

（有）トータルショップ・ＳＯＳ 辞退

ＧＡＲＡＧＥ　ＣＨＡＭＰ 欠席

クリーンカー近江 2,390,000

カトウモータース（株） 辞退

（有）蒲生自動車 2,123,806 落札

（有）大野速進社 2,370,000

（株）奥村兄弟商会 2,229,000

（株）カーショップオクムラ 辞退

（株）朝比自動車工業所 2,970,000

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１９議室 令和元年７月１０日　午前９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 公用車（１０人乗り乗用自動車）購入

工事(委託)場所 　　―

落
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業者名 （有）蒲生自動車

代表者 代表取締役 川島　正人

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

2,336,186円 非公表 設定しない
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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

1,927,152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７月１０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 住民基本台帳ネットワークシステム統合端末購入業務

工事(委託)場所 　　―

小林事務機（株） 辞退

（有）伸和電器商会 辞退

てっくさーびす 欠席

藤野商事（株） 1,784,400 落札

（株）ミナミイ 辞退

ムラマツエンジニア 4,900,000

（有）山本教育システム 2,207,600

（株）ラブリーシステムイン 辞退
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業者名 ムラマツエンジニア

代表者 代表 村松　修一郎

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

2,136,240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７月１０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 市立蒲生東小学校放送設備改修業務

工事(委託)場所 　　―

（有）オフィックスパートナーズ 辞退

貝沼電気工業所 辞退

小澤電機（株） 欠席

繖電社 辞退

（有）伸和電器商会 辞退

（有）スポットクリミ 2,800,000

てっくさーびす 欠席

（株）ニシデン 2,690,000

（名）　西村電気 辞退

西村電気商会 辞退

（有）パパママハウスキタザワ 辞退

（株）前田谿澗堂 辞退

ムラマツエンジニア 1,978,000 落札

（有）山本教育システム 辞退

レッツ能登川　辻電化 辞退



16 アケボノ特機（株） 2,300,000
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業者名 （株）太田種苗

代表者 代表取締役 太田　直樹

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

775,008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７月１０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 冬芝購入

工事(委託)場所 　　―

東山造園（株） 1,145,000

増樹園 辞退

（株）武藤造園 740,000

クラギ（株） 農業屋　八日市店 782,460

（株）太田種苗 717,600 落札


