
令和２年２月１９日（水）　　執行

会場：東近江市役所・新館　３階　３１５会議室

1 9時20分 永源寺もみじ幼児園ゴミストッカー及び物置購入 指名・物品、役務

2 9時40分 （仮称）市立能登川第二幼児園保育用品購入（その５） 指名・物品、役務

3 10時00分 能登川スポーツセンター体育館スポーツ器具購入 指名・物品、役務

4 10時20分 市立玉園中学校特別支援教室用備品購入 指名・物品、役務

5 10時40分 パソコン用ソフトウェア（製図ソフト）購入 指名・物品、役務

6 11時00分 市営ひばり丘団地内樹木整枝剪定業務 指名・物品、役務



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

入札経過調書

747,100 落札株式会社山平建材店

東近江市永源寺森林組合 辞退

フクナガアド工芸 辞退

太信建設株式会社 890,000

株式会社日研 辞退

滋賀ライン工業株式会社 辞退

タニダ電工 辞退

株式会社湖東アスコン 辞退

コマツ滋賀株式会社 辞退

有限会社奥村エンジニアリング 辞退

貝沼電気工業所 辞退

臼井製材 辞退

奥儀建設株式会社 1,050,000

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１５会議室 令和２年２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 永源寺もみじ幼児園ゴミストッカー及び物置購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 株式会社山平建材店

代表者 代表取締役 山田　正記

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

821,810円 非公表 設定しない
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業者名 有限会社山本教育システム

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

693,000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　３１５会議室 令和２年２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）市立能登川第二幼児園保育用品購入（その５）

工事(委託)場所 　　―

有限会社加藤書店 辞退

ひかりのくに湖東 辞退

有限会社山本教育システム 630,000 落札

株式会社岩佐　東近江営業所 欠席

有限会社草津介護センター 辞退

寺村書店 758,000

有限会社とりい 辞退

有限会社バンバスポーツ 辞退

フレーベル滋賀 辞退

メイワン教材社 697,800

有限会社ヨシカワ商事 632,280

株式会社らぴっぴ 欠席
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11 メイワン教材社 辞退

有限会社バンバスポーツ 辞退

フレーベル滋賀 辞退

寺村書店 辞退

株式会社西村教材 辞退

株式会社シゲタ 辞退

株式会社スポーツショップキムラ 1,605,600

有限会社フジイスポーツ 1,567,850 落札

有限会社山本教育システム 辞退

かんべえ 辞退

株式会社重森スポーツ 欠席

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１５会議室 令和２年２月１９日　午前１０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 能登川スポーツセンター体育館スポーツ器具購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 有限会社フジイスポーツ

代表者 代表取締役 藤井　勝之

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

1,724,635円 非公表 設定しない



1

2

3

4

5

6

落
札
業
者

業者名 有限会社山本教育システム

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

1,243,000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　３１５会議室 令和２年２月１９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 令和元年度

工事(委託)件名 市立玉園中学校特別支援教室用備品購入

工事(委託)場所 　　―

小弥百貨店 辞退

小林事務機株式会社 1,253,000

株式会社タマヤ 欠席

有限会社文平堂 辞退

株式会社ミナミイ 1,280,000

有限会社山本教育システム 1,130,000 落札
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業者名 藤野商事株式会社

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

1,139,490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　３１５会議室 令和２年２月１９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 令和元年度

工事(委託)件名 パソコン用ソフトウェア（製図ソフト）購入

工事(委託)場所 　　―

小林事務機株式会社 1,156,760

藤野商事株式会社 1,139,490 落札

株式会社ミナミイ 1,196,140

有限会社山本教育システム 1,241,152
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業者名 株式会社熊木共楽園

代表者 代表取締役 熊木　喜巳

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

539,000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　３１５会議室 令和２年２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 市営ひばり丘団地内樹木整枝剪定業務

工事(委託)場所 　　―

株式会社熊木共楽園 490,000 落札

株式会社造園佐野 辞退

野田造園 辞退

花久造園 750,000

花繁造園 800,000

花文造園土木株式会社 850,000

東山造園株式会社 750,000

増樹園 780,000

有限会社ミキアス 700,000

株式会社武藤造園 730,000

有限会社裕花園 780,000


