
  

公     告 

 静岡市の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成17年静岡市規則第87号）

第10条の規定に基づき、次のとおり落札者等について公告する。 

  平成29年11月９日 

 

                     静岡市長 田 辺 信 宏      

 

記 

 

１ 物品等の購入（石灰石） 

（１）購入物品等の名称及び予定数量 

  名   称 石灰石 

   予定数量等 約 1,488,000キログラム（６か月分） 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部契約課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成 29年９月 14日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 有限会社サカモト 

      代表取締役 坂本 博昭 

   住所 静岡県静岡市清水区谷田４番 23号 

（５）落札金額 

   １キログラム当たり 14.04円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成 29年７月 26日 

２ 物品等の購入（液体キレート） 

（１）購入物品等の名称及び予定数量 

  名   称 液体キレート 



  

   予定数量等 約 231,000キログラム（６か月分） 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部契約課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成 29年９月 14日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 水研化学工業株式会社静岡営業所 

      営業所長 中村 拓広 

   住所 静岡県静岡市駿河区下川原一丁目３番７号 

（５）落札金額 

   １キログラム当たり 235.44円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成 29年７月 26日 

３ 物品等の購入（活性炭含有消石灰） 

（１）購入物品等の名称及び予定数量 

  名   称 活性炭含有消石灰 

   予定数量等 約 340,000キログラム（６か月分） 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部契約課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成 29年９月 14日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社杉山商店 

      代表取締役 杉山 純一 

   住所 静岡県静岡市葵区常磐町二丁目７番地の３ 

（５）落札金額 

   １キログラム当たり 70.2円 



  

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成 29年７月 26日 

４  物品等の購入（コークス） 

（１）購入物品等の名称及び予定数量 

  名   称 コークス 

   予定数量等 約 4,210,000キログラム（６か月分） 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部契約課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成 29年９月 14日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社三誠商会 

      代表取締役 中川 修一 

   住所 福岡県北九州市八幡東区西本町一丁目 10番８号 

（５）落札金額 

   １キログラム当たり 47.196円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成29年７月26日 

５ 物品等の購入 （水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ－A型）） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名   称 水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ－A型） 

   数   量 ２台 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部契約課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 



  

   平成 29年５月 25日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社畠山ポンプ製作所 

      代表取締役 畠山 昭夫 

   住所 静岡県沼津市東間門二丁目１番地の５ 

（５）落札金額 

   98,280,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成 29年４月 25日 

６ 物品等の購入 （小型動力ポンプ付水槽車） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名   称 小型動力ポンプ付水槽車 

   数   量 ２台 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部契約課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成 29年５月 25日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 日本ドライケミカル株式会社 静岡営業所 

      所長 佐藤 公伸 

   住所 静岡県静岡市駿河区高松二丁目 18番 13号 

（５）落札金額 

   97,416,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成 29年４月 25日 

７ 物品等の購入 （救助工作車（Ⅱ型）） 



  

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名   称 救助工作車（Ⅱ型） 

   数   量 １台 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部契約課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成 29年５月 25日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社モリタ 名古屋支店 

      支店長 岡本 直彦 

   住所 愛知県名古屋市東区矢田南一丁目２番８号 

（５）落札金額 

   91,908,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成 29年４月 25日 

８ 物品等の購入 （高規格救急自動車） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名   称 高規格救急自動車 

   数   量 ４台 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部契約課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成 29年５月 25日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 静岡トヨタ自動車株式会社 法人営業部 

      取締役 鈴木 智久 

   住所 静岡県静岡市駿河区国吉田二丁目３番１号 



  

（５）落札金額 

   81,216,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成 29年５月 10日 

９ 物品等の購入 （ゲレンデ整備用圧雪車） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名   称 ゲレンデ整備用圧雪車 

   数   量 １台 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部契約課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成 29年６月 15日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社大原鉄工所 

      代表取締役社長 大原 興人 

   住所 新潟県長岡市城岡二丁目８番１号 

（５）落札金額 

   30,564,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成 29年５月 1日 

10 物品等の購入 （泡消火薬剤） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名   称 泡消火薬剤 

   数   量 54キロリットル 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部契約課 



  

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成 29年７月 20日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 真弓興業株式会社 

      代表取締役社長 笠井 美喜 

   住所 大阪府堺市堺区大浜中町二丁１番２５号 

（５）落札金額 

   155,925,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成29年６月７日 

11 物品等の借入れ（静岡庁舎デジタル複合機一括賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成29年度 総行賃 第２号  

静岡庁舎デジタル複合機一括賃借業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市総務局行政管理課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成29年10月30日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 富士ゼロックス静岡株式会社 

      営業総括部長 山本 豊 

   住所 静岡県静岡市葵区常盤町二丁目13番１ 

（５）落札金額 

   23,162,821円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 



  

（７）公告を行った日 

   平成29年８月14日 

12 物品等の借入れ（清水庁舎デジタル複合機一括賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成29年度 清地賃 第１号  

清水庁舎デジタル複合機一括賃借業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市清水区役所地域総務課 

所在地 静岡県静岡市清水区旭町６番８号 

（３）落札者を決定した日 

   平成29年10月30日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 富士ゼロックス静岡株式会社 

      営業総括部長 山本 豊 

   住所 静岡県静岡市葵区常盤町二丁目13番１ 

（５）落札金額 

   13,297,771円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成29年８月14日 

13 物品等の借入れ（医療情報システムＬＡＮ設備等賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成29年度 清医賃 第７号  

医療情報システムＬＡＮ設備等賃借業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市保健福祉長寿局清水病院事務局医事課 

所在地 静岡県静岡市清水区宮加三1231番地 

（３）落札者を決定した日 



  

   平成29年10月25日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 静岡支店 

      支店長 永井 貴久 

   住所 静岡県静岡市葵区黒金町３番地 

（５）落札金額 

   65,772,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成 29年９月７日 

14 物品等の借入れ（証明書出力等機器（市民サービスコーナー分）賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成29年度 市戸賃 第５号  

証明書出力等機器（市民サービスコーナー分）賃借業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市市民局戸籍管理課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成29年９月26日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 ＮＴＴファイナンス株式会社 静岡支店 

      支店長 佃 竜哉 

   住所 静岡県静岡市葵区御幸町５番地９ 

（５）落札金額 

   28,534,032円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成 29年７月 26日 



  

15 物品等の借入れ（統合型内部情報システム運用に係る機器等賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成29年度 総Ｉ賃 第18号  

統合型内部情報システム運用に係る機器等賃借業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市総務局ＩＣＴ推進課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成29年８月22日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ＪＥＣＣ 営業本部 

      本部長 村上 春生 

   住所 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

（５）落札金額 

   43,110,468円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成 29年８月 22日 

16 物品等の借入れ（静岡市立小・中学校校務支援システム賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成29年度 教学教委 第22号  

静岡市立小・中学校校務支援システム賃借業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市教育委員会教育局学校教育課 

所在地 静岡県静岡市清水区旭町６番８号 

（３）落札者を決定した日 

   平成29年７月31日 

（４）落札者の氏名及び住所 



  

   氏名 富士通リース株式会社 静岡支店 

      支店長 安藤 直樹 

   住所 静岡県静岡市駿河区南町18番１号 

（５）落札金額 

   804,812,760円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成29年６月１日 

17 物品等の借入れ（市政総合ネットワークパソコン機器等賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成29年度 総Ｉ賃 第13号  

市政総合ネットワークパソコン機器等賃借業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市総務局ＩＣＴ推進課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成29年７月21日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 静岡支店 

      支店長 永井 貴久 

   住所 静岡県静岡市葵区黒金町３番地 

（５）落札金額 

   341,599,680円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成29年６月１日 

18 物品等の借入れ（市税徴収収納支援システム機器等リース業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 



  

   名 称 平成29年度 税納賃借 第１号  

市税徴収収納支援システム機器等リース業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局税務部納税課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成29年５月30日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 富士通リース株式会社 静岡支店 

      支店長 安藤 直樹 

   住所 静岡県静岡市駿河区南町18番１号 

（５）落札金額 

   211,215,600円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成29年３月31日 

19 特定役務（両河内線自主運行バス運行業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 交委 第１号  

両河内線自主運行バス運行業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市都市局都市計画部交通政策課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）契約の相手方を決定した日 

   平成29年３月27日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 しずてつジャストライン株式会社 

      取締役社長 三浦 孝文 



  

   住所 静岡県静岡市葵区宮前町28番地 

（５）契約金額 

   58,050,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

（７）随意契約による理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372 

号）第10条第１項第１号の規定による。 

20 特定役務（西ヶ谷清掃工場 ごみ処理施設維持管理業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 環廃処委 第３－１号  

西ヶ谷清掃工場 ごみ処理施設維持管理業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市環境局廃棄物処理課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）契約の相手方を決定した日 

   平成29年３月30日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 日鉄住金環境プラントソリューションズ株式会社 

      代表取締役社長 日外 雅人 

   住所 福岡県北九州市戸畑区大字中原46番地59 

（５）契約金額 

   373,680,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

（７）随意契約による理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372 

号）第10条第１項第１号の規定による。 

21 特定役務（沼上清掃工場 ごみ処理施設維持管理業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 



  

   名 称 平成29年度 環廃処委 第４－１号  

沼上清掃工場 ごみ処理施設維持管理業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市環境局廃棄物処理課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）契約の相手方を決定した日 

   平成29年３月30日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 ＪＦＥ環境サービス株式会社 

      代表取締役社長 福田 一美 

   住所 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地 

（５）契約金額 

   405,000,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

（７）随意契約による理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372 

号）第10条第１項第１号の規定による。 

22 特定役務（静岡地域消防総合情報システム・デジタル無線保守点検業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 消警指委 第１号  

静岡地域消防総合情報システム・デジタル無線保守点検業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市消防局警防部指令課 

所在地 静岡県静岡市駿河区南八幡町10番30号 

（３）契約の相手方を決定した日 

   平成29年３月28日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 日本電気株式会社 静岡支社 



  

      支社長 鈴木 裕 

   住所 静岡県静岡市葵区黒金町３番地 

（５）契約金額 

   218,268,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

（７）随意契約による理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372 

号）第10条第１項第１号の規定による。 

23 特定役務（市税徴収収納支援システム 機器更改セットアップ業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 税納委 第４号  

市税徴収収納支援システム 機器更改セットアップ業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局税務部納税課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）契約の相手方を決定した日 

   平成29年３月29日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 富士通株式会社 静岡支社 

      支社長 花野 博昭 

   住所 静岡県静岡市駿河区南町18番１号 

（５）契約金額 

   118,476,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

（７）随意契約による理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372 

号）第10条第１項第１号の規定による。 

24 特定役務（税務・国保年金等システム運用支援業務） 



  

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 総Ｉ委 第１号  

税務・国保年金等システム運用支援業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市総務局ＩＣＴ推進課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）契約の相手方を決定した日 

   平成29年３月28日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海 

      代表取締役社長 北村 友朗 

   住所 愛知県名古屋市中区錦二丁目17番21号 

（５）契約金額 

   75,945,600円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

（７）随意契約による理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372 

号）第10条第１項第１号の規定による。 

25 特定役務（住民記録システム・共通基盤システム運用支援業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 総Ｉ委 第９号  

住民記録システム・共通基盤システム運用支援業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市総務局ＩＣＴ推進課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）契約の相手方を決定した日 

   平成29年３月28日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 



  

   氏名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海 

      代表取締役社長 北村 友朗 

   住所 愛知県名古屋市中区錦二丁目17番21号 

（５）契約金額 

   42,379,200円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

（７）随意契約による理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372 

号）第10条第１項第１号の規定による。 

26 特定役務（統合型内部情報システム開発に伴う財務会計システム移行データ抽出業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 総Ｉ委 第52号  

統合型内部情報システム開発に伴う財務会計システム移行データ抽出業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市総務局ＩＣＴ推進課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）契約の相手方を決定した日 

   平成29年３月28日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 富士通株式会社 静岡支社 

      支社長 花野 博昭 

   住所 静岡県静岡市駿河区南町18番１号 

（５）契約金額 

   54,864,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

（７）随意契約による理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372 

号）第10条第１項第１号の規定による。 



  

27 特定役務（保健福祉総合システムの運用に伴うパッケージ保守等業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 保健福委 第10号  

保健福祉総合システムの運用に伴うパッケージ保守等業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）契約の相手方を決定した日 

   平成29年３月29日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 株式会社アイネス 中部支社 

      支社長 水谷 英宜 

   住所 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目17番23号 

（５）契約金額 

   34,732,800円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

（７）随意契約による理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372 

号）第10条第１項第１号の規定による。 

28 特定役務（静岡市立清水病院清掃業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成29年度 清病施施委 第１号  

静岡市立清水病院清掃業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市保健福祉長寿局清水病院事務局施設課 

所在地 静岡県静岡市清水区宮加三1231番地 

（３）落札者を決定した日 

   平成29年２月23日 



  

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 東京ビル整美株式会社 静岡事務所 

      所長 山懸 新吾 

   住所 静岡県静岡市葵区栄町５番１号 

（５）落札金額 

   58,320,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成28年12月27日 

29 特定役務（静岡庁舎新館清掃業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成29年度 財管委 第10号  

静岡庁舎新館清掃業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部管財課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成29年３月８日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ティービー 

      代表取締役 千々岩 拙應 

   住所 静岡県静岡市葵区呉服町二丁目２番13号 

（５）落札金額 

   21,163,680円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成28年12月27日 

30 特定役務（静岡庁舎本館清掃業務） 



  

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成29年度 財管委 第26号  

静岡庁舎本館清掃業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部管財課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成29年３月８日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ティービー 

      代表取締役 千々岩 拙應 

   住所 静岡県静岡市葵区呉服町二丁目２番13号 

（５）落札金額 

   6,778,080円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成28年12月27日 

31 特定役務（静岡市エネルギーの地産地消業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成28年度 環環創委 第33号  

静岡市エネルギーの地産地消業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市環境局環境創造課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成29年２月22日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 鈴与商事株式会社 静岡支店 



  

      支店長 佐野 善男 

   住所 静岡県静岡市葵区長沼897番地２ 

（５）落札金額 

   静岡市沼上清掃工場余剰電力売払業務 1,603,572,816円 

   静岡市西ヶ谷清掃工場余剰電力売払業務 1,389,414,930円 

   静岡市役所静岡庁舎等で使用する電気の調達 19,093,617,475円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成28年12月27日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

公     告 

 静岡市の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 17年静岡市規則第 87号）

第 10条の規定に基づき、次のとおり落札者等について公告する。 

  平成 29年 11月９日 

 

静岡市公営企業管理者 大 石 清 仁 

 

記 

１ 物品等の購入（ロータリープレス汚泥脱水機用高分子凝集剤（中島浄化センター用）） 

（１）購入物品等の名称及び予定数量 

  名   称 ロータリープレス汚泥脱水機用高分子凝集剤（中島浄化センター用） 

   予定数量等 約 20,700キログラム（６か月分） 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市財政局財政部契約課 

所在地 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 

（３）落札者を決定した日 

   平成 29年９月 14日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社杉山商店  

      代表取締役 杉山 純一 

   住所 静岡県静岡市葵区常磐町二丁目７番地の３ 

（５）落札金額 

   １キログラム当たり 1,512円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

   平成 29年７月 26日 

２ 特定役務（静岡市上下水道局財務会計システム改修業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 水総委 第11号  

静岡市上下水道局財務会計システム改修業務 



  

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局水道部水道総務課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）契約の相手方を決定した日 

   平成29年３月28日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 株式会社フューチャーイン 静岡支店 

      支社長 岡戸 隆明 

   住所 静岡県静岡市葵区黒金町11番７号 

（５）契約金額 

   54,000,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

（７）随意契約による理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372 

号）第 10条第１項第１号の規定による。 

３ 特定役務（清水南部・清水北部浄化センター及び清開ポンプ場外 運転管理業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 下施委 第001号  

清水南部・清水北部浄化センター及び清開ポンプ場外 運転管理業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札を決定した日 

   平成29年２月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所 

      管理所長 松永 光史 

   住所 静岡県静岡市清水区中之郷一丁目４番11号 



  

（５）落札金額 

   479,520,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

平成28年12月27日 

４ 特定役務（静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その１業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名  称 平成29年度 下施委 第701号  

静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その１業務 

   予定数量 3,000トン／年間 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札を決定した日 

   平成29年２月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 太平洋セメント株式会社 環境事業部 

      環境事業部長 岡田 真一 

   住所 東京都港区台場二丁目３番５号 

（５）落札金額 

   １トン当たり 19,332円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

平成28年12月27日 

５ 特定役務（静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その２業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名  称 平成29年度 下施委 第702号  

静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その２業務 

   予定数量 3,000トン／年間 



  

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札を決定した日 

   平成29年２月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 太平洋セメント株式会社 環境事業部  

      部長 岡田 真一 

   住所 東京都港区台場二丁目３番５号 

（５）落札金額 

   １トン当たり 19,332円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

平成28年12月27日 

６ 特定役務（静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その３業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名  称 平成29年度 下施委 第703号  

静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その３業務 

   予定数量 3,000トン／年間 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札を決定した日 

   平成29年２月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 有限会社飯山堆肥センター 

      取締役 荒木 泰蔵 

   住所 長野県飯山市大字吉97番地 

（５）落札金額 

   １トン当たり 18,684円 



  

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

平成 28年 12月 27日 

７ 特定役務（静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その４業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名  称 平成29年度 下施委 第704号  

静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その４業務 

   予定数量 3,000トン／年間 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札を決定した日 

   平成29年２月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 バイオサイエンス株式会社 

      代表取締役 堀田 博泰 

   住所 愛知県豊橋市若松町字中山221番地 

（５）落札金額 

   １トン当たり 17,820円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

平成 28年 12月 27日 

８ 特定役務（清水北部浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名  称 平成29年度 下施委 第501号  

清水北部浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用業務 

   予定数量 1,700トン／年間 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 



  

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札を決定した日 

   平成29年２月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 バイオサイエンス株式会社 

      代表取締役 堀田 博泰 

   住所 愛知県豊橋市若松町字中山221番地 

（５）落札金額 

   １トン当たり 19,440円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

平成 28年 12月 27日 

９ 特定役務（城北浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名  称 平成29年度 下施委 第202号  

城北浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用業務 

   予定数量 1,700トン／年間 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札を決定した日 

   平成29年２月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 有限会社アサギリ 

      代表取締役 蓑 威賴 

   住所 静岡県富士宮市人穴203番地の51 

（５）落札金額 

   １トン当たり 19,764円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 



  

（７）公告を行った日 

平成 28年 12月 27日 

10 特定役務（清水南部浄化センター 脱水汚泥運搬処分業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名  称 平成29年度 下施委 第601号  

清水南部浄化センター 脱水汚泥運搬処分業務 

   予定数量 2,650トン／年間 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札を決定した日 

   平成29年２月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 丸徳商事有限会社  

      代表取締役 岩間 雄一 

   住所 静岡県静岡市清水区鳥坂575番地 

（５）落札金額 

   １トン当たり 21,600円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

平成28年12月27日 

11 特定役務（中島浄化センター及び中島雨水ポンプ場外 運転管理業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 下施委 第002号  

中島浄化センター及び中島雨水ポンプ場外 運転管理業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札を決定した日 



  

   平成29年２月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 メタウォーターサービス株式会社 

      代表取締役 中村 英二 

   住所 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地 

（５）落札金額 

   268,920,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

平成 28年 12月 27日 

12 特定役務（城北浄化センター 管理業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 下施委 第201号  

城北浄化センター 管理業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札を決定した日 

   平成29年２月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 メタウォーターサービス株式会社 

      代表取締役 中村 英二 

   住所 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地 

（５）落札金額 

   221,400,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

平成 28年 12月 27日 



  

13 特定役務（静清浄化センター 管理業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成29年度 下施委 第705号  

静清浄化センター 管理業務 

   数 量 一式 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札を決定した日 

   平成29年２月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 水ｉｎｇ株式会社 静岡営業所 

      所長 笠井 一裕 

   住所 静岡県静岡市葵区弥勒二丁目５番28号 

（５）落札金額 

   405,648,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

平成 28年 12月 27日 

14 特定役務（清水南部浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名  称 平成29年度 下施委 第602号  

清水南部浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用業務 

   予定数量 1,500トン／年間 

（２）契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   名 称 静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札を決定した日 

   平成29年２月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 



  

   氏名 丸徳商事有限会社  

      代表取締役 岩間 雄一 

   住所 静岡県静岡市清水区鳥坂575番地 

（５）落札金額 

   １トン当たり 17,064円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

（７）公告を行った日 

平成 28年 12月 27日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


