
  

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。 

  令和元年５月９日 

 

                     静岡市長 田 辺 信 宏      

 

記 

１ 特定役務（井川地区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31年度 交委第３号  

井川地区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31年３月29日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 静鉄タクシー株式会社 

      代表取締役社長 池田 敦 

   住所 静岡県静岡市駿河区南八幡町25番25号 

（５）契約金額  

   32,400,000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11条第１項第１号の規定による。 

２ 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31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31年３月29日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海 

      代表取締役社長 前田 栄次 

   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11条第１項第１号の規定による。 

３ 特定役務（統合型内部情報システム保守運用支援業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成31年度 総Ｉ委第11号  

統合型内部情報システム保守運用支援業務 

   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31年３月29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 辻 貴夫 

   住所 静岡県静岡市葵区黒金町３番地 

（５）契約金額  

   30,378,240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11条第１項第１号の規定による。 

４ 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31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31年３月29日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海 

      代表取締役社長 前田 栄次 

   住所 愛知県名古屋市中区錦二丁目17番21号 

（５）契約金額  

   40,556,700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11条第１項第１号の規定による。 

５ 特定役務（住民記録システム・共通基盤システム機器等更改に伴う設定等業務） 



  

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成31年度 総Ｉ委第８号  

住民記録システム・共通基盤システム機器等更改に伴う設定等業務 

   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31年３月29日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海 

      代表取締役社長 前田 栄次 

   住所 愛知県名古屋市中区錦二丁目17番21号 

（５）契約金額  

   103,400,000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11条第１項第１号の規定による。 

６ 特定役務（住民情報系仮想サーバ等基盤運用支援業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成31年度 総Ｉ委第31号  

住民情報系仮想サーバ等基盤運用支援業務 

   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31年３月29日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 



  

   氏名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海 

      代表取締役社長 前田 栄次 

   住所 愛知県名古屋市中区錦二丁目17番21号 

（５）契約金額  

   70,191,360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11条第１項第２号の規定による。 

７ 特定役務（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31年度 消警指委第１号  

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31年３月29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 辻 貴夫 

   住所 静岡県静岡市葵区黒金町３番地 

（５）契約金額 

   216,000,000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。 



  

８ 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31年度 保健福総委第３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31年３月27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 岩城 達雄 

   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 

   38,880,000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。 

９ 特定役務（庁内クラウド化に伴う保健福祉総合システムサーバ構築業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成31年度 保健福総委第４号  

庁内クラウド化に伴う保健福祉総合システムサーバ構築業務 

   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31年３月27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 岩城 達雄 

   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 

   31,644,000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。 

10 特定役務（庁内クラウド化に伴う健康推進システムサーバ構築業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成31年度 保健健委第１号  

庁内クラウド化に伴う健康推進システムサーバ構築業務 

   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健康づくり推進課 

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31年３月29日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 日本コンピューター株式会社 

      代表取締役 原田 栄一 

   住所 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町二丁目４番１号 

（５）契約金額 

   59,292,000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。 

11 特定役務（戸籍総合システム機器更改業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名 称 平成31年度 市戸委第28号  

戸籍総合システム機器更改業務 

   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）契約の相手方を決定した日 

   平成31年３月28日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 公共事業本部 首都圏支店 

      支店長 松尾 浩一郎 

   住所 東京都千代田区神田須田町一丁目25番 

（５）契約金額 

   39,886,000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。 

12 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31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 静岡県静岡市葵区南沼上1224番地 

（３）契約の相手方を決定した日 



  

   平成31年３月27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 村上 裕 

   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 

   377,140,000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11条第１項第１号の規定による。 

13 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31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 静岡県静岡市葵区南沼上1224番地 

（３）契約の相手方を決定した日 

   平成31年３月27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 横山 朝彦 

   住所 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地 

（５）契約金額 

   411,366,000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11条第１項第１号の規定による。 

14 特定役務（清水衛生センターし尿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31年度 環廃処委第７－２号  

清水衛生センターし尿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 静岡県静岡市葵区南沼上1224番地 

（３）契約の相手方を決定した日 

   平成31年３月27日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 三機化工建設株式会社 

      代表取締役 髙橋 裕樹 

   住所 東京都中央区明石町８番１号 

（５）契約金額 

   32,863,500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11条第１項第１号の規定による。 

15 物品等の借入れ（静岡市立賎機中小学校仮設校舎借上業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成30年度 教施委第97号 

静岡市立賎機中小学校仮設校舎借上業務 

   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 静岡市教育委員会事務局教育局教育施設課 

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31年２月27日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 東海リース株式会社 静岡営業所 

      所長 土井 俊也 

   住所 静岡県静岡市葵区日出町１番地の２ 

（５）落札金額 

   86,292,000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30年12月19日 

16 物品等の借入れ（学校（葵区・駿河区）電子複写機賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名 称 平成31年度 教施委第１号 

学校（葵区・駿河区）電子複写機賃借業務 

   数 量 84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 静岡市教育委員会事務局教育局教育施設課 

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31年２月27日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 コニカミノルタ静岡株式会社  

      代表取締役 吐前 敏孝 

   住所 静岡県静岡市駿河区馬渕四丁目12番10号 

（５）落札金額 

   １枚当たり 0.972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30年12月19日 

17 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1,404,000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31年３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 14.796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31年１月25日 

18 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175,000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31年３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 240.84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31年１月25日 

19 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360,000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31年３月14日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 松林工業薬品株式会社 

      代表取締役社長 松林 崇 

   住所 静岡県静岡市駿河区馬渕一丁目10番19号 

（５）落札金額 

   １キログラム当たり 70.20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31年１月25日 

20 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3,780,000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31年３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 46.764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31年１月25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。 

  令和元年５月９日 

 

   静岡市公営企業管理者 大石 清仁      

 

記 

１ 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31年度 下施委第001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番地の１ 

（３）落札を決定した日 

   平成31年２月27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 事業推進本部 

      本部長 石川 俊之 

   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 

   317,520,000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30年12月19日 

２ 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31年度 下施委第002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番地の１ 

（３）落札を決定した日 

   平成31年２月27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 

   508,680,000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30年12月19日 

３ 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31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 1,800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番地の１ 

（３）落札を決定した日 

   平成31年２月27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 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30年12月19日 

４ 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31年度 下施委第601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 1,800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番地の１ 

（３）落札を決定した日 

   平成31年２月27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 18,360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30年12月19日 

５ 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31年度 下施委第602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 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番地の１ 

（３）落札を決定した日 

   平成31年２月27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 23,760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30年12月19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２業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

名  称 平成31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番地の１ 

（３）落札を決定した日 

   平成31年２月27日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 有限会社コエル 

      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 20,304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30年12月19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３業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

名  称 平成31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 2,500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番地の１ 

（３）落札を決定した日 

   平成31年２月27日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 自然フーズ株式会社 

      代表取締役 堀田 博泰 

   住所 愛知県田原市赤羽根町野添原62番地 

（５）落札金額 

   １トン当たり 16,740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30年12月19日 

８ 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31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 2,500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番地の１ 

（３）落札を決定した日 

   平成31年２月27日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 日本メサライト工業株式会社 

      代表取締役 亀井 義明 

   住所 千葉県船橋市西浦三丁目９番２号 

（５）落札金額 

   １トン当たり 25,920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30年12月19日 

９ 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19,800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31年３月14日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 有限会社カワイ  

      代表取締役 河合 昭洋 

   住所 静岡県静岡市葵区鷹匠三丁目10番10号 

（５）落札金額 

   １キログラム当たり 1,566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31年１月25日 

10 物品等の購入（水道リモートメーター（バーター）口径20ｍｍ（リコーエレメックス（株）

製集中検針盤装置対応型）） 

（１）購入物品等の名称及び予定数量 

名   称 水道リモートメーター（バーター）口径20ｍｍ 

（リコーエレメックス（株）製集中検針盤装置対応型） 

   予定数量等 約2,500個 

（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）契約の相手方を決定した日 

   平成31年３月25日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 愛知時計電機株式会社 静岡営業所  

      所長 本木 敏男 

   住所 静岡県静岡市駿河区高松二丁目16番６号 

（５）契約金額 

   １個当たり 16,200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11条第１項第２号の規定による。 

11 物品等の購入（水道リモートメーター（バーター）口径20ｍｍ（愛知時計電機（株）製集

中検針盤装置対応型）） 

（１）購入物品等の名称及び予定数量 

名   称 水道リモートメーター（バーター）口径20ｍｍ 

（愛知時計電機（株）製集中検針盤装置対応型） 

予定数量等 約6,600個 

（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）契約の相手方を決定した日 

   平成31年３月25日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 愛知時計電機株式会社 静岡営業所  

      所長 本木 敏男 

   住所 静岡県静岡市駿河区高松二丁目16番６号 

（５）契約金額 

   １個当たり 16,200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11条第１項第２号の規定による。 


