
  

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11月20日 

 

                     静岡市長 田 辺 信 宏      

 

記 

１ 物品等の借入れ（市立高等学校校務用情報機器等賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名称 令和元年度 市高委第15号 

      市立高等学校校務用情報機器等賃借業務 

   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 静岡市教育委員会事務局教育局静岡市立高等学校 

所在地 静岡県静岡市葵区千代田三丁目１番１号 

（３）落札者を決定した日 

   令和元年10月３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 

   31,383,000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 

令和元年８月14日 

２ 物品等の購入（路面清掃車） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

   名称 路面清掃車 



  

   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 

   令和元年９月19日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 英和株式会社 静岡営業所 

      所長 今井 誠 

   住所 静岡県静岡市葵区栄町３番１号 あいおいニッセイ同和損保静岡第一ビル３Ｆ 

（５）落札金額 

   36,707,000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 

   令和元年８月９日 

３ 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1,632,000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 

   令和元年９月12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 15.07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 

   令和元年７月30日 

４ 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182,000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 

   令和元年９月12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 243.10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 

   令和元年７月30日 

５ 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 



  

   令和元年９月12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 71.50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 

   令和元年７月30日 

６ 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4,380,000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 

   令和元年９月12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 43.89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 

   令和元年７月30日 

７ 物品等の購入（井川湖渡船新船舶） 



  

（１）購入物品等の名称及び数量 

   名称 井川湖渡船新船舶 

   数量 １隻 

（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 

   令和元年９月12日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 有限会社大沼工業  

      代表取締役 大沼 勝巳 

   住所 静岡県焼津市吉永1258番地の１ 

（５）落札金額 

   28,578,000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 

   令和元年７月30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11月20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 

   令和元年９月12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 1,595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 

   令和元年７月30日 

２ 特定役務（山原川左岸排水区 高橋雨水ポンプ場ポンプ設備工事） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名称 令和元年度 下建工第2805号 

山原川左岸排水区 高橋雨水ポンプ場ポンプ設備工事  



  

  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 

   令和元年11月１日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社荏原製作所 静岡支店 

      支店長 谷口 康治 

   住所 静岡県静岡市葵区弥勒二丁目５番28号 

（５）落札金額 

   1,255,870,000円 

（６）契約の相手方を決定した手続 

   総合評価一般競争入札（技術提案型） 

（７）公告を行った日 

令和元年７月25日 


