
  

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２年７月30日 

 

                     静岡市長 田 辺 信 宏      

 

記 

１ 物品等の購入（水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ―Ｂ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―Ｂ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 

   令和２年６月11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 

   55,440,000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２年４月22日 

２ 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 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 

   令和２年６月11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 

      部長 原田 兆啓 

   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 

   41,954,000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２年４月22日 

３ 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 

   令和２年５月21日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社日消機械工業 静岡営業所 

      所長 深沢 雅治 

   住所 静岡県静岡市葵区安東一丁目21番21号 

（５）落札金額 

   105,545,000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２年４月22日 

４ 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 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２年６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 伊藤 晶広 

   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 

   51,095,000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２年５月13日 

５ 物品等の購入（消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

   名称 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型） 

   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 

   令和２年６月25日 



  

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ケイショウ車体 

      代表取締役 高橋 憲和 

   住所 静岡県静岡市葵区流通センター11番４号 

（５）落札金額 

   71,170,000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２年５月13日 

６ 物品等の購入（小型動力ポンプ積載車） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

   名称 小型動力ポンプ積載車 

   数量 ５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２年６月25日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ケイショウ車体 

      代表取締役 高橋 憲和 

   住所 静岡県静岡市葵区流通センター11番４号 

（５）落札金額 

   36,850,000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２年５月13日 

７ 物品等の購入（陸上競技用具一式） 

（１）購入物品等の名称及び数量 



  

   名称 陸上競技用具一式 

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２年６月25日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 タキスポーツショップ 

      滝 恭次 

   住所 静岡県静岡市葵区羽鳥四丁目４番11号 

（５）落札金額 

   48,400,000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 

   令和２年５月13日 

８ 物品等の借入れ（静岡市葵消防署仮設庁舎借上業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名称 令和２年度 消消財使第２号 

      静岡市葵消防署仮設庁舎借上業務 

   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 静岡市消防局消防部財産管理課 

所在地 静岡県静岡市駿河区南八幡町10番30号 

（３）落札者を決定した日 

   令和２年６月５日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社内藤ハウス 静岡営業所 

      所長 五味 信一 

   住所 静岡県静岡市葵区清閑町４番９号 



  

（５）落札金額 

   57,750,000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２年４月１日 

９ 物品等の借入れ（清水江尻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 令和２年度 教施委第36号  

清水江尻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 

   令和２年６月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社内藤ハウス 静岡営業所 

      所長 五味 信一 

   住所 静岡県静岡市葵区清閑町４番９号 

（５）落札金額 

   87,945,000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２年５月14日 

10 物品等の借入れ（清水入江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 令和２年度 教施委第37号 

清水入江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 

   令和２年６月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 大和リース株式会社 静岡支店 

      支店長 田邊 範幸 

   住所 静岡県静岡市駿河区石田一丁目３番29号 

（５）落札金額 

   182,600,000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２年５月14日 

11 特定役務（静岡市立小・中学校情報通信ネットワーク環境整備業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名称 令和２年度 教学教委第12号 

静岡市立小・中学校情報通信ネットワーク環境整備業務 

   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 

   令和２年７月３日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 西日本電信電話株式会社 静岡支店 

      支店長 片山 義生 

   住所 静岡県静岡市葵区城東町５番１号 

（５）落札金額  

   1,458,600,000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２年５月11日 

 


