
  

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12月23日 

 

                     静岡市長 田 辺 信 宏      

 

記 

１ 特定役務（税制改正等に伴う個人市県民税システム改修業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名称 令和２年度 総Ｉ委第46号 

税制改正等に伴う個人市県民税システム改修業務 

   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 

   令和２年10月22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 

   31,680,000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11条第１項第１号の規定による。 

２ 物品等の購入（放射線一般撮影装置（保守点検業務（標準保証期間を除く５年間の保守点

検）を含む。）） 



  

（１）購入物品等の名称及び数量 

   名称 放射線一般撮影装置（保守点検業務（標準保証期間を除く５年間の保守点検）を

含む。） 

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病院施設課 

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 

   令和２年11月５日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 富士フイルムメディカル株式会社 南関東支社 

      支社長 佐藤 英明 

   住所 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目８番11号 

（５）落札金額 

   190,918,200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９月２日 

３ 物品等の購入（パーテーション一式） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

   名称 パーテーション一式 

   数量 2,420セット 

（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11月26日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ミヨシ 静岡営業所  

      所長 杉浦 正和 



  

   住所 静岡県浜松市中区佐藤二丁目24番地１号 

（５）落札金額 

   27,951,000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10月19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２年12月23日 

 

静岡市公営企業管理者 森下 靖      

 

記 

１ 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 令和３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 1,600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 

   令和２年12月２日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社アサギリ 

      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 17,930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10月15日 

２ 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 令和３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番地の１ 

（３）落札を決定した日 

   令和２年12月２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 

      執行役員環境事業部長 深見 慎二 

   住所 東京都文京区小石川一丁目１番１号 

（５）落札金額 

   １トン当たり 29,700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10月15日 

３ 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）名  称 令和３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 2,300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 

   令和２年12月２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 27,500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10月15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３業務） 

（１）名  称 令和３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 2,200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 

   令和２年12月２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 17,380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10月15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４業務） 

（１）名  称 令和３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 2,300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 

   令和２年12月２日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 有限会社タナカ興業 

      代表取締役 田中 安彦 

   住所 愛知県豊橋市大岩町字北山６番地の911 

（５）落札金額 

   １トン当たり 16,390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10月15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５業務） 

（１）名  称 令和３年度 下施委第705号 

        静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その５業務 

   予定数量 2,200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 

   令和２年12月２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 15,950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10月15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６業務） 

（１）名  称 令和３年度 下施委第706号 

        静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その６業務 

   予定数量 2,000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 

   令和２年12月２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 15,950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10月15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７業務） 

（１）名  称 令和３年度 下施委第707号 

        静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その７業務 

   予定数量 1,900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 

   令和２年12月２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 16,500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10月15日 

９ 特定役務（静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その８業務） 

（１）名  称 令和３年度 下施委第708号 

        静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その８業務 

   予定数量 2,000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 

   令和２年12月２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 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 

   令和２年10月15日 

10 特定役務（静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その９業務） 

（１）名  称 令和３年度 下施委第709号 

        静清浄化センター 脱水汚泥運搬有効利用その９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番地の１ 

（３）落札を決定した日 

   令和２年12月２日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 有限会社タナカ興業 

      代表取締役 田中 安彦 

   住所 愛知県豊橋市大岩町字北山６番地の911 

（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 

   令和２年10月15日 

 


