
  

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３年３月30日 

 

                     静岡市長 田 辺 信 宏      

 

記 

１ 特定役務（静岡庁舎清掃業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名称 令和３年度 財管委第10号 

静岡庁舎清掃業務 

   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 

   令和３年３月15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  

   30,536,000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12月17日 

２ 特定役務（清水庁舎清掃業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名称 令和３年度 財清委第２号 



  

清水庁舎清掃業務 

   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 

   令和３年３月15日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 丸髙商事有限会社 

      代表取締役 高田 俊彦 

   住所 静岡県静岡市清水区下野西16番６号 

（５）落札金額  

   14,839,000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12月17日 

３ 特定役務（静岡市立清水病院清掃業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名称 令和３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３年２月25日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社エム・アイ・総合美装 

      代表取締役 井口 学 

   住所 静岡県三島市萩218番地の１ 



  

（５）落札金額  

   65,841,600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 

   令和２年12月17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4,070,000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３年３月11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 63.58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３年１月20日 

５ 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1,476,000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３年３月11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３年１月20日 

６ 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196,000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３年３月11日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 吉田化成株式会社 静岡営業所  

      所長 林 孝明 

   住所 静岡県静岡市駿河区登呂五丁目21番27号 

（５）落札金額 

   １キログラム当たり 194.70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３年１月20日 

７ 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400,000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３年３月11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 72.05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３年１月20日 

８ 物品等の購入（静岡市広報紙「広報しずおか」・「しずおか市議会だより」） 

（１）購入物品等の名称及び予定数量 

  名   称 静岡市広報紙「広報しずおか」・「しずおか市議会だより」 

   予定数量等 約56,909,600ページ 

（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３年３月11日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社トップ  



  

      代表取締役 杉本 雅央 

   住所 静岡県静岡市清水区鳥坂245番地 

（５）落札金額 

  「広報しずおか」 １ページ当たり 0.4048円 

  「広報しずおか」・「しずおか市議会だより」合併号 １ページ当たり 0.528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３年１月20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３年３月30日 

 

   静岡市公営企業管理者 森下 靖      

 

記 

１ 特定役務（中島浄化センター外６施設外 運転管理業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

名称 令和３年度 下施委第001号 

中島浄化センター外６施設外 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）落札者を決定した日 

   令和３年２月26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 

   343,200,000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12月17日 

２ 特定役務（長田浄化センター外５施設 包括的管理業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

名称 令和３年度 下施委第401号 



  

   長田浄化センター外５施設 包括的管理業務 

   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）落札者を決定した日 

   令和３年２月26日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 月島テクノメンテサービス株式会社 横浜支店 

      支店長 平島 邦茂 

   住所 神奈川県横浜市中区尾上町四丁目47番地 

（５）落札金額 

   225,500,000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12月17日 

３ 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３年３月11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 1,639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３年１月20日 

４ 物品等の購入（汚泥脱水機用高分子凝集剤（静清浄化センター用）） 

（１）購入物品等の名称及び予定数量 

   名   称 汚泥脱水機用高分子凝集剤（静清浄化センター用） 

   予定数量等 約19,000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３年３月11日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 吉田化成株式会社 静岡営業所 

      所長 林 孝明 

   住所 静岡県静岡市駿河区登呂五丁目21番27号 

（５）落札金額 

   １キログラム当たり 957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３年１月20日 

５ 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㈱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㈱製集中検

針盤装置対応型） 

   予定数量等 約4,800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 

   令和３年３月12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 16,500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２号の規定による。 


