
 

 

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11月12日 

 

                     静岡市長 田 辺 信 宏      

 

記 

１ 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4,480,000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９月９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 82.17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８月２日 

２ 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1,752,000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９月９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８月２日 

３ 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210,000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９月９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 一郎 

   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 209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８月２日 

４ 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320,000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９月９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 

   １キログラム当たり 71.83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８月２日 

５ 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９月９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８月２日 

６ 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９月９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８月２日 

７ 特定役務（住民情報システム等オペレーション業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 



 

 

   名称 令和３年度 企シ委第15号 

住民情報システム等オペレーション業務 

   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 静岡市企画局システム管理課 

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９月３日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社静鉄情報センター 

      取締役社長 久保田 光二 

   住所 静岡県静岡市葵区宮前町１番地 

（５）落札金額  

   3,176,800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６月７日 

８ 物品等の借入れ（市政総合ネットワーク静岡地区通信機器等賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名称 令和３年度 企シ賃第１号  

市政総合ネットワーク静岡地区通信機器等賃借業務 

   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 静岡市企画局システム管理課 

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９月10日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ＪＥＣＣ 

      専務取締役 依田 茂 



 

 

   住所 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

（５）落札金額  

   134,732,400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７月９日 

９ 物品等の借入れ（市政総合ネットワーク清水地区通信機器等賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名称 令和３年度 企シ賃第２号  

市政総合ネットワーク清水地区通信機器等賃借業務 

   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 静岡市企画局システム管理課 

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９月10日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ＪＥＣＣ 

      専務取締役 依田 茂 

   住所 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

（５）落札金額  

   175,038,600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３年７月９日 

10 物品等の借入れ（インターネット接続系ネットワーク通信機器等賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名称 令和３年度 企シ賃第３号  

インターネット接続系ネットワーク通信機器等賃借業務 



 

 

   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 静岡市企画局システム管理課 

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９月15日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 ネットワンシステムズ株式会社 中部支社 

      支社長 中村 淳一 

   住所 愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号 

（５）落札金額  

   246,454,428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７月30日 

11 物品等の借入れ（静岡市立中学校ＩＣＴ端末周辺機器等賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名称 令和３年度 教セ委第10号  

静岡市立中学校ＩＣＴ端末周辺機器等賃借業務 

   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教育センター 

所在地 静岡県静岡市葵区与一六丁目17番10号 

（３）落札者を決定した日 

   令和３年９月15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 坂巻 茂 

   住所 静岡県静岡市駿河区南町18番１号 

（５）落札金額  



 

 

   33,056,100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８月２日 

12 物品等の借入れ（静岡市立小学校３年生学習用端末及び指導用端末等賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名称 令和３年度 教セ委第11号  

静岡市立小学校３年生学習用端末及び指導用端末等賃借業務 

   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教育センター 

所在地 静岡県静岡市葵区与一六丁目17番10号 

（３）落札者を決定した日 

   令和３年９月15日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 三菱ＨＣキャピタル株式会社 

      執行役員 安栄 香純 

   住所 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

（５）落札金額  

   300,203,750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８月２日 

13 物品等の借入れ（静岡市上下水道局庁舎ネットワーク機器賃借業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名称 令和３年度 水道総賃借第３号  

静岡市上下水道局庁舎ネットワーク機器賃借業務 

   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 静岡市上下水道局水道部水道総務課 

所在地 静岡県静岡市葵区七間町15番１号 

（３）落札者を決定した日 

   令和３年９月22日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 

      静岡支店長 沢田 正秀 

   住所 静岡県静岡市葵区黒金町３番地 

（５）落札金額  

   184,074,000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３年８月２日 

 

 


