
 

 

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４年１月14日 

 

                     静岡市長 田 辺 信 宏      

 

記 

 

１ 物品等の購入（血管造影撮影装置（頭頸部・腹部用）（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 血管造影撮影装置（頭頸部・腹部用）（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３年11月５日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 ディーブイエックス株式会社 

      代表取締役 柴﨑 浩 

   住所 東京都豊島区高田二丁目17番22号 

（５）落札金額 

   166,650,000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９月２日 

２ 物品等の購入（学習用及び指導用端末等一式） 



 

 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名称 学習用及び指導用端末等一式 

数量 ア 学習用及び指導用端末 10,269台 

イ アカウント管理ソフト 10,269アカウント 

ウ 授業支援ソフト        10,269アカウント 

エ キャビネット     350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３年11月29日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ウチダシステムズ 静岡支店    

       支店長 武田 裕輔   

   住所 静岡県静岡市駿河区稲川二丁目２番１号 セキスイハイムビルディング６Ｆ   

（５）落札金額 

   405,901,430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10月29日 

３ 物品等の借入れ（輸血ポンプ・シリンジポンプリース業務） 

（１）物品等の借入れの名称及び数量 

   名称 令和３年度 清病施物リ第１号  

輸血ポンプ・シリンジポンプリース業務 

   数量 ア 輸液ポンプ               200台 

      イ シリンジポンプ             100台 

           ウ 上記ア、イにおける60か月の保守点検業務 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11月５日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 協和医科器械株式会社 静岡支店 

      支店長 杉山 英昭 

   住所 静岡県静岡市駿河区池田156番地の２ 

（５）落札金額  

   67,249,980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９月２日 

４ 特定役務（静岡市立小学校１・２年生学習用端末及び指導用端末等設定業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

   名称 令和３年度 教セ委第13号 

静岡市立小学校１・２年生学習用端末及び指導用端末等設定業務 

   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12月24日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ウチダシステムズ 静岡支店    

       支店長 武田 裕輔   

   住所 静岡県静岡市駿河区稲川二丁目２番１号 セキスイハイムビルディング６Ｆ 

（５）落札金額  

   49,210,920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11月８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４年１月14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４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）落札者を決定した日 

   令和３年12月３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 17,050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４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）落札者を決定した日 

   令和３年12月３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 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３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）特定役務の名称及び数量 

  名  称 令和４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）落札者を決定した日 

   令和３年12月３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 27,830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）特定役務の名称及び数量 

   名  称 令和４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 2,700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）落札者を決定した日 

   令和３年12月３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３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）特定役務の名称及び数量 

   名  称 令和４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 2,500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）落札者を決定した日 

   令和３年12月３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 15,730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）特定役務の名称及び数量 

   名  称 令和４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）落札者を決定した日 

   令和３年12月３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 16,500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３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）特定役務の名称及び数量 

   名  称 令和４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）落札者を決定した日 

   令和３年12月３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３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）特定役務の名称及び数量 

   名  称 令和４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 1,800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）落札者を決定した日 

   令和３年12月３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 17,600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）特定役務の名称及び数量 

   名  称 令和４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 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）落札者を決定した日 

   令和３年12月３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 17,050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10月15日 

 


