
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５月24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数量 

  名   称 コークス 

予定数量等 約4,090,000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）契約の相手方を決定した日 

   令和４年３月18日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   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）契約金額 

   １キログラム当たり 126.83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 

   地方自治法施行令第167条の２第１項第５号の規定による。 

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1,476,000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４年３月14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 16.17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４年１月19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189,000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４年３月14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 255.20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４年１月19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360,000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４年３月14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 74.69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４年１月19日 

５ 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56,480,800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４年３月14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」（16ページ立て）           １ページ当たり 0.4389円 

               （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  0.0399円） 

  「広報しずおか」・「しずおか市議会だより」合併号（20ページ立て） 

                            １ページ当たり 0.5665円 

                （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 0.0515円） 

   「広報しずおか」・「しずおか市議会だより」合併号（24ページ立て） 

１ページ当たり 0.5126円 

                （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 0.0466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４年１月19日 

６ 特定役務（統合型内部情報システムクラウド再構築業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 統合型内部情報システムクラウド再構築業務 

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）契約の相手方を決定した日 

   令和４年３月28日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 日本電気株式会社 静岡支社  

      支社長 奥澤 淳 

   住所 静岡県静岡市葵区黒金町３番地 



（５）契約金額 

   323,400,000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２号の規定による。 

７ 特定役務（税務・国保年金等システム運用支援業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 税務・国保年金等システム運用支援業務 

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）契約の相手方を決定した日 

   令和４年３月28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 坂野 高士 

   住所 愛知県名古屋市中区錦二丁目17番21号 

（５）契約金額 

   77,352,000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２号の規定による。 

８ 特定役務（住民記録システム・共通基盤システム運用支援業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 住民記録システム・共通基盤システム運用支援業務 

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）契約の相手方を決定した日 

   令和４年３月28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 坂野 高士 

   住所 愛知県名古屋市中区錦二丁目17番21号 

（５）契約金額 

   46,398,000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２号の規定による。 

９ 特定役務（法改正に伴う人事給与システム改修業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 法改正に伴う人事給与システム改修業務 

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）契約の相手方を決定した日 

   令和４年３月28日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 富士通Japan株式会社 静岡支社  

      支社長 馬渕 正人 

   住所 静岡県静岡市駿河区南町18番１号 

（５）契約金額 

   38,500,000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２号の規定による。 

10 特定役務（自治体オンライン手続推進に係る申請管理システム等構築業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 自治体オンライン手続推進に係る申請管理システム等構築業務 

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 静岡市企画局デジタル化推進課 

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４年３月28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 坂野 高士 

   住所 愛知県名古屋市中区錦二丁目17番21号 

（５）契約金額 

   58,300,000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２号の規定による。 

11 特定役務（消防総合情報システム・デジタル無線保守点検業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 消防総合情報システム・デジタル無線保守点検業務 

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 静岡市消防局警防部指令課 



所在地 静岡県静岡市駿河区南八幡町10番30号 

（３）契約の相手方を決定した日 

   令和４年３月29日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 日本電気株式会社 静岡支社  

      支社長 奥澤 淳 

   住所 静岡県静岡市葵区黒金町３番地 

（５）契約金額 

   206,279,700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。 

12 特定役務（保健福祉総合システムの運用に伴うパッケージ保守等業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 保健福祉総合システムの運用に伴うパッケージ保守等業務 

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健康福祉部福祉総務課 

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４年３月25日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 株式会社アイネス 中部支社  

      支社長 市川 聡 

   住所 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目17番23号 

（５）契約金額 

   39,600,000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２号の規定による。 

13 特定役務（西ケ谷清掃工場 ごみ処理施設維持管理業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 西ケ谷清掃工場 ごみ処理施設維持管理業務 

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 静岡市環境局廃棄物処理課 

所在地 静岡県静岡市葵区南沼上1224番地 

（３）契約の相手方を決定した日 

   令和４年３月29日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 日鉄環境エネルギーソリューション株式会社  

      代表取締役社長 織田 和之 

   住所 福岡県北九州市戸畑区大字中原46番地59 

（５）契約金額 

   429,000,000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２号の規定による。 

14 特定役務（沼上清掃工場 ごみ処理施設維持管理業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 沼上清掃工場 ごみ処理施設維持管理業務 

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 静岡市環境局廃棄物処理課 

所在地 静岡県静岡市葵区南沼上1224番地 

（３）契約の相手方を決定した日 



   令和４年３月29日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 ＪＦＥ環境サービス株式会社  

      代表取締役社長 佐藤 稔也 

   住所 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地 

（５）契約金額 

   475,200,000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２号の規定による。 

15 特定役務（清水衛生センター し尿処理施設維持管理業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 清水衛生センター し尿処理施設維持管理業務 

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 環境局廃棄物処理課 

所在地 静岡県静岡市葵区南沼上1224番地 

（３）契約の相手方を決定した日 

   令和４年３月30日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 三機化工建設株式会社  

      代表取締役 髙橋 裕樹 

   住所 神奈川県大和市中央林間七丁目10番１号 

（５）契約金額 

   33,792,000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２号の規定による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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５月24日 

 

   静岡市公営企業管理者 森 下  靖      

 

記 

１ 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5,000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４年３月16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。 

２ 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４年３月14日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 サーラエナジー株式会社 静岡事業所 

      事業所長 小林 紀喜 

   住所 静岡県静岡市清水区鳥坂531番地 

（５）落札金額 

   １キログラム当たり990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４年１月19日 

３ 物品等の購入 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 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４年３月14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 1,749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４年１月19日 

 

以上 

 

 


