
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７月20日 

 

                     静岡市長 田 辺 信 宏      

 

記 

 

１ 物品等の購入（タブレット型パソコン一式） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名称 タブレット型パソコン一式 

数量 タブレット型パソコン（専用キーボード、専用ペン含む。） 130台 

        ポートリプリケータ 130台 

        モニター 130台 

各種ソフトウェア 130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４年６月16日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 ＮＥＣフィールディング株式会社 中部支社静岡支店    

       静岡支店長 小中 清文 

   住所 静岡県静岡市駿河区国吉田二丁目１番20号 

（５）落札金額 

   37,730,000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４年５月18日 



２ 物品等の購入（収蔵棚一式） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名称 収蔵棚一式 

数量 特別収蔵庫用 中量棚４台、メッシュラック１台 

一般収蔵庫用 高層棚12台、中量棚４台、可動式ステップ１台 

          メッシュラック２台、スチール製保管庫４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４年５月31日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社金指商会 静岡営業所    

      所長 杉山 剛敏 

   住所 静岡県静岡市駿河区池田170番地の１ 

（５）落札金額 

   62,579,000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４年４月25日 

３ 物品等の購入（消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名称 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型） 

数量 ４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４年６月９日 

（４）落札者の氏名及び住所 



   氏名 日本機械工業株式会社 本社営業部    

       部長 山下 康弘  

   住所 東京都八王子市中野上町二丁目31番１号 

（５）落札金額 

   75,680,000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４年４月21日 

４ 物品等の購入（小型動力ポンプ積載車（トラックベース）） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名称 小型動力ポンプ積載車（トラックベース） 

数量 ５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４年６月９日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ケイショウ車体    

       代表取締役 高橋 憲和  

   住所 静岡県静岡市葵区流通センター11番４号 

（５）落札金額 

   44,968,000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４年４月21日 

５ 物品等の購入（高規格救急自動車） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名   称 高規格救急自動車 



   数   量 ７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４年５月18日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ケイショウ車体 

      代表取締役 高橋 憲和 

   住所 静岡県静岡市葵区流通センター11番４号 

（５）落札金額 

   149,688,000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４年４月21日 

６ 物品等の購入（血管造影撮影装置（心血管用）（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（心血管用）（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４年６月16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 

      代表取締役社長 柴﨑 浩 

   住所 東京都豊島区高田二丁目17番22号 目白中野ビル５階 



（５）落札金額 

   200,530,000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４年４月27日 

７ 特定役務（静岡庁舎等無線ＬＡＮ整備業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 静岡庁舎等無線ＬＡＮ整備業務 

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４年５月20日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 日本電気株式会社 静岡支社 

       支社長 川崎 豊 

   住所 静岡県静岡市葵区黒金町３番地 

（５）落札金額 

   194,590,000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４年３月18日 

８ 特定役務（市税徴収収納支援システム機器更改セットアップ業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 市税徴収収納支援システム機器更改セットアップ業務 

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 静岡市財政局税務部納税課 



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５月17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18－1 

（５）契約金額 

   92,400,000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１号の規定による。 

９ 特定役務（市税徴収収納支援システム機器等リース業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 市税徴収収納支援システム機器等リース業務 

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 静岡市財政局税務部納税課 

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５月18日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 ＦＬＣＳ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 

   296,654,688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４月１日 

10 特定役務（ヘリコプターテレビ中継局設備更新業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 ヘリコプターテレビ中継局設備更新業務 

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５月11日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 池上通信機株式会社  

      代表取締役社長 清森 洋祐 

   住所 東京都大田区池上五丁目６番16号 

（５）契約金額 

   203,500,000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１号の規定による。 

 

 


