
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10月４日 

 

                     静岡市長 田 辺 信 宏      

 

記 

 

１ 物品等の購入（水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ－Ａ型）） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名称 水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ－Ａ型） 

数量 ２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８月18日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社畠山ポンプ製作所    

       代表取締役 畠山 昭夫  

   住所 静岡県沼津市東間門二丁目１番地の５ 

（５）落札金額 

   111,540,000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７月21日 

２ 物品等の購入（小型動力ポンプ付水槽車） 

（１）購入物品等の名称及び数量 

  名称 小型動力ポンプ付水槽車 



数量 １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９月８日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 日本ドライケミカル株式会社 静岡営業所    

       所長 佐藤 綱康  

   住所 静岡県静岡市駿河区高松二丁目18番13号 

（５）落札金額 

   50,930,000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７月27日 

３ 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4,600,000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９月８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 89.87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７月27日 

４ 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1,656,000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９月８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 16.72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７月27日 

５ 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９月８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 380.60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７月27日 

６ 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４年９月８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 静岡オペレーションセンター 

      センター長 坪井 一洋 

   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 75.79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７月27日 

７ 特定役務（静岡庁舎デジタル複合機一括賃借業務） 



（１）特定役務の名称及び数量 

  名  称 静岡庁舎デジタル複合機一括賃借業務 

予定数量 モノクロ単価 14,926,454面 

     単色カラー又は２色カラー単価 47,589面 

     フルカラー単価 3,180,180面 

（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 静岡市総務局総務課 

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７月25日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社  

       静岡支社長 水谷 学 

   住所 静岡県静岡市葵区常磐町二丁目13番１号 

（５）落札金額 

   モノクロ単価 １面当たり0.418円 

   単色カラー又は２色カラー単価 １面当たり3.553円 

   フルカラー単価 １面当たり3.553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27日 

８ 特定役務（駿河区役所・消防庁舎デジタル複合機一括賃借業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

 名  称 駿河区役所・消防庁舎デジタル複合機一括賃借業務 

予定数量 モノクロ単価 2,704,552面 

     単色カラー又は２色カラー単価 332面 

     フルカラー単価 53,628面 

（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 静岡市駿河区役所地域総務課 

所在地 静岡県静岡市駿河区南八幡町10番40号 



（３）落札者を決定した日 

   令和４年７月25日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社  

       静岡支社長 水谷 学 

   住所 静岡県静岡市葵区常磐町二丁目13番１号 

（５）落札金額 

   モノクロ単価 １面当たり1.221円 

   単色カラー又は２色カラー単価 １面当たり11.55円 

   フルカラー単価 １面当たり11.55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27日 

９ 特定役務（清水庁舎デジタル複合機一括賃借業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

 名  称 清水庁舎デジタル複合機一括賃借業務 

予定数量 モノクロ単価 7,817,218面 

     単色カラー又は２色カラー単価 13,533面 

     フルカラー単価 1,124,151面 

（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 静岡市清水区役所地域総務課 

所在地 静岡県静岡市清水区旭町６番８号 

（３）落札者を決定した日 

   令和４年７月25日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社  

       静岡支社長 水谷 学 

   住所 静岡県静岡市葵区常磐町二丁目13番１号 

（５）落札金額 

   モノクロ単価 １面当たり1.265円 



   単色カラー又は２色カラー単価 １面当たり6.765円 

   フルカラー単価 １面当たり6.765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27日 

10 特定役務（静岡市土木積算システム賃借業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 静岡市土木積算システム賃借業務 

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 静岡市建設局土木部技術政策課 

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９月７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 

   33,059,400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４年６月８日 

11 特定役務（中央卸売市場 水産棟外２棟空調設備賃借業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 中央卸売市場 水産棟外２棟空調設備賃借業務 

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 静岡市経済局商工部中央卸売市場 



所在地 静岡県静岡市葵区流通センター１番１号 

（３）落札者を決定した日 

   令和４年８月29日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 静岡ガスクレジット株式会社  

       取締役社長 磯部 智明 

   住所 静岡県静岡市駿河区八幡一丁目５番38号 

（５）落札金額 

   97,957,860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６月20日 

12 特定役務（静岡市同報系防災行政無線デジタル化整備工事） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 静岡市同報系防災行政無線デジタル化整備工事 

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８月18日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 沖電気工業株式会社 静岡支店 

       支店長 吉岡 章良 

   住所 静岡県静岡市葵区呉服町二丁目１番地５ 

（５）落札金額 

   2,849,231,000円  

（６）契約の相手方を決定した手続 

   総合評価一般競争入札 

（７）公告を行った日 



   令和４年６月13日 

13 特定役務（静岡市民文化会館大規模改修・耐震補強工事基本設計業務委託） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 静岡市民文化会館大規模改修・耐震補強工事基本設計業務委託 

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８月16日 

（４）契約の相手方の氏名及び住所 

   氏名 企業組合針谷建築事務所 

       代表理事 鳥居 久保 

   住所 静岡県静岡市駿河区小黒三丁目６番９号 

（５）契約金額 

   223,740,000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６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10月４日 

 

                  静岡市公営企業管理者 森 下   靖      

 

記 

 

１ 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９月８日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 𠮷田化成株式会社 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1,815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７月27日 

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17,000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９月８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1,067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７月27日 

３ 特定役務（静岡市水道料金及び下水道使用料徴収システム開発業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 静岡市水道料金及び下水道使用料徴収システム開発業務 

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お客様サービス課 

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４年９月13日 

（４）落札者の氏名及び住所 

   氏名 株式会社ＳＢＳ情報システム    

       代表取締役 松澤 正典 

   住所 静岡県静岡市駿河区登呂三丁目１番１号 

（５）落札金額 

   220,000,000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６月24日 

４ 特定役務（水道マッピングシステム・給水台帳ファイリングシステム機器等賃借業務） 

（１）特定役務の名称及び数量 

  名称 水道マッピングシステム・給水台帳ファイリングシステム機器等賃借業務 

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 静岡市上下水道局水道部水道基盤整備課 

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４年９月９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 

   52,514,000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７月22日 

 

 


