
 

 
 
 

平成２７年２月１３日 
《問い合わせ先》 

関東財務局統括法務監査官 
048-600-1258 

 
 

平成２６年度第２回財務省第４入札等監視委員会が、平成２７年２月３日（火）に 
関東財務局大会議室において開催されましたので、その議事概要について公表します。 

(議事概要) （関東財務局契約一覧表） （関東信越国税局契約一覧表）  

  

財務省第４入札等監視委員会の議事概要について 
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開催日及び場所 平成２７年２月３日（火）　関東財務局大会議室

委員

審議対象期間 平成２６年７月１日（火）～ 平成２６年９月３０日（火）

抽出案件 ４件 （備考）

競争入札（公共工事） １件

契約件名　：
契約相手方：
契約金額　：
契約締結日：
担当部局　：

契約件名　：
契約相手方：
契約金額　：
契約締結日：
担当部局　：

契約件名　：
契約相手方：
契約金額　：
契約締結日：
担当部局　：

契約件名　：
契約相手方：
契約金額　：
契約締結日：
担当部局　：

うち応札（応募）業者数１者関連 ２件

委員からの意見・質問、それ
に対する回答等

委員会による意見の具申又
は勧告の内容

　以下のとおり

浦和税務署における電気錠の設置及び設定業務
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
3,510,000円
平成２６年９月２４日
関東信越国税局

　なし

財務省第４入札等監視委員会平成２６年度第２回定例会議 議事概要

委員長　　馬橋　隆紀（馬橋法律事務所　弁護士）
委　 員　　秋月　信二（埼玉大学経済学部教授）
委　 員　　坂本　隆信（坂本公認会計士事務所　公認会計士）

（H２６）成田住宅外　一団地認定変更その他業務
株式会社ＮＯＮ設計工房
12,214,800円
平成２６年８月１３日
関東財務局

国家公務員ＩＣカードの購入
株式会社ＮＴＴデータ・アイ
17,064,000円
平成２６年９月５日
関東財務局

平成２６年度通信研修講座の実施に係る業務委託（区分２）
株式会社きんざい
＠19,440円ほか
平成２６年７月１日
関東信越国税局

競争入札（物品役務等） ３件
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　関東財務局に割当され、一括で調達したものである。　四国財務局を除く９財務（支）局分
を一括で調達しているが、予算は各
局に割当されるのか。

　本案件の契約相手方が　「財務局Ｉ
Ｃカード発行端末等の購入及び保守
業務」を本案件の契約以前に落札し
ている。先に端末を調達することで、
カード購入の相手方が決まってしまう
ことは無いのか。

　さいたま新都心合同庁舎１号館入退館管理システムのネットワーク
へ組み込む設定作業が必要であるため、工事と併せての調達ができ
なかったものである。

　移転工事に併せ調達することはで
きなかったのか。

　受講期間内で３～４回、テキスト形式による添削指導を受けている。

【案件３】
平成２６年度通信研修講座の実施に
係る業務委託（区分２）

　予定人数４８名に対し、４７名が受講した。

　他者である。　前回調達時（平成２２年度）の契約
相手方は、今回の者と同じか。

　前回の公告日は平成２６年５月１４日である。　前回入札の時期は。

委員からの意見・質問

【案件１】
（H２６）成田住宅外　一団地認定変
更その他業務

回答

　受講者数は。

【案件２】
国家公務員ＩＣカードの購入

　入札辞退者から、辞退理由の聞き
取りを行っているか。

　変更契約で期間延長しているが、
契約額は変更ないのか。

　予定価格の積算内容を教えていた
だきたい。

　一度不調となり、参加資格等級の
拡大等をしているが、その効果は。
　また、予定価格は変更しているか。

　業種区分を追加した「建設コンサルタント」の申込みはなかったもの
の、参加した２者はともに、拡大した「C等級」の者であり、効果はあっ
たものと考えている。
　なお、前回と同じ仕様であるため、予定価格は変更していない。

　測量費等もあるが、大半は人件費である。

　追加業務である一団地認定の解除及び再認定申請に係る経費とし
て491,400円増額となっている。

　今回の辞退者は、他の同様案件を落札しているが、本案件の辞退理
由についての聞き取りは行っていない。

　契約相手方の参加資格等級は。 　平成２５・２６・２７年度財務省競争参加資格審査（全省庁統一資格）
における「役務の提供等」のＡ等級である。

　本件ＩＣカードは、国が管理する庁
舎の全てに対応しているのか。

　身分証ＩＣカードは、入退館システムが設置してある庁舎であれば通
行可能である。通行証ＩＣカードは、当庁舎で発行したものは当庁舎の
み通行可能となる。

　５年で更新する理由は。 　国家公務員のＩＣカード身分証に関する基本仕様において、有効期限
を「カード発行日より５年を目安」としているためである。

　研修講座の実施方法は。

　入退館管理システムは共通仕様となっているので、他者でも受注は
可能と考えている。

【案件４】
浦和税務署における電気錠の設置
及び設定業務



別記様式１

（部局名：総括表） （審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

備　　　　　考

総契約件数 91 件 15 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 21 件 1 件

②　随意契約（公共工事） 3 件 2 件

③　競争入札（物品役務等） 46 件 7 件

④　随意契約（物品役務等） 21 件 5 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 15 件

（内訳）

⑴　一般競争入札方式 8 件

⑵　企画競争方式 0 件

⑶　公募方式 4 件

⑷　不落・不調随意契約方式 3 件

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

契　約　一　覧　表　総　括　表

区　　　　　分 件　　　　　数 うち応札（応募）業者数１者



別記様式１

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

備　　　　　考

総契約件数 61 件 8 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 19 件 1 件

②　随意契約（公共工事） 3 件 2 件

③　競争入札（物品役務等） 29 件 5 件

④　随意契約（物品役務等） 10 件 0 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 8 件

（内訳）

⑴　一般競争入札方式 6 件

⑵　企画競争方式 0 件

⑶　公募方式 0 件

⑷　不落・不調随意契約方式 2 件

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

契　約　一　覧　表　総　括　表

区　　　　　分 件　　　　　数 うち応札（応募）業者数１者



別記様式２

（部局名：関東財務局）

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成26年7月3日～ 平成27年3月10日 岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成26年7月3日～ 平成27年2月6日 岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成26年7月7日～ 平成27年3月10日 岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

平成26年7月11日～ 平成26年8月31日 鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

平成26年7月14日～ 平成27年2月27日 鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

2

9

10

11

（H26)「（H27)東久留米第2住宅耐震改修
その他工事」設計業務

（H26)新井第2住宅ほか1住宅エレベーター
設備改修工事

東京都中野区新井3-11-5ほか

「機械器具設置工事」

（H26)西大久保第2住宅エレベーター設備
改修工事

東京都新宿区大久保3-12-1

「機械器具設置工事」

95.4%
10,422,000円

64.7% 　

　

東京都台東区台東3-18-
3

東京都台東区台東3-18-
3

　
9,946,908円一般競争入札

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

平成26年7月3日

エス・イー・シーエレ
ベーター株式会社

一般競争入札 32,715,889円

公共工事の名称、場所、期間及び種別

第1統括国有財産管理官

3
29,752,164円

90.9%

平成26年7月7日

株式会社トクオ

一般競争入札 25,689,960円

愛知県名古屋市中川区
万場4-1111

16,632,000円

平成26年7月3日

第1統括国有財産管理官

エス・イー・シーエレ
ベーター株式会社

東京都東久留米市大門町2-4ほか

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

（H26）六本木住宅ほか5住宅閉鎖工事

平成26年7月11日

東京ビジネスサービス
株式会社

一般競争入札
東京都港区六本木1-8-1ほか

「建築一式工事」

19,855,339円 10,724,400円
54.0% 　

東京財務事務所第7統括国有財産管理官

東京都新宿区西新宿6-
14-1

国有建物等解体撤去工事

平成26年7月14日

株式会社新星建設

一般競争入札
東京都杉並区梅里2-60-1

東京都中央区築地2-1-2
秀和築地レジデンス208
号室「建築一式工事」

25,191,892円 20,520,000円
81.4% 　

東京財務事務所第3統括国有財産管理官



別記様式２

（部局名：関東財務局）

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

分任支出負担行為担当官

関東財務局千葉財務事務所長

①平成26年7月15日～
②平成26年11月1日～

平成26年8月29日
平成26年12月12日

江原　正

千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成26年7月16日～ 平成27年2月23日 岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成26年7月22日～ 平成27年3月18日 岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局水戸財務事務所筑波出張
所長

平成26年7月24日～ 平成27年3月31日 居城光雄

茨城県つくば市吾妻1-12-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成26年8月6日～ 平成27年1月5日 岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

6

18

茨城県取手市白山6-12-
14

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
せるおそれがある
ため公表しない

＠19,440円ほか
－

10,193,000円 7,992,000円

86.8% 　
19,219,680円

第1統括国有財産管理官

筑波出張所

2

単価契約
予定調達総額
3,380,400円

3

35,568,083円 34,560,000円
97.1% 　

第8統括国有財産管理官

1

（H26）薬円台住宅ほか3住宅草刈工事

平成26年7月15日

株式会社ミドリヤ

一般競争入札
千葉県船橋市薬円台5-26ほか

茨城県鉾田市大蔵233-5

「造園工事」

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
せるおそれがある
ため公表しない

3,672,000円
－ 　

千葉財務事務所

（H26)百人町住宅エレベーター設備改修工
事

平成26年7月16日 一般競争入札 22,140,000円
東京都新宿区百人町3-27-1

「機械器具設置工事」

東京都台東区台東3-18-
3

エス・イー・シーエレ
ベーター株式会社

平成26年度国有崖地崩落防止工事（都留市
小形山・甲州市勝沼町／土木一式工事）

平成26年7月22日

株式会社飯塚工業

一般競争入札
山梨県都留市小形山字下松葉1692-1先のう
ち外

山梨県笛吹市御坂町井
之上1511

「土木一式工事」

(H26)つくば地区合同宿舎機械設備修繕工
事（単価契約）

平成26年7月24日

赤塚工業株式会社

一般競争入札
茨城県つくば市吾妻1丁目ほか

「管工事」

（H26)宮内庁御料牧場宿舎(RC-b･c)建設工
事設計業務

平成26年8月6日

株式会社梶建築設計事
務所

一般競争入札
栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢字台ノ
原3226

東京都千代田区麹町2-4
三誠堂ビル

「建築士事務所」

78.4% 　

第1統括国有財産管理官



別記様式２

（部局名：関東財務局）

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成26年8月13日～ 平成26年12月26日 岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

平成26年8月19日～ 平成26年10月10日 鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

平成26年8月22日～ 平成26年12月19日 鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

支出負担行為担当官代理

関東財務局総務部総務課長

平成26年8月26日～ 平成27年1月20日 細田　均

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所立川出張
所長

平成26年8月29日～ 平成26年12月22日 井上卓也

東京都立川市緑町4-2

7－ 　
東京都武蔵村山市学園2-36-1ほか

東京都東久留米市下里
3-23-13

「造園工事」 立川出張所

平成26年8月29日

西山建設株式会社

一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
せるおそれがある
ため公表しない

1,566,000円

　
東京都世田谷区弦巻5-629-1

神奈川県横浜市港北区
新横浜1-13-3

「土木一式工事」 東京財務事務所第5統括国有財産管理官

平成26年8月22日

日機道路株式会社

一般競争入札 12,990,648円 12,960,000円
99.7%

（H26）むさしの住宅ほか４住宅未利用地
草刈工事

98.8% 5
1,836,000円

（H26）国有地土壌汚染対策その他工事

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

（H26)「（H27）松浜住宅屋外排水設備改
良その他工事」設計業務

平成26年8月26日

株式会社アレックス

一般競争入札 1,857,600円

3

2

－ 　
2,916,000円

東京財務事務所第7統括国有財産管理官

（H26)成田住宅外　一団地認定変更その他
業務

平成26年8月13日

株式会社NON設計工房

一般競争入札
千葉県成田市中台3-3

東京都荒川区東日暮里
3-42-8

「建築士事務所」「建設コンサルタント」

14,089,680円 12,214,800円
86.6% 　

第1統括国有財産管理官

（H26）赤羽住宅ほか10住宅未利用地部分
草刈その他工事

平成26年8月19日 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
せるおそれがある
ため公表しない

東京都北区赤羽台2-2-1ほか

東京都台東区上野7-3-9
「造園工事」

株式会社プライムガー
デン

2

　
新潟県新潟市東区河渡新町2-3-9ほか

富山県富山市下奥井1-
20-6



別記様式２

（部局名：関東財務局）

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成26年9月4日～ 平成27年2月27日 岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

支出負担行為担当官代理

関東財務局総務部総務課長

平成26年9月11日～ 平成27年3月31日 細田　均

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

平成26年9月19日～ 平成26年10月15日 鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

平成26年9月24日～ 平成26年11月10日 鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

66.9% 5 　
東京都目黒区東山2-20-1ほか

東京都江東区猿江2-8-2
「消防施設工事」 東京財務事務所第7統括国有財産管理官

（H26）目黒東山住宅インターホン設備取
替工事

平成26年9月24日

株式会社ニッショウ

一般競争入札 18,555,299円 12,420,000円

　
東京都品川区小山台2-7ほか

東京都台東区上野7-3-9
「造園工事」 東京財務事務所第7統括国有財産管理官

（H26）小山台住宅樹木剪定その他工事

平成26年9月19日

株式会社プライムガー
デン

　
茨城県つくば市松代4-26ほか

東京都墨田区亀沢4-5-4
「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

平成26年9月11日 32,263,920円 16,524,000円
51.2%

一般競争入札 4,654,780円 1,458,000円

6

31.3% 8

（H26）「（H27)松代４丁目住宅ほか２住
宅耐震改修その他工事」設計業務

14,987,160円 8,640,000円
57.6%

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（H26）「（H27)新柏住宅ほか３住宅外壁
改修その他工事」設計業務

平成26年9月4日

株式会社土屋建築研究
所

一般競争入札
千葉県柏市新柏1-18ほか

東京都新宿区西新宿6-
14-1新宿グリーンタ
ワービル21F

6

株式会社慎設計事務所

一般競争入札

「建築士事務所」

　

第1統括国有財産管理官



別記様式３

（部局名：関東財務局）

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備考

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成26年7月8日～ 平成27年1月26日 岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成26年8月6日～ 平成27年3月16日 岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成26年8月6日～ 平成27年3月16日 岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注2）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
（注4）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

「建設コンサルタント」

　　4100.0%

日本データーサービス
株式会社東京支店

茨城県鉾田市滝浜字後釜10

平成26年度国有崖地崩落防止工事設計業
務等委託（鉾田市滝浜）

第8統括国有財産管理官

6,102,000円6,102,000円

一般競争入札において再度の入
札を実施しても、落札者となる
べき者がいないことから、会計
法第29条の3第5項及び予算決算
及び会計令第99条の2に該当す
るため

東京都中央区日本橋大
伝馬町13-7

平成26年8月6日

公共工事の名称、場所、期間及び種別

平成26年8月6日

日本データーサービス
株式会社東京支店

平成26年度国有崖地崩落防止工事（横須
賀市西逸見町一丁目・田浦町六丁目）

神奈川県横須賀市西逸見町一丁目85-8外

1

　

平成26年度国有崖地崩落防止工事設計業
務等委託（北区西ケ原三丁目）

29,346,479円

4,752,000円
96.7%

一般競争入札において再度の入
札を実施しても、落札者となる
べき者がいないことから、会計
法第29条の3第5項及び予算決算
及び会計令第99条の2に該当す
るため

東京都北区西ケ原3-32-2先

「建設コンサルタント」

「とび･土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事」

　

第8統括国有財産管理官

29,268,000円
99.7%

一般競争入札において再度の入
札を実施しても、落札者となる
べき者がいないことから、会計
法第29条の3第5項及び予算決算
及び会計令第99条の2に該当す
るため

1

　

東京都中央区日本橋大
伝馬町13-7

第8統括国有財産管理官

　
4,914,000円

契約一覧表（随意契約（公共工事））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

平成26年7月8日

イビデングリーンテッ
ク株式会社関東支店

神奈川県横浜市中区住
吉町4-45-1



別記様式４

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局千葉財務事務所長

江原　正

千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1ほか3
官署

2,315セット
東京都中央区東日本橋2-
13-5

会計課

トイレットペーパーほかの購入

トイレットペーパー47,400ロールほ
か9品目

蛍光灯直管ほかの購入

蛍光灯直管1,800管ほか20品目

国有地地盤空洞規模調査業務（千葉
市稲毛区）

平成26年7月4日

一式

1,281,602円 1,242,000円
96.9% 1

神奈川県川崎市川崎区東
門前3-8-30

千葉財務事務所

　

　

一式 東京都新宿区揚場町1-18
会計課

財務局ICカード発行端末等の購入及
び保守業務

平成26年7月11日

株式会社NTTデータ・ア
イ

一般競争入札 5,626,800円 4,314,600円

ボールペン等の購入（単価契約）

平成26年7月11日

株式会社秋山商会

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推させる
おそれがあるため公
表しない

＠8,532円

－

平成26年7月3日

株式会社パブリック商会

一般競争入札

東京都町田市常盤町3269

-

76.6% 1

株式会社中村ボーリング

一般競争入札

単価契約
予定調達総額
19,751,580円
分担契約
分担予定額
1,279,800円

　

合同庁舎管理官

同種の他の契約の予
定価格を類推させる
おそれがあるため公
表しない

1,085,400円
－ 　

合同庁舎管理官

4

5

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

平成26年7月2日

株式会社細井

東京都杉並区今川3-2-11

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推させる
おそれがあるため公
表しない

4,036,651円
－



別記様式４

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

分任支出負担行為担当官

関東財務局前橋財務事務所長

松永雅博

群馬県前橋市大手町2-10-5

分任支出負担行為担当官

関東財務局宇都宮財務事務所長

星　典行

栃木県宇都宮市桜3-1-10

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1ほか
42官署

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

－ 3 　

ウォシュレットP35個ほか11品目 東京都葛飾区立石5-16-5
合同庁舎管理官

ウォシュレットPほかの購入

平成26年8月4日

有限会社オギノ

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推させる
おそれがあるため公
表しない

2,363,040円

38.4% 14 　

124本
東京都中野区東中野3-2-
9

東京財務事務所第7統括国有財産管理官

（H26）東京23区内合同宿舎消火器購
入

平成26年7月31日

高千穂防災工業株式会社

一般競争入札 1,125,982円 432,610円

一式 名古屋市中区錦1-17-1
会計課

平成27・28年度資格審査インター
ネット一元受付対応業務

平成26年7月31日

日本電気株式会社東海支
社

一般競争入札
106,974,000円

(A)
6,036,957円

950,400円
41.7% 2 　

99.6%
（B/A×
100）

-

分担契約
契約総額
106,596,000円
（B）

一式
茨城県水戸市百合が丘町
7-13

宇都宮財務事務所

5 　

一式
群馬県吾妻郡東吾妻町大
字原町1022-3

前橋財務事務所

国有地地籍測量業務（那須塩原市
外）

平成26年7月30日

荻野土地家屋調査士事務
所

一般競争入札 2,278,800円

国有地地積測量業務（桐生市）

平成26年7月25日

東洋測量設計株式会社

一般競争入札 1,998,000円 794,880円

39.7%



別記様式４

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局千葉財務事務所長

江原　正

千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

33.1% 6 　

一式
埼玉県入間市大字木蓮寺
694

第5統括国有財産管理官

国有地地積測量業務（埼玉県富士見
市）

平成26年8月11日

有限会社ナミキ測量設計

一般競争入札 1,587,600円 527,040円

92.0% 2 　

25台
東京都中央区東日本橋2-
13-5

会計課

ノート型パーソナルコンピュータの
購入

平成26年8月7日

株式会社秋山商会

一般競争入札 2,581,200円 2,376,000円

－ 9 　

一式 東京都豊島区駒込3-3-22
東京財務事務所第5統括国有財産管理官

不動産の価格にかかる鑑定評価

平成26年8月5日

株式会社米山

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推させる
おそれがあるため公
表しない

155,520円

96.7% 4 　

一式
千葉県千葉市稲毛区穴川
町377-10

千葉財務事務所

国有財産測量業務（千葉県君津市）

平成26年8月4日

有限会社総武測量

一般競争入札 1,004,400円 972,000円

－ 8 　

光電式煙感知器ヘッド200個
東京都東村山市多摩湖町
1-24-1

合同庁舎管理官

光電式煙感知器ヘッドの購入

平成26年8月4日

株式会社千代田防災

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推させる
おそれがあるため公
表しない

1,389,960円



別記様式４

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

分任支出負担行為担当官

関東財務局前橋財務事務所長

松永雅博

群馬県前橋市大手町2-10-5

分任支出負担行為担当官

関東財務局横浜財務事務所長

村田明彦

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

分任支出負担行為担当官

関東財務局千葉財務事務所長

江原　正

千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

支出負担行為担当官代理

関東財務局総務部総務課長

細田　均

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1ほか
41官署

分任支出負担行為担当官

関東財務局横浜財務事務所長

村田明彦

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

35.6% 8 　

一式
神奈川県藤沢市大庭
5553-7

東京財務事務所第6統括国有財産管理官

国有地地積測量業務（東京都文京
区、豊島区、荒川区）

平成26年9月4日

小菅芳輔土地家屋調査士
事務所

一般競争入札 1,879,200円 669,600円

11.8% 8 　

一式
神奈川県相模原市中央区
淵野辺4-32-11

横浜財務事務所

国有地地積測量業務（相模原市）

平成26年9月1日

土地家屋調査士法人県北
登記測量

一般競争入札 5,929,200円 702,000円

99.9%
（B/A×
100）

-

分担契約
契約総額
42,660,000円
（B）

一式
福岡市博多区博多駅前2-
19-24

会計課

平成27・28年度競争参加資格審査
（測量等）インターネット受付等業
務（電子入札対象案件）

平成26年8月27日

パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社九州支社

一般競争入札
42,665,536円

（A）
2,468,677円

41.3% 7 　

一式
千葉県夷隅郡大多喜町船
子30-3

千葉財務事務所

国有財産測量業務（千葉県長生郡白
子町）

平成26年8月26日

根本測量株式会社

一般競争入札 1,879,200円 777,600円

42.3% 3 　

一式
神奈川県藤沢市大庭
5553-7

横浜財務事務所

国有地地積測量業務（横浜市南区・
磯子区・神奈川区）

平成26年8月22日

小菅芳輔土地家屋調査士
事務所

一般競争入札 3,088,800円 1,306,800円

52.2% 4 　

一式
群馬県吾妻郡東吾妻町大
字原町1022-3

前橋財務事務所

国有地地積測量業務（太田市）

平成26年8月20日

東洋測量設計株式会社

一般競争入札 1,447,200円 756,000円



別記様式４

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局前橋財務事務所長

松永雅博

群馬県前橋市大手町2-10-5

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所立川出張所長

井上卓也

東京都立川市緑町4-2

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局宇都宮財務事務所長

星　典行

栃木県宇都宮市桜3-1-10

52.2% 6 　

一式
千葉県鎌ケ谷市東初富4-
12-15

宇都宮財務事務所

国有地地積測量業務（大田原市・芳
賀郡茂木町）

平成26年9月22日

ホウチ測量社

一般競争入札 1,695,600円 885,600円

88.0% 1 　

一式
東京都中央区日本橋人形
町2-26-5

第3国有財産調整官

産業廃棄物（廃電気機器等）収集運
搬業務

平成26年9月16日

日本通運株式会社東京支
店

一般競争入札 3,558,250円 3,132,000円

93.8% 1 　

一式 東京都墨田区押上1-1-2
立川出張所

特別管理産業廃棄物（微量PCB汚染廃
電気機器等）解体業務

平成26年9月9日

ジオテクノス株式会社

一般競争入札 12,424,836円 11,664,000円

66.6% 5 　

一式
埼玉県所沢市花園4-
2578-25

前橋財務事務所

国有地地積測量業務（沼田市）

平成26年9月9日

有限会社森永設計

一般競争入札 1,101,600円 734,400円

50.0% 10 　

一式
東京都府中市美好町3-2-
5

東京財務事務所第6統括国有財産管理官

国有地地積測量業務（東京都世田谷
区）

平成26年9月8日

株式会社砂子田コンサル
タント

一般競争入札 1,468,800円 734,400円

－ 1 　

身分証用ICカード5,000枚ほか１品目 東京都新宿区揚場町1-18
会計課

国家公務員ICカードの購入

平成26年9月5日

株式会社NTTデータ・ア
イ

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推させる
おそれがあるため公
表しない

17,064,000円



別記様式４

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局横浜財務事務所横須賀出張所
長

小川良樹

神奈川県横須賀市新港町1-8

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

67.6% 3 　

一式
神奈川県横浜市中区山吹
町1-1

横須賀出張所

旧横須賀合同庁舎外警備業務（横須
賀市日の出町１－４－１外）

平成26年9月30日

株式会社KSP

一般競争入札 1,058,923円 716,040円

－ 3 　

一式
茨城県水戸市笠原町232-
23

第4統括国有財産管理官

(H26)首都圏地区合同宿舎給水施設清
掃等保守点検業務

平成26年9月30日

株式会社パイオニア・
サービス東日本

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推させる
おそれがあるため公
表しない

12,852,000円



別記様式５

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

一式
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

鞆田周一

一式 東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

鞆田周一

一式 東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

鞆田周一

一式 東京都文京区湯島4-6-15

7

257,040円

－

東京都港区西新橋2-7-4
ＣＪビル11階

東京財務事務所管財第2課

同種の他の契約
の予定価格を類
推させるおそれ
があるため公表
しない

6

6

不動産の賃料にかかる鑑定評価

平成26年8月22日

東急不動産株式会社
公告による企画案募集の結
果、契約相手方の提案内容が
当局の期待する最も優秀なも
のとして選定され、契約価格
の競争による契約相手方の選
定を許さなかったことから会
計法第29条の3第4項に該当す
るため

同種の他の契約
の予定価格を類
推させるおそれ
があるため公表
しない

1,058,400円

東京都渋谷区道玄坂1-
21-2

株式会社アイレックス
公告による企画案募集の結
果、契約相手方の提案内容が
当局の期待する最も優秀なも
のとして選定され、契約価格
の競争による契約相手方の選
定を許さなかったことから会
計法第29条の3第4項に該当す
るため

　

77,233,773円 76,680,000円

99.2% 　 　

　

2

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

(H26)首都圏地区合同宿舎消防用設備
等保守点検業務

平成26年8月6日

消防設備メンテナンス
協同組合

大阪府守口市大日東町
12-5

不動産の新規賃料（定期借地）にかか
る鑑定評価

一般競争入札において再度の
入札を実施しても、落札者と
なるべき者がいないことか
ら、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条
の2に該当するため

平成26年8月6日

第4統括国有財産管理官

不動産の新規賃料（定期借地）にかか
る鑑定評価

平成26年8月6日

東急不動産株式会社
公告による企画案募集の結
果、契約相手方の提案内容が
当局の期待する最も優秀なも
のとして選定され、契約価格
の競争による契約相手方の選
定を許さなかったことから会
計法第29条の3第4項に該当す
るため

　

東京都渋谷区道玄坂1-
21-2

東京財務事務所管財第2課

同種の他の契約
の予定価格を類
推させるおそれ
があるため公表
しない

302,400円

－ 　

　 　

東京財務事務所管財第2課

－



別記様式５

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

鞆田周一

一式 東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

鞆田周一

151人 東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局前橋財務事務所長

松永雅博

一式 群馬県前橋市大手町2-10-5

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

一式
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

7

824,040円

　

東京財務事務所管財第２課

不動産の賃料にかかる鑑定評価

公告による企画案募集の結
果、契約相手方の提案内容が
当局の期待する最も優秀なも
のとして選定され、契約価格
の競争による契約相手方の選
定を許さなかったことから会
計法第29条の3第4項に該当す
るため

同種の他の契約
の予定価格を類
推させるおそれ
があるため公表
しない

756,000円

－ 　

平成26年8月22日

東京建物株式会社

東京都中央区八重洲1-
9-9

－ 2 　
単価契約
予定調達総額
1,256,071円

定期健康診断等の業務に関する契約
（平成26年度）

平成26年8月29日

一般財団法人近藤記念
医学財団富坂診療所

動産（非上場株式）の価格にかかる鑑
定評価

平成26年9月24日

神山公認会計士事務所
神山敏夫

公告による企画案募集の結
果、契約相手方の提案内容が
当局の期待する最も優秀なも
のとして選定され、契約価格
の競争による契約相手方の選
定を許さなかったことから会
計法第29条の3第4項に該当す
るため

同種の他の契約
の予定価格を類
推させるおそれ
があるため公表
しない

＠990円ほか

東京都文京区小石川2-
5-7

東京財務事務所総務課

前橋合同庁舎微量PCB廃棄物処分業務

平成26年9月10日

株式会社富山環境整備
一般競争入札において競争に
付しても入札者がないことか
ら、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条
の2に該当するため

2,376,604円

34.6% 0 　 　

富山県富山市婦中町吉
谷3-3

前橋財務事務所

公告による企画案募集の結
果、契約相手方の提案内容が
当局の期待する最も優秀なも
のとして選定され、契約価格
の競争による契約相手方の選
定を許さなかったことから会
計法第29条の3第4項に該当す
るため

同種の他の契約
の予定価格を類
推させるおそれ
があるため公表
しない

3,780,000円

－ 4 　 　

東京都千代田区麹町3-
6-5麹町GN安田ビル

第6統括国有財産管理官



別記様式５

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

岡部勝巳

一式
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局水戸財務事務所長

寺田早苗

一式 茨城県水戸市北見町1-4

動産（非上場株式）の価格にかかる鑑
定評価

平成26年9月24日

兼山公認会計士事務所
兼山嘉人

公告による企画案募集の結
果、契約相手方の提案内容が
当局の期待する最も優秀なも
のとして選定され、契約価格
の競争による契約相手方の選
定を許さなかったことから会
計法第29条の3第4項に該当す
るため

同種の他の契約
の予定価格を類
推させるおそれ
があるため公表
しない

3,780,000円

－ 4 　 　

東京都千代田区九段北
1-14-21九段アイレック
スビル302 第6統括国有財産管理官

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理
産業廃棄物）処理委託

平成26年9月29日

日本環境安全事業株式
会社 特別管理産業廃棄物処理の許

可を得ているのは同社のみで
あり、競争を許さないことか
ら会計法第29条の3第4項に該
当するため

17,599,680円 17,599,680円

100.0% - 　 　

北海道室蘭市仲町14-7

水戸財務事務所

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注2）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
（注4）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。



別記様式６

（部局名：関東財務局）

契約を締結した日
契約の相手方の

商号又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募
又は不落・不調

の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

（応募）
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

平成26年7月8日～ 平成27年1月26日

平成26年7月22日～ 平成27年3月18日

特になし97.1%

特になし76.6%

99.7% 特になし1

1

1

1 特になし1,242,000円

公共工事の名称、場所、期間及び種別
又は

物品役務等の名称及び数量

29,268,000円

5,626,800円 4,314,600円平成26年7月11日

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

平成26年7月4日 一般競争入札 1,281,602円 96.9%

株式会社中村ボーリング

東京都新宿区揚場町1-18

不落 29,346,479円平成26年7月8日

神奈川県川崎市川崎区東
門前3-8-30

神奈川県横浜市中区住吉
町4-45-1

国有地地盤空洞規模調査業務（千葉市稲
毛区）

一式

財務局ICカード発行端末等の購入及び保
守業務

一式

「とび･土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事」

神奈川県横須賀市西逸見町一丁目85-8外

イビデングリーンテック
株式会社関東支店

平成26年7月22日

株式会社NTTデータ・ア
イ

一般競争入札

株式会社飯塚工業

一般競争入札

山梨県笛吹市御坂町井之
上1511

平成26年度国有崖地崩落防止工事（横須
賀市西逸見町一丁目・田浦町六丁目）

35,568,083円 34,560,000円

平成26年度国有崖地崩落防止工事（都留
市小形山・甲州市勝沼町／土木一式工
事）
山梨県都留市小形山字下松葉1692-1先の
うち外

「土木一式工事」



別記様式６

（部局名：関東財務局）

契約を締結した日
契約の相手方の

商号又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募
又は不落・不調

の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

（応募）
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
又は

物品役務等の名称及び数量

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

平成26年8月6日～ 平成27年3月16日

1,594,296円 3,132,000円一般競争入札

一式

一般競争入札 12,424,836円

東京都墨田区押上1-1-2

11,664,000円 93.8% 1

ジオテクノス株式会社

4,914,000円 4,752,000円 特になし196.7%

同種の他の契約の予
定価格を類推させる
おそれがあるため公
表しない

17,064,000円 特になし－ 1

特になし

身分証用ICカード5,000枚ほか１品目

特になし1100.0%

東京都中央区日本橋人形
町2-26-5

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

不落

平成26年9月5日

株式会社NTTデータ・ア
イ

国家公務員ICカードの購入

一般競争入札

平成26年9月9日

日本データーサービス株
式会社東京支店

東京都新宿区揚場町1-18

東京都北区西ケ原3-32-2先

「建設コンサルタント」

東京都中央区日本橋大伝
馬町13-7

平成26年8月6日

特別管理産業廃棄物（微量PCB汚染廃電気
機器等）解体業務

日本通運株式会社東京支
店

一式

平成26年9月16日

平成26年度国有崖地崩落防止工事設計業
務等委託（北区西ケ原三丁目）

産業廃棄物（廃電気機器等）収集運搬業
務



別記様式１

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

備　　　　　考

総契約件数 30 件 7 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 2 件 0 件

②　随意契約（公共工事） 0 件 0 件

③　競争入札（物品役務等） 17 件 2 件

④　随意契約（物品役務等） 11 件 5 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 7 件

（内訳）

⑴　一般競争入札方式 2 件

⑵　企画競争方式 0 件

⑶　公募方式 4 件

⑷　不落・不調随意契約方式 1 件

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

契　約　一　覧　表　総　括　表

区　　　　　分 件　　　　　数 うち応札（応募）業者数１者



別記様式２

（部局名：関東信越国税局）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考

浦和地方合同庁舎内装改修工事
埼玉県さいたま市浦和区常盤4-11-15
平成26年8月8日～平成26年12月19日
「建築一式工事」

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年8月8日

株式会社ウベハウス東
日本
群馬県高崎市新保町
1665-1反町ビル6階

一般競争入札 44,911,368円 33,987,600円 75.6% 4

浦和税務署外１施設の移転に係るＬＡＮ
配線工事
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいた
ま新都心合同庁舎1号館ほか
平成26年8月19日～平成26年12月26日
「電気工事」「電気通信工事」

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年8月19日

パナソニックＥＳネッ
トワークス株式会社
東京都港区東新橋2-
12-7

一般競争入札 3,566,916円 1,544,400円 43.2% 9

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。



別記様式３

（部局名：関東信越国税局）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（公共工事））

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注2）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
（注4）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

該 当 な し 



別記様式４

（部局名：関東信越国税局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考

平成26年度通信研修講座の実施に係る
業務委託（区分2）
48人

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
長橋　昇
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年7月1日
株式会社きんざい
東京都新宿区南元町19

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

＠19,440円ほか － 2
単価契約
予定調達総額
764,640円

電話交換設備等の賃貸借及び保守業務
一式

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
長橋　昇
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年7月9日
電通工業株式会社
東京都港区新橋5-30-4

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

14,391,540円 － 2

電子地図データ補正入力等の資産課税
業務（区分1）
2人/日、1,540時間

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年7月28日

ランスタッド株式会社さ
いたまオフィス
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町1-9-1三谷ビル3階

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

＠1,350円 － 11
単価契約
予定調達総額
2,079,000円

電子地図データ補正入力等の資産課税
業務（区分2）
2人/日、1,540時間

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年7月28日
株式会社綜合キャリアオ
プション
東京都渋谷区渋谷2-22-3

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

＠1,080円 － 10
単価契約
予定調達総額
1,663,200円

電子地図データ補正入力等の資産課税
業務（区分3）
1.61人/日、1,246時間

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年7月28日
株式会社エイムス
長野県松本市村井町北1-
1-48

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

＠1,220.4円 － 9
単価契約
予定調達総額
1,520,618円

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）



別記様式４

（部局名：関東信越国税局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

電子地図データ補正入力等の資産課税
業務（区分4）
1.74人/日、4,032時間

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年7月28日
株式会社綜合キャリアオ
プション
東京都渋谷区渋谷2-22-3

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

＠1,074.6円 － 11
単価契約
予定調達総額
4,332,787円

電子地図データ補正入力等の資産課税
業務（区分5）
2人/日、1,540時間

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年7月28日
株式会社綜合キャリアオ
プション
東京都渋谷区渋谷2-22-3

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

＠949.32円 － 10
単価契約
予定調達総額
1,461,952円

電子地図データ補正入力等の資産課税
業務（区分6）
1.61人/日、1,246時間

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年7月28日
株式会社エイムス
長野県松本市村井町北1-
1-48

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

＠1,047.6円 － 10
単価契約
予定調達総額
1,305,309円

相続税申告書等用紙の丁合及び封入業
務
一式

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年8月4日
株式会社メールハウス
埼玉県川越市問屋町3-7

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

2,131,920円 － 4

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合
計表のプリント裁断業務
418,589枚

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年8月18日
株式会社東計電算
神奈川県川崎市中原区市
ノ坪150

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

＠4.62247円 － 1
単価契約
予定調達総額
1,934,884円



別記様式４

（部局名：関東信越国税局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

関東信越国税局WANクライアントパソ
コン等更新作業に係る業務委託
一式

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年8月19日
株式会社プロビズモ
島根県出雲市駅南町2-3-
1

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

5,937,840円 － 4

e－Tax研修用パソコン及び高速データ
通信機器等の提供業務
平成26年10月20日～平成27年2月13日

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年8月19日
広友イノテックス株式会
社
東京都港区赤坂1-4-17

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

＠25,171円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
1,076,911円

浦和税務署ほかの備品の購入
展示パネル23枚ほか69品目

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年8月19日
幸和商事株式会社
東京都文京区本郷5-1-13

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推させる
おそれがあるため公
表しない

15,768,000円 － 2

関東信越国税局ＷＡＮクライアントパ
ソコン等更新作業に係る業務委託
一式

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年9月1日
株式会社プロビズモ
島根県出雲市駅南町2-3-
1

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

5,937,840円 － 4

ＯＡ研修の業務委託（区分1）
一式

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年9月9日

株式会社富士通ラーニン
グメディア
東京都港区港南2-13-34
ＮＳＳ-Ⅱビル

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

929,199円 － 4



別記様式４

（部局名：関東信越国税局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

浦和税務署における電気錠の設置及び
設定業務
一式

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年9月24日

エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ株式
会社
東京都千代田区内幸町1-
1-6

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

3,510,000円 － 1

封筒作成用リーフレットの刷成
リーフレット　2,000,000枚

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成26年9月24日
日興美術株式会社
静岡県静岡市葵区流通セ
ンター12-2

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

4,627,800円 － 4

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。



別記様式５

（部局名：関東信越国税局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

平成26年度税理士試験で使用する試験
会場の借用(区分1）
平成26年8月4日～平成26年8月7日

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
長橋　昇
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

平成26年7月3日
学校法人東京国際大学
埼玉県川越市的場北1-
13-1

公募により募集を行ったとこ
ろ応募者がいなかったため当
局の条件を満たす相手方を選
定したものであり契約価格の
競争による契約相手方の選定
を許さず会計法29条の3第4項
に該当するため

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

＠90,396円ほか － 0
単価契約
予定調達総額
1,852,210円

平成26年度税理士試験で使用する試験
会場の借用(区分2）
平成26年8月4日～平成26年8月6日

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
長橋　昇
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

平成26年7月3日

大高商事グループ代表
者株式会社大高商事
栃木県宇都宮市宝木本
町1474-5

公募により募集を行ったとこ
ろ応募者がいなかったため当
局の条件を満たす相手方を選
定したものであり契約価格の
競争による契約相手方の選定
を許さず会計法29条の3第4項
に該当するため

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

＠440,000円ほか － 0
単価契約
予定調達総額
2,843,200円

浦和税務署及び税務相談室の移転に伴
うパソコン及びプリンタの設定変更作
業に係る業務委託
一式

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
長橋　昇
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

平成26年7月4日
キャノンマーケティン
グジャパン株式会社
東京都港区港南2-16-6

一般競争入札において再度の
入札をしても、落札者となる
べき者がいないことから、会
計法第29条の3第5項及び予決
令第99条の2に該当するため

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

2,311,200円 － 1

所得税徴収高計算書のプリント及び裁
断業務（Ｂグループ）
1,214,000件

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
長橋　昇
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

平成26年7月9日
株式会社FCCテクノ
福岡県福岡市南区高宮
1-1-20

一般競争入札において再度の
入札をしても、落札者となる
べき者がいないことから、会
計法第29条の3第5項及び予決
令第99条の2に該当するため

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

＠2.0736円 － 2
単価契約
予定調達総額
2,517,350円

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）



別記様式５

（部局名：関東信越国税局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

平成26年分所得税等の確定申告期にお
ける越谷税務署の確定申告会場の賃貸
借業務
平成27年2月2日～平成27年3月18日

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

平成26年7月22日

イオンモール株式会社
イオンレイクタウン
Kaze
埼玉県越谷市東町4-21-
1

公募を実施した結果業務履行
可能な者は1者であって他に
業務を実施できる者がおらず
会計法第29条の3第4項に該当
するため

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

＠25,920円ほか － 1
単価契約
予定調達総額
1,895,400円

潮来税務署外6署ポリ塩化ビフェニル
廃棄物処理業務委託
一式

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

平成26年8月26日
日本環境安全事業株式
会社　北海道事業所
北海道室蘭市仲町14-7

当該業務委託に係る廃棄物処
理については、その許可を得
ている事業者が環境省所管特
殊法人の一者に限定されてお
り、競争を許さない場合に該
当することから、会計法29条
の3第4項に該当するため

50,213,080円 50,213,080 100.0% -

加除式図書の追録の購入
231部

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

平成26年9月1日
第一法規株式会社
東京都港区南青山2-11-
17

追録の販売は追録の出版社の
みであり競争を許さないこと
から会計法第29条の3第4項に
該当するため

1,966,601円 1,966,601円 100.0% -

各種説明会講師の税理士業務の外部委
託
610回

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

平成26年9月4日
関東信越税理士会
埼玉県さいたま市大宮
区桜木町4-333-13

公募を実施した結果、業務履
行な者は１者であり、他に業
務を実施できる者がおらず、
会計法第29条の3第4項に該当
するため

7,216,300円 @11,830円 100.0% 1
単価契約
予定調達総額
7,216,300円



別記様式５

（部局名：関東信越国税局）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

保存簿書等のマイクロフィルム化業務
114,035コマ

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

平成26年9月19日
株式会社ニチマイ
東京都文京区本郷1-10-
9

一般競争入札において再度の
入札をしても、落札者となる
べき者がいないことから、会
計法第29条の3第5項及び予算
決算及び会計令第99条の2に
該当するため

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

@34.65円ほか - 2
単価契約
予定調達総額
3,694,734円

確定申告期における「電話相談による
申告相談業務」の税理士業務の外部委
託
1,400日

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

平成26年9月26日
関東信越税理士会
埼玉県さいたま市大宮
区桜木町4-333-13

公募を実施した結果、業務履
行な者は１者であり、他に業
務を実施できる者がおらず、
会計法第29条の3第4項に該当
するため

36,719,200円 @26,228円 100.0% 1
単価契約
予定調達総額
36,719,200円

確定申告期における「無料申告相談」
の税理士業務の外部委託
5,500日

支出負担行為担当官
関東信越国税局総務部次長
佐藤　知章
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

平成26年9月26日
関東信越税理士会
埼玉県さいたま市大宮
区桜木町4-333-13

公募を実施した結果、業務履
行な者は１者であり、他に業
務を実施できる者がおらず、
会計法第29条の3第4項に該当
するため

107,481,000円 @19,542円 100.0% 1
単価契約
予定調達総額
107,481,000円

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注2）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
（注4）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。



別記様式６

（部局名：関東信越国税局）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
又は

物品役務等の名称及び数量
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募
又は不落・不調

の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

（応募）
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

浦和税務署及び税務相談室の移転に伴う
パソコン及びプリンタの設定変更作業に
係る業務委託
一式

平成26年7月4日
キャノンマーケティング
ジャパン株式会社
東京都港区港南2-16-6

不調

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

2,311,200円 － 1

平成26年分所得税等の確定申告期におけ
る越谷税務署の確定申告会場の賃貸借業
務
平成27年2月2日～平成27年3月18日

平成26年7月22日
イオンモール株式会社
イオンレイクタウンKaze
埼玉県越谷市東町4-21-1

公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

＠25,920円ほか － 1

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計
表のプリント裁断業務
418,589枚

平成26年8月18日
株式会社東計電算
神奈川県川崎市中原区市
ノ坪150

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

＠4.62247円 － 1

各種説明会講師の税理士業務の外部委託
610回

平成26年9月4日
関東信越税理士会
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-333-13

公募 7,216,300円 @11,830円 100.0% 1

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）



別記様式６

（部局名：関東信越国税局）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
又は

物品役務等の名称及び数量
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募
又は不落・不調

の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

（応募）
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

（審議対象期間　平成26年7月1日～平成26年9月30日）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

浦和税務署における電気錠の設置及び設
定業務
一式

平成26年9月24日

エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ株式
会社
東京都千代田区内幸町1-
1-6

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

3,510,000円 － 1

確定申告期における「電話相談による申
告相談業務」の税理士業務の外部委託
1,400日

平成26年9月26日
関東信越税理士会
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-333-13

公募 36,719,200円 @26,228円 100.0% 1

確定申告期における「無料申告相談」の
税理士業務の外部委託
5,500日

平成26年9月26日
関東信越税理士会
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-333-13

公募 107,481,000円 @19,542円 100.0% 1

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。


	（仮）ホームページ掲載資料（議事概要等）
	【議事概要表紙】
	入札等監視委員会議事概要（H26年度第2回）確定版
	案

	20150120契約一覧表（様式１～６）（H26.7～9）
	総括表
	関東財務局
	別記様式2
	別記様式3
	別記様式4
	別記様式5
	別記様式6
	関信国税局
	別紙様式２
	別紙様式３
	別紙様式４
	別紙様式５
	別紙様式６


	入札等監視委員会議事概要（H26年度第2回）
	確定


