
 

 
 
 

平成２８年２月３日 
《問い合わせ先》 

関東財務局統括法務監査官 
048-600-1258 

 
 

平成２７年度第２回財務省第４入札等監視委員会が、平成２８年１月１９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２８年１月１９日（火）　関東財務局大会議室

委　　員

審議対象期間 　平成２７年７月１日（水）～ 平成２７年９月３０日（水）

抽出案件 ３件 　（備考）

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　：

随意契約
（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　：

うち応札（応募）
業者数１者関連

１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

２件

九段会館にかかる建物調査等業務

財務省第４入札等監視委員会平成２７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（埼玉大学大学院人文社会科学研究科教授）
　委　 員　　坂本　隆信（坂本公認会計士事務所　公認会計士）

九段会館にかかる建物調査等業務
一般財団法人建築保全センター
17,280,000円
平成２７年９月２８日
関東財務局

少額契約集中システムの改修に係る外部委託
アクティブ・ティ株式会社
1,944,000円
平成２７年７月３日
関東信越国税局

（Ｈ２７)でいき住宅耐震改修その他工事
株式会社イズミ・コンストラクション
558,360,000円
平成２７年７月２９日
関東財務局

　以下のとおり

　なし

競争入札
（物品役務等）
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競争入札と見積合わせで参加者へ
与えられる情報に違いはあるのか。

競争入札と見積合せにおける情報に違いは無い。
なお、参加者へ通知される情報は最低入札（見積）価格のみである。

建物について歴史的価値があると判
断された部分の保存及び土地の合
理的かつ健全な高度利用を図るため
の調査との説明であるが、価値の判
断に私見的な要素が反映される恐れ
はないのか。

歴史的価値については文献調査等を行うこととしている。
調査結果を踏まえた提案をしたうえで、更に第三者委員会で検討して
いただくこととなるので、私見が反映されることはない。

予定価格に占める主な費用は何か。

業務の内容が、建物調査と第三者委
員会の運営支援とのことであるが、
履行できる者は他にいるのか

【案件１】
九段会館にかかる建物調査等業務

【案件２】
少額契約集中システムの改修に係る
外部委託

不落となった際の入札価格と予定価
格に開差があるが、予定価格が実勢
価格に追いついていないのではない
か。

競争入札で不落となり、翌日に入札
で辞退しなかった２者と見積合わせ
を行っているが、見積合わせにあた
り、参加者が顔を合わせることはな
いのか。

【案件３】
（Ｈ２７)でいき住宅耐震改修その他
工事

本件は、見積合わせについても「電子調達システム」で開札を行ってお
り、参加者が顔を合わせることはない。

東京近郊で受注が可能な業者は、１０社程度と思われる。

大きなものは人件費であるが、外壁等の調査が必要であり、高所作業
車のリース料等も必要となる。

予定価格については、刊行物による価格のほか、業者からの聞き取り
等により現状を踏まえ算定している。

少額契約集中システムを利用した契約の支払は、全て国税局が行っ
ている。

少額の契約についてはこのシステム
を利用し、管内税務署の支払いを全
て国税局が取扱うとのことであるが、
税務署が現金で支払いをすることは
ないのか。

回答委員からの意見・質問



別記様式１

（部局名：総括表） （審議対象期間　平成27年7月1日～平成27年9月30日）

備　　　　　考

総契約件数 93 件 11 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 28 件 1 件

②　随意契約（公共工事） 3 件 0 件

③　競争入札（物品役務等） 46 件 6 件

④　随意契約（物品役務等） 16 件 4 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 11 件

（内訳）

⑴　一般競争入札方式 7 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 0 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27年7月1日～平成27年9月30日）

備　　　　　考

総契約件数 67 件 4 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 23 件 1 件

②　随意契約（公共工事） 2 件 0 件

③　競争入札（物品役務等） 32 件 3 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 4 件

（内訳）

⑴　一般競争入札方式 4 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 0 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代理

関東財務局総務部総務課長

平成27年7月1日～ 平成27年11月16日 梅野　雄一朗

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27年7月6日～ 平成27年10月9日 寺田早苗

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27年7月6日～ 平成27年10月9日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

4

平成27年度国有崖地崩落防止工事（西八代
郡市川三郷町）

(H27)大宮住宅ほか18住宅非常用照明改修
工事

埼玉県さいたま市北区日進町1-40-12ほか

「電気工事」

平成27年度国有崖地崩落防止工事（大田原
市黒羽向町）

栃木県大田原市黒羽向町字上ノ台430-4先

「土木一式工事」
「とび・土工・コンクリート工事」

583.5%

11,372,400円

50.1%  

 

東京都葛飾区奥戸6-11-
2

栃木県真岡市石島786-1

 

9,504,000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27年7月1日～平成27年9月30日）

平成27年7月1日

高野電気工業株式会社

一般競争入札 43,192,880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

13

17,593,200円

40.7%

平成27年7月6日

株式会社水上建設

一般競争入札 14,958,000円

山梨県西八代郡市川三
郷町上野3080-4

7,506,000円

平成27年7月6日

第8統括国有財産管理官

株式会社佐藤工務店

山梨県西八代郡市川三郷町大塚字東村
4168-19のうち外

「土木一式工事」
「とび・土工・コンクリート工事」

第8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27年7月1日～平成27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27年7月6日～ 平成27年11月30日 寺田早苗

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27年7月8日～ 平成27年10月23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27年7月10日～ 平成27年8月26日 鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

3

10

7

平成27年度国有崖地崩落防止工事（鉾田市
滝浜）

平成27年7月6日

イビデングリーンテッ
ク株式会社千葉営業所

一般競争入札

茨城県鉾田市滝浜字後釜10

「土木一式工事」
「とび・土工・コンクリート工事」

34,538,400円 28,620,000円

82.8%  

第8統括国有財産管理官

千葉県勝浦市串浜新田
1907

国有建物等解体撤去工事（杉並区阿佐谷北
三丁目）

平成27年7月8日

株式会社新星建設

一般競争入札

東京都杉並区阿佐谷北3-474-18

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」

41,649,742円 29,808,000円

71.5%  

東京財務事務所第3統括国有財産管理官

国有建物等解体撤去工事（世田谷区東玉川
一丁目）

平成27年7月10日

大貴工業株式会社

一般競争入札

東京都世田谷区東玉川1-68-3外1筆

東京都世田谷区給田1-
14-16

「建築一式工事」

5,098,353円 3,672,000円

72.0%  

東京財務事務所第5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27年7月1日～平成27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27年7月17日～ 平成28年1月19日 寺田早苗

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27年7月22日～ 平成28年3月31日 寺田早苗

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27年7月27日～ 平成28年3月31日 梅野雄一朗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

栃木県宇都宮市下荒針
町3473-44

8,045,799円 3,564,000円

44.2%

83.5%  

4,078,080円

第1統括国有財産管理官

第1統括国有財産管理官

13

 5

385,186,158円 370,440,000円

96.1%  

第1統括国有財産管理官

3

(H27)宮内庁那須宿舎(RC-b･c)建設工事設
計業務

平成27年7月17日 一般競争入札 4,881,850円

栃木県那須郡那須町大字湯本字石塚207-1

「建築士事務所」

東京都港区西麻布3-22-
9

株式会社田中俊行建築
空間設計事務所

(H27)成田住宅耐震改修その他工事

平成27年7月22日

株式会社イズミ・コン
ストラクション

一般競争入札

千葉県成田市中台3-3

東京都中央区日本橋堀
留町2-3-8

「建築一式工事」

(H27)宮内庁御料牧場宿舎(RC-b･c)建設工
事監理業務

平成27年7月27日

株式会社公和設計

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

「建築士事務所」



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27年7月1日～平成27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

関東財務局新潟財務事務所長

平成27年7月28日～ 平成28年3月31日 杉山和伸

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

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27年7月31日～ 平成27年12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27年8月4日～ 平成28年3月17日 鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

3

3

18,900,000円

79.4%  

138,996,000円

東京財務事務所第3統括国有財産管理官

23,380,961円

「造園工事」

国有地地下埋設物撤去工事

平成27年7月28日

福田リニューアル株式
会社

一般競争入札

新潟県小千谷市平成1-138外4筆

東京都千代田区九段北
3-2-4

「とび･土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事」

東京都杉並区天沼3-190-1

80.8%  

新潟財務事務所

(H27）赤羽住宅ほか12住宅未利用地部分そ
の他草刈工事

平成27年7月31日

株式会社プライムガー
デン

一般競争入札

東京都北区赤羽台2-2-1ほか

東京都台東区上野7-3-9

「建築一式工事」

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

5,832,000円

－  

東京財務事務所第7統括国有財産管理官

国有建物等解体撤去工事（杉並区天沼三丁
目）

平成27年8月4日 一般競争入札 174,849,322円

松浦建設株式会社

7

神奈川県小田原市新屋
82-1



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27年7月1日～平成27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

関東財務局前橋財務事務所長

平成27年8月6日～ 平成28年2月29日 松永雅博

群馬県前橋市大手町2-3-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成27年8月7日～ 平成28年3月31日 寺田早苗

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代理

関東財務局横浜財務事務所総務課長

平成27年8月18日～ 平成28年12月28日 森尾みゆき

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

470.7%  神奈川県横浜市金沢区柴町116-1先外

東京都墨田区亀沢4-17-
12

「土木一式工事」 横浜財務事務所

平成27年8月18日

ライト工業株式会社関
東支社

一般競争入札

群馬県前橋市大手町2-10-3

群馬県高崎市旭町18

「建築一式工事」 前橋財務事務所

平成27年8月6日

信澤工業株式会社

一般競争入札

平成27年度横浜市金沢区所在国有トンネル
補修補強工事

64.5% 4

5,130,000円

国有建物等解体撤去工事（前橋合同庁舎
（前橋市大手町二丁目））

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

369,504,949円 261,360,000円

 

200,001,023円 89,532,000円

44.7%

 千葉県成田市中台3-3

東京都品川区北品川1-
8-11

(H27)成田住宅耐震改修その他工事監理業
務

平成27年8月7日

株式会社コンクリート
診断センター東京支店

4

一般競争入札 7,950,182円



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27年7月1日～平成27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代理

関東財務局横浜財務事務所総務課長

平成27年8月18日～ 平成28年3月31日 森尾みゆき

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成27年8月25日～ 平成28年2月29日 寺田早苗

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27年8月25日～ 平成28年2月29日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

 

サンコーコンサルタン
ト株式会社横浜支店

平成27年8月18日

198.2%

9,180,000円

平成27年度横浜市金沢区所在国有トンネル
補修補強工事施工監理業務

一般競争入札

有限会社池澤設計

(H27)「(H28)東前橋住宅ほか１住宅耐震改
修その他工事」設計業務

神奈川県横浜市中区住
吉町4-45-1

神奈川県横浜市金沢区柴町116-1先外

9,340,875円一般競争入札

1375.3%
埼玉県さいたま市大宮区土手町1-297-1ほ
か

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

(H27)「(H28)北大宮住宅ほか１住宅耐震改
修その他工事」設計業務

平成27年8月25日

株式会社慎設計事務所

7,452,000円9,890,298円一般競争入札

 群馬県前橋市天川大島町1407ほか

栃木県宇都宮市兵庫塚
1-18-29

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

平成27年8月25日 12,226,321円 8,380,800円

68.5% 7

「建設コンサルタント」

 

横浜財務事務所

東京都墨田区亀沢4-5-4



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27年7月1日～平成27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

関東財務局水戸財務事務所筑波出張
所長

平成27年8月27日～ 平成28年1月29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27年9月2日～ 平成28年3月31日 寺田早苗

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27年9月9日～ 平成28年3月31日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成27年8月27日

82.3% 3  

57.1% 3  神奈川県横浜市金沢区泥亀1-22ほか

東京都新宿区百人町1-
13-27-201

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

(H27)でいき住宅耐震改修その他工事監理
業務

平成27年9月9日

有限会社大雅建築コン
サルタント

一般競争入札 5,668,185円 3,240,000円

新潟県新潟市東区秋葉通2-3722ほか

新潟県新潟市中央区川
岸町3-17-31

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

(H27)山の下住宅耐震改修その他工事監理
業務

平成27年9月2日

有限会社福地建築設計
事務所

一般競争入札 4,272,082円 2,570,400円

60.1% 2  

茨城県つくば市並木2-8

「建築士事務所」「建設コンサルタント」 筑波出張所

(H27)並木2丁目住宅一団地認定変更その他
業務

9,968,919円 8,208,000円

東京都荒川区東日暮里
3-42-8

株式会社NON設計工房

一般競争入札



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27年7月1日～平成27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27年9月15日～ 平成28年3月11日 寺田早苗

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長

平成27年9月18日～ 平成27年11月30日 村田明彦

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

81.4% 8  神奈川県横浜市戸塚区原宿1-488

東京都千代田区神田佐
久間町3-15

「補償コンサルタント」 横浜財務事務所

国有建物等解体撤去工事に伴う家屋調査
（横浜市戸塚区原宿一丁目）

平成27年9月18日

株式会社コスモ環境設
計

一般競争入札 1,828,713円 1,490,400円

千葉県柏市中央2-10ほか

愛知県名古屋市中川区
万場4-1111

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

(H27)柏中央住宅ほか2住宅耐震診断業務

平成27年9月15日

株式会社トクオ

一般競争入札 6,360,120円 2,797,200円

43.9% 16  

（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代理

関東財務局総務部総務課長

平成27年7月29日～ 平成28年3月31日 梅野　雄一朗

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27年8月24日～ 平成28年3月31日 寺田早苗

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。

公共工事の名称、場所、期間及び種別

平成27年8月24日

春木建設株式会社

(H27)でいき住宅耐震改修その他工事

神奈川県横浜市金沢区泥亀1-22ほか

5

　

(H27)山の下住宅耐震改修その他工事

561,297,314円

76,356,000円

99.9%
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

新潟県新潟市東区秋葉通2-3722ほか

「建築一式工事」

「建築一式工事」

　

第1統括国有財産管理官

558,360,000円

99.4%
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

4

 

新潟県燕市蔵関462

第1統括国有財産管理官

 

76,406,139円

契約一覧表（随意契約（公共工事））

（審議対象期間　平成27年7月1日～平成27年9月30日）

平成27年7月29日

株式会社イズミ・コン
ストラクション

東京都中央区日本橋堀
留町2-3-8



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

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

関東財務局水戸財務事務所長

来田　忍

茨城県水戸市北見町1-4ほか4官署

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

寺田早苗

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

関東財務局甲府財務事務所長

中村佳子

山梨県甲府市丸の内1-1-18

国有財産測量業務（千葉市花見川区
外１か所）

一式

国有地地積測量業務（水戸市北見町
官庁街区）

一式

事務委任国有財産（首都圏地区及び
北関東・信越地区）管理等業務委託

平成27年7月10日

地下埋設物ボーリング調査外294項目

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

＠19,569円ほか

－ 1

東京都目黒区青葉台4-4-
12-101

第6統括国有財産管理官

 

 

一式
山梨県甲府市国母8-13-
30

甲府財務事務所

国有地地積測量業務（山梨県韮崎市
水神一丁目外2件）

平成27年7月14日

公益社団法人山梨県公共
嘱託登記土地家屋調査士
協会

一般競争入札 1,911,600円 807,840円

平成27年7月9日

公益社団法人茨城県公共
嘱託登記土地家屋調査士
協会

一般競争入札

茨城県水戸市大足町
1078-1

42.2% 4

グループ代表者株式会社
オオバ

一般競争入札

 

千葉財務事務所

8,920,800円 2,441,880円

84.7%
分担契約
契約総額
7,560,000円

水戸財務事務所

5

1

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成27年7月1日～平成27年9月30日）

平成27年7月6日

株式会社中央測量

千葉県四街道市四街道
1521

一般競争入札 1,209,600円 415,800円

34.3%



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27年7月1日～平成27年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

寺田早苗

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

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（横浜市金沢区
外）

平成27年7月24日

小菅芳輔土地家屋調査士
事務所

一般競争入札 3,607,200円 1,490,400円

918,000円

41.2% 10  

41.3% 6  

一式
神奈川県高座郡寒川町宮
山949-11

横浜財務事務所

6  

一式
千葉県四街道市四街道
1521

千葉財務事務所

国有地地積測量業務（横浜市西区・
戸塚区・港南区）

平成27年7月23日

有限会社ランド・プラニ
ング

一般競争入札 2,224,800円

一式
東京都千代田区富士見2-
1-12

会計課

国有財産測量業務（千葉県市原市外
１箇所）

平成27年7月23日

株式会社中央測量

一般競争入札 4,536,000円 1,371,600円

30.2%

国有財産（株式）の売却に係る新聞
広告掲載業務

平成27年7月15日

株式会社読売エージェン
シー

一般競争入札 37,490,040円 31,935,967円

85.1% 4  



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27年7月1日～平成27年9月30日）

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

関東財務局宇都宮財務事務所長

安田充里

栃木県宇都宮市桜3-1-10

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

安田充里

栃木県宇都宮市桜3-1-10

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

94.4% 2  

一式
東京都大田区中馬込2-2-
12

千葉財務事務所

毒ガスＡ事案の環境調査（物理探
査・表層ガス調査・土壌調査）業務
（千葉県習志野市）

平成27年7月28日

日本物理探鑛株式会社

一般競争入札 10,067,788円 9,504,000円

55.3% 6  

一式 栃木県真岡市田島1097

宇都宮財務事務所

国有地地積測量業務(芳賀町、益子
町）

平成27年7月28日

五大測量設計有限会社

一般競争入札 1,717,200円 950,400円

33.1% 6  

一式 栃木県真岡市田島1097

宇都宮財務事務所

国有地地積測量業務(小山市、栃木
市）

平成27年7月28日

五大測量設計有限会社

一般競争入札 2,214,000円 734,400円

28.7% 13  

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（相模原市中央
区・平塚市）

平成27年7月27日

土地家屋調査士法人県北
登記測量

一般競争入札 3,531,600円 1,015,200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27年7月1日～平成27年9月30日）

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

寺田早苗

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

寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

－ 4  

一式 東京都豊島区駒込3-3-22

首席国有財産鑑定官

不動産の価格にかかる鑑定評価（神
奈川県横浜市西区みなとみらい6-3-
11）

平成27年8月3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

150,000円

15.7% 17  

一式
東京都江東区亀戸6-55-
19

第3国有財産調整官

国有地測量業務（埼玉県狭山市）

平成27年7月30日

村木土地家屋調査士事務
所

一般競争入札 10,141,200円 1,598,400円

92.6% 2  

一式
東京都大田区中馬込2-2-
12

千葉財務事務所

毒ガスＡ事案の土壌汚染調査等業務
（千葉県習志野市）

平成27年7月28日

日本物理探鑛株式会社

一般競争入札 18,423,433円 17,064,000円

98.8% 2  

一式
東京都江東区古石場2-2-
11

千葉財務事務所

毒ガスＡ事案の不審物確認調査等業
務（千葉県習志野市）

平成27年7月28日

大和探査技術株式会社

一般競争入札 25,137,362円 24,840,000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27年7月1日～平成27年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

寺田早苗

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

寺田早苗

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

熊井　大

東京都立川市緑町4-2

分任支出負担行為担当官代理

関東財務局千葉財務事務所総務課長

原　美晴

千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

85.2% 2  

一式 千葉県船橋市潮見町16-7

千葉財務事務所

船橋行田住宅浄化槽清掃その他業務

平成27年8月13日

公益社団法人船橋市清美
公社

一般競争入札 4,624,568円 3,942,000円

41.3% 7  

一式
東京都府中市美好町3-2-
5

立川出張所

国有地地積測量業務（調布市深大寺
北町一丁目外3件）

平成27年8月3日

株式会社砂子田コンサル
タント

一般競争入札 2,430,000円 1,004,400円

－ 6  

一式
東京都千代田区麹町2-2
オーセンティック半蔵門

首席国有財産鑑定官

不動産の価格にかかる鑑定評価（埼
玉県八潮市大瀬3-11-1外2筆外）

平成27年8月3日

株式会社九段経済研究所

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

521,640円

－ 7  

一式
静岡県静岡市葵区水落町
10-1

首席国有財産鑑定官

不動産の価格にかかる鑑定評価（神
奈川県伊勢原市下糟屋3003-4外）

平成27年8月3日

静岡不動産鑑定株式会社

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

567,000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27年7月1日～平成27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2-3-1

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

関東財務局前橋財務事務所長

松永雅博

群馬県前橋市大手町2-3-1

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

63.5% 4  

一式
大阪府大阪市中央区北浜
東4-33

千葉財務事務所

(H27)船橋行田住宅ほか10住宅建築物
材質調査業務

平成27年8月27日

株式会社コンクリート診
断センター

一般競争入札 13,197,456円 8,391,600円

55.3% 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（桐生市）

平成27年8月26日

有限会社森永設計

一般競争入札 1,717,200円 950,400円

71.6% 2  

一式
神奈川県横浜市瀬谷区五
貫目町20-17

横浜財務事務所

(H27)千代崎住宅ほか6住宅建築物材
質調査

平成27年8月24日

株式会社オオスミ

一般競争入札 4,399,049円 3,153,168円

50.4% 4  

一式
群馬県沼田市横塚町831-
8

前橋財務事務所

国有地地積測量業務（沼田市・利根
郡片品村）

平成27年8月21日

武井登記測量事務所

一般競争入札 1,242,000円 626,400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27年7月1日～平成27年9月30日）

分任支出負担行為担当官

関東財務局水戸財務事務所長

来田　忍

茨城県水戸市北見町1-4

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

熊井　大

東京都立川市緑町4-2

分任支出負担行為担当官

関東財務局水戸財務事務所長

来田　忍

茨城県水戸市北見町1-4

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2-3-1

50.7% 4  

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（前橋市）

平成27年9月14日

有限会社森永設計

一般競争入札 1,447,200円 734,400円

－ 3  

一式
大阪府大阪市中央区北浜
東4‐33

水戸財務事務所

アスベスト調査業務（つくば市外）

平成27年9月2日

株式会社コンクリート診
断センター

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

1,501,200円

－ 9  

一式
東京都目黒区青葉台4-4-
12-101

立川出張所

国有地土地履歴等調査業務（東京都
府中市）

平成27年8月28日

株式会社オオバ

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

972,000円

－ 4  

一式 茨城県水戸市城南1-6-9

水戸財務事務所

つくば廃止宿舎巡回警備業務（松代5
丁目）

平成27年8月28日

日新警備保障株式会社

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

287,280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27年7月1日～平成27年9月30日）

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

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

関東財務局宇都宮財務事務所長

安田充里

栃木県宇都宮市桜3-1-10

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

居城光雄

茨城県つくば市吾妻1-12-1

（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）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。

－ 3  

一式 茨城県水戸市城南1-6-9

筑波出張所

竹園1丁目住宅ほか廃止宿舎巡回警備
業務

平成27年9月30日

日新警備保障株式会社

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

1,166,400円

45.3% 3  

一式
埼玉県所沢市花園4-
2578-25

宇都宮財務事務所

国有地地積測量業務(日光市）

平成27年9月29日

有限会社森永設計

一般競争入札 2,311,200円 1,047,600円

－ 1  

一式 東京都中央区新川1-24-8

東京財務事務所第1統括国有財産管理官

九段会館にかかる建物調査等業務

平成27年9月28日

一般財団法人建築保全セ
ンター

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

17,280,000円

－ 3  

一式 東京都豊島区駒込3-3-22

横須賀出張所

不動産鑑定評価業務(神奈川県横須賀
市)

平成27年9月17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

162,000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

寺田早苗

一式
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

寺田早苗

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 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

一式 東京都文京区湯島4-6-15

7

1,382,400円

－

東京都渋谷区道玄坂1-
21-2

首席国有財産鑑定官

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

3

7

不動産の価格にかかる鑑定評価

平成27年8月11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

626,400円

東京都渋谷区道玄坂1-
21-2

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

810,000円

－   

 

3

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成27年7月1日～平成27年9月30日）

不動産の価格にかかる鑑定評価（茨城
県つくば市並木3-12-1外2筆　外）

平成27年8月3日

日本土地建物株式会社

東京都千代田区霞が関
1-4-1

不動産の価格にかかる鑑定評価（茨城
県つくば市並木3-12-1外2筆　外）

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

平成27年8月3日

首席国有財産鑑定官

不動産の価格にかかる鑑定評価

平成27年8月11日

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

 

東京都港区西新橋2-7-
4CJ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

414,720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27年7月1日～平成27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

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

626,400円

 

東京財務事務所管財第2課

不動産の新規賃料（定期借地）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

367,200円

－  

平成27年8月11日

東京建物株式会社

東京都中央区八重洲1-
9-9

－ 7   
不動産の新規賃料（定期借地）にかか
る鑑定評価

平成27年8月11日

東急不動産株式会社

不動産の価格にかかる鑑定評価

平成27年8月11日

株式会社中央不動産鑑
定所

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

734,400円

東京都渋谷区道玄坂1-
21-2

東京財務事務所管財第2課

不動産の価格にかかる鑑定評価

平成27年8月11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

－ 7   

東京都渋谷区道玄坂1-
21-2

東京財務事務所管財第2課

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

518,400円

－ 7   

東京都中央区日本橋3-
5-14

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27年7月1日～平成27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

一式 東京都文京区湯島4-6-15

不動産鑑定評価業務（東京都港区）

平成27年9月28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

572,400円

－ 4   

東京都渋谷区道玄坂1-
21-2

東京財務事務所管財第2課

不動産鑑定評価業務（東京都港区）

平成27年9月28日

株式会社三友システム
アプレイザル

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

412,560円

－ 4   

東京都千代田区平河町
1-2-10平河町第一生命
ビル 東京財務事務所管財第2課

（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27年8月18日～ 平成28年3月31日

－

98.2%

－ 1

1

1

12,441,880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

＠19,569円ほか

9,340,875円 9,180,000円平成27年8月18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27年7月1日～平成27年9月30日）

平成27年7月9日 一般競争入札 8,920,800円 84.7%

（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。

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

平成27年7月10日

茨城県水戸市大足町
1078-1

東京都目黒区青葉台4-4-
12-101

グループ代表者株式会社
オオバ

神奈川県横浜市中区住吉
町4-45-1

国有地地積測量業務（水戸市北見町官庁
街区）

一般競争入札

公益社団法人茨城県公共
嘱託登記土地家屋調査士
協会

一式

事務委任国有財産（首都圏地区及び北関
東・信越地区）管理等業務委託

地下埋設物ボーリング調査外294項目

「建設コンサルタント」

平成27年9月28日

サンコーコンサルタント
株式会社横浜支店

一般競争入札

一般財団法人建築保全セ
ンター

一般競争入札

東京都中央区新川1-24-8

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

17,280,000円

一式

九段会館にかかる建物調査等業務

平成27年度横浜市金沢区所在国有トンネ
ル補修補強工事施工監理業務

神奈川県横浜市金沢区柴町116-1先外



別記様式１

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成27年7月1日～平成27年9月30日）

備　　　　　考

総契約件数 26 件 7 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 5 件 0 件

②　随意契約（公共工事） 1 件 0 件

③　競争入札（物品役務等） 14 件 3 件

④　随意契約（物品役務等） 6 件 4 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 3 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 0 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

熊谷税務署食堂内装改修工事
埼玉県熊谷市仲町41
平成27年7月6日～平成27年10月2日
「建築一式工事」「内装仕上工事」

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27年7月6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 4,145,040円 4,028,400円 97.1% 4

宇都宮税務署屋上防水改修工事
栃木県宇都宮市昭和2-1-7
平成27年７月７日～平成27年10月16日
「建築一式工事」「防水工事」

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27年7月7日
株式会社群馬建水
群馬県佐波郡玉村町樋
越799-7

一般競争入札 16,600,356円 6,372,000円 38.3% 11

朝霞税務署外１署移動式書架更新その他
工事
埼玉県朝霞市本町1-1-46ほか
平成27年７月15日～平成27年10月13日
「内装仕上工事」

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

平成27年7月15日
株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-
12

一般競争入札 48,204,288円 38,577,600円 80.0% 9

本庄税務署駐車場改修工事
埼玉県本庄市駅南2-25-16
平成27年７月23日～平成27年10月２日
「建築一式工事」「ほ装工事」

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

平成27年7月23日
株式会社秀和建設
栃木県佐野市犬伏下町
1817-5

一般競争入札 7,542,936円 6,134,400円 81.3% 4

春日部税務署トイレ改修工事
埼玉県春日部市大沼2-12-1
平成27年８月17日～平成27年11月20日
「建築一式工事」「管工事」

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

平成27年8月17日
株式会社ナカノヤ
埼玉県越谷市大沢3-
28-11

一般競争入札 9,625,824円 9,625,824円 95.3% 2

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（審議対象期間　平成27年7月1日～平成27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

沼田税務署給排水設備改修工事
群馬県沼田市東原新町1910-2
平成27年9月9日～平成27年12月18日
「建築一式工事」「管工事」

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

平成27年9月9日
株式会社沼建
群馬県沼田市高橋場町
2013-5

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

12,964,968円 12,884,400円 99.3% 2

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27年7月1日～平成27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

平成27年度通信研修講座の実施に係る
業務委託（区分１）
14人ほか

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27年7月2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

@21,600円ほか － 2
単価契約
予定調達総額
985,824円

平成27年度通信研修講座の実施に係る
業務委託（区分２）
14人ほか

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27年7月2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
892,080円

少額契約集中システムの改修に係る外
部委託
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27年7月3日

アクティブ・ティ株式会
社
愛知県名古屋市中村区名
駅4-2-25

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

1,944,000円 － 3

埼玉県下10税務署の樹木等の剪定、除
草及び病虫害防除（消毒）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27年7月7日

株式会社むさしビルク
リーナー
埼玉県さいたま市浦和区
常盤3-3-9

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

1,922,400円 － 1

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成27年7月1日～平成27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27年7月1日～平成27年9月30日）

相続税申告書等用紙の封入業務の外部
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
木村　保
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成27年8月3日
株式会社アドレスサービ
ス
埼玉県川口市朝日4-22-7

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

2,101,680円 － 3

前橋税務署不用物品の収集運搬及び廃
棄業務
廃棄物30,000ｋｇ

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

平成27年8月4日
株式会社ヤマキ
埼玉県熊谷市三ヶ尻字新
山3884

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

@28.728円 － 3
単価契約
予定調達総額
861,840円

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
20台ほか

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

平成27年8月17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

@44,944.2円ほか － 1
単価契約
調達予定金額
1,717,200円

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
木村　保
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成27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

5,508,000円 － 5



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27年7月1日～平成27年9月30日）

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合
計表プリント及び裁断業務
408,385件

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

平成27年8月19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

@4.644円 － 1
単価契約
調達予定金額
1,896,539円

氏家税務署ほか２署における簿書等の
搬出入業務
一式

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

平成27年8月21日
株式会社オレンジライン
埼玉県さいたま市浦和区
岸町4-18-8

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

2,797,200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
木村　保
埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成27年9月10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

1,148,580円 － 4

保存簿書等のマイクロフィルム化業務
132,840コマ

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

平成27年9月17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

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

@34.56円 － 2
単価契約
予定調達総額
4,590,950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27年7月1日～平成27年9月30日）

封筒作成用リーフレットの刷成
1,820,000枚

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

平成27年9月28日
サンメッセ株式会社東京
支店
東京都江東区東陽3-22-4

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

4,285,008円 － 3

平成27事務年度「申告案内コールセン
ター」の運営業務委託
一式

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

平成27年9月30日

トランス・コスモス株式
会社
東京都渋谷区渋谷3-25-
18

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

103,518,000円 － 2

（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。

（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。



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27年度税理士試験で使用する試験
会場の賃貸借業務（区分１）
3日ほか

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27年7月2日
学校法人聖学院聖学院
大学
埼玉県上尾市戸崎1-1

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

@240,000円ほか － －
単価契約
予定調達総額
1,128,728円

平成27年度税理士試験で使用する試験
会場の賃貸借業務（区分２）
2日ほか

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27年7月2日

公立大学法人高崎経済
大学
群馬県高崎市上並榎町
1300

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

@52,000円ほか － －
単価契約
予定調達総額
917,800円

コインパーキングの利用に関する業務
1,213件

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

平成27年9月3日
タイムズ２４株式会社
東京都千代田区有楽町
2-7-1

公募を実施した結果、業務履行
可能な者は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

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

各駐車場に定め
られた利用料金

－ 1
単価契約
予定調達総額
1,837,264円

税理士による各種説明会講師の外部委託
（区分１から区分６）
578回

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

平成27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4-333-13OLSビル
14Ｆ

公募を実施した結果、業務履行
可能な者は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

6,837,740円 @11,830円 100.0% 1
単価契約
予定調達総額
6,837,740円

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成27年7月1日～平成27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27年7月1日～平成27年9月30日）

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
（区分１から区分８）
1,372日

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

平成27年9月30日

関東信越税理士会
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-333-13OLSビル
14Ｆ

公募を実施した結果、業務履行
可能な者は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

35,984,816円 @26,228円 100.0% 1
単価契約
予定調達総額
35,984,816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（区分１から区分６
２）
5,115人

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

平成27年9月30日

関東信越税理士会
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4‐333‐13OLSビル
14Ｆ

公募を実施した結果、業務履行
可能な者は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

99,957,330円 @19,542円 100.0% 1
単価契約
予定調達総額
99,957,330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）

埼玉県下10税務署の樹木等の剪定、除草
及び病虫害防除（消毒）業務
一式

平成27年7月7日

株式会社むさしビルク
リーナー
埼玉県さいたま市浦和区
常盤3-3-9

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

1,922,400円 － 1

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
20台ほか

平成27年8月17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

@44,944.2円ほか － 1

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計
表プリント及び裁断業務
408,385件

平成27年8月19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

@4.644円 － 1

コインパーキングの利用に関する業務
1,213件

平成27年9月3日
タイムズ２４株式会社
東京都千代田区有楽町2-
7-1

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

各駐車場に定められ
た利用料金

－ 1

税理士による各種説明会講師の外部委託
（区分１から区分６）
578回

平成27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4-333-13OLSビル
14Ｆ

公募 6,837,740円 @11,830円 100.0% 1

（審議対象期間　平成27年7月1日～平成27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27年7月1日～平成27年9月30日）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

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
（区分１から区分８）
1,372日

平成27年9月30日

関東信越税理士会
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-333-13OLSビル
14Ｆ

公募 35,984,816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（区分１から区分
62）
5,115人

平成27年9月30日

関東信越税理士会
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-333-13OLSビル
14Ｆ

公募 99,957,330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。
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