
 

 
 
 

平成２８年６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２７年度第３回財務省第４入札等監視委員会が、平成２８年４月６日（水）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 



1

開催日及び場所 　平成２８年４月６日（水）　関東財務局大会議室

委　　員

審議対象期間 　平成２７年１０月１日（木）～ 平成２７年１２月３１日（木）

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　：

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

３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

財務省第４入札等監視委員会平成２７年度第３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）

さいたま新都心合同庁舎１号館電話交換設備の更新
一式
株式会社富士通マーケティング
156,448,800円
平成２７年１０月８日
関東財務局

（H27)首都圏地区合同宿舎消防用設備等保守点検業
務
旭建物管理株式会社
76,464,000円
平成２７年１２月１８日
関東財務局

自転車等の購入
幸和商事株式会社
5,408,460円
平成２７年１２月２１日
関東信越国税局

　なし

さいたま新都心合同庁舎１号館電話交換設備の更新　一式
(H27)首都圏地区合同宿舎消防用設備等保守点検業務
自転車等の購入

競争入札
（物品役務等）

３件
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富士通製である。

当初設置以降１５年を経過しているため、老朽化に伴う電話交換設備
の更新を行ったもので、機能としては、従来と同程度である。

管理庁が他省庁のため把握していないが、分かる範囲で後日改めて
ご報告する。（H25年度更新済）

事前質問は複数者あったが、電話交換設備と接続している交換対象
外の既存機器（ＰＨＳや２号館との内線接続）が継続して使用できる条
件を付しており、この機能を維持するためにはリスクがあるとして参加
を見合わせた等と聞いている。

点検は毎年行うのか。

【案件２】
（H27)首都圏地区合同宿舎消防用設
備等保守点検業務

電話交換設備の更新とはどの様なも
のか。

既存の設備はどこの製品か。

法定点検であり、毎年行っている。

仕様では居室内に入るとあるが。 ベランダにある避難はしごや共用部分以外にも室内に火災警報器が
設置されている箇所もあるため、居室内への立入りが規定されてい
る。

特殊な業務でないにもかかわらず、
一者応札となった理由について。

平成２５、２６年度は複数者の応札があった。
今年度は、８月に他省庁で消防点検業務に係る談合事件があり、９社
もの業者が指名停止になったので、その影響があったものと考える。

普通車と電動車の配置はどの様に
決めたのか。

１台当たりの自転車等の代金として
は高くないか。

【案件３】
自転車等の購入

２６税務署への、６３台の納品と５２台の引取り及び廃棄費用が含まれ
ている。

老朽度や各署の管内事情に応じて決めている。
なお、更新した自転車の平均使用年数は１１年程度である。

２号館の設備も更新されるのか。

落札者は業界の者か。

委員からの意見・質問 回答

点検により不具合が発見された場合
の対応はどうするのか。

報告を受け、別に発注します。

自転車販売店が参加しなった理由
は。

自転車販売店は仕様書を取りに来なかったため理由は不明である
が、国税局管内６県内の２６税務署に対し、納車及び廃棄を行うもので
あるため、利益の確保が難しいと判断されたのではないかと推察して
いる。

【案件１】
さいたま新都心合同庁舎１号館電話
交換設備の更新　一式

オフィス用品等を幅広く取り扱う商社である。

一者応札となった理由について。



別記様式１

（部局名：総括表） （審議対象期間　平成27年10月1日～平成27年12月31日）

備　　　　　考

総契約件数 159 件 15 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 29 件 1 件

②　随意契約（公共工事） 2 件 1 件

③　競争入札（物品役務等） 109 件 10 件

④　随意契約（物品役務等） 19 件 3 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 11 件

⑵　企画競争方式 0 件

⑶　公募方式 2 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１

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成27年10月1日～平成27年12月31日）

備　　　　　考

総契約件数 86 件 7 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 26 件 1 件

②　随意契約（公共工事） 2 件 1 件

③　競争入札（物品役務等） 48 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 7 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 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

法人番号
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27年10月1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

関東財務局水戸財務事務所筑波出張
所長

平成27年10月1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10月6日～ 平成28年3月14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10月6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

8010701013705

1050001015719

1020001036239

2020001014763

2

3

(H27)「(H28)西大久保第2住宅ほか1住宅屋
外排水設備改良その他工事」設計業務

平成27年度国有崖地崩落防止工事設計業務
等委託（横須賀市浦郷町一丁目）

神奈川県横須賀市浦郷町1-40-1先

「建設コンサルタント」

筑波廃止宿舎封鎖工事

茨城県つくば市竹園1丁目ほか

「大工工事」「造園工事」

239.8%

48,572,417円

48.2%  

 

東京都品川区西五反田
1-31-1日本生命五反田
ビル

茨城県つくば市寺具
1011-1

 

19,332,000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10月1日～平成27年12月31日）

平成27年10月1日

パシコン技術管理株式
会社

一般競争入札 13,143,600円

公共工事の名称、場所、期間及び種別

第8統括国有財産管理官

3

10,260,000円

78.0%

平成27年10月6日

株式会社アトラス設計

一般競争入札 8,278,494円

神奈川県横浜市青葉区
青葉台1-29-1ひこベー
ビル2階

3,996,000円

平成27年10月1日

筑波出張所

スズキ造園土木株式会
社

東京都新宿区大久保3-12ほか

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

平成27年度国有崖地崩落防止工事設計業務
等委託（横須賀市馬堀町四丁目）

平成27年10月6日

株式会社コーセツコン
サルタント

一般競争入札

神奈川県横須賀市馬堀町4-83-4のうち外

「建設コンサルタント」

9,925,200円 7,344,000円

73.9%  

第8統括国有財産管理官

神奈川県横浜市神奈川
区鶴屋町3-32-13



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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

平成27年10月6日～ 平成27年12月20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27年10月7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10月13日～ 平成28年3月10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10月14日～ 平成27年11月30日 鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

5010001078914

4010601035943

3050001027349

9010001110739

4

1

54.6%  

7,344,000円

第1統括国有財産管理官

22

12,721,032円 11,880,000円

93.3%  

東京財務事務所第7統括国有財産管理官

4

(H27)弁天住宅ほか11住宅開口部封鎖その
他工事

平成27年10月6日

赤塚工業株式会社

一般競争入札

千葉県千葉市中央区弁天4-8-1ほか

茨城県取手市白山6-12-
14

「建築一式工事」

18,480,016円 16,740,000円

90.5%  

千葉財務事務所

平成27年度国有擁壁工事（新宿区中井二丁
目）

平成27年10月7日

株式会社新星建設

一般競争入札

東京都新宿区中井2-1729-1

東京都中央区築地2-1-2
秀和築地レジデンス208
号室

「土木一式工事」「とび･土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事」

19,753,200円 19,440,000円

98.4%  

第8統括国有財産管理官

(H27)高井戸住宅ほか1住宅耐震診断業務

平成27年10月13日 一般競争入札 13,446,000円

東京都杉並区高井戸東4-3-23ほか

「建築士事務所」

東京都台東区北上野2-
8-7

株式会社アサノ大成基
礎エンジニアリング

(H27)小山台住宅ほか4住宅閉鎖工事

平成27年10月14日

株式会社リニューアル
ウィングス

一般競争入札

東京都品川区小山台2-7-1ほか

東京都墨田区両国4-36-
9

「建築一式工事」



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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10月15日～ 平成28年3月10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10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

関東財務局東京財務事務所長

平成27年10月15日～ 平成28年3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

関東財務局横浜財務事務所長

平成27年10月15日～ 平成28年3月11日 村田明彦

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

6180001038512

6180001038512

5010701015555

1021001033176

16

2

6,458,400円

愛知県名古屋市中川区
万場4-1111

68.2%  

51,516,000円

横浜財務事務所

11,894,040円 5,745,600円

48.3%

14,452,560円

第1統括国有財産管理官

 22

(H27)大宮住宅ほか1住宅耐震診断業務

平成27年10月15日

株式会社トクオ

一般競争入札

埼玉県さいたま市北区日進町1-40-12ほか

「建築士事務所」

「電気通信工事」

(H27)宮原住宅ほか1住宅耐震診断業務

平成27年10月15日

株式会社トクオ

一般競争入札

栃木県宇都宮市陽南4-10ほか

愛知県名古屋市中川区
万場4-1111

「建築士事務所」

神奈川県相模原市中央区矢部新田外

44.6%  

第1統括国有財産管理官

(H27)東京地区合同宿舎インターネット設
備修繕工事（単価契約）

平成27年10月15日

アライドテレシス株式
会社

一般競争入札

東京都北区赤羽台2-2-1ほか

東京都品川区西五反田
7-21-11

「建築一式工事」「土木一式工事」

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

@83,700円ほか

-
単価契約
予定調達総額
6,448,140円

東京財務事務所第7統括国有財産管理官

平成27年度国有建物解体等撤去その他工事
（相模原市）

平成27年10月15日 一般競争入札 75,428,891円

松浦建設株式会社

2

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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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11月2日～ 平成28年3月15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11月2日～ 平成28年3月15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11月4日～ 平成28年3月18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11月5日～ 平成28年3月15日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

7120001037196

1020001036239

3200001005628

株式会社山田建築事務
所

平成27年11月5日

568.0%

7,776,000円

平成27年度国有建物解体撤去工事設計図書
等作成業務委託（世田谷区下馬二丁目）

岐阜県岐阜市岩田西1-
96

東京都世田谷区下馬2-259-215ほか

11,432,880円一般競争入札

472.2%  東京都府中市浅間町一丁目のうち

神奈川県横浜市青葉区
青葉台1-29-1

「建築士事務所」 第3国有財産調整官

平成27年11月4日

株式会社アトラス設計

一般競争入札

東京都杉並区高円寺南5-777-1ほか

山梨県甲府市飯田2-6-6

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

平成27年11月2日

株式会社三宅建築設計
事務所

一般競争入札1090001005328

平成27年度国有建物解体撤去工事設計図書
等作成業務委託（府中市浅間町）

95.3% 4

14,580,000円

平成27年度国有建物解体撤去工事設計図書
等作成業務委託（杉並区高円寺南五丁目ほ
か）

「建築士事務所」 第8統括国有財産管理官

7,026,480円 5,076,000円

 

12,745,080円 12,517,200円

98.2%

 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-10-2ほか

東京都江東区亀戸1‐8
‐7

「建築士事務所」

 

第1統括国有財産管理官

平成27年度国有建物解体撤去工事設計図書
等作成業務委託（横浜市神奈川区新子安一
丁目ほか）

平成27年11月2日

株式会社阿波設計事務
所東京支店

5

一般競争入札 15,291,720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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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11月6日～ 平成28年6月14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11月6日～ 平成28年3月15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11月13日～ 平成28年6月14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11月17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

5050002011110

2021001016337

1010501028983

1040001038860平成27年11月13日

68.2% 5

 

 

一般競争入札

株式会社タジリ住建

(H27)青葉台住宅耐震改修その他工事

茨城県水戸市石川1-3835-1ほか

茨城県土浦市並木4-1-
36

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

(H27)石川住宅ほか1住宅屋外排水設備改良
その他工事監理業務

平成27年11月17日

有限会社枝川建築設計
事務所

一般競争入札 1,500,180円 1,198,800円

79.9% 2  

767.3%

神奈川県横浜市青葉区榎が丘30-2

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

(H27)青葉台住宅耐震改修その他工事監理
業務

3,607,027円 2,462,400円

東京都小金井市貫井北町3-880-2

「建築士事務所」 第1統括国有財産管理官

平成27年度国有建物解体撤去工事設計図書
等作成業務委託（小金井市貫井北町三丁
目）

平成27年11月6日

株式会社ヒラタ涯建築
設計事務所

4,536,000円6,733,800円一般競争入札

 神奈川県横浜市青葉区榎が丘30-2

神奈川県相模原市緑区
向原1-2-13

「建築一式工事」 第1統括国有財産管理官

平成27年11月6日 57,730,322円 53,946,000円

93.4% 5

東京都台東区柳橋1-1-
15浅草橋産業会館10階

千葉県松戸市岩瀬153-1
アセッツ松戸102

株式会社テレウス

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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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11月19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11月20日～ 平成28年3月15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11月20日～ 平成28年3月15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立川出張
所長

平成27年12月4日～ 平成28年1月29日 熊井　大

東京都立川市緑町4-2

3122001016638

4480001002497

4480001002497

7021002021034

東京都昭島市中神町1259ほか

神奈川県相模原市南区
麻溝台7-8-21

「建築一式工事」 立川出張所

(H27)昭島第2住宅ほか5住宅建物閉鎖その
他工事

平成27年12月4日

有限会社シティリ
フォーム

一般競争入札 16,597,097円 10,368,000円

54.7% 5  

62.4% 7  

東京都新宿区富久町90-2外2筆ほか

東京都中央区八丁堀2-
28-10

「建築士事務所」 第8統括国有財産管理官

平成27年度国有建物解体撤去工事設計図書
等作成業務委託（新宿区富久町ほか）

平成27年11月20日

株式会社宮建築設計東
京支店

一般競争入札 11,507,400円 6,296,400円

東京都練馬区上石神井3-79-91ほか

東京都中央区八丁堀2-
28-10

「建築士事務所」 第8統括国有財産管理官

平成27年度国有建物解体撤去工事設計図書
等作成業務委託（練馬区上石神井三丁目ほ
か）

平成27年11月20日

株式会社宮建築設計東
京支店

一般競争入札 10,889,640円 6,188,400円

98.7% 6  

56.8% 7  

埼玉県さいたま市北区日進町1-40-12

大阪府四條畷市雁屋北
町8-16

「防水工事」 第1統括国有財産管理官

(H27)大宮住宅屋上防水改修工事

平成27年11月19日

株式会社藤井工業

一般競争入札 65,077,464円 64,260,000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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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

関東財務局東京財務事務所長

平成27年12月16日～ 平成28年2月14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27年12月24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

1030002025454

栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢字台ノ
原3226

栃木県那須郡那珂川町
大内2890

「建築一式工事」

6060001008064

第1統括国有財産管理官

(H27)宮内庁御料牧場既設宿舎解体工事

平成27年12月24日

佐藤建設株式会社

一般競争入札 15,733,127円 10,206,000円

27.6% 5  

64.8% 7  

東京都文京区湯島4-6-15

埼玉県戸田市笹目南町
19-10

「電気工事」 東京財務事務所総務課

湯島地方合同庁舎非常灯交換工事

平成27年12月16日

有限会社山田電業

一般競争入札 4,525,718円 1,252,800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）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

法人番号
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27年11月6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11月11日～ 平成28年3月18日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

 

1050001000745

7120001037196

（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11月11日

株式会社阿波設計事務
所東京支店

(H27)石川住宅ほか1住宅屋外排水設備改
良その他工事

茨城県水戸市石川1-3835-1ほか

3

東京都江東区亀戸1‐8
‐7

第1統括国有財産管理官

 

1  

平成27年度国有建物解体撤去工事設計図
書等作成業務委託（世田谷区岡本二丁
目）

11,288,169円

6,642,000円

99.3%
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

東京都世田谷区岡本2-439-8

「建築士事務所」

「土木一式工事」「管工事」

6,684,120円

契約一覧表（随意契約（公共工事））

（審議対象期間　平成27年10月1日～平成27年12月31日）

平成27年11月6日

株式会社上水戸大久保
工務店

茨城県水戸市上水戸4-
2-4

 

第1統括国有財産管理官

11,286,000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



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

法人番号
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

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ほか9
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

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

一式
埼玉県さいたま市浦和区
北浦和5-15-39

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（東京都板橋
区）

一式

乗用自動車（ハイブリッド自動車）
の購入（交換契約）

4台

さいたま新都心合同庁舎1号館電話交
換設備の更新 一式

平成27年10月8日

一式

183,337,050円
（A）

43,524,056円

85.3%
（B/A×
100）

1

東京都港区南2-15-3

合同庁舎管理官

分担契約
契約総額
156,448,800円
（B)

 

一式
静岡県静岡市葵区西草深
町7-13

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（東京都葛飾区
小菅1-19-23外3筆）

平成27年10月14日

中部不動産鑑定所

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

246,240円

不動産鑑定評価業務（埼玉県川口市
飯塚1-336-1外）

平成27年10月14日

ときわ不動産鑑定株式会
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

199,800円

-

平成27年10月5日

埼玉トヨタ自動車株式会
社

一般競争入札
(総合評価方式)

埼玉県さいたま市中央区
下落合6-1-18

7

- 4

株式会社富士通マーケ
ティング

一般競争入札

 

 

東京財務事務所第4統括国有財産管理官

9,152,454円 8,151,397円

89.0%  

会計課

5

2

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成27年10月1日～平成27年12月31日）

平成27年10月2日

株式会社アイレックス

東京都港区西新橋2-7-
4CJビル11階

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

300,240円

-

6010401036710

8030001003330

5010001006767

-

4030001110097



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

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

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

関東財務局長野財務事務所長

新井英男

長野県長野市旭町1108

分任支出負担行為担当官

関東財務局新潟財務事務所長

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

33.7% 10  

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

平潟・富岡・南小菅ヶ谷住宅土壌汚
染概況調査

平成27年10月29日

株式会社オオスミ

一般競争入札 25,434,489円 8,586,000円

96.1% 1  

一式
新潟県新潟市中央区明石
2-2-20

新潟財務事務所

国有地地積測量業務（新潟県長岡市
楡原外2物件）

平成27年10月26日

公益社団法人新潟県公共
嘱託登記土地家屋調査士
協会

一般競争入札 4,719,600円 4,536,000円

一式
長野県塩尻市大門桔梗町
1-2

2110005000032

長野財務事務所

国有地地積測量業務（長野市）

平成27年10月20日

田口正幸土地家屋調査士
事務所

一般競争入札 1,479,600円 516,240円-

723,600円

- 3  

34.8% 3  

一式 茨城県水戸市城南1-8-9

水戸財務事務所

3  

一式 茨城県土浦市大岩田534

筑波出張所

愛宕住宅ほか9住宅消防用設備等保守
点検業務

平成27年10月19日

日本防災株式会社

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

竹園2丁目住宅ほか3住宅草刈業務

平成27年10月16日

第一造園土木株式会社

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

864,000円

-

2050001009414

7050001001977

9020001001243



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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

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

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

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

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立川出張所長

熊井　大

東京都立川市緑町4-2

20.4% 11  

一式
愛知県名古屋市北区若鶴
町152

立川出張所

(H27)国立住宅ほか3住宅土壌汚染
（概況）調査業務

平成27年11月4日

株式会社環境科学研究所

一般競争入札 14,531,700円 2,970,000円

67.9% 4  

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
区北沢外2件）

平成27年11月4日

株式会社砂子田コンサル
タント

一般競争入札 1,987,200円 1,350,000円

43.8% 4  

一式 千葉県野田市尾崎32-1

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（東京都品川区
大井外2件）

平成27年11月4日

株式会社富士技術サービ
ス

一般競争入札 1,749,600円 766,800円

39.5% 7  

一式
東京都八王子市南大沢5-
7-10-104

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（東京都杉並
区）

平成27年10月30日

早川土地家屋調査士事務
所

一般競争入札 1,911,600円 756,000円

48.4% 7  

一式
東京都立川市柏町3-3-5-
203

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（東京都新宿
区、杉並区、板橋区）

平成27年10月30日

有限会社まつい測量事務
所

一般競争入札 1,868,400円 905,040円2012802002162

-

3040001071488

2012401014674

8180001011830



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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

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立川出張所長

熊井　大

東京都立川市緑町4-2ほか6官署等

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ほか1官
署

32.1%
（B/A×
100)

8

分担契約
契約総額
1,242,000円
（B）

一式
東京都大田区東蒲田2-
19-15

横浜財務事務所

横浜第2合同庁舎消防設備点検時不具
合箇所修繕外作業

平成27年11月11日

株式会社東京城南サービ
ス

一般競争入札
3,861,109円

（A)
1,174,716円

52.8% 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(那須塩原市）

平成27年11月11日

有限会社森永設計

一般競争入札 2,106,000円 1,112,400円

- 3

単価契約
分担契約
予定調達総額
31,192,000円
分担予定額
2,220,873円

予定調達数量1,466,000kwh
東京都千代田区大手町1-
4-2

立川出張所

立川地方合同庁舎で使用する電気

平成27年11月10日

丸紅株式会社

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

基本料金
950.00円/kw･月

従量料金
（通常期）
15.99円/kwh
（夏季）

17.13円/kwh

51.3% 3  

一式
神奈川県川崎市高津区梶
ケ谷3-14-23

横浜財務事務所

国有地地積測量業務 (箱根町)

平成27年11月9日

株式会社カワコン

一般競争入札 1,933,200円 993,600円

55.9% 4  

一式 東京都文京区本郷6-21-4

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
大塚外2件）

平成27年11月6日

有限会社測量調査技研

一般競争入札 1,738,800円 972,000円6010002049277

8020001080783

9010001008776

1030002031493

4010801021677



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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

関東財務局甲府財務事務所長

中村佳子

山梨県甲府市丸の内1-1-18

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

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

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

93.3% 4  

一式
東京都世田谷区代田3-
13-12

第4統括国有財産管理官

(H27)合同宿舎建物定期点検外業務

平成27年11月20日

旭建物管理株式会社

一般競争入札 56,628,849円 52,855,200円

43.7% 4  

一式
埼玉県所沢市花園4‐
2578-25

立川出張所

国有地地積測量業務（三鷹市大沢六
丁目外4件）

平成27年11月19日

有限会社森永設計

一般競争入札 3,304,800円 1,447,200円

58.7% 2  

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（山梨県南巨摩
郡富士川町小林外6件）

平成27年11月19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 4,687,200円 2,754,000円

39.1% 2  

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（山梨県甲府市
上今井町外5件）

平成27年11月19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 4,114,800円 1,609,200円

77.6% 1  

一式
茨城県水戸市大足町
1078-1

水戸財務事務所

国有地地積測量業務（水戸市吉沢
町）

平成27年11月13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 7,927,200円 6,156,000円6050005000407

6090005000213

6090005000213

1030002031493

1010901017116



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

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

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

関東財務局東京財務事務所長

鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

37.4% 12  

一式
東京都大田区中馬込2-2-
12

東京財務事務所第2統括国有財産管理官

国有財産土壌汚染概況調査（東京都
江戸川区）

平成27年11月25日

日本物理探鑛株式会社

一般競争入札 2,309,259円 864,000円

58.4% 6  

一式
茨城県水戸市百合が丘町
7-13

千葉財務事務所

国有財産測量業務（千葉県君津市）

平成27年11月24日

荻野土地家屋調査士事務
所

一般競争入札 1,404,000円 820,800円

- 2
単価契約
予定調達総額
1,657,843円

一式
福岡県福岡市中央区天神
2-14-2

会計課

平成27年度健康管理のためのカウン
セリング業務

平成27年11月24日

株式会社キャリアバンク

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

＠3,985円/ｈ

- 9  

一式
神奈川県横浜市金沢区幸
浦2-1-13

立川出張所

国有建物アスベスト・PCB調査業務
（東京都府中市）

平成27年11月20日

ユーロフィン日本環境株
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

7,231,680円

- 6  

一式
東京都小平市御幸町316
‐2

立川出張所

(H27)国立住宅ほか4住宅樹木剪定等
業務

平成27年11月20日

株式会社山水園

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

2,039,040円1012701000367

8020001022678

3290001018902

-

6010801009076



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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横須賀出張所
長

小川良樹

神奈川県横須賀市新港町1-8

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長

鞆田周一

東京都文京区湯島4-6-15

- 5  

一式
茨城県龍ケ崎市佐貫3-
11-14

東京財務事務所第1統括国有財産管理官

(H27)九段会館外12箇所警備委託業務

平成27年11月30日

株式会社イー・アール

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

2,608,848円

- 2  

一式
東京都中央区日本橋大伝
馬町11-8

会計課

(Ｈ27)平成28年度建設資材価格等調
査業務

平成27年11月30日

一般財団法人建設物価調
査会

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

6,253,200円

98.3% 3  

一式 東京都渋谷区本町4-12-7

横須賀出張所

国有陸橋補修等詳細設計委託業務

平成27年11月27日

株式会社エイテック

一般競争入札 6,015,600円 5,918,400円

23.7% 7  

一式
群馬県前橋市荒子町
1598-2

前橋財務事務所

嘱託登記申請用図面等作成業務（東
前橋住宅）

平成27年11月27日

井上測量設計株式会社

一般競争入札 2,203,200円 523,800円

- 2  

一式
京都府京都市上京区千本
通元誓願寺上る南辻町
369-3 会計課

情報セキュリティ責任者等向けセ
キュリティ研修の請負業務

平成27年11月27日

株式会社ケーケーシー情
報システム

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

1,242,000円9130001002908

7070001000325

4011001059252

6010005018675

8050001025728



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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

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

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

関東財務局水戸財務事務所長

来田　忍

茨城県水戸市北見町1-4

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

88.5% 2  

613冊
愛知県名古屋市中区栄1-
23-20

会計課

証券六法（平成28年版）の購入

平成27年12月10日

新日本法規出版株式会社

一般競争入札 3,813,350円 3,376,404円

38.8% 3  

一式
茨城県ひたちなか市中根
3646-6

水戸財務事務所

石川住宅2・3・4・5号棟樹木剪定業
務

平成27年12月4日

株式会社都市緑地サービ
ス

一般競争入札 1,360,800円 529,200円

92.6% 2

分担契約
契約総額
4,553,820円
全額を当局に
て負担

78台 東京都文京区本郷5-1-13

横浜財務事務所

横浜第2合同庁舎会議室用机の購入

平成27年12月3日

幸和商事株式会社

一般競争入札 4,912,488円 4,553,820円

- 3  

一式
千葉県千葉市稲毛区稲毛
東3-6-15

東京財務事務所第5統括国有財産管理官

(H27)緑ヶ丘分室外12箇所警備委託業
務

平成27年11月30日

株式会社ＭＳＫ

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

2,808,000円

- 3  

一式
茨城県龍ケ崎市佐貫3-
11-14

東京財務事務所第4統括国有財産管理官

(H27)滝野川宿舎外10箇所警備委託業
務

平成27年11月30日

株式会社イー・アール

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

2,371,680円8050001025728

7040001076153

5010001002683

9050001006958

5180001036822



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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

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

関東財務局新潟財務事務所長

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

関東財務局前橋財務事務所長

松永雅博

群馬県前橋市大手町2-3-1

41.6% 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（桐生市・みど
り市）

平成27年12月22日

有限会社森永設計

一般競争入札 1,609,200円 669,600円

- 3  

一式 新潟県佐渡市長木675

新潟財務事務所

松浜住宅樹木伐採外業務

平成27年12月18日

伊藤建設株式会社

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

2,916,000円

94.7% 1  

一式
東京都世田谷区代田3-
13-12

第4統括国有財産管理官

(H27)首都圏地区合同宿舎消防用設備
等保守点検業務

平成27年12月18日

旭建物管理株式会社

一般競争入札 80,717,796円 76,464,000円

- 2  

一式
東京都江戸川区中葛西5-
41-12 AT21.3F

第4統括国有財産管理官

(H27)首都圏地区合同宿舎給水施設清
掃等保守点検業務

平成27年12月18日

株式会社首都圏サービス

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

11,664,000円

- 1

分担契約
契約総額
9,288,000円
全額を当局に
て負担

NC用バッテリー81台ほか16品目
埼玉県さいたま市大宮区
土手町１－２JA共済埼玉
ビル 合同庁舎管理官

NC用バッテリーほかの購入

平成27年12月17日

ジョンソンコントロール
ズ株式会社北関東支店

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

9,288,000円8011001046081

1011701004080

1010901017116

7110001027479

1030002031493



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

分任支出負担行為担当官

関東財務局長野財務事務所長

新井英男

長野県長野市旭町1108

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ほか3官
署

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。

30.4% 2  

一式
千葉県四街道市四街道
1521

筑波出張所

国有地地積測量業務（合同宿舎「筑
波松代４丁目住宅」）

平成27年12月28日

株式会社中央測量

一般競争入札 3,931,200円 1,198,800円

27.7%
（B/A×
100)

3

分担契約
契約総額
9,417,600円
（B）

一式 東京都荒川区町屋8-12-7

横浜財務事務所

横浜第2合同庁舎直流電源装置更新業
務

平成27年12月28日

日立バッテリー販売サー
ビス株式会社

一般競争入札
33,990,640円

（A)
1,080,000円

33.4% 2  

一式
長野県長野市大字柳原
1494-7

長野財務事務所

国有地地積測量業務（長野市）

平成27年12月24日

黒田整地開発株式会社

一般競争入札 1,188,000円 397,440円8100001000873

9011501008398

9040001047342



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

法人番号
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

関東財務局前橋財務事務所長

松永雅博

一式 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

4

4

3,456,000円

-

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

 

東京財務事務所第3統括国有財産管理官

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

2

 

(H27)小日向住宅外6箇所警備委託業
務

平成27年11月30日

東京警備保障株式会社 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

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

1,855,707円

東京都港区東新橋2-11-
7

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

-   

 

2

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成27年10月1日～平成27年12月31日）

動産（非上場株式）の価格にかかる
鑑定評価

平成27年11月6日

神山公認会計士事務所
神山敏夫

東京都千代田区麹町3-
6-5麹町GN安田ビル

-

動産（非上場株式）の価格にかかる
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

平成27年11月6日

(H27)新宿寮外5箇所警備委託業務

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27年11月27日

中間貯蔵・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

 

北海道室蘭市仲町14-7

前橋財務事務所

3,054,240円 3,054,240円

100.0%  

  

東京財務事務所第2統括国有財産管理官

-

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

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

1,818,288円

-  

平成27年11月30日

株式会社イー・アール

茨城県龍ケ崎市佐貫3-
11-14

-

2010401053420

5010401020483

8050001025728



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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

一式
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

一式
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立
川出張所長

熊井　大

一式 東京都立川市緑町4-2

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所立
川出張所長

熊井　大

一式 東京都立川市緑町4-2

410,400円

- 4   
不動産鑑定評価業務（横浜市鶴見
区）

平成27年11月30日

株式会社アイレックス

不動産鑑定評価業務（東京都立川
市）

平成27年12月2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

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

354,240円

東京都港区西新橋2-7-4

横浜財務事務所

不動産鑑定評価業務（横浜市鶴見
区）

平成27年11月30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

- 4   

東京都渋谷区道玄坂1-
21-2

横浜財務事務所

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

375,840円

- 4   

東京都港区西新橋2-7-
4CJビル11階

立川出張所

不動産鑑定評価業務（東京都立川
市）

平成27年12月2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

594,000円

- 4   

東京都中央区日本橋3-
5-14

立川出張所

6010401036710

6010001050293

6010401036710

7011001016580



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31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

定期健康診断の業務に関する契約
（平成27年度）

平成27年12月7日

一般財団法人近藤記念
医学財団富坂診療所

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

@990円ほか

- 2  
単価契約
予定調達総額
1,348,668円

東京都文京区本郷1-33-
9

東京財務事務所総務課

（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。

2010005018621



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
法人番号

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10月7日～ 平成28年2月29日

平成27年11月6日～ 平成28年3月31日

「土木一式工事」「とび･土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事」

さいたま新都心合同庁舎1号館電話交換設
備の更新 一式

一式

99.9%

96.1%

85.3%
（B/A×
100）

1

1

1

119,440,000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

43,524,056円

分担契約
契約総額

156,448,800円（B）

4,719,600円 4,536,000円平成27年10月26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10月1日～平成27年12月31日）

平成27年10月7日 一般競争入札 19,753,200円 98.4%

183,337,050円
（A）

平成27年10月8日

東京都中央区築地2-1-2
秀和築地レジデンス208
号室

東京都港区南2-15-3

株式会社富士通マーケ
ティング

新潟県新潟市中央区明石
2-2-20

9010001110739

5010001006767

2110005000032

一般競争入札

株式会社新星建設

(H27)石川住宅ほか1住宅屋外排水設備改
良その他工事

国有地地積測量業務（新潟県長岡市楡原
外2物件）

一式

平成27年度国有擁壁工事（新宿区中井二
丁目）

東京都新宿区中井2-1729-1

平成27年11月6日

公益社団法人新潟県公共
嘱託登記土地家屋調査士
協会

一般競争入札

株式会社上水戸大久保工
務店

不落・不調

茨城県水戸市上水戸4-2-
4

11,288,169円 11,286,000円1050001000745

茨城県水戸市石川1-3835-1ほか

「土木一式工事」「管工事」



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
法人番号

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27年10月1日～平成27年12月31日）

(H27)首都圏地区合同宿舎消防用設備等保
守点検業務

80,717,796円

東京都世田谷区代田3-
13-12

76,464,000円 94.7% 1

旭建物管理株式会社

7,927,200円 6,156,000円 177.6%

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

9,288,000円 - 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。

茨城県水戸市大足町
1078-1

一般競争入札

一般競争入札

平成27年12月18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

埼玉県さいたま市大宮区
土手町１－２JA共済埼玉
ビル

平成27年11月13日

一般競争入札

国有地地積測量業務（水戸市吉沢町）

一式

平成27年12月17日

NC用バッテリーほかの購入

NC用バッテリー81台ほか16品目

一式

6050005000407

8011001046081

1010901017116

ジョンソンコントロール
ズ株式会社北関東支店



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10月1日～平成27年12月31日）

備　　　　　考

総契約件数 73 件 8 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 3 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） 61 件 5 件

④　随意契約（物品役務等） 9 件 3 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 5 件

⑵　企画競争方式 0 件

⑶　公募方式 2 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

法人番号
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

潮来税務署鹿嶋宿舎屋上防水改修工事
茨城県鹿嶋市大字平井894-2
平成27年10月29日～平成27年12月11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
木村　保
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成27年10月29日
上毛産業株式会社
群馬県高崎市東貝沢町
3-34-7

8070001007113 一般競争入札 14,242,608円 5,832,000円 40.9% 8

新潟地方合同庁舎車庫棟内装改修その他
工事
新潟県新潟市中央区西大畑町5191
平成27年11月4日～平成28年1月12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
木村　保
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成27年11月4日
株式会社セキヤ
新潟県新潟市南区東萱
場字土居下2161-1

1110001007511 一般競争入札 5,464,584円 5,292,000円 96.8% 5

伊勢崎税務署外構整備工事
群馬県伊勢崎市鹿島町562-1
平成27年11月13日～平成28年１月22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11月13日
トーモー株式会社
群馬県伊勢崎市寿町
162

2070001013587 一般競争入札 5,028,480円 3,024,000円 60.1% 4

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（審議対象期間　平成27年10月1日～平成27年12月31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

法人番号
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27年10月1日～平成27年12月31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

法人番号
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年分所得税及び復興特別所得税
並びに消費税及び地方消費税の確定申
告書用紙等の封入業務（Eブロック）
116,971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10月20日
日本通信紙株式会社
東京都台東区下谷1-7-5

7010501010507 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円ほか － 7
単価契約
予定調達総額
4,473,042円

電話相談業務に係る通信回線提供業務
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10月23日
ソフトバンク株式会社
東京都港区東新橋1-9-1

9010401052465 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

4,147,200円 － 2

日立税務署北側外壁改修その他工事設
計業務委託
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10月28日
村田建築都市研究所
茨城県つくば市松代3-6-
14-D202

- 一般競争入札 1,104,192円 636,120円 57.6% 11

大町税務署給排水設備改修工事設計業
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10月28日

株式会社アイエーディー
建築事務所
長野県長野市大字上駒沢
65-1

5100001004704 一般競争入札 1,472,256円 961,200円 65.2% 5

柏崎税務署外１署給排水設備改修その
他工事設計業務委託
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10月28日

株式会社アイエーディー
建築事務所
長野県長野市大字上駒沢
65-1

5100001004704 一般競争入札 2,870,856円 1,728,000円 60.1% 5

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成27年10月1日～平成27年12月31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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

簿書整理用厚紙等の刷成
簿書整理用表紙34,000枚ほか23品目

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10月29日
光写真印刷株式会社
東京都大田区下丸子2-
24-26

7010801009991 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

1,486,080円 － 5

所得税確定申告書等関係用紙の発送
（代行）業務
1,138,556通

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10月30日

メールソリューション・
ジャパン株式会社
東京都千代田区東神田2-
8-13

8010001090081 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

@50.64円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
58,080,838円

関東信越国税局管内長野県下税務署の
清掃業務（区分１飯田高羽合同庁舎）
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10月30日

株式会社ビルメン信越コ
ントロールズ
長野県長野市大字高田
253-2

4100001005158 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

1,117,800円 － 3

関東信越国税局管内長野県下税務署の
清掃業務（区分２長野県下税務署）
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10月30日
ゼンユウ総業株式会社
長野県松本市神林2175-2

2100001013410 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

2,331,180円 － 3

預貯金口座振替依頼書はがきの刷成等
業務
682,950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11月4日
福島印刷株式会社
石川県金沢市佐奇森町ル
6

2220001005602 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

3,319,137円 － 3



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

携帯用複写機の購入
180台

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11月10日
株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

6010001055730 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

6,178,032円 － 2

平成27年分所得税・消費税の確定申告
に係るお知らせ通知書・納付書の封入
及び仕分作業の外部委託
109,800件ほか

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11月16日
株式会社東京メール
東京都渋谷区富ヶ谷2-
42-3

1011001016529 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

@15.12円ほか － 3
単価契約
予定調達総額
2,622,472円

平成27年分所得税及び復興特別所得税
並びに消費税及び地方消費税の確定申
告書用紙等の封入業務（Ａブロック）
179,427件ほか

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11月16日
株式会社アテナ
東京都江戸川区臨海町5-
2-2

4011701000317 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

@49.68円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
9,802,244円

平成27年分所得税及び復興特別所得税
並びに消費税及び地方消費税の確定申
告書用紙等の封入業務（Ｂブロック）
200,387件ほか

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11月16日
株式会社東京メール
東京都渋谷区富ヶ谷2-
42-3

1011001016529 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

@49.68円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
10,956,062円

平成27年分所得税及び復興特別所得税
並びに消費税及び地方消費税の確定申
告書用紙等の封入業務（Ｃブロック）
192,719件ほか

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11月16日
株式会社メールハウス
埼玉県川越市問屋町3-7

9030001057383 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

@51.84円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
10,816,785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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

平成27年分所得税及び復興特別所得税
並びに消費税及び地方消費税の確定申
告書用紙等の封入業務（Ｄブロック）
112,814件ほか

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11月16日
株式会社アテナ
東京都江戸川区臨海町5-
2-2

4011701000317 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

@51.84円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
6,456,533円

平成27年分所得税及び復興特別所得税
並びに消費税及び地方消費税の確定申
告書用紙等の封入業務（Ｅブロック）
141,032件ほか

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11月16日
株式会社メールハウス
埼玉県川越市問屋町3-7

9030001057383 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

@52.92円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
8,018,771円

平成27年分所得税及び復興特別所得税
並びに消費税及び地方消費税の確定申
告書用紙等の封入業務（Ｆブロック）
142,531件ほか

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11月16日
日本通信紙株式会社
東京都台東区下谷1-7-5

7010501010507 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

@57.24円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
8,892,140円

電動穿孔機（２穴）の購入
45台

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11月24日
文祥堂商事株式会社
東京都中央区銀座3-4-12

4010001104613 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

5,034,960円 － 2

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の消耗
品及び本体の交換等
成人用パットカートリッジ122組ほか3
品目

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11月25日

綜合警備保障株式会社埼
玉中央支社
埼玉県さいたま市大宮区
錦町682-2

3010401016070 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

4,447,094円 － 2



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

確定申告会場におけるＬＡＮ配線及び
パソコン等設定作業
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11月26日
広友イノテックス株式会
社
東京都港区赤坂1-4-17

1010401063569 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

16,092,000円 － 2

事務室等備品の賃貸借業務（区分２）
パーテーション301個ほか37品目

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11月26日
広友リース株式会社
東京都港区赤坂1-4-17

3010401025419 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

@4,860円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
14,662,630円

事務室等備品の賃貸借業務（区分３）
ベルトパーテーション260個ほか37品
目

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11月26日
日建リース工業株式会社
東京都東久留米市八幡町
2-11-73

1012701003766 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

@3,348円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
10,255,410円

事務室等備品の賃貸借業務（区分５）
加湿器38個ほか37品目

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11月26日
日建リース工業株式会社
東京都東久留米市八幡町
2-11-73

1012701003766 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

@27,000円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
13,623,795円

事務室等備品の賃貸借業務（区分６）
加湿器28個ほか31品目

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11月26日
日建リース工業株式会社
東京都東久留米市八幡町
2-11-73

1012701003766 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

@27,000円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
7,479,432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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

事務室等備品の賃貸借業務（区分７）
モノクロ複写機64台ほか1品目

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11月26日

リコーソリューションズ
東京株式会社
東京都品川区北品川1-8-
11

3010701024038 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

@27,540円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
4,150,699円

税務署内ＬＡＮ配線移設業務
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11月27日

東通ネットワーク株式会
社
東京都中央区築地2-11-
26

6010001092261 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

2,257,200円 － 3

関東信越国税局管内税務署事務室及び
署外会場の什器類等の移設業務
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11月27日
株式会社ジェイアール東
日本物流
東京都墨田区錦糸3-2-1

9010601022169 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

4,724,958円 － 5

自動製版印刷機の購入
48台

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11月30日

理想科学工業株式会社理
想さいたま支店
埼玉県さいたま市大宮区
宮町4-138

9010401031452 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

8,138,880円 － 3

埼玉県内13税務署における駐車場等警
備業務
14,718時間

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12月2日

ビソー工業株式会社
埼玉県さいたま市西区大
字西新井字堤崎前505-
121

2030001007106 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

@1,782円 － 4
単価契約
予定調達総額
26,227,476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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

自宅ＩＣＴ申告勧奨用ＤＭの刷成
78,000枚ほか1品目

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12月3日
寿堂紙製品工業株式会社
東京都板橋区弥生町60-4

5011401002216 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

@20.898円 － 4
単価契約
予定調達総額
2,361,474円

税務大学校関東信越研修所における講
義中継システム増設業務
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12月4日
文祥堂商事株式会社
東京都中央区銀座3-4-12

4010001104613 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

1,566,000円 － 3

確定申告期におけるインターネット回
線提供業務
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12月4日

東日本電信電話株式会社
ビジネス＆オフィス営業
推進本部
埼玉県さいたま市浦和区
常盤5-8-17

8011101028104 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

7,869,960円 － 1

関東信越国税局管内税務署等における
駐車場等警備業務（関東）区分１水戸
税務署
862.5時間

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12月7日

株式会社ユニオン・ガー
ド
茨城県水戸市元石川町
857-2

3050001004538 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

@1,890円 － 3
単価契約
予定調達総額
1,630,125円

関東信越国税局管内税務署等における
駐車場等警備業務（関東）区分２下館
税務署
600時間

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12月7日
株式会社トスネット茨城
茨城県水戸市酒門町
3298-3

3050001025055 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円 － 2
単価契約
予定調達総額
1,166,400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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

関東信越国税局管内税務署等における
駐車場等警備業務（関東）区分５栃木
税務署
666.5時間

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12月7日
株式会社カルテック
栃木県宇都宮市今宮4-6-
30

8060001007080 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

@1,836円 － 2
単価契約
予定調達総額
1,223,694円

関東信越国税局管内税務署等における
駐車場等警備業務（関東）区分６高崎
税務署
792時間

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12月7日
ケービックス株式会社
群馬県前橋市問屋町1-3-
1

9070001001148 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

@1,296円 － 2

単価契約
予定調達総額
1,026,432円
分担契約
分担予定額
839,808円

関東信越国税局管内税務署等における
駐車場等警備業務（関東）区分７館林
税務署
727.5時間

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12月7日

ビソー工業株式会社
埼玉県さいたま市西区大
字西新井字堤崎前505-
121

2030001007106 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円 － 1
単価契約
予定調達総額
1,414,260円

関東信越国税局管内税務署等における
駐車場等警備業務（信越）区分１長岡
税務署
1,536時間

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12月7日
北越警備保障株式会社
新潟県長岡市川崎町字前
田2228-31

1110001023145 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

@1,674円 － 1
単価契約
予定調達総額
2,571,264円

関東信越国税局管内税務署等における
駐車場等警備業務（信越）区分２長野
税務署
1,200時間

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12月7日
株式会社シンワ警備保障
長野県長野市大字風間字
古屋敷1200-1

4100001004606 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

@1,782円 － 2
単価契約
予定調達総額
2,138,400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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

関東信越国税局管内税務署等における
駐車場等警備業務（信越）区分３松本
税務署
1,128時間

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12月7日
株式会社シンワ警備保障
長野県長野市大字風間字
古屋敷1200-1

4100001004606 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

@1,782円 － 2
単価契約
予定調達総額
2,010,096円

関東信越国税局管内税務署等における
駐車場等警備業務（信越）区分４上田
税務署
705.5時間

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12月7日
株式会社シンワ警備保障
長野県長野市大字風間字
古屋敷1200-1

4100001004606 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

@1,782円 － 2
単価契約
予定調達総額
1,257,201円

関東信越国税局管内税務署等における
駐車場等警備業務（信越）区分５諏訪
税務署
960時間

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12月7日
株式会社シンワ警備保障
長野県長野市大字風間字
古屋敷1200-1

4100001004606 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

@1,782円 － 2
単価契約
予定調達総額
1,710,720円

自宅ＩＣＴ申告勧奨用ＤＭの発送代行
業務
113,000通

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12月9日

メールソリューション・
ジャパン株式会社
東京都千代田区東神田2-
8-13

8010001090081 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

@50.3712円 － 5
単価契約
予定調達総額
5,691,945円

平成27年度合同業務説明会支援業務
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12月9日
株式会社マイナビ
東京都千代田区一ツ橋1-
1-1

3010001029968 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

1,231,200円 － 1



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

平成27年度中学生の「税についての作
文」優秀作品集の刷成業務
28,223部

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12月10日
株式会社白樺写真工芸
千葉県千葉市稲毛区山王
町102-5

2040001003459 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

1,446,800円 － 5

確定申告期鉄道車内吊り広告業務（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12月11日
株式会社むつみや
東京都渋谷区松濤1-26-
21

4011001022945 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

1,009,800円 － 3

栃木税務署ほか４署における応接用ソ
ファーの購入
安楽椅子15台ほか1品目

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12月18日
文祥堂商事株式会社
東京都中央区銀座3-4-12

4010001104613 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

6,177,600円 － 2

イントラネット翻訳支援システムの購
入
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12月18日

株式会社クロスランゲー
ジ
東京都千代田区紀尾井町
3-6

6010001128759 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

8,205,840円 － 2

サーバ室内ＬＡＮケーブル及び電源
ケーブル整備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12月18日
電通工業株式会社
東京都港区新橋5-30-4

7010401018749 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

842,400円 － 3



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

折りたたみコンテナ他５点の購入
折りたたみコンテナ500個ほか5品目

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12月21日
株式会社広野
埼玉県さいたま市桜区南
元宿2-15-5

3030001007047 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

3,396,492円 － 2

ポータブルナビゲーションの購入
322台

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12月21日

株式会社ベスト電器東京
法人営業部
東京都小金井市本町5-
11-2

6290001017752 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

5,320,728円 － 4

自転車等の購入
電動自転車30台ほか2品目

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12月21日
幸和商事株式会社
東京都文京区本郷5-1-13

5010001002683 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

5,408,460円 － 1

竜ケ崎税務署における駐車場等警備業
務（区分２）
792時間

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12月22日
株式会社イー・アール
茨城県龍ケ﨑市佐貫3-
11-14

8050001025728 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

@2,484円 － 2
単価契約
予定調達総額
1,967,328円

竜ケ崎税務署における駐車場等警備業
務（区分３）
632時間

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12月22日
株式会社イー・アール
茨城県龍ケ﨑市佐貫3-
11-14

8050001025728 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

@2,482円 － 2
単価契約
予定調達総額
1,569,240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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

サインホルダーの購入
1,000個

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12月22日
幸和商事株式会社
東京都文京区本郷5-1-13

5010001002683 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

@1,458円 － 3
単価契約
予定調達総額
1,458,000円

会議用テーブルの購入
149台

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12月28日
幸和商事株式会社
東京都文京区本郷5-1-13

5010001002683 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

12,226,680円 － 2

ガスクロマトグラフの購入
1台

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12月28日

株式会社島津製作所北関
東支店
埼玉県さいたま市大宮区
吉敷町1-41

6130001021068 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

2,505,600円 － 2

什器の修繕
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12月28日
株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

6010001055730 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

1,630,800円 － 3

シュレッダーの購入
17台

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12月28日
株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

6010001055730 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

9,290,160円 － 3



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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

ドキュメントハンドリングソフトウェ
ア（新規及びバージョンアップ用）の
購入
7,000ライセンスほか2品目

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12月28日
富士ゼロックス株式会社
東京都港区六本木3-1-1

3010401026805 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

15,810,120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

法人番号
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

加除式図書の追録の購入
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10月1日
第一法規株式会社
東京都港区南青山２－１
１－１７

7010401017486

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。

1,671,754円 1,671,754円 100.0% －

平成27年分所得税等の確定申告期にお
ける長野税務署の確定申告会場の賃貸
借業務
平成28年２月８日～平成28年３月17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10月26日
株式会社エムウェーブ
長野県長野市大字北長
池１９５

5100001000463

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

3,764,512円 － 1

年末調整関係用紙等の封入業務
37,405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10月28日
株式会社東京メール
東京都渋谷区富ヶ谷２－
４２－３

1011001016529

平成27年6月5日付で締結した
年末調整関係用紙等の封入業
務の契約解除に伴い、業務を他
者に委託する必要があり、緊急
を要することから、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
推されるおそれが
あるため公表しな
い

@106.38円 － －
単価契約
予定調達総額
3,979,143円

加除式図書の追録の購入
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11月2日
第一法規株式会社
東京都港区南青山２－１
１－１７

7010401017486

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

2,663,347円 2,663,347円 100.0% －

平成27年分所得税等の確定申告期にお
ける川口税務署及び西川口税務署の合
同申告会場の賃貸借業務
平成28年2月9日～平成28年3月16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11月4日

埼玉県産業技術総合セン
ター
埼玉県川口市上青木３－
１２－１８

-

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

3,582,039円 － 1

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成27年10月1日～平成27年12月31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

法人番号
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10月1日～平成27年12月31日）

平成27年分所得税及び復興特別所得税
並びに消費税及び地方消費税の確定申
告書用紙等の封入業務（Ｇブロック）
13,649件ほか

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11月16日

株式会社大幹ビジネス
サービス
東京都世田谷区尾山台２
－１１－９

8010901006806

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

@141.48円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
3,912,471円

事務室等備品の賃貸借業務（区分１）
ベルトパーテーション1,090個ほか47品目

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11月27日
日建リース工業株式会社
東京都東久留米市八幡
町２－１１－７３

1012701003766

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

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

@3,348円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
31,978,800円

事務室等備品の賃貸借業務（区分４）
ハイカウンター71個ほか32品目

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11月27日

アコムレンタル株式会社
東京都中央区銀座３－１
０－６マルイト銀座第３ビ
ル

50110001133487

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

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

@12,960円ほか － 4
単価契約
予定調達総額
8,007,984円

関東信越国税局管内税務署等における
駐車場等警備業務（関東）区分４宇都宮
税務署
945時間

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12月7日
株式会社カルテック
栃木県宇都宮市今宮４－
６－３０

8060001007080

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

@1,944円 － 1
単価契約
予定調達総額
1,837,080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

法人番号

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年分所得税等の確定申告期におけ
る長野税務署の確定申告会場の賃貸借業
務
平成28年２月８日～平成28年３月17日

平成27年10月26日
株式会社エムウェーブ
長野県長野市大字北長池
195

5100001000463 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

3,764,512円 － 1

平成27年分所得税等の確定申告期におけ
る川口税務署及び西川口税務署の合同申
告会場の賃貸借業務
平成28年2月9日～平成28年3月16日

平成27年11月4日

埼玉県産業技術総合セン
ター
埼玉県川口市上青木3-
12-18

- 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

3,582,039円 － 1

確定申告期におけるインターネット回線
提供業務
一式

平成27年12月4日

東日本電信電話株式会社
ビジネス＆オフィス営業
推進本部
埼玉県さいたま市浦和区
常盤5-8-17

8011101028104 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

7,869,960円 － 1

関東信越国税局管内税務署等における駐
車場等警備業務（関東）区分７館林税務
署
727.5時間

平成27年12月7日

ビソー工業株式会社
埼玉県さいたま市西区大
字西新井字堤崎前505-
121

2030001007106 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円 － 1

関東信越国税局管内税務署等における駐
車場等警備業務（信越）区分１長岡税務
署
1,536時間

平成27年12月7日
北越警備保障株式会社
新潟県長岡市川崎町字前
田2228-31

1110001023145 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

＠1,674円 － 1

（審議対象期間　平成27年10月1日～平成27年12月31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

法人番号

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10月1日～平成27年12月31日）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

関東信越国税局管内税務署等における駐
車場等警備業務（関東）区分４宇都宮税
務署
945時間

平成27年12月7日
株式会社カルテック
栃木県宇都宮市今宮4-6-
30

8060001007080 不落・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

＠1,944円 － 1

平成27年度合同業務説明会支援業務
一式

平成27年12月9日
株式会社マイナビ
東京都千代田区一ツ橋1-
1-1

3010001029968 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

1,231,200円 － 1

自転車等の購入
電動自転車30台ほか2品目

平成27年12月21日
幸和商事株式会社
東京都文京区本郷5-1-13

5010001002683 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

5,408,460円 － 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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