
 

 

財務省第４入札等監視委員会の議事概要について 

 
 
 

 
《問い合わせ先》 

関東財務局統括法務監査官 
048-600-1258 

 
 
 

平成２８年度第３回財務省第４入札等監視委員会が、平成２９年４月２６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） 
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　　【案件３】

予定調達

総額

98,784,810

円

２件

財務省第４入札等監視委員会平成２８年度第３回定例会議 議事概要

開催日及び場所 　平成２９年４月２６日（水）　関東財務局大会議室

委　　員

　委員長　　馬橋　隆紀（馬橋法律事務所　弁護士）

　委　 員　　坂本　隆信（坂本公認会計士事務所　公認会計士）

　委　 員　　末松　栄一郎（埼玉大学大学院人文社会科学研究科　教授）

審議対象期間 　平成２８年１０月１日（土）～ 平成２８年１２月３１日（土）

抽出案件 　（契約の概要）

競争入札

（公共工事）

(H28)轟住宅エレベーター設備改修工事

エス・イー・シーエレベーター株式会社

（法人番号：6010501005788）

４２，７６８，０００円

平成２８年１２月２２日

関東財務局

競争入札

（物品役務等）

紙枚数計数機の購入

有限会社シモザキ商事

（法人番号：7010002020880）

２，５４６，６４０円

平成２８年１０月２１日

関東財務局

随意契約

（物品役務等）

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）

関東信越税理士会

（法人番号：3030005001228）

＠１９，５４２円

平成２８年１０月３日

関東信越国税局

うち応札（応募）

業者数１者関連

 紙枚数計数機の購入、

 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）

　委員からの意見・質問、

　それに対する回答等

　以下のとおり

　委員会による意見の具申

　又は勧告の内容

　なし
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委員からの意見・質問 回答

 【案件１】

(H28)轟住宅エレベーター設備改

修工事

入札に参加できる業者は、既

に設置されているエレベー

ターの会社しかいないのでは

ないか。

轟住宅には、２社がそれぞれ製造したエレベーターが設置されており、

改修に当たっては、特にメーカーの部品等を必ず使用しなければならな

いという訳ではく、基準を満たされている部品等を使用することとしており

ますので、特定の会社でなければ出来ないということはありません。

エレベーター設備の改修行う

場合の基準等は設けている

のか。

　基本的に、設置から２５年を経過しているものから順次改修（更新）する

こととしております。

予定価格はどのように積算し

ているのか。

エレベーター設備改修工事というのは、特殊性や専門性が高いという

ことがあり、エレベーターの設備工事を行うメーカーから見積もりを徴取

し、過去の実績等を勘案して予定価格を作成しております。

 【案件２】

紙枚数計数機の購入

１者応札となっているが、理

由をどの様に考えているの

か。

　今回、参加資格をＤ等級としており、中小企業を中心に資格を有する企

業は非常に多い等級でありますが、購入台数が１台ということもあり、あ

まり利益が見込まれない等の理由により参加が無かったものと考えてお

ります。

落札率が高い点について、

理由をどの様に考えているの

か。

機器は精密機械であるため、出荷台数もあまり多くなく在庫を抱えてい

ないものと考えられますし、カタログを見ますとオープン価格ではなく小

売価格の記載がありますので、値引きも厳しい状況であったのではない

かと考えております。

どのように派遣する税理士を

決定しているのか。

各税務署が、業務の実施予定日や税理士の従事人数を定めて要請

し、各支部（税理士会）が従事者を調整・決定し派遣しております。

対価の支払いは、税理士個

人への報酬となるのか。その

場合、源泉徴収は行うのか。

税理士ご本人へ直接支払うものではなく、請負金額を税理士会（法人）

へ支払うものであり、税理士の業務に関する報酬・料金とは異なります

ので、源泉徴収は発生いたしません。

機器の仕様はどのように決

定しているのか。

業務における実際の使用状況を考慮して機能を決定しており、①利用

頻度の高い「薄紙の計数に適した機器」で、②指定した「枚数ごとに附箋

を入れる機能を有する」ことで計数後の枚数管理を容易にする等の機能

を有した仕様としております。

 【案件３】

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）

単価契約であるが、どのよう

に支払われるのか。また、単

価は適正であるのか。

　税理士１名に対する１日当たりの単価となっております。

また、単価につきましては、厚生労働省が実施しております賃金構造

基本統計調査による金額等と比較すると、税理士の１日当たりの金額

は、適正であると考えております。

2



別記様式１

（部局名：総括表） （審議対象期間　平成28年10月1日～平成28年12月31日）

備　　　　　考

総契約件数 133 件 13 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 36 件 5 件

②　随意契約（公共工事） 3 件 0 件

③　競争入札（物品役務等） 66 件 3 件

④　随意契約（物品役務等） 28 件 5 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 13 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 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１

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成28年10月1日～平成28年12月31日）

備　　　　　考

総契約件数 83 件 10 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 33 件 5 件

②　随意契約（公共工事） 3 件 0 件

③　競争入札（物品役務等） 27 件 3 件

④　随意契約（物品役務等） 20 件 2 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 10 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 1 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28年10月6日～ 平成29年2月24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28年10月7日～ 平成29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28年10月12日～ 平成29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28年10月13日～ 平成29年3月17日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

3,456,000円

83.7% 入札回数：1

第１統括国有財産管理官

東京都中央区日本橋大

伝馬町13-7日本橋大富

ビル

東京都杉並区和田3-53-18

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H28)「（H29）東久留米第2住宅ほか1住宅屋内

給水設備改良その他工事」設計業務

平成28年10月13日

日本データサービス株

式会社東京支店

一般競争入札

東京都東久留米市大門町2-4ほか

「建築士事務所」

4,126,623円

94.3%

平成28年10月12日

有限会社加納塗装工業

一般競争入札 87,810,212円

東京都八王子市鑓水

134-1

58,039,200円

平成28年10月7日

第１統括国有財産管理官

松本建設株式会社

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（審議対象期間　平成28年10月1日～平成28年12月31日）

平成28年10月6日

株式会社政所設計

一般競争入札 4,177,440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

3,942,000円

75.8%

369,842,950円

66.0% 入札回数：1

入札回数：2

神奈川県横浜市中区尾

上町6-89

栃木県真岡市並木町2-

21-1

入札回数：1

280,584,000円一般競争入札

5

(H28)高円寺住宅外壁改修その他工事

平成28年度国有建物解体撤去工事設計図書等作

成業務委託（横浜市港南区日野南四丁目）

神奈川県横浜市港南区日野南4-5818-4

「建築士事務所」

(H28)轟住宅外壁改修その他工事

千葉県千葉市稲毛区轟町3-1

「建築一式工事」

14

4

7020001013802

8060001009457

5010102001849

8010001062329



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28年10月1日～平成28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28年10月14日～ 平成29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

関東財務局新潟財務事務所長

平成28年10月14日～ 平成28年12月16日 杉山和伸

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1ほか

7官署

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成28年10月17日～ 平成29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28年10月19日～ 平成29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

一般競争入札

東京都杉並区和田3-53-18

東京都中央区日本橋本

町4-7-1三恵日本橋ビル

4階

「建築士事務所」

「建築一式工事」

東京都文京区西片1-17-

3

文化シヤッター株式会

社

(H28)高円寺住宅外壁改修その他工事監理業務

平成28年10月19日

株式会社オーシャン・

コンストラクティン

グ・コンサルタンツ

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

111,197円

-

入札回数：1

分担契約 

契約総額 

2,527,200円

新潟財務事務所

(H28)中野住宅外壁改修その他工事

平成28年10月17日 一般競争入札 200,162,297円

東京都中野区中央2-32

新潟美咲合同庁舎２号館自家発電設備（燃料系

統・制御系統）修繕工事

平成28年10月14日

新生ビルテクノ株式会

社新潟支店

一般競争入札

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

新潟県新潟市中央区万

代島5-1

「電気工事」

茨城県石岡市若松3-8-

40-101

「建築士事務所」

4,476,926円 2,937,600円

65.6% 入札回数：1

第１統括国有財産管理官

(H28)「（H29）高井戸住宅外壁改修その他工

事」設計業務

平成28年10月14日

株式会社友水設計

一般競争入札

東京都杉並区高井戸東4-3-23

2,480,025円 984,960円

39.7% 入札回数：1

第１統括国有財産管理官

5

72.8% 入札回数：1

145,800,000円

第１統括国有財産管理官

7

15

1

1050001012419

9010501005298

3010001088907

5010001039494



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28年10月1日～平成28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28年10月19日～ 平成29年2月28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28年10月20日～ 平成29年2月28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28年10月21日～ 平成29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28年10月24日～ 平成29年3月3日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

株式会社友水設計

3

茨城県石岡市若松3-8-

40-101

「建築士事務所」

3,875,040円 1,495,800円

38.6% 入札回数：1

第１統括国有財産管理官

(H28)「(H29)西戸山住宅電気設備改修その他工

事」設計業務

平成28年10月24日 一般競争入札 4,785,090円

東京都新宿区百人町3-19-1

78.4% 入札回数：1

第１統括国有財産管理官

(H28)轟住宅外壁改修その他工事監理業務

平成28年10月21日

株式会社オーシャン・

コンストラクティン

グ・コンサルタンツ

一般競争入札

千葉県千葉市稲毛区轟町3-1

東京都中央区日本橋本

町4-7-1三恵日本橋ビル

4階

「建築士事務所」

(H28)袴塚住宅屋上防水改修工事

平成28年10月20日

興和建業株式会社

一般競争入札

茨城県水戸市曙町1

茨城県水戸市見川2-

275-7

「建築一式工事」「防水工事」

(H28)横沢住宅屋上防水改修工事

平成28年10月19日

株式会社群馬建水

一般競争入札

長野県長野市大字長野横沢町1268

「建築一式工事」「防水工事」 第１統括国有財産管理官

入札回数：15

群馬県佐波郡玉村町大

字樋越799-7

52.3% 入札回数：1

2,505,600円

第１統括国有財産管理官

6,132,060円 5,724,000円

93.3%

6,129,887円

11

7

4,806,000円

8070001014299

4050001000957

5010001039494

1050001012419



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28年10月1日～平成28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28年10月26日～ 平成29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28年10月26日～ 平成29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28年10月27日～ 平成29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28年10月28日～ 平成29年3月24日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

5

一般競争入札 1,725,450円

入札回数：2山梨県甲府市緑が丘2-9ほか

山梨県中巨摩郡昭和町

河西1023-1

「建築士事務所」

入札回数：1

第８統括国有財産管理官

(H28)「（H29）緑ヶ丘第2住宅ほか2住宅外壁改

修その他工事」設計業務

平成28年10月26日

株式会社ディナック中

日本

3,177,532円 1,026,000円

32.2%

(H28)「（H29）並木2丁目住宅ほか1住宅電気設

備改修その他工事」設計業務

75.1% 8

1,296,000円

(H28)中野住宅外壁改修その他工事監理業務

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

9,166,111円 4,168,800円

入札回数：1東京都中野区中央2-32

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28年10月26日

株式会社阿波設計事務

所東京支店

一般競争入札7120001037196

245.4% 入札回数：1茨城県つくば市並木2-8ほか

茨城県石岡市若松3-8-

40-101

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

平成28年10月27日

株式会社友水設計

一般競争入札

4,318,920円一般競争入札

平成28年度国有建物解体撤去工事設計図書等作

成業務委託（練馬区大泉学園町七丁目）

東京都新宿区新宿5-1-1

東京都練馬区大泉学園町7-587-4

株式会社中川巌・建築

綜合研究所

平成28年10月28日

592.7%

4,006,800円

8090001001452

1050001012419

2011101015339



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28年10月1日～平成28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

関東財務局水戸財務事務所筑波出張

所長

平成28年11月9日～ 平成28年12月26日 萩谷秋男

茨城県つくば市吾妻1-12-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局新潟財務事務所長

平成28年11月15日～ 平成29年1月20日 杉山和伸

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1ほか

7官署

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28年11月15日～ 平成29年1月20日 杉山和伸

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1ほか

7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

平成28年11月18日～ 平成29年3月17日 倉林健二

東京都文京区湯島4-6-15

新潟県新潟市中央区万

代島5-1

新潟県新潟市中央区万

代島5-1

新生ビルテクノ株式会

社新潟支店

一般競争入札

入札回数：1茨城県つくば市並木4-3-2ほか

茨城県鉾田市大蔵233-5

「造園工事」「大工工事」 筑波出張所

平成28年11月9日 6,401,422円 5,076,000円

79.2% 3

109,296円

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

「電気工事」 新潟財務事務所

新潟美咲合同庁舎２号館空調用ポンプ設備他修

繕工事

平成28年11月15日

新生ビルテクノ株式会

社新潟支店

120,416円

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

一般競争入札

96.4% 6 入札回数：1

1-

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

「電気工事」 新潟財務事務所

新潟美咲合同庁舎２号館監視カメラ設備修繕工

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

東京都杉並区高円寺北1-637-14

東京都杉並区成田東5-

19-5

「建築一式工事」 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（杉並区高円寺北）

平成28年11月18日

株式会社エイワ建設

一般競争入札 20,157,096円 19,440,000円

一般競争入札

株式会社ミドリヤ

(H28)並木４丁目住宅ほか１住宅建物封鎖その

他工事

平成28年11月15日

- 1

入札回数：1

分担契約 

契約総額 

2,736,720円

入札回数：1

分担契約 

契約総額 

2,484,000円

2050001021971

9010501005298

9010501005298

9011301001000



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28年10月1日～平成28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

関東財務局新潟財務事務所長

平成28年11月18日～ 平成29年1月20日 杉山和伸

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1ほか

7官署

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28年11月25日～ 平成29年1月31日 雨宮　徹

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横須賀出

張所長

平成28年11月25日～ 平成29年2月15日 中尾昌代

神奈川県横須賀市新港町1-8

分任支出負担行為担当官

関東財務局横浜財務事務所長

平成28年11月30日～ 平成29年2月24日 伊藤美月

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

新潟県新潟市中央区万

代島5-1

「電気工事」 新潟財務事務所

新潟美咲合同庁舎２号館空気調和設備他修繕工

事

平成28年11月18日

新生ビルテクノ株式会

社新潟支店

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

133,056円

- 1

入札回数：1

分担契約 

契約総額 

3,024,000円

19.1% 2 入札回数：1千葉県富津市富津字黒塚2432

東京都大田区中馬込2-

2-12

「建設コンサルタント」 千葉財務事務所

国有地地歴調査業務（千葉県富津市）

平成28年11月25日

日本物理探鑛株式会社

関東支店

一般競争入札 1,406,275円 270,000円

神奈川県横須賀市田浦港町無番地外

東京都新宿区西新宿6-

14-1

「建築一式工事」 横須賀出張所

国有建物等解体撤去工事（横須賀市田浦港町）

平成28年11月25日

東京ビジネスサービス

株式会社

一般競争入札 10,152,733円 7,246,800円

71.3% 3 入札回数：1

36.2% 3 入札回数：1神奈川県横浜市西区老松町32老松住宅

神奈川県横浜市中区花

咲町2-68

「管工事」 横浜財務事務所

老松住宅5号棟給湯器取替工事

平成28年11月30日

東京ガスエネワーク株

式会社

一般競争入札 32,064,278円 11,610,000円

9010501005298

6010801009076

6011101015161

7020001059234



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28年10月1日～平成28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28年12月12日～ 平成29年3月31日 倉林健二

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

平成28年12月12日～ 平成29年3月27日 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

平成28年12月15日～ 平成29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28年12月20日～ 平成29年6月6日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

東京都品川区東五反田5-60-47

東京都板橋区赤塚5-5-

5-101

「建築一式工事」 東京財務事務所第１統括国有財産管理官

平成28年度国有建物等解体撤去工事（品川区東

五反田五丁目）

平成28年12月12日

株式会社明幸

一般競争入札 30,858,095円 14,547,600円

47.1% 4 入札回数：1

43.8% 3 入札回数：1

立川出張所

国有建物等解体撤去・アスベスト対策工事（府

中市浅間町）

平成28年12月12日

株式会社瀧島建設

一般競争入札 95,603,392円 41,904,000円

株式会社コンクリート

診断センター東京支店

一般競争入札 3,782,160円 3,596,400円

東京都府中市浅間町1-9-1外

東京都板橋区氷川町6-3

「建築一式工事」

4011401003933

8120001143852

入札回数：1

78.9% 7 入札回数：1

神奈川県横浜市港南区日野6-856-3

東京都品川区北品川1-

8-11

「建築士事務所」 第８統括国有財産管理官

平成28年度国有建物解体撤去工事設計図書等作

成業務委託（横浜市港南区日野六丁目）

平成28年12月15日

(H28)新柏住宅外壁改修その他工事

平成28年12月20日

三和建装株式会社

一般競争入札 410,568,583円 324,000,000円4012701003532

千葉県柏市新柏1-18

東京都西東京市田無町

1-12-6

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

95.0% 3

6011401014177



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28年10月1日～平成28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28年12月22日～ 平成29年6月23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28年12月26日～ 平成29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28年12月27日～ 平成29年6月23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28年12月27日～ 平成29年6月6日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

8090001001452

5050002011110

1050001012419

エス・イー・シーエレ

ベーター株式会社

一般競争入札 45,328,075円 42,768,000円6010501005788

入札回数：3

48.8% 2 入札回数：1

千葉県千葉市稲毛区轟町3-1

東京都台東区台東3-18-

3

「機械器具設置工事」 第１統括国有財産管理官

(H28)轟住宅エレベーター設備改修工事

平成28年12月22日

東京都新宿区大久保3-12ほか

山梨県中巨摩郡昭和町

河西1023-1

「建設コンサルタント」 第１統括国有財産管理官

(H28)西大久保第２住宅ほか１住宅改修工事調

査検討業務

平成28年12月26日

株式会社ディナック中

日本

一般競争入札 6,187,320円 3,024,000円

入札回数：1千葉県千葉市稲毛区轟町3-1

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

(H28)轟住宅エレベーター設備改修工事監理業

務

平成28年12月27日

有限会社枝川建築設計

事務所

一般競争入札 1,937,520円

90.3% 1

1,749,600円

94.3% 3

(H28)新柏住宅外壁改修その他工事監理業務

千葉県柏市新柏1-18

「建築士事務所」

平成28年12月27日

株式会社友水設計

茨城県石岡市若松3-8-

40-101

一般競争入札 4,650,048円 2,073,600円

44.5% 6 入札回数：1

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

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28年10月1日～平成28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

関東財務局水戸財務事務所筑波出張

所長

平成28年12月27日～ 平成29年2月17日 萩谷秋男

茨城県つくば市吾妻1-12-1

3050001032613

（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。

(H28)春日１丁目住宅既存工作物撤去工事

茨城県つくば市春日1-11

「土木一式工事」

平成28年12月27日

中嶋産業株式会社

茨城県結城市小田林

1424

一般競争入札 16,529,061円 4,730,400円

筑波出張所

28.6% 9 入札回数：1



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28年10月6日～ 平成29年2月24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28年10月6日～ 平成29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28年11月11日～ 平成29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

（審議対象期間　平成28年10月1日～平成28年12月31日）

平成28年10月6日

株式会社政所設計

神奈川県横浜市中区尾

上町6-89

 

第８統括国有財産管理官

4,104,000円

99.1%

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28年度国有建物解体撤去工事設計図書

等作成業務委託（中野区江古田四丁目）

4,137,480円

6,966,000円

98.5%

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

東京都中野区江古田4-1732-1外2筆

「建築士事務所」

「建築士事務所」

7,065,360円

公共工事の名称、場所、期間及び種別

平成28年10月6日

株式会社阿波設計事務

所東京支店

平成28年度国有建物解体撤去工事設計図書

等作成業務委託（文京区小日向二丁目）

東京都文京区小日向2-187

3

東京都江東区亀戸1-8-7

第８統括国有財産管理官

 

3

株式会社友水設計

(H28)「（H29）津田沼第3住宅ほか1住宅電

気設備改修その他工事」設計業務

第１統括国有財産管理官

1,933,200円2,894,456円

一般競争入札において落札者が

契約を辞退したことから、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3に該当す

るため

茨城県石岡市若松3-8-

40-101

平成28年11月11日

千葉県習志野市津田沼2-13ほか

1050001012419

契約一覧表（随意契約（公共工事））

 

7020001013802

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。

「建築士事務所」

  866.7%



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

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

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長

倉林健二

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

伊藤美月

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

8010001036398

7011001006318

1021001041807

5020001010149

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成28年10月1日～平成28年12月31日）

平成28年10月3日

株式会社矢口造園

埼玉県北本市古市場2-

265

一般競争入札 2,687,753円 1,698,840円

63.2%

8030001062129

入札回数：1

入札回数：1

第４統括国有財産管理官

7,721,373円 6,841,800円

88.6% 入札回数：1

会計課

8

2

-

平成28年10月5日

株式会社秋山商会

一般競争入札

東京都中央区東日本橋2-

13-5

2

36.2% 6

株式会社共立不動産鑑定

事務所

一般競争入札

神奈川地区宿舎用地草刈業務

平成28年10月12日

相武造園土木株式会社

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

入札回数：1

一式

神奈川県三浦郡葉山町下

山口1517

東京財務事務所第5統括国有財産管理官

国有地地積測量業務（東京都世田谷

区代田外1件）

平成28年10月12日

葉山観光開発株式会社

一般競争入札 1,900,800円 689,040円

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

142,560円

- 8

東京都渋谷区渋谷1-12-

12

水戸財務事務所

入札回数：1

(H28)大宮住宅ほか４住宅草刈その他

業務

一式

名刺プリンタ等の購入

14台

不動産鑑定評価業務（価格）：茨城

県水戸市

平成28年10月6日

一式

一式

神奈川県横浜市神奈川区

羽沢町1562

横浜財務事務所



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28年10月1日～平成28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

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

関東財務局横浜財務事務所長

伊藤美月

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

-

7050001001977

1,458,000円 388,800円

26.6%

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

国有地地積測量業務（神栖市矢田

部）

平成28年10月13日

ホウチ測量社

一般競争入札

一式 茨城県水戸市城南1-8-9

水戸財務事務所

4 入札回数：1

一式

千葉県鎌ケ谷市東初富4-

12-15

水戸財務事務所

愛宕住宅ほか9住宅消防用設備等保守

点検業務

平成28年10月20日 723,600円

- 2 入札回数：1

99.3% 1 入札回数：1

紙枚数計数機の購入

平成28年10月21日

有限会社シモザキ商事

一般競争入札 2,563,920円 2,546,640円7010002020880

1台

東京都中央区東日本橋2-

13-5

6010001062000

会計課

82.9% 1 入札回数：1

一式

東京都中央区銀座7-13-

20

審理第２課

国有財産の売払及び貸付に係る新聞

広告掲載業務

平成28年10月24日

株式会社日本経済社

一般競争入札 6,343,920円 5,259,600円

入札回数：1

一式

神奈川県横浜市中区尾上

町4-47

横浜財務事務所

不動産鑑定評価業務（賃料）：横浜

市中区

平成28年10月26日

株式会社京浜不動産鑑定

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

540,000円

- 2

1020001026322



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28年10月1日～平成28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

関東財務局千葉財務事務所長

雨宮　徹

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

倉林健二

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

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

株式会社池澤設計

一般競争入札 54,534,124円 49,885,200円2060002001063

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

133,253円

91.4% 5

- 5

ＦＰオフィスＣＡＴ

一般競争入札-

入札回数：1

一式

栃木県宇都宮市北若松原

2-11-19

第４統括国有財産管理官

(H28)合同宿舎建物定期点検外業務

平成28年11月7日

大成エンジニアリング株

式会社

一般競争入札 7,647,569円 7,452,000円

入札回数：1

一式

千葉県香取郡多古町多古

2000-34

千葉財務事務所

不動産鑑定評価業務（価格）：千葉

県柏市

平成28年11月9日

97.4% 7

4011101011872

5011101012993

入札回数：3

一式

東京都新宿区馬場下町1-

1

東京財務事務所第2統括国有財産管理官

国有財産埋蔵文化財試掘調査（東京

都文京区小日向）

平成28年11月16日

入札回数：1

一式

東京都新宿区西早稲田3-

13-5

立川出張所

（Ｈ28）牟礼住宅土壌汚染（詳細）

調査その他業務

平成28年11月16日

中央開発株式会社東京支

社

一般競争入札 4,227,778円 1,641,600円

丸紅新電力株式会社

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 

883.00円/kw･月 

従量料金 

（通常期） 

16.08円/kwh 

（夏季） 

17.22円/kwh

38.8% 6

9010001137740

- 2

入札回数：1

単価契約 

予定調達総額 

30,583,164円 

分担契約 

分担予定額 

2,180,583円

予定調達数量1,453,000kWh

東京都中央区日本橋2-7-

1

立川出張所

立川地方合同庁舎で使用する電気

平成28年11月25日



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28年10月1日～平成28年12月31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

雨宮　徹

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

倉林健二

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

倉林健二

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

6010801009076

-

4011501003503

5180001036822

8030001003330

18,971,652円 17,604,000円

92.7% 2 入札回数：1

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

平成28年12月1日

日本物理探鑛株式会社関

東支店

一般競争入札

入札回数：1

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

国有財産の測量及び不動産表示登記

等業務（東京都新宿区新宿六丁目外1

件）

平成28年12月5日

小菅芳輔土地家屋調査士

事務所

一般競争入札 1,192,794円 939,600円

株式会社日本技術総業

一般競争入札 1,755,268円 1,080,000円

78.7% 6

3,788,467円 3,354,372円

61.5% 5 入札回数：1

一式

東京都江戸川区北小岩1-

18-2

東京財務事務所第6統括国有財産管理官

国有財産の測量及び不動産表示登記

等業務（東京都大田区東馬込二丁目

外1件）

平成28年12月6日

88.5% 2 入札回数：1

609冊

愛知県名古屋市中区栄1-

23-20

会計課

証券六法（平成29年版）の購入

平成28年12月7日

新日本法規出版株式会社

一般競争入札

入札回数：1

１台

埼玉県さいたま市中央区

下落合6-1-18

会計課

乗用自動車（ハイブリッド自動車）

の購入

平成28年12月7日

埼玉トヨタ自動車株式会

社

一般競争入札

（総合評価）

2,394,167円 2,259,360円

94.3% 2



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28年10月1日～平成28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

倉林健二

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

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

倉林健二

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

8020001022678

7010501005845

9013201001170

4013301020174

6010002049277

有限会社測量調査技研

一般競争入札 1,050,835円 928,800円

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

8,272,800円

88.3% 5 入札回数：1

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

国有財産の測量及び不動産表示登記

等業務（東京都荒川区東日暮里六丁

目外1件）

平成28年12月7日

- 5 入札回数：1

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（府中市浅間町）

平成28年12月7日

ユーロフィン日本環境株

式会社

一般競争入札

入札回数：1

一式

東京都台東区北上野2-6-

4

会計課

製造たばこ小売販売業許可台帳管理

システムの改修業務

平成28年12月9日

開発エンジニアリング株

式会社

一般競争入札 3,349,365円 1,911,600円

株式会社オオバ

一般競争入札 2,604,567円 2,160,000円

57.0% 3

3,190,607円 1,370,520円

82.9% 1 入札回数：1

一式

東京都目黒区青葉台4-4-

12-101

東京財務事務所第2統括国有財産管理官

国有財産物件調書作成等業務

平成28年12月15日

42.9% 3 入札回数：1

一式

東京都豊島区東池袋1-

48-10　25山京ビル

会計課

平成28年度競争参加資格審査業者管

理システム改修業務及び一元受付

データ取込支援業務

平成28年12月19日

株式会社ＳＡＹ企画

一般競争入札



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28年10月1日～平成28年12月31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

雨宮　徹

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

倉林健二

東京都文京区湯島4-6-15

7011001006318

5010001078914

一式

東京都渋谷区渋谷1-12-

12

千葉財務事務所

不動産鑑定評価業務（価格）：千葉

県山武郡九十九里町外

平成28年12月28日

株式会社共立不動産鑑定

事務所

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

518,400円

一般競争入札 12,000,733円 4,860,000円

- 10 入札回数：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。

40.4% 11 入札回数：1

一式

東京都台東区北上野2-8-

7

東京財務事務所第１統括国有財産管理官

九段会館地質調査業務

平成28年12月28日

株式会社アサノ大成基礎

エンジニアリング



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

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

倉林健二

実施予定人数58人ほか 東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局千葉財務事務所長

雨宮　徹

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

関東財務局千葉財務事務所長

雨宮　徹

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

関東財務局千葉財務事務所長

雨宮　徹

一式 千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

6010401036710

2010001085517

6010401036710

  

千葉財務事務所

-

東京都千代田区富士見

2-4-3朝日観光ビル4階

千葉財務事務所

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

432,000円

-  

不動産鑑定評価業務（価格）：千葉県

船橋市二和東

公募を実施した結果、応募者

が1者のみであり、業務を履

行することができる者が相手

方しかなく、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

平成28年10月13日

東京財務事務所総務課

不動産鑑定評価業務（価格）：千葉県

船橋市二和東

平成28年10月13日

日本ヴァリュアーズ株

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

 

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成28年10月1日～平成28年12月31日）

健康診断等の業務に関する契約

平成28年10月11日

一般財団法人近藤記念

医学財団富坂診療所

東京都文京区本郷1-33-

9

2010005018621

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

＠5,440円ほか

-  

単価契約 

予定調達総額 

1,137,021円

 

1

不動産鑑定評価業務（価格）：千葉県

船橋市行田

平成28年10月13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

484,380円

東京都港区西新橋2-7-

4CJビル11階

東京都港区西新橋2-7-

4CJビル11階

千葉財務事務所

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

3

株式会社アイレックス

2

345,600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

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28年10月1日～平成28年12月31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

雨宮　徹

一式 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

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

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

2010001085517

7011001016580

6010401036710

5010001086041

 

東京都千代田区富士見

2-4-3朝日観光ビル4階

首席国有財産鑑定官

  

東京都千代田区永田町

2-11-1山王パークタ

ワー13階

首席国有財産鑑定官

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

432,000円

- 4  

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

376,704円

東京都港区西新橋2-7-

4CJビル11階

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（東京都

港区六本木1-385）

平成28年10月21日

クッシュマン・アン

ド・ウェイクフィール

ド株式会社

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

不動産鑑定評価業務（価格）（東京都

港区六本木1-385）

平成28年10月21日

株式会社アイレックス

不動産鑑定評価業務（価格）（神奈川

県横浜市栄区小菅ヶ谷1-1684-3）

平成28年10月21日

日本ヴァリュアーズ株

式会社

平成28年10月13日

東急不動産株式会社

東京都渋谷区道玄坂1-

21-2

- 5   

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

961,200円

-  

不動産鑑定評価業務（価格）：千葉県

船橋市行田

386,640円

 

千葉財務事務所

2

- 5



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28年10月1日～平成28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

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

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

倉林健二

一式 東京都文京区湯島4-6-15

6010001050293

7011001016580

- 2   

東京都渋谷区道玄坂1-

21-2

東京財務事務所管財第２課

7011001016580

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京都

世田谷区外

平成28年10月31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

702,000円

-

2010001085517

4   

東京都千代田区富士見

2-4-3朝日観光ビル4階

首席国有財産鑑定官

4   

東京都渋谷区道玄坂1-

21-2

首席国有財産鑑定官

平成28年10月21日

日本ヴァリュアーズ株

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

432,000円

  

東京都中央区日本橋3-

5-14

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（東京都

武蔵村山市学園2-36-1）

平成28年10月21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

367,200円

不動産鑑定評価業務（価格）（神奈川

県横浜市栄区小菅ヶ谷1-1684-3）

平成28年10月21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

626,400円

-

不動産鑑定評価業務（価格）（東京都

武蔵村山市学園2-36-1）

4

-



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28年10月1日～平成28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

倉林健二

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

倉林健二

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

倉林健二

一式 東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局甲府財務事務所長

中村佳子

一式 山梨県甲府市丸の内1-1-18

 

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（山梨県山梨市上

之割外5件）

平成28年11月24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

4,438,800円 4,266,000円6090005000213

- 5   

東京都千代田区富士見

2-4-3朝日観光ビル4階

東京財務事務所管財第２課

2010001085517

不動産鑑定評価業務（定期借地新規賃

料）：東京都目黒区外

平成28年11月22日

日本ヴァリュアーズ株

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

712,800円

- 5   

東京都渋谷区道玄坂1-

21-2

東京財務事務所管財第２課

7011001016580

不動産鑑定評価業務（定期借地新規賃

料）：東京都目黒区外

平成28年11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

615,600円

- 2   

東京都中央区八重洲1-

9-9

東京財務事務所管財第２課

6010001034998

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京都

世田谷区外

平成28年10月31日

東京建物株式会社

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

1,944,000円

 96.1% 1



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28年10月1日～平成28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

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

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

2010001085517

6010401036710

6010401036710

9010401050485

（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。

- 4 　 　

東京都渋谷区神宮前3-

4-9

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（東京都

渋谷区恵比寿南3-48-7）

平成28年12月19日

青山リアルティー・ア

ドバイザーズ株式会社

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

192,240円

- 4 　 　

東京都港区西新橋2-7-4

ＣＪビル11階

首席国有財産鑑定官

  

東京都港区西新橋2-7-4

ＣＪビル11階

立川出張所

不動産鑑定評価業務（価格）（東京都

渋谷区恵比寿南3-48-7）

平成28年12月19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

415,800円

平成28年11月28日

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

267,840円

- 7

株式会社アイレックス

不動産鑑定評価業務（価格）:東京都

三鷹市

平成28年11月28日

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

486,000円

- 7

不動産鑑定評価業務（価格）:東京都

三鷹市

日本ヴァリュアーズ株

式会社

東京都千代田区富士見

2-4-3朝日観光ビル4階

  

立川出張所



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28年10月14日～ 平成28年12月16日

平成28年11月15日～ 平成29年1月20日

平成28年11月15日～ 平成29年1月20日

平成28年11月18日～ 平成29年1月20日

平成28年12月27日～ 平成29年6月23日

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

「電気工事」

(H28)轟住宅エレベーター設備改修工事監

理業務

111,197円

分担契約

契約総額

2,527,200円

109,296円

分担契約

契約総額

2,484,000円

133,056円

分担契約

契約総額

3,024,000円

新潟美咲合同庁舎２号館自家発電設備

（燃料系統・制御系統）修繕工事

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

「電気工事」

新潟美咲合同庁舎２号館空調用ポンプ設

備他修繕工事

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

「電気工事」

5050002011110

有限会社枝川建築設計事

務所

平成28年12月27日 一般競争入札

茨城県土浦市並木4-1-36

一般競争入札

新生ビルテクノ株式会社

新潟支店

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28年11月15日

新潟県新潟市中央区万代

島5-1

新生ビルテクノ株式会社

新潟支店

新潟県新潟市中央区万代

島5-1

9010501005298

9010501005298

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28年10月1日～平成28年12月31日）

平成28年10月14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

-

- 1

1

- 1

-

1,937,520円 190.3%1,749,600円

新潟県新潟市中央区万代

島5-1

新潟美咲合同庁舎２号館監視カメラ設備

修繕工事

120,416円

分担契約

契約総額

2,736,720円

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

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

9010501005298 一般競争入札

平成28年11月15日

新生ビルテクノ株式会社

新潟支店

千葉県千葉市稲毛区轟町3-1

平成28年11月18日

新生ビルテクノ株式会社

新潟支店

「電気工事」

新潟美咲合同庁舎２号館空気調和設備他

修繕工事

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

「建築士事務所」

9010501005298 一般競争入札

1

新潟県新潟市中央区万代

島5-1



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28年10月1日～平成28年12月31日）

2,160,000円

有限会社シモザキ商事

平成28年10月21日 7010002020880

東京都中央区東日本橋2-

13-5

平成28年10月11日

平成28年12月15日

紙枚数計数機の購入

1台

一式

国有財産の売払及び貸付に係る新聞広告

掲載業務

一般競争入札

平成28年10月24日

東京都文京区本郷1-33-9

（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。

- 1

96.1%

182.9%

2,563,920円 2,546,640円 99.3% 1

6,343,920円

東京都中央区銀座7-13-

20

82.9% 1

株式会社日本経済社

6010001062000 一般競争入札 5,259,600円

平成28年11月24日

一般財団法人近藤記念医

学財団富坂診療所

一式

2,604,567円一般競争入札

東京都目黒区青葉台4-4-

12-101

9013201001170

株式会社オオバ

2010005018621

6090005000213

公募

山梨県甲府市国母8-13-

30

公益社団法人山梨県公共

嘱託登記土地家屋調査士

協会

国有地地積測量業務（山梨県山梨市上之

割外5件）

実施予定人数58人ほか

一式

健康診断等の業務に関する契約

国有財産物件調書作成等業務

4,266,000円4,438,800円不落・不調

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

＠5,440円ほか

単価契約

予定調達総額

1,137,021円



別記様式１

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年10月1日～平成28年12月31日）

備　　　　　考

総契約件数 50 件 3 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） 39 件 0 件

④　随意契約（物品役務等） 8 件 3 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 3 件

（内訳）

⑴　一般競争入札方式 0 件

⑵　企画競争方式 0 件

⑶　公募方式 3 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） （審議対象期間　平成28年10月１日～平成28年12月31日）

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

越谷税務署草加宿舎浴室改修その他工事

埼玉県草加市旭町2-1-36

平成28年11月8日～平成29年2月28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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月8日

有限会社矢島工業

埼玉県川越市大字谷中２

１

3030002075381 一般競争入札 39,630,168円 28,026,000円 70.7% 4 入札回数：１

潮来税務署潮来宿舎建築改修その他工事

茨城県潮来市小泉南1358

平成28年11月8日～平成29年2月28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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月8日

マツザキマテリアル株式会

社

茨城県行方市矢幡１８８１

－１２

5050001021606 一般競争入札 10,853,784円 8,694,000円 80.1% 4 入札回数：１

藤岡税務署フェンス改修その他工事

群馬県藤岡市藤岡668-1

平成28年11月8日～平成29年1月20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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月8日

株式会社倭組

群馬県藤岡市浄法寺６８６

－７

3070001012695 一般競争入札 8,652,420円 3,942,000円 45.5% 3 入札回数：１

（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。

契約一覧表（競争入札（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。



別記様式３

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年10月１日～平成28年12月31日）

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

該当なし

（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。

契約一覧表（随意契約（公共工事））

（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４

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年10月１日～平成28年12月31日）

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28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）

167,546件ほか

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月20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

＠48.6円ほか - 6

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

8,936,414円

平成28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）

188,465件ほか

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28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

＠48.6円ほか - 6

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

9,960,618円

平成28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）

183,779件ほか

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月20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

＠48.6円ほか - 6

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

9,538,446円

平成28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）

107,205件ほか

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月20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 - 6

入札回数：３

単価契約

予定調達総額

6,110,744円

平成28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）

104,882件ほか

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月20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

＠50.76円ほか - 6

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

5,927,124円

平成28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）

135,352件ほか

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月20日

シーピーユーメールサー

ビス株式会社

東京都江戸川区臨海町

３－６－１

1011701009518 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 - 6

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

7,372,125円

平成28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）

139,148件ほか

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月20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

＠54円ほか - 6

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

8,227,764円

大宮税務署外１施設安定器等汚染物分

別調査及び書類作成業務委託

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月21日

甲陽興産株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町相

模３１９

2160001005360 一般競争入札 2,693,671円 1,296,000円 48.1% 4 入札回数：１

厚紙用紙の刷成

簿書整理用裏表紙

38,000枚ほか24品目

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月26日

株式会社ハップ

東京都江戸川区松江１

－１１－３

1011701012208 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

1,492,819円 - 3 入札回数：１

契約一覧表（競争入札（物品役務等））



別記様式４

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年10月１日～平成28年12月31日）

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））

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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月27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

4,891,104円 - 2 入札回数：１

所得税確定申告書等関係用紙の発送

（代行）業務

999,193通ほか

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月1日

株式会社ＪＰメディアダイ

レクト

東京都港区虎ノ門１－２１

－１７

7010401074602 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

＠50.9544円ほか - 3

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

55,549,197円

デスクサイド用の仕切板の購入

2,681個

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月9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

10,264,476円 - 2 入札回数：１

平成28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

111,419件ほか

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月16日

株式会社サン・プロンプト

東京都中野区若宮２－４

－４

3011201002112 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

＠11.88円ほか - 3

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

2,141,024円

預貯金口座振替依頼書はがきの刷成等

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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月17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

3,985,686円 - 2 入札回数：１

関東信越国税局管内税務署等における

駐車場等警備業務区分1水戸税務署

832.5時間

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月24日

株式会社トスネット茨城

茨城県水戸市酒門町３２

９８－３

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

＠2,376円 - 5

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

1,978,020円

関東信越国税局管内税務署等における

駐車場等警備業務区分2土浦税務署

944時間

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月24日

株式会社トスネット茨城

茨城県水戸市酒門町３２

９８－３

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

＠1,998円 - 5

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

1,886,112円

関東信越国税局管内税務署等における

駐車場等警備業務区分3下館税務署

568時間

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月24日

株式会社トスネット茨城

茨城県水戸市酒門町３２

９８－３

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

＠2,160円 - 4

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

1,226,880円

関東信越国税局管内税務署等における

駐車場等警備業務区分4竜ケ崎税務署

1,576時間

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月24日

株式会社イー・アール

茨城県龍ケ崎市佐貫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 - 4

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

3,914,784円



別記様式４

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年10月１日～平成28年12月31日）

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））

関東信越国税局管内税務署等における

駐車場等警備業務区分5宇都宮税務署

1,095時間

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月24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 - 3

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

2,010,420円

関東信越国税局管内税務署等における

駐車場等警備業務区分6栃木税務署

665.5時間

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月24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

＠1,944円 - 3

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

1,293,732円

関東信越国税局管内税務署等における

駐車場等警備業務区分7高崎税務署

858時間

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

ほか１官署

平成28年11月24日

井上セキュリティーサー

ビス株式会社

群馬県高崎市飯塚町４６

２－１

8070001006916 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

＠1,470円 - 4

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

1,261,260円

分担契約

分担予定額

1,084,860円

関東信越国税局管内税務署等における

駐車場等警備業務区分8館林税務署

705時間

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月24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

＠2,160円 - 3

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

1,522,800円

関東信越国税局管内税務署等における

駐車場等警備業務区分9埼玉県内13税

務署

15,312時間

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月24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

＠1,998円 - 3

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

30,593,376円

関東信越国税局管内税務署等における

駐車場等警備業務区分10長岡税務署

1,328時間

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月24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

＠1,782円 - 2

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

2,366,496円

関東信越国税局管内税務署等における

駐車場等警備業務区分11長野税務署、

松本税務署、上田税務署、諏訪税務署

3,986時間

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月24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

＠2,160円 - 2

入札回数：３

単価契約

予定調達総額

8,609,760円

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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月28日

広友イノテックス株式会

社

東京都港区新橋６－１７

－１５

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 入札回数：１



別記様式４

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年10月１日～平成28年12月31日）

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））

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1,246個ほか50品目

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月28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 - 5

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

33,439,554円

事務室等備品の賃貸借業務（区分2）

パーテーション393枚ほか38品目

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月28日

広友レンティア株式会社

東京都港区新橋６－１７

－１５

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 - 5

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

14,924,077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349個ほか35品目

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月28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 - 5

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

11,114,334円

事務室等備品の賃貸借業務（区分5）

べルトパーテーション345個ほか41品目

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月28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 - 5

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

15,136,146円

事務室等備品の賃貸借業務（区分6）

ベルトパーテーション236個ほか39品目

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月28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 - 5

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

8,241,156円

事務室等備品の賃貸借業務（区分7）

保守業務598,700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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月28日

山王スペース＆レンタル

株式会社

東京都中央区銀座３－１

０－６

7010001009719 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

@3.888円ほか - 5

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

4,299,393円

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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月30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

6,962,082円 - 5 入札回数：１

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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月30日

東通ネットワーク株式会

社

東京都中央区築地２－１

１－２６

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

2,573,856円 - 11 入札回数：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

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年12月8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

7,742,434円 - 2 入札回数：１



別記様式４

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年10月１日～平成28年12月31日）

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））

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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年12月9日

株式会社エヌケービー

東京都千代田区有楽町

１－１－３

3010001012321 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

1,215,918円 - 4 入札回数：１

自宅ＩＣＴ申告勧奨用ＤＭの発送代行業

務

68,737通ほか

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年12月13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

@51.7752円ほか - 3

入札回数：１

単価契約

予定調達総額

3,575,514円

平成28年度中学生の「税についての作

文」優秀作品集の刷成業務

28，160部

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年12月14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

1,245,564円 - 6 入札回数：１

川越税務署川越宿舎屋上防水改修その

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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年12月22日

有限会社ＳＵＰＥＲ　ＳＫＥ

ＴＣＨ

茨城県つくば市松代２－

１７－４－４

3050002023561 一般競争入札 1,224,504円 918,000円 74.9% 13 入札回数：１

（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） （審議対象期間　平成28年10月１日～平成28年12月31日）

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

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）

440回

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月3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

ＯLSビル１４Ｆ

3030005001228

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

5,205,200円 ＠11,830円 100.0% 1 -

単価契約

予定調達総額

5,205,200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

（区分1から区分8）

1,330人日

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月3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

ＯLSビル１４Ｆ

3030005001228

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

34,883,240円 ＠26,228円 100.0% 1 -

単価契約

予定調達総額

34,883,240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

62）

5,055人日

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月3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

ＯLSビル１４Ｆ

3030005001228

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

98,784,810円 ＠19,542円 100.0% 1 -

単価契約

予定調達総額

98,784,810円

平成28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（Hブロック）

10,993件ほか

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月21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

＠143.64円ほか - 6 -

単価契約

予定調達総額

3,699,981円

平成28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29年2月10日～平成29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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年10月21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

3,330,310円 - 1 -

加除式図書の追録の購入

182部

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月1日

第一法規株式会社

東京都港区南青山２－

１１－１７

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

2,352,012円 2,352,012円 100.0% - -

事務室等備品の賃貸借業務（区分4）

パーテーション135枚ほか37品目

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年11月30日

山王スペース＆レンタ

ル株式会社

東京都中央区銀座３－

１０－６

7010001009719

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

＠5,400円ほか - 5 -

単価契約

予定調達総額

9,659,520円

加除式図書の追録の購入

241部

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年12月1日

第一法規株式会社

東京都港区南青山２－

１１－１７

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

2,468,965円 2,468,965円 100.0% - -

（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。

（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。

　　　 企画競争又は公募を行った場合には、提案者数又は応募者数を応札者数欄に記載する。

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（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。



別記様式６

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年10月１日～平成28年12月31日）

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

（円）

契約金額

（円）

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）

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）

440回

平成28年10月3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

3030005001228 公募 5,205,200円 ＠11,830円 100.0% 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（区分1から区

分8）

1,330人日

平成28年10月3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

3030005001228 公募 34,883,240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）

5,055人日

平成28年10月3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

3030005001228 公募 98,784,810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。

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）


