
 

 

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２９年度第２回財務省第４入札等監視委員会が、平成３０年２月１９日（月）

に関東財務局研修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） 

 



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

：

：

：

：

：

    【案件１】

契 約 件 名

契約相手方

契 約 金 額

契約締結日

担 当 部 局

：

：

：

：

：

    【案件２】

１件

契 約 件 名

契約相手方

契 約 金 額

契約締結日

担 当 部 局

：

：

：

：

：

    【案件３】

単価契約

予定調達総額

2,244,568円

－件

　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

保存簿書等のマイクロフィルム化業務

株式会社ニチマイ

（法人番号 ： 5010001006197）

＠３４．５６円

平成２９年８月２５日

関東信越国税局

うち応札（応募）

業者数１者関連

抽出案件 　（契約の概要）

競争入札

（公共工事）

２件

(H29)並木２丁目住宅ほか１住宅電気

設備改修その他工事

狩谷電機株式会社

（法人番号 ： 8050001012346）

１５６，６００，０００円

平成２９年９月２８日

関東財務局

国有建物等解体撤去工事（横浜市港南

区日野六丁目）

株式会社滝口興業

（法人番号 ： 9030001075880）

３３，４８０，０００円

平成２９年７月６日

関東財務局 横浜財務事務所

財務省第４入札等監視委員会平成２９年度第２回定例会議 議事概要

開催日及び場所 　平成３０年２月１９日（月）　関東財務局 研修室

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２９年７月１日（土） ～ 平成２９年９月３０日（土）

競争入札

（物品役務等）
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 【案件２】

国有建物等解体撤去工事

（横浜市港南区日野六丁目）

落札率が低くなった点につい

て、理由をどの様に考えている

のか。

本件は、予算決算及び会計令第86条に基づく調査を実施しており、①その価格

により入札した理由、②本件工事対象箇所と入札者の事業所・倉庫等の関連（地

理的条件）、③資材の入手先、など複数項目について調査・確認しております。

本件契約相手方は、①建物解体工事を得意とし多数受注しており、効率的な作

業の進行ができること、②地理的要件では、１時間半程度で工事場所まで到着で

きること、③資材や労務者についても自社で確保できる体制を整えているためコ

スト削減が可能、といったことを総合的に勘案し、適正な履行が出来ると判断しま

した。

落札率が低くなった点については、資材や労務者を自社で確保していること、過

去の経験に基づく労務者の効率的配置などによりコスト削減が図られたものと考

えております。

本件解体撤去工事を行うのでは

なく、建物付きで処分することは

検討しているのか。

本件は、国の施策で実施しているものですが、横浜市を通じて「特別養護老人

ホーム」を建てたいとの要望を受け、解体撤去した跡地（国有地）を社会福祉法人

が定期借地するものです。

定期借地ですので、相手方は建物所有を目的とする必要があることから、本件

のような定期借地案件については、国が解体し更地で相手方に引き渡し、定期借

地契約の締結期間終了後には更地で返還していただくことになります。

 【案件１】

(H29)並木２丁目住宅ほか

　　　　１住宅電気設備改修

　　　　その他工事

落札率が低くなった点につい

て、理由をどの様に考えている

のか。

本件は、予算決算及び会計令第86条に基づく調査を実施しており、①その価格

により入札した理由、②本件工事対象箇所と入札者の事業所・倉庫等の関連（地

理的条件）、③資材の入手先、など複数項目について調査・確認しております。

本件契約相手方は、①電気工事を得意とし多数受注しており、効率的な作業の

進行ができること、②地理的要件では、30～40分程度で工事場所まで到着できる

こと、③資材の調達についても協力会社である代理店から現金等で購入すること

でコスト削減が可能、といったことを総合的に勘案し、適正な履行が出来ると判断

しました。

落札率が低くなった点については、資材を低コストで調達できること、過去の経

験に基づく労務者の効率的配置などによりコスト削減が図られたものと考えており

ます。

業務の内容を見ると電気工事の

他、多岐に亘っているが、一括

して調達する理由はどの様に考

えたのか。

本件は、電気設備改修工事、屋外排水設備改良工事、道路舗装改良その他工

事を一括して調達しております。

本件工事につきましては、電気設備改修工事が全体の8割以上を占めておりま

すが、電気の配管工事が完了した後、屋外配管工事を実施し、完了後に道路の

舗装を行う必要があるなど、一連の工事を一括して調達することで、効率的に工

事を進行・監理することが可能と考えております。

委員からの意見・質問 回答
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 【案件３】

保存簿書等のマイクロフィルム

化業務

業務内容は具体的にどのような

ものか。

本件は、長期間保有する必要がある文書をマイクロフィルム化する業務であり、

大量の文書そのものを保存する代わりに、マイクロフィルムを長期間保存するとい

うものです。

文書の保存方法について、何ら

か検討されているのか。

文書の保存方法については、現代においては電子データ化というものがありま

すが、やはりデータ化したものは物理的にデータを保存した媒体が劣化したり、読

み取り用のソフトウェアはメーカーによる互換性が保証されていなかったりするこ

とによって読めなくなるといった事象があるようです。

その点、マイクロフィルムは物理的に期待寿命が500年と長期保存が可能な優

れた記録メディアであることと、マイクロフィルムの規格・撮影方法・保存の方法は

日本工業規格JISや国際標準化機構ISOにより統一されているため長期にわたり

互換性の点で安心して使用できる媒体であると考えております。

委員からの意見・質問 回答
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別記様式１

（部局名：総括表） （審議対象期間　平成29年7月1日～平成29年9月30日）

備　　　　　考

総契約件数 82 件 11 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 22 件 2 件

②　随意契約（公共工事） 2 件 0 件

③　競争入札（物品役務等） 43 件 5 件

④　随意契約（物品役務等） 15 件 4 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 11 件

（内訳）

⑴　一般競争入札方式 7 件

⑵　企画競争方式 0 件

⑶　公募方式 3 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29年7月1日～平成29年9月30日）

備　　　　　考

総契約件数 66 件 8 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 22 件 2 件

②　随意契約（公共工事） 2 件 0 件

③　競争入札（物品役務等） 31 件 5 件

④　随意契約（物品役務等） 11 件 1 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 7 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

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29年7月6日～ 平成29年10月27日 伊藤美月

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

平成29年7月14日～ 平成30年3月16日 石村幸三

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

平成29年7月24日～ 平成29年12月11日 古川芳隆

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29年7月28日～ 平成29年11月30日 古川芳隆

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成29年度国有建物等解体撤去工事（中野区江

古田四丁目）

東京都中野区江古田4-1732-1外2筆

「建築一式工事」

8

2

7

11,545,200円

84.4%

101,639,522円

62.5%

59.0%

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（審議対象期間　平成29年7月1日～平成29年9月30日）

平成29年7月6日

株式会社滝口興業

一般競争入札 63,080,588円

公共工事の名称、場所、期間及び種別

横浜財務事務所

11

33,480,000円

53.0%

国有建物等解体撤去工事（横浜市港南区日野六

丁目）

神奈川県横浜市港南区日野六丁目856-3

「建築一式工事」

9030001075880

平成29年7月14日

東京財務事務所

第3統括国有財産管理官

株式会社ケイワールド

日清

埼玉県川口市前川1-26-

22

埼玉県さいたま市浦和

区本太1-9-5

85,860,000円一般競争入札5030001002517

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29年度国有崖地崩落防止工事(横浜市中区

上野町三丁目)

平成29年7月28日

株式会社アイビック横

浜支店

一般競争入札

神奈川県横浜市中区上野町3-109-2

「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート

工事」

19,558,800円

第８統括国有財産管理官

神奈川県横浜市中区翁

町2-8-5第一東里ビル

404号

平成29年7月24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 1,944,000円

東京都中央区日本橋本

町4-7-1三恵日本橋ビル

4階

1,215,000円

(H29)西大久保第２住宅屋外排水設備改良その

他工事監理業務

5010001039494

6070001012098



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29年7月1日～平成29年9月30日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成29年7月28日～ 平成30年1月29日 古川芳隆

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

平成29年7月28日～ 平成30年3月9日 雨宮　徹

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29年8月1日～ 平成30年1月31日 古川芳隆

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29年8月2日～ 平成30年2月5日 古川芳隆

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

97.9%

14,704,208円

第１統括国有財産管理官

3

345,600,000円

第１統括国有財産管理官

2

4011101018579

1

6

9,720,000円

66.1%

78.5%

千葉財務事務所

5,011,399円 2,548,800円

(H29)中野住宅ほか２住宅屋外給水設備改良工

事設計業務

平成29年7月28日

株式会社友水設計

一般競争入札

東京都中野区中央2-32-1ほか

茨城県石岡市若松3-8-

40-101

「建築士事務所」

50.8%

第１統括国有財産管理官

1050001012419

平成29年度国有建物等解体撤去工事（習志野市

津田沼三丁目）

平成29年7月28日

福田リニューアル株式

会社

一般競争入札

千葉県習志野市津田沼三丁目435-17ほか

東京都千代田区九段北

3-2-4

「建築一式工事」

226,978,277円 178,200,000円

(H29)所沢住宅屋内排水設備改修工事

平成29年8月1日 一般競争入札 352,913,953円

埼玉県所沢市並木2-2

「管工事」

東京都杉並区上荻2-19-

17

いずみテクノス株式会

社

(H29)本牧宮原住宅ほか２住宅外壁改修その他

工事設計業務

平成29年8月2日

株式会社小笠原設計東

京事務所

神奈川県横浜市中区本牧宮原11ほか

東京都渋谷区渋谷1-10-

3-502

「建築士事務所」

一般競争入札

8011301000639

9120001076275



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29年7月1日～平成29年9月30日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成29年8月3日～ 平成30年3月30日 古川芳隆

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29年8月3日～ 平成30年2月16日 石村幸三

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

平成29年8月7日～ 平成29年12月25日 古川芳隆

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29年8月10日～ 平成29年11月20日 石村幸三

東京都文京区湯島4-6-15

62,035,453円 51,300,000円

82.6%

146,410,248円

9

第１統括国有財産管理官

1

5030001002517平成29年8月10日

株式会社ケイワールド

日清

一般競争入札

(H29)「(H28)標準予算単価建物設計図書作成業

務」

平成29年8月3日

株式会社ＵＲリンケー

ジ

一般競争入札

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

「建築士事務所」

東京都中央区日本橋1-

5-3

「内装仕上工事」

平成29年度国有建物等解体撤去工事（世田谷区

上用賀四丁目ほか）

平成29年8月3日

株式会社ケイワールド

日清

一般競争入札

①東京都世田谷区上用賀4-81-1 

②東京都世田谷区弦巻3-9-2

埼玉県さいたま市浦和

区本太1-9-5

「建築一式工事」

3010001088790

5030001002517

4010401072162

61.9%

東京財務事務所

第5統括国有財産管理官

(H29)関東財務局18階外間仕切新設その他工事

平成29年8月7日

コクヨマーケティング

株式会社

一般競争入札

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新

都心合同庁舎1号館

東京都港区港南1-8-35

7,852,789円 3,942,000円

50.1%

会計課

2

90,720,000円

東京都文京区小日向2-187-3

埼玉県さいたま市浦和

区本太1-9-5

「建築一式工事」

東京財務事務所

第2統括国有財産管理官

平成29年度国有建物等解体撤去第Ⅰ期工事（文

京区小日向二丁目）

68,674,881円 58,320,000円

84.9% 3



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29年7月1日～平成29年9月30日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成29年8月21日～ 平成30年1月29日 古川芳隆

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29年8月22日～ 平成30年1月31日 古川芳隆

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29年8月28日～ 平成30年1月23日 古川芳隆

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29年9月4日～ 平成29年12月15日 古川芳隆

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

2,354,400円

58.4% 3長野県松本市村井町南2-18-16ほか

長野県岡谷市長地片間

町1-12-24

「管工事」 第１統括国有財産管理官

(H29)村井住宅量水器取替工事

平成29年9月4日

株式会社総設工業

7100001020063 一般競争入札 4,028,227円

61,560,000円

68.0% 24千葉県習志野市泉町3-9

東京都港区芝4-5-12

三田ハイツ303

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H29)大久保住宅外壁改修その他工事

平成29年8月28日

大勝建設株式会社東京

支店

3120001018002 一般競争入札 90,428,924円

1,399,680円

66.6% 2埼玉県所沢市並木2-2

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」 第１統括国有財産管理官

(H29)所沢住宅屋内排水設備改修工事監理業務

平成29年8月22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

5010001039494 一般競争入札 2,099,520円

5120001111309

56.6% 2千葉県松戸市松戸159-1ほか

大阪府大阪市中央区内

本町2-4-7　大阪Ｕ２ビ

ル8階

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H29)松戸第３住宅ほか２住宅外壁改修その他

工事設計業務

平成29年8月21日

コンストラクションイ

ンベストメントマネ

ジャーズ株式会社

一般競争入札 18,959,769円 10,746,000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29年7月1日～平成29年9月30日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成29年9月6日～ 平成30年1月23日 古川芳隆

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局横浜財務事務所長

平成29年9月7日～ 平成29年11月22日 伊藤美月

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成29年9月12日～ 平成30年3月16日 古川芳隆

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29年9月19日～ 平成30年3月23日 古川芳隆

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

10,227,600円

75.5% 3東京都中野区弥生町1-37-1ほか

大阪府大阪市中央区内

本町2-4-7　大阪Ｕ２ビ

ル8階

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H29)向台住宅ほか２住宅外壁改修その他工事

設計業務

平成29年9月19日

コンストラクションイ

ンベストメントマネ

ジャーズ株式会社

5120001111309 一般競争入札 13,536,430円

13,932,000円

60.8% 6東京都目黒区大橋2-17-38ほか

埼玉県さいたま市大宮

区宮町4-149-3

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H29)大橋住宅ほか３住宅外壁改修その他工事

設計業務

平成29年9月12日

株式会社綜企画設計埼

玉支店

8010001078721 一般競争入札 22,898,947円

27,961,200円

37.2% 3神奈川県横浜市港南区日野南3-5486-23外1筆

神奈川県横浜市戸塚区

戸塚町4711-1　オセア

ン矢沢ビル2F

「建築一式工事」 横浜財務事務所

国有地建物基礎等解体撤去工事（横浜市港南区

日野南三丁目）

平成29年9月7日

オセアンリフォーム株

式会社

1020001038061 一般競争入札 75,158,911円

1,555,200円

66.6% 5千葉県習志野市泉町3-9

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」 第１統括国有財産管理官

(H29)大久保住宅外壁改修その他工事監理業務

平成29年9月6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

5010001039494 一般競争入札 2,332,800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29年7月1日～平成29年9月30日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成29年9月28日～ 平成30年3月23日 古川芳隆

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29年9月28日～ 平成30年2月23日 古川芳隆

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

156,600,000円

63.1% 8茨城県つくば市並木2-8ほか

茨城県石岡市国府1-6-

24

「電気工事」 第１統括国有財産管理官

(H29)並木２丁目住宅ほか１住宅電気設備改修

その他工事

平成29年9月28日

狩谷電機株式会社

8050001012346 一般競争入札 248,043,323円

3,682,800円

82.6% 4千葉県千葉市稲毛区稲毛東4-54-1

福井県福井市和田1-4-

10

「建築士事務所」 第８統括国有財産管理官

平成29年度国有建物解体撤去工事設計図書等作

成業務委託（千葉市稲毛区稲毛東四丁目)

平成29年9月28日

株式会社三輝設計事務

所

3210001014388 一般競争入札 4,456,080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）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29年7月6日～ 平成29年12月15日 古川芳隆

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29年9月5日～ 平成30年2月15日 古川芳隆

埼玉県さいたま市中央区新都心

1-1

第８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項及び予決令第

99条の2に該当するため

-

（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。

公共工事の名称、場所、期間及び種別

平成29年9月5日

株式会社創建社ディー

アンドアール設計

平成29年度国有建物解体撤去工事設計図書

等作成業務委託(相模原市中央区すすきの

町)

神奈川県相模原市中央区すすきの町2427-9

平成29年度国有建物解体撤去工事設計図書

等作成業務委託(小平市鈴木町一丁目)

東京都小平市鈴木町1-99-1

「建築士事務所」

「建築士事務所」

2

大阪府大阪市中央区平

野町3-1-10　オーセン

ティック淀屋橋303

5,508,000円

99.7%

3

3,673,080円

契約一覧表（随意契約（公共工事））

-

4480001002497

2120001082866

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項及び予決令第

99条の2に該当するため

5,520,960円

（審議対象期間　平成29年7月1日～平成29年9月30日）

平成29年7月6日

株式会社宮建築設計東

京支店

東京都中央区八丁堀2-

28-10

第８統括国有財産管理官

3,672,000円

99.9%



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

石村幸三

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

石村幸三

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

古川芳隆

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

鈴木信一

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

4

横浜財務事務所

一式

神奈川県藤沢市立石3-

3180

4021002002235

神奈川地区宿舎用地草刈業務

平成29年7月10日

有限会社湘南花卉園緑地

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

1,404,000円

-

平成29年7月6日

株式会社砂子田コンサル

タント

一般競争入札

東京都府中市美好町3-2-

5

36.4%

株式会社首都圏サービス

一般競争入札

2012401014674

1011701004080

東京都品川区北品川1-8-

11

水戸財務事務所

東京財務事務所

第6統括国有財産管理官

950,400円

平成29年7月10日

株式会社建設環境コンサ

ルティング東京支店

一般競争入札 1,762,906円 642,600円

- 2

東京都江戸川区中葛西5-

32-5

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成29年7月1日～平成29年9月30日）

平成29年7月5日

大和測量設計株式会社

東京都杉並区宮前4-26-

29

一般競争入札 2,123,445円 734,400円

34.5%

8011301004301

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（東京都杉並区天沼三丁目外

１件）

一式

9

9

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

13,824,000円

2,351,841円

アスベスト調査業務（つくば市）

国有財産の測量及び不動産表示登記

等業務（東京都世田谷区池尻二丁目

外１件）

一式

(H29)首都圏地区合同宿舎給水施設清

掃等保守点検業務

平成29年7月10日

一式

4

8120001143852

40.4%

第４統括国有財産管理官

一式



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29年7月1日～平成29年9月30日）

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

大野孝広

栃木県宇都宮市桜3-1-10

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

石村幸三

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

石村幸三

東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局前橋財務事務所長

横尾則幸

群馬県前橋市大手町2-3-1ほか8官署

分任支出負担行為担当官

関東財務局長野財務事務所長

平山　静

長野県長野市旭町1108

朝陽産業株式会社

一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推させる

おそれがあるため公

表しない

1,144,800円

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

7010501026065 3,337,200円

- 7

一式

長野県長野市大字北尾張

部109

長野財務事務所

上長野住宅外１２住宅消防用設備保

守点検等業務

平成29年7月14日

8010001166930

- 5

単価契約 

分担契約 

予定調達総額 

24,535,656円

分担予定額 

1,501,582円

予定調達数量　1,251,000kWh

東京都千代田区内幸町1-

1-3

前橋財務事務所

前橋地方合同庁舎で使用する電気

平成29年7月14日

- 1

3100001000011

東京電力エナジーパート

ナー株式会社

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 

709.33円/kW・月 

従量料金 

（通常期） 

16.08円/kWh 

（夏季） 

17.22円/kWh

- 7

一式 東京都台東区上野7-3-9

東京財務事務所

第7統括国有財産管理官

（H29）新井住宅ほか３１住宅消火器

購入その他業務

平成29年7月14日

高千穂防災工業株式会社

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

6,716,576円9011201003179

住宅用粉末消火器　1,235本ほか5品

目

東京都中野区東中野3-2-

9
東京財務事務所

第7統括国有財産管理官

（H29）赤羽住宅ほか７住宅未利用地

部分草刈業務

平成29年7月13日

株式会社プライムガーデ

ン

国有地地積測量業務（鹿沼市）

平成29年7月13日

荻野土地家屋調査士事務

所

一般競争入札 1,592,120円 507,600円

31.8%

-

4

一式

茨城県水戸市百合が丘町

7-13

宇都宮財務事務所



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29年7月1日～平成29年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

古川芳隆

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

石村幸三

東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局宇都宮財務事務所長

大野孝広

栃木県宇都宮市桜3-1-10

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

古川芳隆

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

7020001013109

92.7% 4

キャビネット24台ほか14品目

東京都中央区東日本橋2-

13-5

会計課

什器等の購入

平成29年7月31日

株式会社秋山商会

一般競争入札 4,676,842円 4,622,400円

98.8%

一式

神奈川県横浜市南区井

土ヶ谷下町45-1

横浜財務事務所

国有財産の測量及び不動産表示登記

等業務（横浜市磯子区久木町外4件）

平成29年8月4日

昭和測量設計株式会社

一般競争入札 3,957,657円 3,672,000円

分担契約 

契約総額 

1,492,971円 

全額を当局に

て負担

蛍光灯直管2,500本ほか9品目 東京都杉並区和田1-30-4

合同庁舎管理官

蛍光灯直管ほかの購入

平成29年7月19日

8010001036398

一式 栃木県鹿沼市富岡447

宇都宮財務事務所

国有地草刈業務（宇都宮市）

平成29年7月25日

三品造園土木株式会社

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

4,860,000円

2

- 4

6060001010648

一式 東京都豊島区駒込3-3-22

東京財務事務所

第5統括国有財産管理官

不動産鑑定評価業務（価格）：東京

都世田谷区

平成29年7月20日

株式会社米山

一般競争入札2013301013130

同種の他の契約の予

定価格を類推させる

おそれがあるため公

表しない

150,120円

- 2

6011301004930

- 1

東京メタル工業株式会社

一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推させる

おそれがあるため公

表しない

1,492,971円



別記様式４

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号

又は名称及び住所

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29年7月1日～平成29年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

古川芳隆

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

古川芳隆

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

古川芳隆

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

古川芳隆

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

古川芳隆

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

696,600円1120001048819

- 4

一式

大阪府大阪市西区九条南

2-18-16

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（茨城

県水戸市三の丸3-1-301　外5物件）

平成29年8月7日

大阪エンジニアリング株

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

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

561,600円

- 8

一式

東京都千代田区麹町2-2

オーセンティック半蔵門

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（埼玉

県さいたま市緑区美園1-16-7外1筆

外12物件）

平成29年8月7日

株式会社九段経済研究所

一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推させる

おそれがあるため公

表しない

1,024,920円8010401083610

- 4

一式

東京都千代田区麹町2-2

オーセンティック半蔵門

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（千葉

県市川市大野町4-2996-1外11筆　外7

物件）

平成29年8月7日

株式会社九段経済研究所

一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推させる

おそれがあるため公

表しない

704,160円8010401083610

- 8

9010001073705

7011001006318

一式

東京都千代田区飯田橋2-

1-4　九段セントラルビ

ル701
首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（東京

都港区南青山1-39-114　外6物件）

平成29年8月7日

首都圏不動産鑑定株式会

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

591,840円

- 9

一式

東京都渋谷区渋谷1-12-

12

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（神奈

川県相模原市中央区上矢部1-511-1外

1筆　外6物件）

平成29年8月7日

株式会社共立不動産鑑定

事務所

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29年7月1日～平成29年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

古川芳隆

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

古川芳隆

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

古川芳隆

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局宇都宮財務事務所長

大野孝広

栃木県宇都宮市桜3-1-10

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

古川芳隆

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

1台 埼玉県熊谷市三ヶ尻5445

会計課

2,300,400円

91.0% 2

水戸財務事務所に係る乗用自動車

（ハイブリッド自動車）の購入（交

換契約）

平成29年8月25日

株式会社日産サティオ埼

玉北

2030001085110

一般競争入札

（総合評価）

2,527,289円

光電式煙感知器ヘッド190個ほか1品

目

東京都渋谷区笹塚3-33-4

合同庁舎管理官

光電式煙感知器ヘッドの購入

平成29年8月10日

株式会社ヨコモリ

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

1,676,544円3011001024109

一式

茨城県水戸市百合が丘町

7-13

宇都宮財務事務所

国有地地積測量業務（日光市・那須

塩原市）

平成29年8月10日

荻野土地家屋調査士事務

所

- 一般競争入札 3,627,977円

一式

千葉県香取郡多古町多古

2000-34

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（群馬

県前橋市平和町1-61-8外2筆　外3物

件）

平成29年8月7日

ＦＰオフィスＣＡＴ

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

184,680円-

928,800円

25.6% 3

- 12

- 6

- 4

一式

神奈川県相模原市南区上

鶴間6-16-15

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（栃木

県宇都宮市大谷町字岩渕1101-10　外

12物件）

平成29年8月7日

ＴＥＲＲＡ不動産鑑定

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

1,131,840円-



別記様式４

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号

又は名称及び住所

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29年7月1日～平成29年9月30日）

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所立川出張所長

小野和弘

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長

石村幸三

東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局水戸財務事務所筑波出張所長

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

斉藤友博

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

関東財務局水戸財務事務所長

鈴木信一

茨城県水戸市北見町1-4

7050001001977 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

680,400円

- 3

6,076,686円 1,263,600円

20.7% 6

一式 茨城県水戸市城南1-8-9

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29年9月25日

日本防災株式会社

64.4% 4

一式 栃木県真岡市田島1097

筑波出張所

松浜住宅外１４住宅消防設備保守点

検業務

平成29年9月7日

株式会社全研ビルサービ

ス

5110001014330 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

1,263,600円

- 1

一式

新潟県三条市西本成寺2-

29-9

新潟財務事務所

国有地地積測量業務（つくば市吾

妻）

平成29年9月4日

五大測量設計有限会社

8060002017236 一般競争入札

一式

東京都府中市分梅町3-

51-2

立川出張所

平成29年度健康診断等の業務

平成29年9月4日

一般財団法人近藤記念医

学財団

2010005018621 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

＠10,800円ほか

- 1

単価契約 

予定調達総額 

1,768,338円 

実施予定人数59人ほか 東京都文京区本郷1-33-9

東京財務事務所総務課

国有地地積測量等業務（東京都立川

市緑町）

平成29年9月1日

株式会社ユニオン技術

4012401001786 一般競争入札 4,692,233円 3,024,000円



別記様式４

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号

又は名称及び住所

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29年7月1日～平成29年9月30日）

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

石村幸三

東京都文京区湯島4-6-15

（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。

国有工作物健全度調査業務（目黒区

駒場一丁目）

平成29年9月27日

開発エンジニアリング株

式会社

7010501005845 一般競争入札 3,304,235円 2,397,600円

72.5% 1

一式

東京都台東区北上野2-6-

4
東京財務事務所

第5統括国有財産管理官



別記様式５

（部局名：関東財務局）

物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにそ

の所属する部局の名称及び所

在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号

又は名称及び住所

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

古川芳隆

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

古川芳隆

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

石村幸三

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

石村幸三

一式 東京都文京区湯島4-6-15

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

日本ヴァリュアーズ株

式会社

-

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成29年7月1日～平成29年9月30日）

不動産鑑定評価業務（価格）（茨城

県つくば市吾妻1-1-1　外2物件）

平成29年8月7日

東急不動産株式会社

東京都渋谷区道玄坂1-

21-2

7011001016580

不動産鑑定評価業務（価格）（茨城

県つくば市吾妻1-1-1　外2物件）

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29年8月7日

同種の他の契約

の予定価格を類

推させるおそれ

があるため公表

しない

1,058,400円

- -

--

-

1,166,400円

-

公告による企画案募集の結

果、契約相手方の提案内容が

当局の期待する最も優秀なも

のとして選定され、契約価格

の競争による契約相手方の選

定を許さなかったことから会

計法第29条の3第4項に該当す

るため

東京都千代田区富士見

2-4-3　朝日観光ビル4

階
首席国有財産鑑定官

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京

都千代田区

平成29年9月6日

東急不動産株式会社

公告による企画案募集の結

果、契約相手方の提案内容が

当局の期待する最も優秀なも

のとして選定され、契約価格

の競争による契約相手方の選

定を許さなかったことから会

計法第29条の3第4項に該当す

るため

東京都渋谷区道玄坂1-

21-2

東京財務事務所管財第２課

同種の他の契約

の予定価格を類

推させるおそれ

があるため公表

しない

1,296,000円

- -

1,296,000円

-

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京

都千代田区

平成29年9月6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

しない東京都中央区日本橋3-

5-14

-

東京財務事務所管財第２課

-

2010001085517

7011001016580

6010001050293



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29年7月1日～平成29年9月30日）

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

石村幸三

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

石村幸三

一式 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

古川芳隆

1台

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

古川芳隆

一式

埼玉県さいたま市中央区新都

心1-1

東京財務事務所管財第２課

-

-

同種の他の契約

の予定価格を類

推させるおそれ

があるため公表

しない

1,393,200円

東京都千代田区永田町

2-11-1

東京財務事務所管財第２課

不動産鑑定評価業務（価格）：東京

都杉並区

- -

平成29年9月7日

株式会社中央不動産鑑

定所

東京都中央区日本橋3-

5-14

- -

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

1,620,000円

1,981,800円

不動産鑑定評価業務（価格）：東京

都杉並区

平成29年9月7日

クッシュマン・アン

ド・ウェイクフィール

ド株式会社

動産（非上場株式）の価格にかかる

鑑定評価

平成29年9月21日

神山公認会計士事務所

神山　敏夫

公告による企画案募集の結

果、契約相手方の提案内容が

当局の期待する最も優秀なも

のとして選定され、契約価格

の競争による契約相手方の選

定を許さなかったことから会

計法第29条の3第4項に該当す

るため

宇都宮財務事務所に係る乗用自動車

（ハイブリッド自動車）の購入（交

換契約）

平成29年9月20日

株式会社ホンダカーズ

東京

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

び予決令第99条の2に該当す

るため

2,007,690円

-

東京都台東区上野5-14-

9

会計課

98.7% 1

東京都千代田区麹町3-

6-5　麹町ＧＮ安田ビル

第６統括国有財産管理官

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

- - -

-

6010001050293

5010001086041

5010501028625



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29年7月1日～平成29年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

古川芳隆

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

石村幸三

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

石村幸三

一式 東京都文京区湯島4-6-15

不動産鑑定評価業務（価格）：東京

都渋谷区

動産（非上場株式）の価格にかかる

鑑定評価

平成29年9月21日

兼山公認会計士事務所

兼山　嘉人

公告による企画案募集の結

果、契約相手方の提案内容が

当局の期待する最も優秀なも

のとして選定され、契約価格

の競争による契約相手方の選

定を許さなかったことから会

計法第29条の3第4項に該当す

るため

同種の他の契約

の予定価格を類

推させるおそれ

があるため公表

しない

3,024,000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

-

東急不動産株式会社 公告による企画案募集の結

果、契約相手方の提案内容が

当局の期待する最も優秀なも

のとして選定され、契約価格

の競争による契約相手方の選

定を許さなかったことから会

計法第29条の3第4項に該当す

るため

同種の他の契約

の予定価格を類

推させるおそれ

があるため公表

しない

1,620,000円

- -

東京都渋谷区道玄坂1-

21-2

東京財務事務所管財第２課

-

東京都中央区八重洲1-

9-9

東京財務事務所管財第２課

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

（注2）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。

（注4）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

-

7011001016580

平成29年9月22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

1,836,000円

-

6010001034998

- -

不動産鑑定評価業務（価格）：東京

都渋谷区

平成29年9月22日



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29年7月28日～ 平成30年1月29日

平成29年8月3日～ 平成30年3月30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29年7月1日～平成29年9月30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

(H29)中野住宅ほか２住宅屋外給水設備改

良工事設計業務

平成29年7月28日

株式会社友水設計

1050001012419 一般競争入札 5,011,399円 2,548,800円

東京都中野区中央2-32-1ほか

茨城県石岡市若松3-8-

40-101

「建築士事務所」

(H29)「(H28)標準予算単価建物設計図書

作成業務」

平成29年8月3日

株式会社ＵＲリンケージ

3010001088790 一般競争入札 62,035,453円

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

東京都中央区日本橋1-5-

3

「建築士事務所」

平成29年7月14日

朝陽産業株式会社

3100001000011 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

1,144,800円

長野県長野市大字北尾張

部109

51,300,000円

東京都杉並区和田1-30-4

平成29年9月4日

一般財団法人近藤記念医

学財団

2010005018621 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

＠10,800円ほか

東京都文京区本郷1-33-9

平成29年7月19日

東京メタル工業株式会社

6011301004930 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

1,492,971円

平成29年9月7日

株式会社全研ビルサービ

ス

5110001014330 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

1,263,600円

50.8% 1

182.6%

- 1

- 1

- 1

- 1

上長野住宅外１２住宅消防用設備保守点

検等業務

一式

蛍光灯直管ほかの購入

蛍光灯直管2,500本ほか9品目

平成29年度健康診断等の業務

実施予定人数59人ほか

松浜住宅外１４住宅消防設備保守点検業

務

一式

新潟県三条市西本成寺2-

29-9



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）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

（審議対象期間　平成29年7月1日～平成29年9月30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

（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。

3,304,235円 2,397,600円

東京都台東区北上野2-6-

4

東京都台東区上野5-14-9

72.5% 1

株式会社ホンダカーズ東

京

5010501028625

国有工作物健全度調査業務（目黒区駒場

一丁目）

一式

宇都宮財務事務所に係る乗用自動車（ハ

イブリッド自動車）の購入（交換契約）

1台

平成29年9月20日 不落 2,007,690円 1,981,800円 98.7% 1

平成29年9月27日

開発エンジニアリング株

式会社

7010501005845 一般競争入札



別記様式１

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成29年7月1日～平成29年9月30日）

備　　　　　考

総契約件数 16 件 3 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 0 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） 12 件 0 件

④　随意契約（物品役務等） 4 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29年７月１日～平成29年９月30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

（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。

該当無し



別記様式３

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成29年７月１日～平成29年９月30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

（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。

該当無し



別記様式４

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成29年７月１日～平成29年９月30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

埼玉県下13税務署の樹木等の剪定、除

草及び病虫害防除（消毒）業務

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

栗原　茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年7月21日

株式会社むさしビルク

リーナー

埼玉県さいたま市浦和

区常盤３－３－９

1030001008261 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

2,844,720 － 5

e-Tax研修用パソコン及び高速データ通

信機器等の提供業務

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

栗原　茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年7月21日

株式会社SSマーケット

東京都八王子市寺町５６

－１グレースヒルズ２Ｆ

7010101010238 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

1,000,080 － 2

前橋地方合同庁舎で使用する電気

540kWh

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

栗原　茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ほ

か８官署

平成29年7月14日

東京電力エナジーパート

ナー株式会社

東京都千代田区内幸町

１－１－３

8010001166930 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

＠16.08円ほか － 5

分担契約

分担契約総額

74,412,000円

栃木税務署小山花垣宿舎内装改修工事

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

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年7月4日

株式会社悠輝積算

東京都杉並区宮前４－８

－１５

1011301007302 一般競争入札 1,671,840 1,279,800 76.5% 6

松本税務署曙町宿舎外壁改修その他工

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

栗原 茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年7月24日

株式会社アクトミヤス

石川県小松市串茶屋町

丙５９

6220001011712 一般競争入札 1,477,440 1,132,920 76.6% 9

佐久税務署外1署駐車場改修工事設計

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

栗原 茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年7月24日

株式会社スペース・クリ

エイツ

山梨県甲府市里吉３－１

０－２１

8090001005494 一般競争入札 1,531,872 1,134,000 74.0% 7

新津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

栗原 茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年7月25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 1,648,512 1,166,400 70.7% 4

相続税申告書等用紙の封入業務の外部

委託

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

栗原　茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年8月9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

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

1,782,000 ー 3

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29年７月１日～平成29年９月30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））

保存簿書等のマイクロフィルム化業務

64,947コマ

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

栗原　茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年8月25日

株式会社ニチマイ

東京都江戸川区中葛西

４－１９－１４

5010001006197 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 ー 2

単価契約

予定調達総額

2,244,568円

平成29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

栗原　茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年8月29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

1,350,000 ー 2

関東信越国税局ＷＡＮクライアントパソコ

ン等更新作業に係る業務委託

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

栗原　茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年9月15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

7,120,440 ー 3

電話交換設備等の設定業務及び内線電

話機移設等業務

移設工事194本ほか4品目

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

栗原　茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年9月19日

株式会社ピーシーテレコ

ム

埼玉県さいたま市中央

区八王子２－２－１６

3030001010273 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

@4,320円ほか ー 2

単価契約

予定調達総額

1,474,200円

以　下　余　白

（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29年７月１日～平成29年９月30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

行田税務署ほか2署におけるタイルカー

ペットの購入

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年7月5日

株式会社文祥堂

東京都中央区銀座３－

４－１２

6010001055730

予決令第99条の2（競争に

付しても入札者がないとき、

又は再度の入札をしても落

札者がないとき）

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

6,134,400 ー 2 ー

平成29年度税理士試験で使用する試験

会場の賃貸借業務

平成29年8月7日～平成29年8月10日

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

栗原　茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年7月27日

学校法人聖学院聖学

院大学

埼玉県上尾市戸崎１－

１

5011505000628

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

＠240,000円ほか ー 1 ー

単価契約

予定調達総額

1,730,406円

税理士による各種説明会講師の外部委

託

300回

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

栗原　茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年9月6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

＠11,830円 ー 1 ー

単価契約

予定調達総額

3,549,000円

平成29年分所得税等の確定申告期にお

ける高崎税務署の確定申告会場の賃貸

借業務

平成30年2月9日から平成30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

栗原　茂雄

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成29年9月15日

高崎卸商社街協同組

合

群馬県高崎市問屋町２

－７

2070005002578

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

5,218,992 ー 1 ー

以　下　余　白

（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（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。

（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。



別記様式６

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成29年７月１日～平成29年９月30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）

平成29年度税理士試験で使用する試験会場の

賃貸借業務

平成29年8月7日～平成29年8月10日

平成29年7月27日

学校法人聖学院聖学院大

学

埼玉県上尾市戸崎１－１

5011505000628 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

＠240,000円ほか ー 1

税理士による各種説明会講師の外部委託

300回

平成29年9月6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　ＯＬ

Ｓビル１４F

3030005001228 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

＠11,830円 ー 1

平成29年分所得税等の確定申告期における高

崎税務署の確定申告会場の賃貸借業務

平成30年2月9日から平成30年3月16日

平成29年9月15日

高崎卸商社街協同組合

群馬県高崎市問屋町２－

７

2070005002578 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

5,218,992 ー 1

以　下　余　白

（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）


