
別記様式１

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

備　　　　　考

総契約件数 76 件 4 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 32 件 1 件

②　随意契約（公共工事） 2 件 0 件

③　競争入札（物品役務等） 31 件 3 件

④　随意契約（物品役務等） 11 件 0 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 4 件

（内訳）

⑴　一般競争入札方式 4 件

⑵　企画競争方式 0 件

⑶　公募方式 0 件

⑷　不落・不調随意契約方式 0 件

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

契　約　一　覧　表　総　括　表

区　　　　　分 件　　　　　数 うち応札（応募）業者数１者



別記様式２

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

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立川出張
所長

平成30年7月3日～ 平成30年11月30日 小泉　孝

東京都立川市緑町4-2

分任支出負担行為担当官

関東財務局横浜財務事務所長

平成30年7月4日～ 平成30年10月19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30年7月9日～ 平成31年2月7日 飯塚俊行

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30年7月18日～ 平成30年12月26日 飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

27,972,000円

- 10埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

東京都荒川区荒川7-
19-1

「電気工事」 会計課

(H30)関東財務局照明器具取替等工事

平成30年7月18日

三菱電機ビルテクノ
サービス株式会社

5010001030412 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

2,376,000円

99.2% 2東京都大田区南六郷3-23-1

東京都品川区大井1-
54-2

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)南六郷住宅外壁改修その他工事監理業務

平成30年7月9日

株式会社三輝設計事務
所東京支店

3210001014388 一般競争入札 2,395,008円

8,208,000円

- 9神奈川県相模原市中央区上矢部外

神奈川県横浜市港北区
新横浜1-13-3

「土木一式工事」、「造園工事」 横浜財務事務所

(H30)相模総合補給廠樹木伐採工事

平成30年7月4日

奈良造園土木株式会社

7020001021185 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東京都小平市鈴木町1-99-1外1筆

東京都豊島区東池袋1-
32-4

「建築一式工事」 立川出張所

契約一覧表（競争入札（公共工事））

公共工事の名称、場所、期間及び種別

国有建物等解体撤去工事（小平市鈴木町一丁
目）

平成30年7月3日

酒井建設株式会社

7013301004406 一般競争入札 202,187,817円 123,120,000円

60.8%



別記様式２

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

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））

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30年7月20日～ 平成30年11月30日 加藤博紀

東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

平成30年7月23日～ 平成30年12月21日 加藤博紀

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30年7月25日～ 平成31年3月15日 飯塚俊行

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30年7月25日～ 平成31年1月18日 大島　朗

千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

58,860,000円

89.0% 4千葉県千葉市稲毛区稲毛東4-54-1

埼玉県さいたま市浦和
区本太1-9-5

「建築一式工事」 千葉財務事務所

平成30年度国有建物等解体撤去工事（千葉市
稲毛区稲毛東四丁目）

平成30年7月25日

株式会社ケイワールド
日清

5030001002517 一般競争入札 66,131,448円

361,800,000円

90.4% 9東京都新宿区百人町3-27-1ほか

東京都練馬区向山4-
35-21

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)百人町住宅ほか１住宅外壁改修その他工
事

平成30年7月25日

株式会社日立コーポ
レーション

6011601005793 一般競争入札 400,070,769円

73,440,000円

83.3% 10東京都世田谷区弦巻5-658-1

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5統括国有財産管理官

平成30年度国有建物等解体撤去工事（世田谷
区弦巻五丁目）

平成30年7月23日

株式会社ケイワールド
日清

5030001002517 一般競争入札 88,100,680円

36,180,000円

83.0% 8東京都目黒区目黒本町1-473-4

高知県高知市針木東町
26-54

「建築一式工事」
東京財務事務所

第5統括国有財産管理官

平成30年度国有建物等解体撤去工事（目黒区
目黒本町一丁目）

平成30年7月20日

株式会社オアシス・イ
ラボレーション

6490001004598 一般競争入札 43,560,682円



別記様式２

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

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））

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

関東財務局横浜財務事務所長

平成30年7月27日～ 平成30年12月21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

関東財務局水戸財務事務所筑波出張
所長

平成30年7月31日～ 平成30年11月12日 萩谷秋男

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30年8月9日～ 平成31年3月5日 飯塚俊行

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30年8月10日～ 平成31年3月15日 飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

3,218,400円

79.0% 3東京都新宿区百人町3-27-1ほか

東京都新宿区荒木町5

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)百人町住宅ほか１住宅外壁改修その他工
事監理業務

平成30年8月10日

株式会社集研設計

8011101009335 一般競争入札 4,073,313円

72,360,000円

54.2% 19東京都中野区新井3-11-5

大阪府四條畷市雁屋南
町18-27

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)新井第２住宅外壁改修その他工事

平成30年8月9日

株式会社藤井工業

3122001016638 一般競争入札 133,350,514円

6,253,200円

- 5茨城県つくば市竹園1-15

茨城県つくば市市之台
82-2

「管工事」 筑波出張所

(H30)竹園１丁目住宅風呂釜改修その他工事

平成30年7月31日

株式会社テックフィー
ルド

2050001017342 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

115,560,000円

66.0% 6神奈川県横浜市南区山谷115-5外3筆ほか

神奈川県南足柄市関本
368

「建築一式工事」 横浜財務事務所

平成30年度国有建物等解体撤去工事（横浜市
南区山谷ほか）

平成30年7月27日

株式会社下田組

5021001033858 一般競争入札 174,921,120円



別記様式２

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

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））

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30年8月10日～ 平成31年3月5日 飯塚俊行

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30年8月21日～ 平成31年2月28日 加藤博紀

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30年8月23日～ 平成31年3月15日 飯塚俊行

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30年8月27日～ 平成30年11月2日 加藤博紀

東京都文京区湯島4-6-15ほか2官署

2,877,839円

59.9% 
(B/A×
100)

7

分担契約 
契約総額 
3,596,400円
(B)

東京都文京区湯島4-6-15

東京都世田谷区弦巻4-
21-22

「防水工事」
東京財務事務所

総務課

(H30)湯島地方合同庁舎屋上防水改修その他工
事

平成30年8月27日

創和工業株式会社

8010901026218 一般競争入札
6,003,720円 

（A）

191,160,000円

80.4% 10東京都渋谷区神宮前1-3-6

東京都板橋区氷川町6-
3

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)東郷台住宅外壁改修その他工事

平成30年8月23日

株式会社瀧島建設

4011401003933 一般競争入札 237,717,936円

105,840,000円

61.1% 10東京都北区王子6-7-156

東京都新宿区四谷1-4

「建築一式工事」
東京財務事務所

第4統括国有財産管理官

平成30年度国有建物等解体撤去工事（２期）
（北区王子六丁目）

平成30年8月21日

株式会社小川建設

7011101004064 一般競争入札 173,010,453円

1,890,000円

78.9% 3東京都中野区新井3-11-5

東京都新宿区荒木町5

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)新井第２住宅外壁改修その他工事監理業
務

平成30年8月10日

株式会社集研設計

8011101009335 一般競争入札 2,395,008円



別記様式２

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

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））

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30年8月31日～ 平成31年2月27日 飯塚俊行

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30年9月4日～ 平成31年2月4日 飯塚俊行

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30年9月4日～ 平成31年1月4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30年9月5日～ 平成31年3月15日 飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

2,106,000円

79.9% 3東京都渋谷区神宮前1-3-6

東京都新宿区荒木町5

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)東郷台住宅外壁改修その他工事監理業務

平成30年9月5日

株式会社集研設計

8011101009335 一般競争入札 2,635,609円

62,380,800円

78.1% 7神奈川県相模原市中央区すすきの町2427-9

東京都文京区湯島4-1-
13ルネ湯島ビル301号

「建築一式工事」 横浜財務事務所

平成30年度国有建物等解体撤去工事（相模原
市中央区すすきの町）

平成30年9月4日

地域環境開発協同組合

8011805002040 一般競争入札 79,798,824円

6,890,400円

40.5% 6東京都三鷹市新川6-38-2ほか

宮城県仙台市青葉区柏
木1-2-38

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)「(H31)三鷹第３住宅ほか３住宅外壁改
修その他工事」設計業務

平成30年9月4日

株式会社ＳＵＮ総合

1370001012659 一般競争入札 16,998,914円

80,730,000円

99.5% 2千葉県松戸市松戸159-1

東京都豊島区西池袋3-
29-9

「機械器具設置工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)松戸第３住宅エレベーター設備改修工事

平成30年8月31日

株式会社エレベータシ
ステムズ

7013301001907 一般競争入札 81,126,610円



別記様式２

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

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））

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30年9月12日～ 平成30年11月30日 加藤博紀

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

平成30年9月12日～ 平成31年2月14日 萩谷秋男

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30年9月14日～ 平成31年2月27日 飯塚俊行

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30年9月14日～ 平成31年2月27日 飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

71,625,600円

81.8% 3神奈川県相模原市南区相模大野4-2-3

神奈川県横浜市神奈川
区栄町5-1

「機械器具設置工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)相模大野住宅エレベーター設備改修工事

平成30年9月14日

フジテック株式会社首
都圏統括本部横浜支店

3160001009212 一般競争入札 87,511,985円

1,566,000円

89.1% 2神奈川県相模原市南区相模大野4-2-3ほか

山梨県甲府市里吉3-
10-21

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)相模大野住宅ほか１住宅エレベーター設
備改修工事監理業務

平成30年9月14日

株式会社スペース・ク
リエイツ

8090001005494 一般競争入札 1,756,339円

21,362,400円

- 5茨城県つくば市竹園1-14

茨城県取手市白山6-
12-14

「管工事」 筑波出張所

(H30)竹園１丁目住宅トイレ改修その他工事

平成30年9月12日

赤塚工業株式会社

3050001027349 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

6,750,000円

68.1% 9東京都台東区下谷2-220-1、2-220-2のうち

東京都板橋区赤塚8-
13-15

「建築一式工事」
東京財務事務所

第2統括国有財産管理官

国有建物解体撤去工事（台東区下谷二丁目）

平成30年9月12日

株式会社明幸

6011401014177 一般競争入札 9,911,614円



別記様式２

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

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））

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30年9月14日～ 平成31年1月31日 飯塚俊行

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

平成30年9月14日～ 平成31年1月31日 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

関東財務局水戸財務事務所長

平成30年9月19日～ 平成31年1月25日 小野和弘

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

平成30年9月20日～ 平成31年3月29日 飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

5,076,000円

85.2% 2千葉県柏市新柏1-18ほか

長野県佐久市下平尾
485-1

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)「(H31)新柏住宅ほか６住宅エレベー
ター設備改修工事」設計業務

平成30年9月20日

佐々木設計株式会社

3100001007254 一般競争入札 5,956,084円

2,808,000円

31.9% 8茨城県水戸市北見町1-4

埼玉県さいたま市大宮
区仲町2-9仲町シロタ
ビルＥＡＳＴ3階「電気工事」 水戸財務事務所

(H30)水戸財務事務所照明器具取替等工事

平成30年9月19日

株式会社マルチメディ
アシステム

7030001012101 一般競争入札 8,780,400円

2,644,421円

29.8% 3栃木県宇都宮市桜3-1-10

宮城県仙台市若林区蒲
町東16-3

「電気工事」 宇都宮財務事務所

(H30)宇都宮財務事務所照明器具取替等工事

平成30年9月14日

株式会社パルックス

4370001003861 一般競争入札 8,845,200円

26,460,000円

75.7% 2新潟県新潟市東区河渡新町2-2-2ほか

新潟県新潟市中央区弁
天橋通3-1-24

「防水工事」、「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)松浜住宅屋上防水改修工事

平成30年9月14日

株式会社旭企業

7110001000295 一般競争入札 34,917,470円



別記様式２

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

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））

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30年9月20日～ 平成31年3月29日 飯塚俊行

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30年9月25日～ 平成31年1月31日 飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

分任支出負担行為担当官代理

関東財務局千葉財務事務所総務課長

平成30年9月25日～ 平成31年1月31日 橋本和久

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30年9月26日～ 平成31年3月29日 飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

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

2,106,000円

79.9% 5東京都中野区新井3-10-4

東京都新宿区荒木町5

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)新井第３住宅外壁改修その他工事監理業
務

平成30年9月26日

株式会社集研設計

8011101009335 一般競争入札 2,635,609円

4,259,520円

33.5% 8千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

千葉県習志野市東習志
野4-18-27

「電気工事」 千葉財務事務所

(H30)千葉財務事務所照明器具取替等工事

平成30年9月25日

株式会社ナラデン

5040001014676 一般競争入札 12,679,200円

1,512,000円

99.6% 1千葉県千葉市中央区椿森5-6-1ほか

山梨県甲府市里吉4-
12-5

「建築士事務所」 会計課

(H30)千葉財務事務所ほか2庁舎照明器具取替
等工事監理業務

平成30年9月25日

株式会社ディナック中
日本

8090001001452 一般競争入札 1,516,838円

42,843,600円

69.8% 15東京都中野区新井3-10-4

埼玉県志木市中宗岡4-
3-36-409

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)新井第３住宅外壁改修その他工事

平成30年9月20日

ネクストプルーフ株式
会社

2030001092008 一般競争入札 61,349,091円



別記様式３

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成30年7月1日～平成30年9月30日）
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30年8月10日～ 平成31年2月19日 飯塚俊行

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30年9月13日～ 平成31年3月8日 飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都
心1-1

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注2）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。

第１統括国有財産管理官

神奈川県相模原市南区相模大野4-2-3ほか

神奈川県横浜市西区浅
間町4-350-2

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)相模大野住宅立体駐車場改修工事

平成30年9月13日

株式会社八代産業

9020001010681

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

13,682,432円 12,463,200円

91.0% 5 -

契約一覧表（随意契約（公共工事））

公共工事の名称、場所、期間及び種別

(H30)「(H31)鹿島知手住宅耐震改修その
他工事」設計業務

平成30年8月10日

有限会社枝川建築設計
事務所

5050002011110

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

2,411,938円 2,376,000円

98.5% 4 -茨城県神栖市知手中央5-3

茨城県土浦市並木4-1-
36

「建築士事務所」



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成30年7月1日～平成30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

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

加藤博紀

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

加藤博紀

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

加藤博紀

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

飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1ほか
44官署等

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

小泉　孝

東京都立川市緑町4-2

1,296,000円

35.9% 5

一式 東京都豊島区巣鴨1-24-1

立川出張所

国有地磁気探査業務

平成30年7月6日

株式会社アガック

1013301014641 一般競争入札 3,605,457円

5,387,187円

99.4%
（B/A×
100）

-

分担契約 
契約総額 
115,068,600円
 (B)

一式
大阪府大阪市中央区城見
1-4-24

会計課

平成３１・３２年度資格審査イン
ターネット一元受付対応業務

平成30年7月6日

日本電気株式会社関西支
社

7010401022916 一般競争入札
115,657,200円 

(A)

3,002,400円

80.3% 2

一式
東京都杉並区宮前4-26-
29 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（東京都世田谷区北烏山六丁
目外4件）

平成30年7月4日

大和測量設計株式会社

8011301004301 一般競争入札 3,738,752円

1,165,320円

36.3% 4

一式
茨城県水戸市百合が丘町
7-13 東京財務事務所

第6統括国有財産管理官

一式
千葉県鎌ケ谷市東初富4-
12-15 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（東京都江東区南砂四丁目外2
件）

平成30年7月3日

荻野土地家屋調査士事務
所

- 一般競争入札 3,202,032円

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

国有財産の測量及び不動産表示登記
等業務（東京都豊島区東池袋五丁目
外1件）

平成30年7月3日

ホウチ測量社

- 一般競争入札 1,458,834円 702,000円

48.1% 3



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成30年7月1日～平成30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））

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

加藤博紀

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

大島　朗

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

飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1ほか
44官署等

分任支出負担行為担当官

関東財務局長野財務事務所長

蜂巣幸彦

長野県長野市旭町1108

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

加藤博紀

東京都文京区湯島4-6-15

2,376,000円

- 2

一式
東京都東久留米市柳窪4-
14-22 東京財務事務所

第7統括国有財産管理官

(H30)赤羽住宅ほか9住宅未利用地部
分草刈業務

平成30年7月20日

有限会社ベストグリーン

4012702009941 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

1,134,000円

- 1

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30年7月19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

2,807,765円

99.5%
（B/A×
100）

-

分担契約 
契約総額 
59,400,000円 
(B)

一式
東京都千代田区神田錦町
3-22

会計課

平成３１・３２年度競争参加資格審
査（建設コンサルタント等）イン
ターネット受付等業務

平成30年7月13日

パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社首都圏本社

8013401001509 一般競争入札
59,648,400円 

(A)

1,035,720円

53.3% 5

一式
茨城県水戸市百合が丘町
7-13

千葉財務事務所

国有財産の測量及び不動産表示登記
等業務（市原市山倉字西八木作）

平成30年7月12日

荻野土地家屋調査士事務
所

- 一般競争入札 1,942,234円

162,000円

- 3

一式 東京都豊島区駒込3-3-22
東京財務事務所

第4統括国有財産管理官

不動産鑑定評価業務（価格）：東京
都北区

平成30年7月11日

株式会社米山

2013301013130 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



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成30年7月1日～平成30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））

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

小泉　孝

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

飯塚俊行

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

飯塚俊行

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

飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

783,000円

- 8

一式
大阪府大阪市中央区高麗
橋2-6-10

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（神奈
川県横浜市神奈川区三ツ沢東町71-14
外2筆 外10物件）

平成30年8月3日

株式会社コスモシステム

3120001134798 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

734,400円

- 6

一式
大阪府大阪市中央区高麗
橋2-6-10

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（東京
都八丈島八丈町三根4598-43 外9物
件）

平成30年8月3日

株式会社コスモシステム

3120001134798 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

5,022,000円

- 2

一式 栃木県真岡市中2014-1

宇都宮財務事務所

国有地草刈業務（宇都宮市）

平成30年8月2日

株式会社礒造園土木

2060001009256 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

3,186,000円

- 2

一式
神奈川県鎌倉市大船2-
19-28

会計課

財務局行政情報化ＬＡＮシステムに
係る情報セキュリティ監査業務一式

平成30年7月23日

株式会社ケイテック

7021001009856 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

181,321円

- 6

一式
神奈川県相模原市南区上
鶴間6-16-15

立川出張所

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京
都立川市

平成30年7月20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



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成30年7月1日～平成30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））

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

飯塚俊行

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

飯塚俊行

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

飯塚俊行

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

飯塚俊行

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

飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

660,960円

- 5

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）（栃木
県宇都宮市平松本町字下並塚811-78
外5筆（仮換地済） 外8物件）

平成30年8月3日

株式会社共立不動産鑑定
事務所

7011001006318 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

440,640円

- 4

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）（茨城
県下妻市下妻字三ノ輪甲6-2 外5物
件）

平成30年8月3日

株式会社共立不動産鑑定
事務所

7011001006318 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

575,640円

- 7

一式
静岡県静岡市葵区水落町
10-1

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（千葉
県市川市北国分2-2661 外9物件）

平成30年8月3日

静岡不動産鑑定株式会社

7080001002163 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

648,000円

- 6

一式
大阪府大阪市中央区高麗
橋2-6-10

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（千葉
県千葉市中央区川戸町571外1筆 外8
物件）

平成30年8月3日

株式会社コスモシステム

3120001134798 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

594,000円

- 6

一式
大阪府大阪市中央区高麗
橋2-6-10

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（埼玉
県さいたま市南区大字太田窪字善前
南2407-3外1筆 外8物件）

平成30年8月3日

株式会社コスモシステム

3120001134798 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



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成30年7月1日～平成30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））

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立川出張所長

小泉　孝

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

飯塚俊行

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

飯塚俊行

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

加藤博紀

東京都文京区湯島4-6-15

＠1,080円ほか

- 1
単価契約 
予定調達総額 
1,752,300円

一式 東京都文京区本郷1-33-9
東京財務事務所

総務課

平成30年度健康診断等の業務

平成30年9月6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

40,078,800円

65.6% 2

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

(H30)合同宿舎建物定期点検外業務

平成30年8月31日

株式会社池澤設計

2060002001063 一般競争入札 61,011,571円

2,006,067円

90.3% 2

1台 長野県長野市上高田1296

会計課

長野財務事務所に係る乗用自動車の
購入（交換契約）

平成30年8月30日

株式会社ホンダカーズ長
野中央

6100001003168
一般競争入札
(総合評価)

2,220,297円

1,584,360円

- 10

一式
東京都練馬区関町北1-3-
1

立川出張所

(H30)村山第４住宅樹木伐採業務

平成30年8月16日

株式会社アオイ造園

5011601000085 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

319,680円

29.3% 4

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）

平成30年8月13日

荻野土地家屋調査士事務
所

- 一般競争入札 1,089,775円



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成30年7月1日～平成30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））

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

加藤博紀

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

加藤博紀

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

飯塚俊行

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

飯塚俊行

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

飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

12,332,520円

89.8% 2

155脚
東京都中央区東日本橋2-
13-5

会計課

事務用椅子の購入

平成30年9月25日

株式会社秋山商会

8010001036398 一般競争入札 13,732,362円

12,528,000円

- 4

一式
東京都江戸川区中葛西5-
32-5

第４統括国有財産管理官

(H30)首都圏地区合同宿舎給水施設清
掃等保守点検業務

平成30年9月21日

株式会社首都圏サービス

1011701004080 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

4,665,600円

73.3% 2

2台 埼玉県熊谷市三ヶ尻5445

会計課

乗用自動車（ハイブリッド自動車）
の購入（さいたま・前橋）（交換契
約）

平成30年9月20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）

6,364,593円

3,564,000円

93.8% 1

一式
東京都杉並区宮前4-26-
29 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（東京都品川区南大井四丁目
外4件）

平成30年9月19日

大和測量設計株式会社

8011301004301 一般競争入札 3,798,635円

697,680円

29.0% 6

一式
茨城県水戸市百合が丘町
7-13 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（東京都北区赤羽台三丁目外1
件）

平成30年9月19日

荻野土地家屋調査士事務
所

- 一般競争入札 2,400,154円



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成30年7月1日～平成30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））

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

加藤博紀

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。

6,372,000円

91.9% 2

一式 東京都中央区新川1-24-8
東京財務事務所

第1統括国有財産管理官

九段会館及び同敷地における建物等
整備に係るモニタリング業務

平成30年9月27日

一般財団法人建築保全セ
ンター

4010005018719 一般競争入札 6,932,520円



別記様式５

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成30年7月1日～平成30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

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

加藤博紀

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

加藤博紀

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

飯塚俊行

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

飯塚俊行

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

関東財務局横浜財務事務所長

伊藤美月

一式
神奈川県横浜市中区北仲通5-
57

696,600円

- 2 -

東京都中央区日本橋3-
5-14

横浜財務事務所

不動産鑑定評価業務（価格）：横浜
市中区

平成30年8月22日

株式会社中央不動産鑑
定所

6010001050293

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

-

千葉県千葉市中央区新
町24-9

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（茨城
県つくば市吾妻1-4-2 外2物件）

平成30年8月6日

株式会社中央不動産鑑
定所千葉支所

6010001050293

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）（茨城
県つくば市吾妻1-4-2 外2物件）

平成30年8月6日

東急不動産株式会社

7011001016580

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

907,200円

- 2

東京都中央区日本橋茅
場町1-8-3 東京財務事務所

管財第２課

-

東京都渋谷区道玄坂1-
21-2 東京財務事務所

管財第２課

1,134,000円

- 2 -

東京都渋谷区道玄坂1-
21-2

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務：東京都杉並区
外

平成30年7月11日

ＪＬＬ森井鑑定株式会
社

7010001125004

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

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

不動産鑑定評価業務：東京都杉並区
外

平成30年7月11日

東急不動産株式会社

7011001016580

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

1,188,000円

- 3

648,000円

- 3 -



別記様式５

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成30年7月1日～平成30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

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

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

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

小泉　孝

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

小泉　孝

一式 東京都立川市緑町4-2

渡財産　土地・4,009.58㎡ 
受財産　土地・2,899.56㎡

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

飯塚俊行

一式
埼玉県さいたま市中央区新都
心1-1

3,780,000円

- 3 -

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

動産（非上場株式）の価格にかかる
鑑定評価

平成30年9月19日

神山公認会計士事務所
神山 敏夫

-

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

同種の他の契約
の予定価格を類
推させるおそれ
があるため公表
しない

3,200,000円

100.0% － -

渡財産の価格 
90,000,000円 
受財産の価格 
93,200,000円

栃木県栃木市万町9-25

宇都宮財務事務所

国有財産と市有財産の交換に伴う交
換差金

平成30年8月31日

栃木市

6000020092037

国は庁舎の移転、栃木市は市
役所駐車場整備を目的とし
て、国有財産と市有財産を交
換したもので、会計法第29条
の3第5項及び予算決算及び会
計令第99条第21号に該当する
ため 
(根拠区分：イ(イ))

3,200,000円

分任契約担当官
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
関東財務局宇都宮財務事務所
長
大野孝広
栃木県宇都宮市桜3-1-10

432,000円

- 5 -

東京都中央区日本橋3-
5-14

立川出張所

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京
都小平市

平成30年8月23日

株式会社中央不動産鑑
定所

6010001050293

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

453,600円

- 5 -

東京都渋谷区道玄坂1-
21-2

立川出張所

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京
都小平市

平成30年8月23日

東急不動産株式会社

7011001016580

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

- 2 -

東京都千代田区永田町
2-11-1山王パークタ
ワー13階 横浜財務事務所

不動産鑑定評価業務（価格）：横浜
市中区

平成30年8月22日

クッシュマン・アン
ド・ウェイクフィール
ド株式会社

5010001086041

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



別記様式５

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成30年7月1日～平成30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

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

飯塚俊行

一式
埼玉県さいたま市中央区新都
心1-1

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

3,024,000円

－ 3 -

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

動産（非上場株式）の価格にかかる
鑑定評価

平成30年9月19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



別記様式６

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

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30年9月25日～ 平成31年1月31日

「建築士事務所」

（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。

3,564,000円 93.8% 1

一式
東京都杉並区宮前4-26-
29

国有財産の測量及び不動産表示登記等業
務（東京都品川区南大井四丁目外4件）

平成30年9月19日

大和測量設計株式会社

8011301004301 一般競争入札 3,798,635円

＠1,080円ほか - 1

一式 東京都文京区本郷1-33-9

平成30年度健康診断等の業務

平成30年9月6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

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

1,134,000円 - 1

上長野住宅外12住宅消防用設備保守点検
等業務

平成30年7月19日

朝陽産業株式会社

3100001000011 一般競争入札

一式
長野県長野市大字北尾張
部109

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

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

(H30)千葉財務事務所ほか2庁舎照明器具
取替等工事監理業務

平成30年9月25日

株式会社ディナック中日
本

8090001001452 一般競争入札 1,516,838円 1,512,000円 99.6% 1

千葉県千葉市中央区椿森5-6-1ほか

山梨県甲府市里吉4-12-5


