別記様式１

契 約 一 覧 表 総 括 表
（部局名：関東財務局）
区

（審議対象期間 平成30年10月1日～平成30年12月31日）
分

総契約件数

件

数

うち応札（応募）業者数１者
60 件

7件

① 競争入札（公共工事）

32 件

4件

② 随意契約（公共工事）

2件

0件

③ 競争入札（物品役務等）

21 件

2件

④ 随意契約（物品役務等）

5件

1件

備

考

（内訳）

応札（応募）業者数１者総契約件数

7件

（内訳）
⑴ 一般競争入札方式

6件

⑵ 企画競争方式

0件

⑶ 公募方式

0件

⑷ 不落・不調随意契約方式

1件

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

別記様式２

契約一覧表（競争入札（公共工事））
（部局名：関東財務局）
公共工事の名称、場所、期間及び種別

（審議対象期間
契約担当官等の氏名並びに
契約を締結した日
その所属する部局の名称及び所在地

(H30)「(H31)相模大野住宅ほか２住宅消防設
備改修工事」設計業務

支出負担行為担当官

神奈川県相模原市南区相模大野4-2-3ほか

関東財務局総務部次長

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

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

4020001045609

一般競争入札

6,202,174円

3,348,000円

落札率

応札
者数

53.9%

4

備

考

株式会社ハマ・メンテ

平成30年10月3日
平成30年10月3日～

平成31年2月25日

飯塚俊行
神奈川県横浜市瀬谷区
下瀬谷3-49-7

「建築士事務所」

第１統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)小港住宅屋上防水改修工事

支出負担行為担当官

神奈川県横浜市中区小港町2-83

関東財務局総務部次長

株式会社青木工業
92.5%
平成30年10月5日
平成30年10月5日～

平成31年3月8日

1012401021481

一般競争入札

13,653,479円

13

12,636,000円

飯塚俊行
東京都武蔵野市関前517-19

「防水工事」、「建築一式工事」

第１統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)「(H31)川中島住宅ほか２住宅外壁改修
その他工事」設計業務

支出負担行為担当官

長野県長野市川中島町今井原6-2ほか

関東財務局総務部次長

株式会社ユウ設計事務
所
65.9%
平成30年10月5日

平成30年10月5日～

平成31年3月15日

9070001003359

一般競争入札

4,882,093円

3

3,218,400円

飯塚俊行
群馬県前橋市亀里町
340-3

「建築士事務所」

第１統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成30年度国有建物等解体撤去工事（板橋区
大山東町）

分任支出負担行為担当官

東京都板橋区大山東町34-13

関東財務局東京財務事務所長

株式会社滝口興業
64.2%
平成30年10月10日
平成30年10月10日～

平成31年2月8日

9030001075880

47,405,919円

6

30,456,000円

加藤博紀
埼玉県川口市前川126-22

「建築一式工事」

一般競争入札

東京都文京区湯島4-6-15

東京財務事務所
第4統括国有財産管理官

別記様式２

契約一覧表（競争入札（公共工事））
（部局名：関東財務局）
公共工事の名称、場所、期間及び種別

（審議対象期間
契約担当官等の氏名並びに
契約を締結した日
その所属する部局の名称及び所在地

(H30)成田第２住宅屋上防水改修工事

支出負担行為担当官

千葉県成田市加良部1-18

関東財務局総務部次長

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

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

2050002025071

一般競争入札

48,720,264円

24,840,000円

落札率

応札
者数

50.9%

7

備

考

有限会社ＫＩ防水

平成30年10月11日
平成30年10月11日～

平成31年3月8日

飯塚俊行
茨城県古河市上辺見
968

「防水工事」、「建築一式工事」

第１統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)「(H31)第２愛宕住宅ほか１住宅外壁改
修その他工事」設計業務

支出負担行為担当官

茨城県水戸市文京1-2ほか

関東財務局総務部次長

有限会社ＳＵＰＥＲ
ＳＫＥＴＣＨ
89.0%
平成30年10月12日

平成30年10月12日～

平成31年3月15日

3050002023561

一般競争入札

2,400,058円

5

2,138,400円

飯塚俊行
茨城県つくば市松代217-4-4

「建築士事務所」

第１統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)「(H31)赤羽住宅ほか３住宅消防設備改
修工事」設計業務

支出負担行為担当官

東京都北区赤羽台2-2-1ほか

関東財務局総務部次長

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
平成30年10月12日

平成30年10月12日～

平成31年3月18日

「建築士事務所」

飯塚俊行

支出負担行為担当官

神奈川県横浜市西区西戸部町2-190ほか

関東財務局総務部次長

一般競争入札

8,094,034円

2

5,648,400円

大阪府大阪市中央区内
本町2-4-7大阪Ｕ２ビ
ル8階

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)「(H31)西戸部住宅ほか３住宅消防設備
改修工事」設計業務

69.7%
5120001111309

第１統括国有財産管理官

株式会社ハマ・メンテ
97.7%
平成30年10月12日
平成30年10月12日～

平成31年3月18日

4020001045609

一般競争入札

3,425,357円

2

3,348,000円

飯塚俊行
神奈川県横浜市瀬谷区
下瀬谷3-49-7

「建築士事務所」

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

第１統括国有財産管理官

別記様式２

契約一覧表（競争入札（公共工事））
（部局名：関東財務局）
公共工事の名称、場所、期間及び種別

（審議対象期間
契約担当官等の氏名並びに
契約を締結した日
その所属する部局の名称及び所在地

(H30)「(H31)川崎住宅ほか２住宅外壁改修そ
の他工事」設計業務

支出負担行為担当官

神奈川県川崎市中原区上平間1254ほか

関東財務局総務部次長

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

平成31年3月11日

法人番号

予定価格

契約金額

3050002023561

一般競争入札

6,668,893円

3,996,000円

落札率

応札
者数

59.9%

6

備

考

有限会社ＳＵＰＥＲ
ＳＫＥＴＣＨ
平成30年10月12日

平成30年10月12日～

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

飯塚俊行
茨城県つくば市松代217-4-4

「建築士事務所」

第１統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成30年度国有建物等解体撤去工事（目黒区
目黒三丁目）

分任支出負担行為担当官

東京都目黒区目黒3-935-2

関東財務局東京財務事務所長

松本建設株式会社
94.3%
平成30年10月12日
平成30年10月12日～

平成31年3月22日

8060001009457

一般競争入札

124,253,747円

117,180,000円

加藤博紀
栃木県真岡市並木町221-1

「建築一式工事」

支出負担行為担当官

神奈川県横浜市神奈川区子安台1-48-2

関東財務局総務部次長

株式会社山田建築事務
所
99.4%
平成30年10月18日

平成31年3月15日

東京財務事務所
第5統括国有財産管理官

東京都文京区湯島4-6-15

平成30年度国有建物解体撤去工事設計図書等
作成業務（横浜市神奈川区子安台一丁目）

平成30年10月18日～

1

3200001005628

一般競争入札

6,974,640円

2

6,933,600円

飯塚俊行
岐阜県岐阜市岩田西196

「建築士事務所」

第８統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成30年度国有建物等解体撤去工事（渋谷区
神宮前三丁目）

分任支出負担行為担当官

東京都渋谷区神宮前3-35-5

関東財務局東京財務事務所長

株式会社エイワ建設
77.5%
平成30年10月19日
平成30年10月19日～

平成31年3月25日

9011301001000

62,691,090円

48,600,000円

加藤博紀
東京都杉並区成田東519-5

「建築一式工事」

一般競争入札

9

東京都文京区湯島4-6-15

東京財務事務所
第5統括国有財産管理官

別記様式２

契約一覧表（競争入札（公共工事））
（部局名：関東財務局）
公共工事の名称、場所、期間及び種別

（審議対象期間
契約担当官等の氏名並びに
契約を締結した日
その所属する部局の名称及び所在地

(H30)室の木第２住宅外壁改修その他工事

支出負担行為担当官

神奈川県横浜市金沢区六浦東1-42

関東財務局総務部次長

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

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

1021001041088

一般競争入札

173,372,312円

149,202,000円

落札率

応札
者数

86.0%

9

備

考

堀建設株式会社

平成30年10月26日
平成30年10月26日～

平成31年3月29日

飯塚俊行
神奈川県横須賀市金谷
3-4-5

「建築一式工事」

第１統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成30年度国有建物解体撤去工事設計図書等
作成業務（渋谷区神宮前三丁目18番）

支出負担行為担当官

東京都渋谷区神宮前3-18-1

関東財務局総務部次長

株式会社ディナック中
日本
98.6%
平成30年10月26日

平成30年10月26日～

平成31年2月15日

8090001001452

一般競争入札

4,490,640円

4

4,428,000円

飯塚俊行
山梨県甲府市里吉412-5

「建築士事務所」

第８統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)室の木第２住宅外壁改修その他工事監理
支出負担行為担当官
業務
株式会社集研設計
神奈川県横浜市金沢区六浦東1-42

89.3%

関東財務局総務部次長
平成30年11月5日

平成30年11月5日～

平成31年3月29日

8011101009335

一般競争入札

2,875,210円

4

2,570,400円

飯塚俊行
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

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

平成30年度国有建物解体撤去工事設計図書等
作成業務（練馬区旭町二丁目）

支出負担行為担当官

東京都練馬区旭町2-359-2外4筆

関東財務局総務部次長

株式会社友水設計
97.6%
平成30年11月8日
平成30年11月8日～

平成31年3月31日

1050001012419

一般競争入札

6,524,280円

1

6,372,000円

飯塚俊行
茨城県石岡市若松3-840-101

「建築士事務所」

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

別記様式２

契約一覧表（競争入札（公共工事））
（部局名：関東財務局）
公共工事の名称、場所、期間及び種別

（審議対象期間
契約担当官等の氏名並びに
契約を締結した日
その所属する部局の名称及び所在地

平成30年度国有建物解体撤去工事設計図書等
作成業務（新宿区市谷薬王寺町ほか）

支出負担行為担当官

東京都新宿区市谷薬王寺町43-1ほか

関東財務局総務部次長

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

平成31年3月31日

法人番号

予定価格

契約金額

1010501028983

一般競争入札

8,350,560円

5,724,000円

落札率

応札
者数

68.5%

2

備

考

株式会社ヒラタ涯建築
設計事務所
平成30年11月8日

平成30年11月8日～

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

飯塚俊行
東京都台東区柳橋1-115浅草橋産業会館10階

「建築士事務所」
さいたま新都心合同庁舎１号館照明器具取替
等工事

第８統括国有財産管理官

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

オムロンフィールドエ
ンジニアリング株式会
社

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新
関東財務局総務部次長
都心合同庁舎１号館
平成30年11月12日
平成30年11月12日～

平成31年3月20日

「電気工事」
平成30年度国有崖地崩落防止工事設計業務
（横浜市戸塚区柏尾町ほか）

7013201017136
東京都目黒区三田1-621

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
ほか10官署

7

8,078,400円

分担契約
契約総額
29,700,000円

支出負担行為担当官
株式会社アジア共同設
計コンサルタント
93.2%
平成30年11月12日

平成31年3月31日

-

合同庁舎管理官

神奈川県横浜市戸塚区柏尾町字宮ケ谷989-2外
関東財務局総務部次長
ほか
平成30年11月12日～

一般競争入札

飯塚俊行

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

9020001043500

一般競争入札

22,010,400円

1

20,520,000円

飯塚俊行
神奈川県横浜市南区南
太田1-46-7

「建設コンサルタント」

第８統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)麻生住宅消防設備改修工事

支出負担行為担当官

神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14

関東財務局総務部次長

中央理化工業株式会社
58.3%
平成30年11月13日
平成30年11月13日～

平成31年3月29日

8013301007424

一般競争入札

20,709,300円

6

12,090,924円

飯塚俊行
東京都豊島区巣鴨1-417

「消防施設工事」

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

第１統括国有財産管理官

別記様式２

契約一覧表（競争入札（公共工事））
（部局名：関東財務局）
公共工事の名称、場所、期間及び種別

（審議対象期間
契約担当官等の氏名並びに
契約を締結した日
その所属する部局の名称及び所在地

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

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

9021001011760

一般競争入札

63,555,143円

30,790,800円

落札率

応札
者数

48.4%

7

備

考

(H30)西が丘住宅ほか１住宅消防設備改修工事 支出負担行為担当官
株式会社河本総合防災
東京都北区西が丘3-3-9ほか

関東財務局総務部次長
平成30年11月16日

平成30年11月16日～

平成31年3月29日

飯塚俊行
神奈川県相模原市中央
区鹿沼台2-1-3

「消防施設工事」

第１統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)宇都宮財務事務所建具等改修工事

支出負担行為担当官

栃木県宇都宮市桜3-1-10

関東財務局総務部次長

株式会社ベクター
78.4%
平成30年11月19日
平成30年11月19日～

平成31年3月20日

7060001010614

一般競争入札

59,907,600円

3

46,980,000円

飯塚俊行
栃木県鹿沼市西沢町
1027-3

「建築一式工事」

会計課

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)西が丘住宅ほか１住宅消防設備改修工事
支出負担行為担当官
監理業務
東京都北区西が丘3-3-9ほか

有限会社枝川建築設計
事務所
83.8%

関東財務局総務部次長
平成30年11月21日

平成30年11月21日～

平成31年3月29日

5050002011110

一般競争入札

1,596,672円

4

1,339,200円

飯塚俊行
茨城県土浦市並木4-136

「建築士事務所」

第１統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

国有地土壌汚染対策工事（甲斐市篠原）

分任支出負担行為担当官

山梨県甲斐市篠原字山ノ神1355-１外1筆

関東財務局甲府財務事務所長

株式会社クリタス
99.0%
平成30年11月21日
平成30年11月21日～

平成31年2月15日

1013301002893

一般競争入札

4,904,324円

1

4,860,000円

赤平吉仁
東京都豊島区南池袋111-22

「土木一式工事」

山梨県甲府市丸の内1-1-18

甲府財務事務所

別記様式２

契約一覧表（競争入札（公共工事））
（部局名：関東財務局）
公共工事の名称、場所、期間及び種別

（審議対象期間
契約担当官等の氏名並びに
契約を締結した日
その所属する部局の名称及び所在地

(H30)池尻住宅ほか１住宅消防設備改修工事

支出負担行為担当官

東京都世田谷区池尻4-8-21ほか

関東財務局総務部次長

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

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

9021001011760

一般競争入札

17,596,626円

7,823,520円

落札率

応札
者数

44.4%

6

備

考

株式会社河本総合防災
平成30年11月27日
平成30年11月27日～

平成31年3月29日

飯塚俊行
神奈川県相模原市中央
区鹿沼台2-1-3

「消防施設工事」

第１統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)老松住宅消防設備改修工事

支出負担行為担当官

神奈川県横浜市西区老松町32

関東財務局総務部次長

株式会社河本総合防災
46.6%
平成30年11月27日
平成30年11月27日～

平成31年3月29日

9021001011760

一般競争入札

18,745,499円

6

8,741,520円

飯塚俊行
神奈川県相模原市中央
区鹿沼台2-1-3

「消防施設工事」

第１統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)池尻住宅ほか１住宅消防設備改修工事監
支出負担行為担当官
理業務
東京都世田谷区池尻4-8-21ほか

有限会社枝川建築設計
事務所
95.4%

関東財務局総務部次長
平成30年11月29日

平成30年11月29日～

平成31年3月29日

5050002011110

一般競争入札

1,357,171円

2

1,296,000円

飯塚俊行
茨城県土浦市並木4-136

「建築士事務所」

第１統括国有財産管理官

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)松代４丁目住宅給湯器改修その他工事

分任支出負担行為担当官

茨城県つくば市松代4

関東財務局水戸財務事務所筑波出張
所長

東部瓦斯株式会社

平成30年12月14日～

平成31年3月29日

平成30年12月14日

3010001051798

萩谷秋男
東京都中央区日本橋箱
崎町7-1

「管工事」

茨城県つくば市吾妻1-12-1

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

10,272,609円

筑波出張所

別記様式２

契約一覧表（競争入札（公共工事））
（部局名：関東財務局）
公共工事の名称、場所、期間及び種別

（審議対象期間
契約担当官等の氏名並びに
契約を締結した日
その所属する部局の名称及び所在地

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

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

7011701007391

一般競争入札

9,674,190円

6,804,000円

落札率

応札
者数

70.3%

11

備

考

(H30)国有建物等解体撤去工事（八王子市大和
分任支出負担行為担当官
田町四丁目）
株式会社松屋産業
東京都八王子市大和田町4-1827-1
平成30年12月18日～

平成31年3月15日

関東財務局東京財務事務所立川出張
所長
小泉

平成30年12月18日

孝
神奈川県横浜市中区若
葉町1-6

「建築一式工事」

立川出張所

東京都立川市緑町4-2

(H30)目黒東山住宅インターホン設備ほか取替
分任支出負担行為担当官
工事
中央理化工業株式会社
東京都目黒区東山2-20-1ほか

41.1%

関東財務局東京財務事務所長
平成30年12月25日

平成30年12月25日～

平成31年3月8日

8013301007424

一般競争入札

22,270,678円

加藤博紀
東京都豊島区巣鴨1-417

「消防施設工事」
(H30)目黒東山住宅地下埋設物ほか撤去工事

6

9,158,400円

東京財務事務所
第7統括国有財産管理官

東京都文京区湯島4-6-15
分任支出負担行為担当官
福田リニューアル株式
会社

東京都目黒区東山2-17-2ほか

84.9%

関東財務局東京財務事務所長
平成30年12月27日

平成30年12月27日～

平成31年3月15日

4011101018579

一般競争入札

12,707,135円

加藤博紀
東京都千代田区九段北
3-2-4

「建築一式工事」

7

10,789,200円

東京財務事務所
第7統括国有財産管理官

東京都文京区湯島4-6-15

(H30)吾妻２丁目住宅建物封鎖その他工事

分任支出負担行為担当官

茨城県つくば市吾妻2-1ほか

関東財務局水戸財務事務所筑波出張
所長

第一造園土木株式会社

平成30年12月27日～

平成31年3月8日

76.6%
平成30年12月27日

2050001009414

一般競争入札

11,418,790円

3

8,748,000円

萩谷秋男
茨城県土浦市大岩田
534

「造園工事」、「大工工事」

茨城県つくば市吾妻1-12-1

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

筑波出張所

別記様式３

契約一覧表（随意契約（公共工事））
（部局名：関東財務局）
公共工事の名称、場所、期間及び種別

（審議対象期間
契約担当官等の氏名並びにその
契約を締結した日
所属する部局の名称及び所在地

大宮住宅ＲＮ棟屋上防水修繕工事

支出負担行為担当官

埼玉県さいたま市北区日進町1-40-12

関東財務局総務部次長

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

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

6010001066686

台風被害について緊急修繕す
る必要があったことから、会
計法第29条の3第4項に該当す
るため

3,566,179円

3,564,000円

落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

99.9%

-

-

備考

東海建設株式会社
平成30年9月10日
平成30年9月10日～ 平成30年10月31日 飯塚俊行
「防水工事」

東京都中央区日本橋本
石町4-2-17

埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

平成30年度国有建物解体撤去工事設計図
書等作成業務（横浜市金沢区町屋町）

支出負担行為担当官

神奈川県横浜市金沢区町屋町6-5

関東財務局総務部次長

第４統括国有財産管理官

株式会社宮建築設計東
京支店
平成30年10月11日

平成30年10月11日～

平成31年2月15日

「建築士事務所」

4480001002497

飯塚俊行
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

東京都中央区八丁堀228-10

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

99.3%
4,403,160円

2

-

4,374,000円

第８統括国有財産管理官

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

別記様式４

契約一覧表（競争入札（物品役務等））
（部局名：関東財務局）
物品役務等の名称及び数量

財務局の保有する行政システム更改
に係る調査研究等に関するコンサル
ティング業務

（審議対象期間
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

支出負担行為担当官

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

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

朗

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

契約金額

落札率

応札
者数

-

2

千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

会計課

30.3%
-

一般競争入札

1,043,652円

4

316,440円

千葉財務事務所

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
渡辺

株式会社ＫＳＰ
平成30年10月19日

仁

1020001026487

一般競争入札

神奈川県横浜市中区山吹
町1-1

一式
神奈川県横須賀市新港町1-8
支出負担行為担当官

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
せるおそれがある
ため公表しない

-

横須賀出張所

3013201004245

飯塚俊行
1台

1

3,240,000円

トヨタ東京カローラ株式
会社

関東財務局総務部次長
平成30年10月26日

一般競争入札
（総合評価）

91.4%
2,246,967円

3

2,054,484円

東京都港区芝浦4-8-3
会計課

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

(H30)平成31年度建設資材価格等調査
業務

備

21,600,000円

茨城県水戸市百合が丘町
7-13

一式

乗用自動車（ハイブリッド自動車）
の購入(つくば)（交換契約）

予定価格

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

荻野土地家屋調査士事務
所

関東財務局千葉財務事務所長
平成30年10月17日

旧防衛大学校走水伊勢山宿舎外巡回
警備業務

一般競争入札
（総合評価）

東京都千代田区丸の内33-1新東京ビル

一式

大島

7010001088960

デロイトトーマツコンサ
ルティング合同会社
平成30年10月1日

国有財産の測量及び不動産分筆登記
等業務（千葉県君津市久留里大和
田）

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）

支出負担行為担当官

一般財団法人建設物価調
査会

関東財務局総務部次長
平成30年10月26日
飯塚俊行

一式
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

6010005018675
東京都中央区日本橋大伝
馬町11-8

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

11,772,000円

会計課

考

別記様式４

契約一覧表（競争入札（物品役務等））
（部局名：関東財務局）
物品役務等の名称及び数量

埼玉地区合同宿舎住宅用火災警報器
取替業務

（審議対象期間
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札

契約金額

落札率

応札
者数

-

5

備

考

セコム株式会社
関東財務局総務部次長
飯塚俊行

東京都渋谷区神宮前1-51

一式
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

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

15,088,680円

第４統括国有財産管理官

分任支出負担行為担当官
星防災設備株式会社
関東財務局新潟財務事務所長
平成30年10月30日
斉藤友博

6110001005114

一般競争入札

新潟県新潟市中央区女池
上山2-14-15

一式
新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

地下埋設物探査業務（大田区西糀谷
１丁目）

6011001035920

予定価格

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

支出負担行為担当官

平成30年10月29日

松浜住宅外１４住宅消防設備保守点
検業務

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）

分任支出負担行為担当官

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
せるおそれがある
ため公表しない

-

新潟財務事務所

川崎地質株式会社首都圏
事業本部

関東財務局東京財務事務所長
平成30年11月2日

2

1,047,600円

96.0%
7010401037591

一般競争入札

5,397,533円

2

5,184,000円

加藤博紀
一式

東京都港区三田2-11-15

東京財務事務所
第1統括国有財産管理官

東京都文京区湯島4-6-15
平成30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

支出負担行為担当官
株式会社日立システムズ
76.5%

関東財務局総務部次長
平成30年11月9日

6010701025710

一般競争入札

2,463,157円

3

1,886,760円

飯塚俊行
一式

東京都品川区大崎1-2-1
会計課

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
国有財産の測量及び不動産表示登記
等業務（東京都世田谷区成城八丁目
外５件）

分任支出負担行為担当官
大和測量設計株式会社
73.2%

関東財務局東京財務事務所長
平成30年11月20日
加藤博紀

一式
東京都文京区湯島4-6-15

8011301004301
東京都杉並区宮前4-2629

一般競争入札

4,023,681円

2

2,948,400円

東京財務事務所
第6統括国有財産管理官

別記様式４

契約一覧表（競争入札（物品役務等））
（部局名：関東財務局）
物品役務等の名称及び数量

国有財産埋蔵文化財試掘調査（東京
都新宿区市谷薬王寺町・払方町）

（審議対象期間
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

予定価格

契約金額

3030001057034

一般競争入札

4,815,164円

2,019,600円

落札率

応札
者数

41.9%

5

備

考

分任支出負担行為担当官
株式会社東京航業研究所
関東財務局東京財務事務所長
平成30年11月21日
加藤博紀

埼玉県川越市大字伊佐沼
28-1

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立川出張所長
平成30年11月21日
小泉

東京財務事務所
第3統括国有財産管理官

サミットエナジー株式会
社

立川地方合同庁舎で使用する電気

孝

1010001087737

一般競争入札

東京都千代田区内神田23-4

予定調達数量1,454,000kWh
東京都立川市緑町4-2ほか6官署等

(H30)つくば地区合同宿舎住宅用火災
警報器取替業務

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

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
540.00円/kW・月
従量料金
（通常季）
15.12円/kWh
（夏季）
16.20円/kWh

-

6

単価契約
予定調達総額
26,296,920円
分担契約
分担予定額
1,874,972円

立川出張所

分任支出負担行為担当官
株式会社スエヒロ
関東財務局水戸財務事務所筑波出張所長
平成30年11月22日

1011801008840

一般競争入札

萩谷秋男
一式

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
せるおそれがある
ため公表しない

-

7

7,047,696円

東京都足立区綾瀬5-24-5
筑波出張所

茨城県つくば市吾妻1-12-1
分任支出負担行為担当官

株式会社ファースト不動
産鑑定

国有地草刈業務
関東財務局東京財務事務所長
平成30年12月4日
加藤博紀

70.0%
3011801033291

一般競争入札

1,233,777円

東京都足立区西新井426-18

一式
東京都文京区湯島4-6-15

2

864,000円

東京財務事務所
第2統括国有財産管理官

支出負担行為担当官
証券六法（２０１９年版）の購入

新日本法規出版株式会社
87.8%

関東財務局総務部次長
平成30年12月7日
飯塚俊行
598冊
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

5180001036822
愛知県名古屋市中区栄123-20

一般競争入札

3,823,372円

1

3,358,368円

会計課

別記様式４

契約一覧表（競争入札（物品役務等））
（部局名：関東財務局）
物品役務等の名称及び数量

つくば廃止宿舎機械警備業務（松代
５丁目ほか３）

（審議対象期間
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

6011001035920

一般競争入札

予定価格

平成30年10月1日～平成30年12月31日）
契約金額

落札率

応札
者数

-

2

備

考

分任支出負担行為担当官
セコム株式会社
関東財務局水戸財務事務所長
平成30年12月13日
小野和弘

東京都渋谷区神宮前1-51

一式
茨城県水戸市北見町1-4

什器等の購入（平成３０年度第１
回）

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）

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

6,304,716円

水戸財務事務所

支出負担行為担当官
株式会社第一文眞堂
94.3%

関東財務局総務部次長
平成30年12月14日

5010401017488

一般競争入札

5,873,796円

2

5,540,832円

飯塚俊行
電動昇降式平机14台ほか5品目

東京都港区芝大門1-3-16
会計課

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

地図訂正関係図面作成等業務（東京
都杉並区天沼）

分任支出負担行為担当官
ホウチ測量社
52.7%

関東財務局東京財務事務所長
平成30年12月14日
加藤博紀
東京都文京区湯島4-6-15

1,290,990円

6

680,400円

東京財務事務所
第3統括国有財産管理官

分任支出負担行為担当官
星野総合商事株式会社
関東財務局前橋財務事務所長
平成30年12月19日
横尾則幸

2070001002920

一般競争入札

群馬県前橋市日吉町436-1

一式
群馬県前橋市大手町2-3-1

(H30)神奈川地区合同宿舎住宅用火災
警報器取替業務

一般競争入札

千葉県鎌ケ谷市東初富412-15

一式

群馬地区合同宿舎住宅用火災警報器
取替業務

-

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

4,914,000円

前橋財務事務所

分任支出負担行為担当官
富士防災設備株式会社
関東財務局横浜財務事務所長
平成30年12月20日
伊藤美月

一式
神奈川県横浜市中区北仲通5-57

5010001027706
東京都文京区後楽2-2015

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

4,980,528円

横浜財務事務所

別記様式４

契約一覧表（競争入札（物品役務等））
（部局名：関東財務局）
物品役務等の名称及び数量

国有地地下空洞探査業務（横浜市緑
区寺山町）

（審議対象期間
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

分任支出負担行為担当官

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

平成30年12月27日
伊藤美月
神奈川県横浜市中区北仲通5-57

法人番号

予定価格

契約金額

5011801021212

一般競争入札

3,097,708円

1,728,000円

株式会社エービーコンサ
ルタント

関東財務局横浜財務事務所長

一式

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

東京都葛飾区四つ木514-1ライオンズマンショ
ン立石第2・1階

（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。

落札率

応札
者数

55.7%

4

備

横浜財務事務所

考

別記様式５

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
（部局名：関東財務局）
物品役務等の名称及び数量

（審議対象期間
契約担当官等の氏名並びにその
契約を締結した日
所属する部局の名称及び所在地

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

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

1010001004477

一般競争入札において、再度
の入札を実施しても落札者と
なるべき者がいないことか
ら、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条
の2に該当するため

同種の他の契約
の予定価格を類
推させるおそれ
があるため公表
しない

15,661,805円

落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

-

1

-

備

支出負担行為担当官
普通財産の管理処分等業務に係る業
務委託（Ｇ地域（神奈川県全域））

大建不動産株式会社
関東財務局総務部次長
平成30年12月10日
飯塚俊行

一式

東京都文京区湯島4-21

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

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管
理産業廃棄物）処理業務

第６統括国有財産管理官

中間貯蔵・環境安全事
業株式会社

関東財務局横浜財務事務所長
平成30年12月10日

2010401053420

伊藤美月
東京都港区芝1-7-17
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

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管
理産業廃棄物）処理業務

関東財務局東京財務事務所立川
出張所長
小泉

中間貯蔵・環境安全事
業株式会社北海道PCB
処理事業所
平成30年12月11日

2010401053420

孝
北海道室蘭市仲町14-7

一式

東京都立川市緑町4-2
支出負担行為担当官

財務局WAN更改に係る財務局行政情報
関東財務局総務部次長
化LANシステムの設計等作業

株式会社日立システム
ズ公共・社会営業統括
本部第二営業本部
平成30年12月13日

飯塚俊行
一式

東京都品川区大崎1-21

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

国有財産関係通達集追録（283～285
号）の購入

新日本法規出版株式会
社

関東財務局総務部次長
平成30年12月17日
飯塚俊行

1,359部

6010701025710

埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

5180001036822
埼玉県さいたま市見沼
区南中野244-1

高濃度ＰＣＢ廃棄物等は、現
在、国の監督のもとに処理を
行う機関である中間貯蔵・環
境安全事業株式会社でしか処
理をすることができず、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
(根拠区分：イ(イ))

2,442,498円

高濃度ＰＣＢ廃棄物等は、現
在、国の監督のもとに処理を
行う機関である中間貯蔵・環
境安全事業株式会社でしか処
理をすることができず、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
(根拠区分：イ(イ))

5,573,232円

財務局行政情報化LANシステ
ムにおけるネットワーク機器
の設定変更等が必要となる
が、当該機器は現行保守業者
以外の者では設定変更等を行
うことができず競争を許さな
いことから、会計法第29条の
3第4項に該当するため
(根拠区分：ロ)

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

追録の販売は、加除式図書を
発行している出版社のみが
行っており、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
(根拠区分：二(二))

1,637,595円

100.0%

-

-

2,442,498円

横浜財務事務所

100.0%

-

-

5,573,232円

立川出張所

-

-

-

7,560,000円

会計課

100.0%

-

-

1,637,595円

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

会計課

考

別記様式６

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）
（部局名：関東財務局）
公共工事の名称、場所、期間及び種別
又は
物品役務等の名称及び数量

（審議対象期間
契約を締結した日

平成30年度国有建物等解体撤去工事（目
黒区目黒三丁目）

契約の相手方の
商号又は名称及び住所

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

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

8060001009457

一般競争入札

124,253,747円

117,180,000円

94.3%

1

1050001012419

一般競争入札

6,524,280円

6,372,000円

97.6%

1

9020001043500

一般競争入札

22,010,400円

20,520,000円

93.2%

1

1013301002893

一般競争入札

4,904,324円

4,860,000円

99.0%

1

応札
落札率 （応募）
業者数

松本建設株式会社

東京都目黒区目黒3-935-2
平成30年10月12日
平成30年10月12日～

平成31年3月22日
栃木県真岡市並木町221-1

「建築一式工事」
平成30年度国有建物解体撤去工事設計図
書等作成業務（練馬区旭町二丁目）

株式会社友水設計

東京都練馬区旭町2-359-2外4筆
平成30年11月8日
平成30年11月8日～

平成31年3月31日
茨城県石岡市若松3-840-101

「建築士事務所」
平成30年度国有崖地崩落防止工事設計業
務（横浜市戸塚区柏尾町ほか）

株式会社アジア共同設計
コンサルタント

神奈川県横浜市戸塚区柏尾町字宮ケ谷
989-2外ほか
平成30年11月12日
平成30年11月12日～

平成31年3月31日
神奈川県横浜市南区南太
田1-46-7

「建設コンサルタント」
国有地土壌汚染対策工事（甲斐市篠原）
株式会社クリタス
山梨県甲斐市篠原字山ノ神1355-１外1筆
平成30年11月21日
平成30年11月21日～

平成31年2月15日
東京都豊島区南池袋111-22

「土木一式工事」

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

別記様式６

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）
（部局名：関東財務局）
公共工事の名称、場所、期間及び種別
又は
物品役務等の名称及び数量

（審議対象期間
契約を締結した日

旧防衛大学校走水伊勢山宿舎外巡回警備
業務

契約の相手方の
商号又は名称及び住所

法人番号

予定価格

契約金額

1020001026487

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

3,240,000円

-

1

5180001036822

一般競争入札

3,823,372円

3,358,368円

87.8%

1

1010001004477

不落

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

15,661,805円

-

1

応札
落札率 （応募）
業者数

株式会社ＫＳＰ
平成30年10月19日

一式

神奈川県横浜市中区山吹
町1-1

証券六法（２０１９年版）の購入

新日本法規出版株式会社
平成30年12月7日

598冊

愛知県名古屋市中区栄123-20

普通財産の管理処分等業務に係る業務委
託（Ｇ地域（神奈川県全域））

大建不動産株式会社
平成30年12月10日

一式

平成30年10月1日～平成30年12月31日）

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

東京都文京区湯島4-2-1

（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。

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

