
別記様式１

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3月31日）

備　　　　　考

総契約件数 57 件 13 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 20 件 5 件

②　随意契約（公共工事） 2 件 1 件

③　競争入札（物品役務等） 23 件 7 件

④　随意契約（物品役務等） 12 件 0 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 12 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） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3月31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

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

平成31年1月9日～ 平成31年3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

関東財務局横浜財務事務所長

平成31年1月11日～ 平成31年3月25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31年1月22日～ 平成31年3月22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31年1月24日～ 平成31年7月19日 飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

2東京都文京区小日向2-187-3外1筆

神奈川県横浜市中区尾
上町6-89

「建築士事務所」 第８統括国有財産管理官

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

平成30年度国有建物解体撤去工事設計図書等
作成業務(文京区小日向二丁目Ⅱ期)

平成31年1月9日

株式会社政所設計

7020001013802 一般競争入札 1,750,680円 1,674,000円

95.6%

12,409,200円

39.0% 4神奈川県横浜市都筑区南山田1-4南山田住宅

神奈川県横浜市中区花
咲町2-68

「管工事」 横浜財務事務所

南山田住宅給湯器取替工事

平成31年1月11日

東京ガスエネワーク株
式会社

7020001059234 一般競争入札 31,772,115円

21,168,000円

- 5東京都北区浮間4-26

東京都港区芝4-9-4

「管工事」
東京財務事務所

第7統括国有財産管理官

(H30)浮間住宅給湯器取替工事

平成31年1月22日

東京ガスリビングエン
ジニアリング株式会社

8010401019259 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

1,544,400円

66.7% 3東京都中野区上高田4-8-4

東京都新宿区百人町1-
13-27-201

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)上高田第２住宅耐震改修その他工事監理
業務

平成31年1月24日

有限会社大雅建築コン
サルタント

5011102007530 一般競争入札 2,315,174円



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3月31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立川出張
所長

平成31年2月5日～ 平成31年3月22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

関東財務局東京財務事務所長

平成31年2月19日～ 平成31年3月29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

関東財務局横浜財務事務所横須賀出
張所長

平成31年2月25日～ 平成31年3月25日 渡辺　仁

神奈川県横須賀市新港町1-8

分任支出負担行為担当官

関東財務局千葉財務事務所長

平成31年2月26日～ 平成31年3月25日 大島　朗

千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

3,746,520円

69.1% 2東京都東久留米市大門町2-4ほか

東京都立川市高松町3-
15-15モアグランデ立
川102

「管工事」 立川出張所

(H30)東久留米第２住宅ほか１住宅給水ポンプ
改修工事

平成31年2月5日

有限会社原島管工

3012802001907 一般競争入札 5,414,347円

2,160,000円

94.3% 1東京都文京区小日向2-187-3

東京都台東区上野3-
20-8

「建設コンサルタント」
東京財務事務所

第2統括国有財産管理官

平成30年度国有崖地擁壁補修工事設計業務等
委託（文京区小日向二丁目）

平成31年2月19日

関東地質株式会社

9010501002700 一般競争入札 2,289,600円

9,666,000円

- 1神奈川県横須賀市田戸台3-10外2筆

神奈川県横浜市神奈川
区金港町1-4横浜イー
ストスクエア

「土木一式工事」、「造園工事」 横須賀出張所

樹木伐採工事（横須賀市田戸台３丁目）

平成31年2月25日

京急建設株式会社

4010401009156 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

55.2% 1千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

千葉県千葉市中央区院
内1-2-1

「電気通信工事」 千葉財務事務所

(H30)千葉財務事務所構内交換設備更新工事

平成31年2月26日

宮川電気通信工業株式
会社

5040001007374 一般競争入札 5,864,400円



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3月31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31年3月5日～ 平成31年8月30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31年3月12日～ 平成31年9月18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31年3月13日～ 平成31年9月12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31年3月15日～ 平成31年11月15日 飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

64,670,400円

97.9% 1神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-29

東京都世田谷区上野毛
1-25-2宇田川ビル2Ｆ

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)美しが丘住宅耐震改修その他工事

平成31年3月5日

ハザマ・エンジニアリ
ング株式会社

7010901009719 一般競争入札 66,024,995円

171,720,000円

99.2% 3東京都杉並区松の木1-12-20

東京都板橋区栄町18-
10

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)松の木住宅耐震改修その他工事

平成31年3月12日

株式会社ノエマエンジ
ニアリング

6011401010853
一般競争入札 
（総合評価）

173,037,706円

1,728,000円

87.3% 9新潟県新潟市東区河渡新町2-2-5ほか

新潟県新潟市東区卸新
町2-2066-6

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)「(H31)松浜住宅外壁改修その他工事」
設計業務

平成31年3月13日

太陽設計株式会社

6110001003068 一般競争入札 1,978,140円

115,344,000円

93.8% 9埼玉県さいたま市北区日進町1-40-12

埼玉県朝霞市東弁財1-
3-4

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)大宮住宅耐震改修その他工事

平成31年3月15日

エース技建株式会社

8012701009179 一般競争入札 122,937,565円



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3月31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31年3月15日～ 平成31年8月30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31年3月20日～ 平成31年9月24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31年3月22日～ 平成31年9月4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31年3月25日～ 平成31年9月19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

90.9% 4神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-29

長野県松本市白板2-3-
40

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)美しが丘住宅耐震改修その他工事監理業
務

平成31年3月15日

有限会社エーアンド
エー構造研究所

1100002019325 一般競争入札 2,315,174円

2,343,600円

90.9% 1栃木県宇都宮市若草1-2-20ほか

栃木県宇都宮市北若松
原2-11-19

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)「(H31)若草住宅屋内給水設備改修工
事」設計業務

平成31年3月20日

株式会社池澤設計

2060002001063 一般競争入札 2,577,628円

55,728,000円

63.3% 16東京都江戸川区臨海町1-3

東京都武蔵野市関前5-
17-19

「防水工事」、「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)西葛西住宅屋上防水改修工事

平成31年3月22日

株式会社青木工業

1012401021481 一般競争入札 87,975,542円

40,500,000円

59.7% 15埼玉県さいたま市緑区原山2-32-8

埼玉県北葛飾郡杉戸町
清地4-9-21

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H30)原山住宅外壁改修その他工事

平成31年3月25日

株式会社東洋

8030001051924 一般競争入札 67,748,427円



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3月31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31年3月27日～ 平成31年9月18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31年3月28日～ 平成32年1月31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31年3月29日～ 平成31年11月15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31年3月29日～ 平成31年9月19日 飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

1,857,600円

77.5% 2東京都杉並区松の木1-12-20

東京都港区南麻布5-2-
32興和広尾ビル2階

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)松の木住宅耐震改修その他工事監理業務

平成31年3月27日

株式会社アイ・エス・
エス

8013201011088 一般競争入札 2,395,008円

188,460,000円

94.0% 11東京都品川区小山台2-22-10外2筆

埼玉県さいたま市桜区
西堀8-21-35

「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30年度国有建物等解体撤去工事（品川区
小山台二丁目）

平成31年3月28日

株式会社カタヤマ

5030001001816 一般競争入札 200,469,966円

3,164,400円

80.8% 2埼玉県さいたま市北区日進町1-40-12

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

(H30)大宮住宅耐震改修その他工事監理業務

平成31年3月29日

有限会社枝川建築設計
事務所

5050002011110 一般競争入札 3,913,547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。

2,488,320円

97.3% 2埼玉県さいたま市緑区原山2-32-8

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

(H30)原山住宅外壁改修その他工事監理業務

平成31年3月29日

有限会社枝川建築設計
事務所

5050002011110 一般競争入札 2,555,775円



別記様式３

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3月31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31年1月18日～ 平成31年7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31年3月28日～ 平成31年10月2日 飯塚俊行

埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

東京都中野区上高田4-8-4

1

「建築一式工事」

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)上高田第２住宅耐震改修その他工事

平成31年1月18日

株式会社秀和建設

6011501006982

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

19,102,468円 19,094,400円

99.9% 3 -

-

東京都荒川区西尾久7-
42-12

（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。

第１統括国有財産管理官

新潟県新潟市中央区二葉町3-5932-440ほ
か

大阪府大阪市中央区常
盤町1-4-12常盤セント
ラルビル7階

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H30)「(H31)二葉住宅ほか1住宅屋外給水
設備改良工事」設計業務

平成31年3月28日

株式会社アイプラス設
計事務所

3120001183746

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

2,748,538円 2,700,000円

98.2%



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3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

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

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

不動産鑑定評価業務（価格）（東京
都葛飾区東金町8-167-1 外6物件）

平成31年1月8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

486,000円

- 4

437,400円

- 4

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

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
川県平塚市横内字蕨山4162外8筆 外5
物件）

平成31年1月8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

642,600円

- 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）（神奈
川県横須賀市不入斗町4-29-17 外9物
件）

平成31年1月8日

株式会社九段経済研究所

8010401083610 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

712,800円

- 3

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
県東松山市大字高坂字参番町1026-9
（仮換地済） 外9物件）

平成31年1月8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

815,400円

- 3

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
県市川市市川3-234-4 外10物件）

平成31年1月8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31年1月1日～平成31年3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））

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立川出張所長

小泉　孝

東京都立川市緑町4-2

分任支出負担行為担当官

関東財務局前橋財務事務所長

横尾則幸

群馬県前橋市大手町2-3-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局新潟財務事務所長

斉藤友博

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

599,400円

- 3

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）（茨城
県水戸市常磐町2-5819-14 外6物件）

平成31年1月8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

837,000円

- 3

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）（栃木
県宇都宮市今泉町字高尾神847-27 外
9物件）

平成31年1月8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

43,200,000円

- 1

一式
東京都千代田区神田錦町
3-7-1

立川出張所

(H30)国有地地下埋設物調査業務（府
中市晴見町）

平成31年1月9日

株式会社オオバ東京支店

9013201001170 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

702,000円

60.1% 3

一式
群馬県前橋市総社町総社
868-13

前橋財務事務所

国有地地積測量業務（高崎市）

平成31年1月10日

東洋測量設計株式会社

7070001023895 一般競争入札 1,167,662円

1,784,160円

- 1

一式
新潟県三条市西本成寺2-
29-9

新潟財務事務所

南新町住宅外３住宅住宅用火災警報
器取替業務

平成31年1月16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



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3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））

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　仁

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ほか
17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

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

8,078,400円

96.5% 1

一式 東京都渋谷区本町4-12-7

横須賀出張所

国有陸橋剥離防止工事の設計業務及
び交通量調査解析業務（横須賀市浦
郷町）

平成31年1月16日

株式会社エイテック

4011001059252 一般競争入札 8,366,377円

1,048,256円

52.0% 3

一式
東京都世田谷区瀬田1-
22-19

立川出張所

(H30)昭島住宅ほか消火器購入その他
業務

平成31年1月17日

旭防災設備株式会社

5010901000539 一般競争入札 2,013,228円

6,696,000円

- 2

分担契約 
契約総額 
6,696,000円 
全額を当局に
て負担

直結形ダンパ操作器30台ほか10品目
埼玉県さいたま市大宮区
仲町2-65-2Ｖスクエア大
宮 合同庁舎管理官

直結形ダンパ操作器ほかの購入

平成31年1月18日

ジョンソンコントロール
ズ株式会社北関東支店

8011001046081 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

145,800円

- 2

一式
東京都渋谷区代々木2-
33-1 東京財務事務所

第2統括国有財産管理官

不動産鑑定評価業務（価格）：東京
都文京区

平成31年1月22日

株式会社東京システム鑑
定

4011001016336 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

4,530,680円

- 2

一式
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

(H30)甘泉園住宅ほか１８住宅消火器
購入その他業務

平成31年1月29日

高千穂防災工業株式会社

9011201003179 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31年1月1日～平成31年3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））

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

関東財務局水戸財務事務所長

小野和弘

茨城県水戸市北見町1-4

分任支出負担行為担当官

関東財務局甲府財務事務所長

赤平吉仁

山梨県甲府市丸の内1-1-18ほか9官署等

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

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

8,064,320円

98.7% 1

1,595冊
東京都墨田区東駒形1-
14-1

会計課

国有財産六法（平成31年版）の購入

平成31年1月31日

一般財団法人大蔵財務協
会

4010005016648 一般競争入札 8,166,502円

1,296,000円

77.8% 2

一式
静岡県浜松市南区西島町
1622

水戸財務事務所

アスベスト分析調査業務（つくば市
吾妻２丁目ほか１）

平成31年1月31日

ユーロフィン日本総研株
式会社

6080401003803 一般競争入札 1,664,280円

基本料金 
596.1円/kW・月 

従量料金 
（通常期） 
14.58円/kWh 
（夏季） 

15.72円/kWh

- 5

単価契約 
予定調達総額 
18,166,680円 
分担契約 
分担予定額 
880,808円

予定調達数量1,050,000kWh
東京都千代田区内幸町1-
1-3

甲府財務事務所

甲府合同庁舎で使用する電気

平成31年1月31日

東京電力エナジーパート
ナー株式会社

8010001166930 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

4,060,800円

29.0% 7

一式
茨城県つくば市篠崎231-
1

筑波出張所

(H30)松代４丁目住宅樹木伐採等

平成31年2月14日

有限会社荒井緑化土木

1050002020734 一般競争入札 13,964,891円

3,811,536円

79.4% 3

住宅地図223冊ほか5品目
東京都千代田区神田小川
町3-22

会計課

住宅地図等の購入

平成31年2月15日

内外地図株式会社

2010001025159 一般競争入札 4,797,792円



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3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））

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

関東財務局長野財務事務所長

蜂巣幸彦

長野県長野市旭町1108

9,295,668円

82.0% 1

デスクマット（両袖机用）152枚ほか
1品目

東京都中央区東日本橋2-
13-5

会計課

デスクマットの購入

平成31年2月28日

株式会社秋山商会

8010001036398 一般競争入札 11,329,632円

3,592,080円

100.0% 1

一式 東京都港区港南2-16-4

会計課

財務局ウェブサイトへのセキュリ
ティ対策サービスの提供業務

平成31年3月1日

ＮＴＴテクノクロス株式
会社

5010401056882 一般競争入札 3,592,080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。

944,120円

- 1

消火器157本
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7住宅消火器交換業務

平成31年3月6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



別記様式５

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3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

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

関東財務局水戸財務事務所長

小野和弘

定形外3,679件ほか 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

加藤博紀

定形3,315件ほか 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

大島　朗

定形909件ほか 千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

不動産鑑定評価業務（価格）（茨城
県つくば市松代5-16）

平成31年1月8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

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

不動産鑑定評価業務（価格）（茨城
県つくば市松代5-16）

平成31年1月8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

486,000円

- 3

302,400円

- 3 -

千葉県千葉市中央区新
町24-9

首席国有財産鑑定官

-

東京都千代田区永田町
2-11-1

首席国有財産鑑定官

＠140円ほか

100.0% - -

単価契約 
平成30年度
支払実績額 
1,263,950円

茨城県水戸市三の丸1-
4-29

水戸財務事務所

料金後納郵便

平成30年4月2日

日本郵便株式会社水戸
中央郵便局

1010001112577

郵便法又は民間事業者による
信書の送達に関する法律に規
定する郵便及び信書の送達が
可能な事業者は、日本郵便株
式会社以外になく競争を許さ
ないことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため
（根拠区分：ニ（ハ））

1,546,799円

＠82円ほか

100.0% - -

単価契約 
平成30年度
支払実績額 
7,437,069円

東京都文京区本郷6-1-
15

東京財務事務所総務課

料金後納郵便

平成30年4月2日

日本郵便株式会社本郷
郵便局

1010001112577

郵便法又は民間事業者による
信書の送達に関する法律に規
定する郵便及び信書の送達が
可能な事業者は、日本郵便株
式会社以外になく競争を許さ
ないことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため
（根拠区分：ニ（ハ））

7,910,637円

＠82円ほか

100.0% - -

単価契約 
平成30年度 
支払実績額 
1,975,879円

千葉県千葉市中央区中
央港1-14-1

千葉財務事務所

料金後納郵便

平成30年4月2日

日本郵便株式会社千葉
中央郵便局

1010001112577

郵便法又は民間事業者による
信書の送達に関する法律に規
定する郵便及び信書の送達が
可能な事業者は、日本郵便株
式会社以外になく競争を許さ
ないことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため
（根拠区分：ニ（ハ））

2,289,581円



別記様式５

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3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

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

定形313件ほか 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

関東財務局長野財務事務所長

蜂巣幸彦

定形423件ほか 長野県長野市旭町1108

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

飯塚俊行

コンピュータ郵便39,894件
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

定形21,447件ほか
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

衛星契約43件ほか
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

＠82円ほか

100.0% - -

単価契約 
平成30年度 
支払実績額 
2,708,191円

神奈川県横浜市中区日
本大通5-3

横浜財務事務所

料金後納郵便

平成30年4月2日

日本郵便株式会社横浜
港郵便局

1010001112577

郵便法又は民間事業者による
信書の送達に関する法律に規
定する郵便及び信書の送達が
可能な事業者は、日本郵便株
式会社以外になく競争を許さ
ないことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため
（根拠区分：ニ（ハ））

2,502,048円

＠82円ほか

100.0% - -

単価契約 
平成30年度 
支払実績額 
1,153,225円

長野県長野市南県町
1085-4

長野財務事務所

料金後納郵便

平成30年4月2日

日本郵便株式会社長野
中央郵便局

1010001112577

郵便法又は民間事業者による
信書の送達に関する法律に規
定する郵便及び信書の送達が
可能な事業者は、日本郵便株
式会社以外になく競争を許さ
ないことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため
（根拠区分：ニ（ハ））

1,250,931円

＠95円ほか

100.0% - -

単価契約 
平成30年度
支払実績額 
3,789,930円

東京都中央区銀座8-
20-26

会計課

料金後納郵便

平成30年4月2日

日本郵便株式会社銀座
郵便局

1010001112577

郵便法又は民間事業者による
信書の送達に関する法律に規
定する郵便及び信書の送達が
可能な事業者は、日本郵便株
式会社以外になく競争を許さ
ないことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため
（根拠区分：ニ（ハ））

3,982,210円

＠82円ほか

100.0% - -

単価契約 
平成30年度
支払実績額
18,586,106円 

埼玉県さいたま市中央
区新都心3-1

総務課

料金後納郵便

平成30年4月2日

日本郵便株式会社さい
たま新都心郵便局

1010001112577

郵便法又は民間事業者による
信書の送達に関する法律に規
定する郵便及び信書の送達が
可能な事業者は、日本郵便株
式会社以外になく競争を許さ
ないことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため
（根拠区分：ニ（ハ））

19,048,971円

＠25,320円ほか

100.0% - -

単価契約  
平成30年度 
支払実績額  
1,069,327円

東京都渋谷区神南2-2-
1

会計課

ＮＨＫ放送受信料

平成30年4月2日

日本放送協会

8011005000968

放送法第64条第1項に基づき
契約を行うものであり、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 
（根拠区分：イ（イ））

1,069,327円



別記様式５

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3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

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

関東財務局東京財務事務所長

加藤博紀

使用量5,346㎥
東京都文京区湯島4-6-15ほか3
官署

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

使用量88,095㎥
神奈川県横浜市中区北仲通5-57
ほか16官署等

-

- - -

長期継続契約 
単価契約 
分担契約 
平成30年度 
支払実績額 
3,789,642円

東京都新宿区西新宿2-
8-1

東京財務事務所総務課

水道料

-

東京都水道局

8000020130001

予算決算及び会計令第102条
の2に基づき長期継続契約を
行っており、かつ行政需要に
適合した供給を行える事業者
が特定されており、契約価格
の競争による契約相手方の選
定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：ニ（ロ））

-

（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。

-

- - -

長期継続契約 
単価契約 
分担契約 
平成30年度 
支払実績額 
2,719,644円

神奈川県横浜市中区港
町1-1

横浜財務事務所

水道料

-

横浜市

3000020141003

予算決算及び会計令第102条
の2に基づき長期継続契約を
行っており、かつ行政需要に
適合した供給を行える事業者
が特定されており、契約価格
の競争による契約相手方の選
定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：ニ（ロ））

-



別記様式６

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3月31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31年2月19日～ 平成31年3月29日

平成31年2月25日～ 平成31年3月25日

平成31年2月26日～ 平成31年3月25日

平成31年3月5日～ 平成31年8月30日

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

平成30年度国有崖地擁壁補修工事設計業
務等委託（文京区小日向二丁目）

平成31年2月19日

関東地質株式会社

9010501002700 一般競争入札 2,289,600円 2,160,000円 94.3%

同種の他の契約の予
定価格を類推させる
おそれがあるため公
表しない

9,666,000円 - 1

神奈川県横須賀市田戸台3-10外2筆

神奈川県横浜市神奈川区
金港町1-4横浜イースト
スクエア

「土木一式工事」、「造園工事」

1

東京都文京区小日向2-187-3

東京都台東区上野3-20-8

「建設コンサルタント」

樹木伐採工事（横須賀市田戸台３丁目）

平成31年2月25日

京急建設株式会社

4010401009156 一般競争入札

3,240,000円 55.2% 1

千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

千葉県千葉市中央区院内
1-2-1

「電気通信工事」

(H30)千葉財務事務所構内交換設備更新工
事

平成31年2月26日

宮川電気通信工業株式会
社

5040001007374 一般競争入札 5,864,400円

64,670,400円 97.9% 1

神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-29

東京都世田谷区上野毛1-
25-2宇田川ビル2Ｆ

「建築一式工事」

(H30)美しが丘住宅耐震改修その他工事

平成31年3月5日

ハザマ・エンジニアリン
グ株式会社

7010901009719 一般競争入札 66,024,995円



別記様式６

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3月31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）

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

平成31年3月20日～ 平成31年9月24日

平成31年3月28日～ 平成31年10月2日

2,343,600円 90.9% 1

栃木県宇都宮市若草1-2-20ほか

栃木県宇都宮市北若松原
2-11-19

「建築士事務所」

(H30)「(H31)若草住宅屋内給水設備改修
工事」設計業務

平成31年3月20日

株式会社池澤設計

2060002001063 一般競争入札 2,577,628円

2,700,000円 98.2% 1

新潟県新潟市中央区二葉町3-5932-440ほ
か

大阪府大阪市中央区常盤
町1-4-12常盤セントラル
ビル7階

「建築士事務所」

(H30)「(H31)二葉住宅ほか1住宅屋外給水
設備改良工事」設計業務

平成31年3月28日

株式会社アイプラス設計
事務所

3120001183746 不落 2,748,538円

43,200,000円 - 1

一式
東京都千代田区神田錦町
3-7-1

(H30)国有地地下埋設物調査業務（府中市
晴見町）

平成31年1月9日

株式会社オオバ東京支店

9013201001170 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

1,784,160円 - 1

一式
新潟県三条市西本成寺2-
29-9

南新町住宅外３住宅住宅用火災警報器取
替業務

平成31年1月16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



別記様式６

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3月31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）

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

8,078,400円 96.5% 1

一式 東京都渋谷区本町4-12-7

国有陸橋剥離防止工事の設計業務及び交
通量調査解析業務（横須賀市浦郷町）

平成31年1月16日

株式会社エイテック

4011001059252 一般競争入札 8,366,377円

8,064,320円 98.7% 1

1,595冊
東京都墨田区東駒形1-
14-1

国有財産六法（平成31年版）の購入

平成31年1月31日

一般財団法人大蔵財務協
会

4010005016648 一般競争入札 8,166,502円

9,295,668円 82.0% 1

デスクマット（両袖机用）152枚ほか1品
目

東京都中央区東日本橋2-
13-5

デスクマットの購入

平成31年2月28日

株式会社秋山商会

8010001036398 一般競争入札 11,329,632円

3,592,080円 100.0% 1

一式 東京都港区港南2-16-4

財務局ウェブサイトへのセキュリティ対
策サービスの提供業務

平成31年3月1日

ＮＴＴテクノクロス株式
会社

5010401056882 一般競争入札 3,592,080円



別記様式６

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成31年1月1日～平成31年3月31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）

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

（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。

944,120円 - 1

消火器157本
長野県長野市大字北尾張
部109

上長野住宅外7住宅消火器交換業務

平成31年3月6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


