
別記様式１

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

備　　　　　考

総契約件数 53 件 13 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 17 件 3 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 9 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 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　令和元年10月1日～令和元年12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

令和元年10月2日～ 令和2年3月31日 大野孝広

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

令和元年10月7日～ 令和2年2月17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

令和元年11月11日～ 令和2年1月8日 井上　浩

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

令和元年11月18日～ 令和2年3月25日 大野孝広

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

2東京都目黒区駒場2-846-1

神奈川県川崎市川崎区
貝塚1-15-4

「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

令和元年度国有建物解体撤去工事設計図書等
作成業務(目黒区駒場二丁目)

令和元年10月2日

株式会社アイマーク

4020001082016 一般競争入札 9,920,900円 9,625,000円

97.0％

50,952,000円

70.6% 5東京都多摩市落合1-15-1

東京都中央区築地2-1-
2秀和築地レジデンス
208号室

「建築一式工事」 立川出張所

令和元年度国有建物等解体撤去工事 
（多摩市落合一丁目）

令和元年10月7日

株式会社新星建設

9010001110739 一般競争入札 72,153,574円

7,260,000円

62.6％ 3東京都目黒区東山2-1094-19

東京都世田谷区給田1-
14-16

「建築一式工事」
東京財務事務所

第6統括国有財産管理官

国有建物等解体撤去工事(目黒区東山二丁目)

令和元年11月11日

大貴工業株式会社

1010901006787 一般競争入札 11,593,206円

16,280,000円

82.7% 4群馬県前橋市元総社町208

群馬県高崎市緑町1-3-
4

「防水工事」、「建築一式工事」 第1統括国有財産管理官

(19)第3元総社住宅屋上防水改修工事

令和元年11月18日

日本マスチック工業株
式会社

4070001007975 一般競争入札 19,662,137円



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12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

関東財務局長野財務事務所長

令和元年11月25日～ 令和2年3月17日 矢島一郎

長野県長野市旭町1108ほか5官署

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

令和元年11月25日～ 令和2年3月23日 大野孝広

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
ほか10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横須賀出
張所長

令和元年11月27日～ 令和2年2月28日 渡辺　仁

神奈川県横須賀市新港町1-8

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

令和元年11月29日～ 令和2年3月25日 大野孝広

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

1,745,370円

- 1
分担契約 
契約総額 
9,900,000円

長野県長野市旭町1108長野第2合同庁舎

東京都文京区大塚2-9-
3

「機械器具設置工事」 長野財務事務所

長野第2合同庁舎エレベーター改修工事

令和元年11月25日

日本オーチス・エレ
ベータ株式会社東日本
支社

9010001075825 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

8,324,657円

33.4% 
(B/A×
100)

4

分担契約 
契約総額 
25,850,000円
（B)

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

東京都荒川区荒川7-
19-1

「電気工事」 合同庁舎管理官

(19)さいたま新都心合同庁舎1号館照明器具取
替等工事

令和元年11月25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
77,308,000円 

(A)

9,218,000円

93.3% 2神奈川県横須賀市浦郷町3-61-9外

神奈川県大和市福田
3666-7

「土木一式工事」、「とび・土工・コンク
リート工事」

横須賀出張所

国有陸橋剥離防止工事（横須賀市浦郷町）

令和元年11月27日

相模緑建株式会社

4021001025253 一般競争入札 9,871,290円

7,700,000円

60.5% 4埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-13-15

千葉県松戸市紙敷1-
16-3

「消防施設工事」 第1統括国有財産管理官

(19)北浦和住宅消防設備改修工事

令和元年11月29日

株式会社小川防災

3040001035071 一般競争入札 12,708,543円



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12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

関東財務局横浜財務事務所長

令和元年12月3日～ 令和2年3月16日 須田　渉

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

令和元年12月5日～ 令和2年3月25日 大野孝広

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

令和元年12月5日～ 令和2年3月27日 大野孝広

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

令和元年12月9日～ 令和2年3月31日 井上　浩

東京都文京区湯島4-6-15

34,958,000円

80.4％ 3
神奈川県相模原市中央区上矢部外(相模総合補
給廠)

神奈川県横浜市戸塚区
鳥が丘12-1

「建築一式工事」 横浜財務事務所

(R元)相模総合補給廠ブロック塀解体撤去外工
事

令和元年12月3日

株式会社信友建設

1020001007520 一般競争入札 43,465,588円

34,100,000円

37.8％ 6東京都北区赤羽台2-2-1

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

(19)赤羽住宅消防設備改修工事

令和元年12月5日

株式会社河本総合防災

9021001011760 一般競争入札 90,026,131円

38,500,000円

77.9％ 5千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

東京都江東区亀戸6-
57-7-503

「建築一式工事」 会計課

千葉財務事務所庁舎建具改修工事

令和元年12月5日

株式会社アートクリ
アー

4010601000716 一般競争入札 49,401,000円

71,280,000円

87.7% 6東京都文京区小日向2-187-3外1筆

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

令和元年度国有建物等解体撤去工事(文京区小
日向二丁目Ⅱ期)

令和元年12月9日

株式会社ケイワールド
日清

5030001002517 一般競争入札 81,201,254円



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12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

令和元年12月11日～ 令和2年3月25日 大野孝広

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

令和元年12月17日～ 令和2年3月19日 須田　渉

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

関東財務局横浜財務事務所長

令和元年12月24日～ 令和2年3月19日 須田　渉

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

令和元年12月25日～ 令和2年3月19日 大野孝広

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
ほか17官署

1,131,900円

95.1% 1東京都北区赤羽台2-2-1

茨城県土浦市並木4-1-
36

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(19)赤羽住宅消防設備改修工事監理業務

令和元年12月11日

有限会社枝川建築設計
事務所

5050002011110 一般競争入札 1,190,112円

15,631,000円

37.2％ 5神奈川県川崎市中原区上平間1254ほか

神奈川県横浜市中区花
咲町2-68

「管工事」 横浜財務事務所

(19)川崎住宅ほか1住宅給湯器取替工事

令和元年12月17日

東京ガスエネワーク株
式会社

7020001059234 一般競争入札 41,991,111円

6,787,000円

90.5％ 1
神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁
舎

神奈川県横浜市港北区
新横浜2-5-1

「電気工事」 横浜財務事務所

横浜第2合同庁舎　非常用発電機制御盤気中遮
断器更新工事

令和元年12月24日

国際ビルサービス株式
会社

8020001020203 一般競争入札 7,491,757円

2,288,000円

61.8% 2

分担契約 
契約総額 
2,288,000円 
全額を当局に
て負担

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

神奈川県川崎市高津区
東野川2-29-11

「ガラス工事」、「建具工事」 合同庁舎管理官

さいたま新都心合同庁舎1号館外装ガラス入替
等工事

令和元年12月25日

株式会社総商

5020001066496 一般競争入札 3,699,811円



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12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代理

関東財務局東京財務事務所総務課長

令和元年12月27日～ 令和2年3月19日 若尾　仁

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。

34,067,000円

44.7% 6東京都北区赤羽台2-2-1

 
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

(19)赤羽住宅給湯器取替工事

令和元年12月27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 76,126,928円



別記様式３

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12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

令和元年10月3日～ 令和2年3月16日 大野孝広

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

令和元年10月8日～ 令和2年3月25日 大野孝広

埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

埼玉県さいたま市南区白幡5-5-1ほか

株式会社池澤設計

「建築士事務所」

一般競争入札に付しても入札
者がないことから、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

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

(19)白幡住宅ほか1住宅エレベーター設備
改修工事監理業務

令和元年10月3日

株式会社スペース・ク
リエイツ

8090001005494

一般競争入札に付しても入札
者がないことから、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

1,360,128円 1,188,000円

87.3％ 0 -

2060002001063

山梨県甲府市里吉3-
10-21

3,060,288円

第1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。

3,058,000円

99.9% 1 -埼玉県所沢市並木2-2

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

(19)所沢住宅外壁改修その他工事監理業
務

令和元年10月8日



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・

指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

井上　浩

東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局新潟財務事務所長

山岸　徹

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

大野孝広

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

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

郵便料金計器の購入

令和元年10月7日

有限会社リエゾン・オ
フィス

2010402015816 一般競争入札 1,489,400円 1,397,000円

93.7％ 2

3,520,000円

- 1

一式
神奈川県横浜市南区南太
田1-46-7

新潟財務事務所

郵便料金計器1台 東京都港区芝大門1-3-15
東京財務事務所

総務課

国有財産ブロック塀点検業務

令和元年10月10日

株式会社アジア共同設計
コンサルタント

9020001043500 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

1,886,500円

92.0% 1

1台
埼玉県さいたま市中央区
下落合6-1-18

会計課

乗用自動車（ハイブリッド自動車）
の購入(新潟)（交換契約）

令和元年10月21日

埼玉トヨタ自動車株式会
社

8030001003330
一般競争入札
（総合評価）

2,048,435円

2,134,000円

- 6

 
一式

神奈川県藤沢市大庭
5553-7

横須賀出張所

国有地地積測量業務（横須賀市坂本
町）

令和元年10月25日

光南測量コンサルタント
有限会社

2021002006353 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

17,052,376円

- 3

一式
東京都渋谷区神宮前1-5-
1

立川出張所

(R1）多摩地区合同宿舎住宅用火災警
報器取替業務

令和元年10月28日

セコム株式会社

6011001035920 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　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・

指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

大野孝広

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

井上　浩

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

大野孝広

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

須田　渉

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

大野孝広

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

13,530,000円

- 3

一式
東京都中央区日本橋大伝
馬町11番8号

会計課

(19)令和2年度建設資材価格等調査業
務

令和元年10月30日

一般財団法人建設物価調
査会

6010005018675 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

770,000円

- 1

 
一式

東京都中央区日本橋3-5-
14 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

令和元年10月31日

株式会社中央不動産鑑定
所

6010001050293 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

38,500,000円

64.4% 2

一式
栃木県宇都宮市下荒針町
3473-44

第4統括国有財産管理官

(R1)合同宿舎建物定期点検外業務

令和元年11月11日

株式会社公和設計

8060001001645 一般競争入札 59,763,723円

1,144,494円

52.5% 5

206本 千葉県松戸市紙敷1-16-3

横浜財務事務所

(R1)港南台住宅ほか消火器購入その
他業務

令和元年11月18日

株式会社小川防災

3040001035071 一般競争入札 2,177,516円

3,725,803円

80.6% 2

住宅地図141冊ほか2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

令和元年11月18日

内外地図株式会社

2010001025159 一般競争入札 4,619,560円



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・

指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

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

橘　正則

茨城県つくば市吾妻1-12-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局長野財務事務所長

矢島一郎

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立川出張所長

小泉　孝

東京都立川市緑町4-2ほか6官署等

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

大野孝広

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

大野孝広

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

3,850,000円

- 4

一式 茨城県土浦市大岩田534

筑波出張所

(R01)第2回筑波合同宿舎草刈業務

令和元年11月25日

第一造園土木株式会社

2050001009414 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

2,508,000円

- 1

一式
 
長野県長野市大字北尾張
部109 長野財務事務所

長野県内合同宿舎住宅用火災警報器
取替業務

令和元年11月25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

基本料金 
＠595.10円/kW・月 

従量料金 
（その他季） 
＠15.28円/kWh 

(夏季) 
＠16.44円/kWh

- 1

単価契約 
予定調達総額 
26,769,968円 
分担契約 
分担予定額 
1,908,701円

予定調達数量1,442,000kWh 東京都港区芝浦3-1-21

立川出張所

立川地方合同庁舎で使用する電気

令和元年11月28日

株式会社F-Power

2010701022133 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

4,554,404円

87.7% 1

証券六法(令和2年版)586冊ほか
神奈川県横浜市中区伊勢
佐木町1-4-1

会計課

証券六法(令和2年版)等の購入

令和元年12月5日

株式会社有隣堂

2020001029308 一般競争入札 5,188,590円

2,371,336円

77.7% 2

2台 埼玉県熊谷市三ヶ尻5445

会計課

乗用自動車の購入(東京・横須賀)(交
換契約)

令和元年12月13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）

3,049,365円



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・

指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

分任支出負担行為担当官

関東財務局水戸財務事務所長

宮尾英志

茨城県水戸市北見町1-4

分任支出負担行為担当官

関東財務局宇都宮財務事務所長

行木寿夫

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

大野孝広

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

関東財務局前橋財務事務所長

牧野康典

群馬県前橋市大手町2-3-1

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

大野孝広

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

312,400円

- 3

一式
東京都渋谷区代々木2-
33-1

水戸財務事務所

不動産鑑定評価業務(価格)：茨城県
つくば市

令和元年12月13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

3,850,000円

- 2

一式
栃木県宇都宮市一条4-5-
27

宇都宮財務事務所

宮原住宅外3住宅住宅用火災警報器取
替業務(栃木県)

令和元年12月18日

佐藤防災サービス株式会
社

5060001002019 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

10,890,000円

- 2

分担契約 
契約総額 
10,890,000円 
全額を当局に
て負担

直結形ダンパ操作器30台ほか6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

令和元年12月19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

1,039,500円

- 1

一式
東京都荒川区東尾久3-
35-4

前橋財務事務所

不動産鑑定評価業務(価格)：群馬県
桐生市

令和元年12月23日

株式会社インプレッショ
ン

3011501014963 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

1,452,000円

- 1

一式
東京都港区西新橋1-18-9
西新橋ノアビル6階

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務(価格)(東京都杉
並区清水3-83-11外2筆　外9物件)

令和元年12月24日

株式会社地価理論研究所

7010401017676 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　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・

指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

大野孝広

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

大野孝広

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

大野孝広

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

1,078,000円

- 2

一式
静岡県静岡市葵区西草深
町7-13

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務(価格)(神奈川県
横浜市西区西戸部町1-69-1 外9物件)

令和元年12月24日

中部不動産鑑定所

- 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
せるおそれがある
ため公表しない

1,518,000円

- 1

一式
東京都港区西新橋1-18-9
西新橋ノアビル6階

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務(価格)(埼玉県さ
いたま市西区西大宮3-9-1　外9物件)

令和元年12月24日

株式会社地価理論研究所

7010401017676 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

（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。

2,310,550円

75.0% 4

タブレット端末15台ほか1品目
東京都中央区築地2-11-
26

会計課

タブレット端末等の購入

令和元年12月26日

東通ネットワーク株式会
社

6010001092261 一般競争入札 3,079,147円



別記様式５

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした

会計法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

井上　浩

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

大野孝広

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

大野孝広

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横須
賀出張所長

渡辺　仁

一式 神奈川県横須賀市新港町1-8

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

大野孝広

一式
埼玉県さいたま市中央区新都心
1-1

不動産鑑定評価業務（価格）（東京
都港区虎ノ門3-33のうち）

令和元年10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））

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

令和元年10月1日

中間貯蔵・環境安全事
業株式会社

2010401053420

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・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））

73,226,076円 73,226,076円

100.0% -

1,100,000円

- 3 -

東京都渋谷区道玄坂1-
21-1

首席国有財産鑑定官

-

東京都港区芝1-7-17
東京財務事務所

総務課

500,000円

- 3 -

東京都豊島区駒込3-3-
22

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（東京
都港区虎ノ門3-33のうち）

令和元年10月11日

株式会社米山

2013301013130

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

1,320,000円

- 2 -

千葉県千葉市中央区新
町24-9

横須賀出張所

不動産鑑定評価業務（価格）：神奈
川県横須賀市

令和元年10月25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

27,165,600円

100.0% - -

東京都港区芝1-7-17

第3国有財産調整官

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

令和元年11月1日

中間貯蔵・環境安全事
業株式会社

2010401053420

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))

27,165,600円



別記様式５

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした

会計法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

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横須
賀出張所長

渡辺　仁

一式 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長

井上　浩

一式 東京都文京区湯島4-6-15

分任支出負担行為担当官

関東財務局横浜財務事務所横須
賀出張所長

渡辺　仁

一式 神奈川県横須賀市新港町1-8

分任支出負担行為担当官

関東財務局横浜財務事務所横須
賀出張所長

渡辺　仁

一式 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長

井上　浩

一式 東京都文京区湯島4-6-15

1,639,000円

- 2 -

東京都渋谷区道玄坂1-
21-1

横須賀出張所

不動産鑑定評価業務（価格）：神奈
川県横須賀市

令和元年11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

770,000円

- 3 -

 
東京都千代田区富士見
2-4-3朝日観光ビル4F 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
都渋谷区

令和元年11月26日

日本ヴァリュアーズ株
式会社

2010001085517

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

1,177,000円

- 3 -

東京都渋谷区道玄坂1-
21-1

横須賀出張所

不動産鑑定評価業務（価格）：神奈
川県横須賀市

令和元年11月26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

1,199,000円

- 3 -

東京都中央区日本橋3-
5-14

横須賀出張所

不動産鑑定評価業務（価格）：神奈
川県横須賀市

令和元年11月26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

1,628,000円

- 3 -

東京都渋谷区道玄坂1-
21-1 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
渋谷区

令和元年12月4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



別記様式５

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした

会計法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

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

大野孝広

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。
       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。

3,214,200円

- - -

東京都中央区日本橋小
伝馬町17-14日本橋S&S
ビル6階 第７統括国有財産管理官

国有財産の売払いに係る媒介業務(杉
並区本天沼2-857-27外2筆 他1件)

令和元年12月27日

WORLD LINK株式会社

5010001194612

公募を行い、申し込みのあっ
た者のうち当局の要件を満た
すすべての者との契約を締結
したものであり、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

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　令和元年10月1日～令和元年12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）

令和元年11月25日～ 令和2年3月17日

令和元年12月11日～ 令和2年3月25日

令和元年12月24日～ 令和2年3月19日

令和元年10月8日～ 令和2年3月25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

長野第2合同庁舎エレベーター改修工事

令和元年11月25日

日本オーチス・エレベー
タ株式会社東日本支社

9010001075825 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

1,745,370円 -

1,190,112円 1,131,900円 95.1% 1

東京都北区赤羽台2-2-1

茨城県土浦市並木4-1-36

「建築士事務所」

1

長野県長野市旭町1108長野第2合同庁舎

東京都文京区大塚2-9-3

「機械器具設置工事」

(19)赤羽住宅消防設備改修工事監理業務

令和元年12月11日

有限会社枝川建築設計事
務所

5050002011110 一般競争入札

6,787,000円 90.5％ 1

神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合
同庁舎

神奈川県横浜市港北区新
横浜2-5-1

「電気工事」

横浜第2合同庁舎　非常用発電機制御盤気
中遮断器更新工事

令和元年12月24日

国際ビルサービス株式会
社

8020001020203 一般競争入札 7,491,757円

3,058,000円 99.9% 1

埼玉県所沢市並木2-2

栃木県宇都宮市北若松原
2-11-19

「建築士事務所」

(19)所沢住宅外壁改修その他工事監理業
務

令和元年10月8日

株式会社池澤設計

2060002001063 不調 3,060,288円



別記様式６

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12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

3,520,000円 - 1

一式
神奈川県横浜市南区南太
田1-46-7

国有財産ブロック塀点検業務

令和元年10月10日

株式会社アジア共同設計
コンサルタント

9020001043500 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

1,886,500円 92.0% 1

1台
埼玉県さいたま市中央区
下落合6-1-18

乗用自動車（ハイブリッド自動車）の購
入(新潟)（交換契約）

令和元年10月21日

埼玉トヨタ自動車株式会
社

8030001003330
一般競争入札
（総合評価）

2,048,435円

770,000円 - 1

 
一式

東京都中央区日本橋3-5-
14

不動産鑑定評価業務（価格）：東京都文
京区

令和元年10月31日

株式会社中央不動産鑑定
所

6010001050293 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

2,508,000円 - 1

一式
 
長野県長野市大字北尾張
部109

長野県内合同宿舎住宅用火災警報器取替
業務

令和元年11月25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６

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12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

基本料金 
＠595.10円/kW・月 

従量料金 
（その他季） 
＠15.28円/kWh 

(夏季) 
＠16.44円/kWh

- 1

予定調達数量1,442,000kWh 東京都港区芝浦3-1-21

立川地方合同庁舎で使用する電気

令和元年11月28日

株式会社F-Power

2010701022133 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

4,554,404円 87.7% 1

証券六法(令和2年版)586冊ほか
神奈川県横浜市中区伊勢
佐木町1-4-1

証券六法(令和2年版)等の購入

令和元年12月5日

株式会社有隣堂

2020001029308 一般競争入札 5,188,590円

1,039,500円 - 1

一式
東京都荒川区東尾久3-
35-4

不動産鑑定評価業務(価格)：群馬県桐生
市

令和元年12月23日

株式会社インプレッショ
ン

3011501014963 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

1,452,000円 - 1

一式
東京都港区西新橋1-18-9
西新橋ノアビル6階

不動産鑑定評価業務(価格)(東京都杉並区
清水3-83-11外2筆　外9物件)

令和元年12月24日

株式会社地価理論研究所

7010401017676 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　令和元年10月1日～令和元年12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。

1,518,000円 - 1

一式
東京都港区西新橋1-18-9
西新橋ノアビル6階

不動産鑑定評価業務(価格)(埼玉県さいた
ま市西区西大宮3-9-1　外9物件)

令和元年12月24日

株式会社地価理論研究所

7010401017676 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


