
別記様式１

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

備　　　　　考

総契約件数 47 件 4 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 21 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） 12 件 2 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 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　令和2年1月1日～令和2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

令和2年1月9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2年1月14日～ 令和2年2月14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

関東財務局甲府財務事務所長

令和2年1月23日～ 令和2年3月18日 赤平吉仁

山梨県甲府市丸の内1-1-18

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2年1月28日～ 令和2年3月19日 渡辺　仁

神奈川県横須賀市新港町1-8

2,893,000円

67.7% 3神奈川県横須賀市大矢部三丁目外5箇所

神奈川県大和市福田
3666-7

「建築一式工事」、「解体工事」 横須賀出張所

国有ブロック塀等解体撤去工事(横須賀市大矢
部三丁目ほか)

令和2年1月28日

相模緑建株式会社

4021001025253 一般競争入札 4,268,848円

4,928,000円

85.5% 2山梨県甲府市富竹2-780-2外2筆外6箇所

山梨県笛吹市八代町北
1991

「解体工事」 甲府財務事務所

山梨県内ブロック塀撤去工事

令和2年1月23日

矢崎興業株式会社

9090001006203 一般競争入札 5,763,501円

20,790,000円

81.0% 6神奈川県横浜市中区簑沢57-6外

茨城県鉾田市大蔵233-
5

「建築一式工事」 横浜財務事務所

国有建物等解体撤去工事(横浜市中区簑沢)

令和2年1月14日

株式会社ミドリヤ

2050001021971 一般競争入札 25,644,295円

2埼玉県さいたま市南区白幡5-5-1

東京都港区芝4-9-4

「管工事」 第１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

(19)白幡住宅給湯器取替工事

令和2年1月9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 31,160,242円 12,055,447円

38.6%



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2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長

令和2年1月28日～ 令和2年3月19日 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

関東財務局宇都宮財務事務所長

令和2年2月3日～ 令和2年3月23日 行木寿夫

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筑波出張
所長

令和2年2月6日～ 令和2年3月31日 橘　正則

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

令和2年2月10日～ 令和2年8月21日 大野孝広

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

38,500,000円

98.5% 2千葉県習志野市泉町3-6

神奈川県横浜市港北区
鳥山町1030番地

「管工事」 第１統括国有財産管理官

(19)習志野第2住宅屋外給水設備改良工事

令和2年2月10日

株式会社カンパイ

7020001061215 一般競争入札 39,058,685円

35,717,000円

72.6% 6茨城県つくば市吾妻4丁目

東京都多摩市連光寺5-
7-7

「管工事」 筑波出張所

(19)吾妻4丁目住宅給湯器取替工事

令和2年2月6日

多摩市営繕事業協同組
合

8013405000069 一般競争入札 49,174,522円

6,564,800円

- 4栃木県宇都宮市若草1-3-7

東京都足立区一ツ家2-
14-1

「管工事」 宇都宮財務事務所

若草住宅5号棟壁貫通型給湯器取替工事（栃木
県）

令和2年2月3日

株式会社大三

6011801025451 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

3,630,000円

85.7% 1東京都中野区江古田4-1732-1

東京都台東区上野3-
20-8

「建築士事務所」、「建設コンサルタント」
東京財務事務所

第3統括国有財産管理官

(R1)擁壁改修等工事設計業務(中野区江古田四
丁目)

令和2年1月28日

関東地質株式会社

9010501002700 一般競争入札 4,235,207円



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2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

令和2年2月25日～ 令和2年8月21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2年2月27日～ 令和2年8月21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2年3月2日～ 令和2年10月15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2年3月2日～ 令和2年10月15日 大野孝広

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

1,353,000円

99.4% 2東京都新宿区西早稲田3-4-26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

(19)甘泉園住宅ほか1住宅エレベーター設備改
修工事監理業務

令和2年3月2日

株式会社池澤設計

2060002001063 一般競争入札 1,360,128円

63,118,000円

80.5% 3東京都新宿区西早稲田3-4-26ほか

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

(19)甘泉園住宅ほか1住宅エレベーター設備改
修工事

令和2年3月2日

株式会社エレベータシ
ステムズ

7013301001907 一般競争入札 78,319,093円

1,100,000円

99.5% 2東京都練馬区田柄3-9

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)田柄第2住宅屋外給水設備改良工事監理業
務

令和2年2月27日

株式会社池澤設計

2060002001063 一般競争入札 1,105,104円

62,700,000円

91.9% 1東京都練馬区田柄3-9

東京都台東区東上野6-
2-1　MPR東上野ビル

「管工事」 第１統括国有財産管理官

(19)田柄第2住宅屋外給水設備改良工事

令和2年2月25日

株式会社東急コミュニ
ティー

4010901008681 一般競争入札 68,217,991円



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2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

令和2年3月5日～ 令和2年12月9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2年3月6日～ 令和2年10月9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2年3月12日～ 令和2年10月9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2年3月12日～ 令和2年10月9日 大野孝広

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

4,620,000円

90.2% 4神奈川県横浜市南区大岡4-43

山梨県甲府市里吉4-
12-5

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(19)「(20)大岡住宅屋内給水設備改修その他
工事」設計業務

令和2年3月12日

株式会社ディナック中
日本

8090001001452 一般競争入札 5,119,258円

4,015,000円

98.9% 3神奈川県横浜市都筑区南山田1-4ほか

山梨県甲府市里吉4-
12-5

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(19)「(20)南山田住宅ほか2住宅エレベーター
設備改修工事」設計業務

令和2年3月12日

株式会社ディナック中
日本

8090001001452 一般競争入札 4,057,637円

3,630,000円

97.0% 4東京都新宿区大久保3-3-1ほか

岐阜県岐阜市岩田西1-
96

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(19)「(20)西大久保住宅ほか２住宅エレベー
ター設備改修工事」設計業務

令和2年3月6日

株式会社山田建築事務
所

3200001005628 一般競争入札 3,739,826円

2,310,000円

62.0% 3新潟県新潟市東区河渡新町2-2-5ほか

新潟県新潟市中央区川
岸町3-17-31

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(19)松浜住宅外壁改修その他工事監理業務

令和2年3月5日

株式会社福地設計

4110002005701 一般競争入札 3,722,822円



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2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

令和2年3月16日～ 令和2年10月9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2年3月16日～ 令和2年10月15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2年3月18日～ 令和2年10月30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2年3月18日～ 令和2年3月23日 須田　渉

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

14,300,000円

83.4% 6神奈川県横浜市南区平楽103-24外2筆

埼玉県狭山市大字堀兼
2477-8

「建築一式工事」 横浜財務事務所

国有建物等解体撤去工事(横浜市南区平楽)

令和2年3月18日

有限会社リ・ワークス
ジャパン

5030002037371 一般競争入札 17,132,809円

7,810,000円

42.7% 4東京都北区王子6-6-1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

(19)「(20)王子第2住宅ほか1住宅外壁改修そ
の他工事」設計業務

令和2年3月18日

株式会社池澤設計

2060002001063 一般競争入札 18,270,268円

2,508,000円

59.3% 3新潟県上越市南新町1-10ほか

新潟県新発田市東新町
1-6-2

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(19)「(20)南新町第2住宅ほか1住宅屋外給水
設備改良工事」設計業務

令和2年3月16日

あい設計株式会社

7110001017018 一般競争入札 4,225,419円

2,189,000円

96.4% 9神奈川県横浜市南区大岡4-43

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

(19)「(20)大岡住宅屋上防水改修工事」設計
業務

令和2年3月16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 2,270,248円



別記様式２

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2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

関東財務局横浜財務事務所長

令和2年3月30日～ 令和2年8月31日 須田　渉

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

（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。

76,230,000円

76.4% 7神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-29-2

埼玉県さいたま市浦和
区本太1-9-5

「建築一式工事」 横浜財務事務所

美しが丘住宅(3号棟)解体撤去工事

令和2年3月30日

株式会社ケイワールド
日清

5030001002517 一般競争入札 99,652,012円



別記様式３

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2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

令和2年3月23日～ 令和2年12月9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2年3月5日～ 令和2年8月21日 大野孝広

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。

1,980,000円

95.4% 0 -千葉県習志野市泉町3-6

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)習志野第２住宅屋外給水設備改良工
事監理業務

令和2年3月5日 5050002011110

新潟県新潟市北区名目
所2-1504

2,075,104円

第１統括国有財産管理官

新潟県新潟市東区河渡新町2-2-5ほか

有限会社枝川建築設計
事務所

「建築一式工事」

一般競争入札において、競争
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)松浜住宅外壁改修その他工事

令和2年2月17日

株式会社皆川組

4110001005446

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

126,130,768円 126,060,000円

99.9% 3 -



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2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

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

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

基本料金
687.5円/kW・月

従量料金
（通常期）
15.28円/kWh
（夏季）

16.44円/kWh

- 1

単価契約
予定調達総額
19,290,316円
分担契約
分担予定額
877,536円

予定調達数量1,050,000kWh 東京都港区芝浦3-1-21

甲府財務事務所

甲府合同庁舎で使用する電気

令和2年1月31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

3,990,096円

77.1%
(B/A×
100)

2

分担契約
契約総額
3,990,096円
(B)
全額を当局に
て負担

特Ａ重油　　48,000ℓ
東京都大田区羽田旭町
12-5

合同庁舎管理官

さいたま新都心合同庁舎１号館で使
用するＡ重油の購入

令和2年1月29日

株式会社高橋商店

3010801006984 一般競争入札
5,174,400円

(A)

2,750,000円

- 2

539,250枚
東京都千代田区一ツ橋1-
1-1

会計課

「自然災害による被災者の債務整理
に関するガイドライン」チラシの印
刷及び新聞折込業務(千葉県)

令和2年1月27日

株式会社毎日広告社

2010001029960 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

682,000円

53.2% 4

一式
千葉県鎌ケ谷市東初富4-
12-15

前橋財務事務所

一式
東京都中野区本町4-44-
13西京城西ビル2Ｆ-36号 東京財務事務所

第2統括国有財産管理官

国有地地積測量業務(高崎市吉井町)

令和2年1月24日

ホウチ測量社

- 一般競争入札 1,280,946円

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

国有地草刈業務

令和2年1月8日

株式会社キープ・ゴー・
イング

3011201019156 一般競争入札 1,121,561円 495,000円

44.1% 5



別記様式４

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2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

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

3,300,000円

41.0% 7

一式 茨城県土浦市大岩田534

筑波出張所

(R01)吾妻4丁目住宅ほか樹木伐採等

令和2年2月28日

第一造園土木株式会社

2050001009414 一般競争入札 8,042,079円

10,450,000円

- 3

2,261,840枚
東京都千代田区富士見2-
1-12

会計課

「自然災害による被災者の債務整理
に関するガイドライン」チラシの印
刷及び新聞折込業務（埼玉県ほか1都
7県)

令和2年2月28日

株式会社読売エージェン
シー

1010001031728 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

11,721,600円

93.7% 2

24台 東京都港区芝大門1-3-16

会計課

シュレッダーの購入等

令和2年2月26日

株式会社第一文眞堂

5010401017488 一般競争入札 12,497,760円

3,179,000円

- 2

一式
新潟県三条市西本成寺2-
29-9

新潟財務事務所

松浜住宅外5住宅住宅用火災警報器取
替業務

令和2年2月14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

5,716,810円

- 4

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

(19)北新宿住宅ほか39住宅消火器購
入その他業務

令和2年2月3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　令和2年1月1日～令和2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

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

（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。

-

- -

長期継続契約
単価契約
令和元年度
支払実績総額
11,483,355円

一式 東京都港区東新橋1-9-1

会計課

関東財務局管内電話網構築業務

-

ソフトバンク株式会社

9010401052465 一般競争入札 -

3,575,000円

97.7% 1

一式 東京都港区芝浦3-4-1

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

令和2年3月2日

ＮＴＴテクノクロス株式
会社

5010401056882 一般競争入札 3,658,600円



別記様式５

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2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

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

1,359部
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

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

-

埼玉県所沢市三ケ島1-
689-1

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2年2月17日

株式会社Do・it

6030001124707

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

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）

令和2年2月10日

有限会社タートン土地
建物

5030002108321

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

4,055,700円

- -

埼玉県さいたま市見沼
区南中野244-1

会計課

-

東京都新宿区荒木町
13-4

東京財務事務所
第2統括国有財産管理官

2,620,200円

- - -

埼玉県川口市仲町11-
41

第７統括国有財産管理官

国有財産関係通達集追録(289～298
号)の購入

令和2年1月31日

新日本法規出版株式会
社

5180001036822

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：ニ（ニ））

12,347,874円

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

埋蔵文化財第Ⅰ期調査（新宿区市谷
薬王寺町遺跡）

令和2年1月22日

公益財団法人東京都ス
ポーツ文化事業団

5011005003759

東京都内の埋蔵文化財調査
は、文化財保護法第99条の規
定により、歴史上又は学術上
の価値が特に高く、かつ、そ
の調査が技術的に困難なもの
を除いて東京都が施工するこ
ととなっているところ、東京
都は調査を行うにあたり公益
財団法人東京都スポーツ文化
事業団を調査機関として指定
しており、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：イ（ニ））

23,430,000円 23,430,000円

100.0% -

12,347,874円

100.0% - -



別記様式５

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2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

関東財務局千葉財務事務所長

大島　朗

一式 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

大野孝広

定形13,273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

大野孝広

コンピュータ郵便40,181件
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

大島　朗

定形833件ほか 千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

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

定形2,462件ほか 東京都文京区湯島4-6-15

＠97円ほか

100.0% - -

単価契約
令和元年度
支払実績額
7,243,462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31年4月1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））

7,208,445円

＠84円ほか

100.0% - -

単価契約
令和元年度
支払実績額
1,670,019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31年4月1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））

1,983,349円

＠95円ほか

100.0% - -

単価契約
令和元年度
支払実績額
3,857,749円

東京都中央区銀座8-
20-26

会計課

料金後納郵便

平成31年4月1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））

3,866,785円

＠82円ほか

100.0% - -

単価契約
令和元年度
支払実績額
18,231,886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31年4月1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））

17,834,670円

1,045,000円

96.6% - -

東京都葛飾区四つ木5-
14-1ライオンズマン
ション立石第2・1階 千葉財務事務所

国有地空洞探査業務
（千葉県柏市根戸）

令和2年2月26日

株式会社エービーコン
サルタント

5011801021212

一般競争入札において、競争
に付しても入札者がいないこ
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

1,081,603円



別記様式５

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2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

須田　渉

定形317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

関東財務局東京財務事務所長

井上　浩

使用量4,913㎥
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

須田　渉

使用量83,986㎥
神奈川県横浜市中区北仲通5-57
ほか18官署等

（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。
（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
令和元年度
支払実績額
2,974,026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))

-

-

- - -

長期継続契約
単価契約
分担契約
令和元年度
支払実績額
3,510,359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))

-

＠84円ほか

100.0% - -

単価契約
令和元年度
支払実績額
1,981,927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31年4月1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））

2,744,054円



別記様式６

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2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）

令和2年1月28日～ 令和2年3月19日

令和2年2月25日～ 令和2年8月21日

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

（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。

3,575,000円 97.7% 1

一式 東京都港区芝浦3-4-1

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

令和2年3月2日

ＮＴＴテクノクロス株式
会社

5010401056882 一般競争入札 3,658,600円

予定調達数量1,050,000kWh 東京都港区芝浦3-1-21

甲府合同庁舎で使用する電気

令和2年1月31日

株式会社F-Power

1

基本料金
687.5円/kW・月

従量料金
（通常期）
15.28円/kWh
（夏季）

16.44円/kWh

- 1

東京都練馬区田柄3-9

東京都台東区東上野6-2-
1　MPR東上野ビル

「管工事」

1

東京都中野区江古田4-1732-1

東京都台東区上野3-20-8
「建築士事務所」、「建設コンサルタン

ト」

(19)田柄第2住宅屋外給水設備改良工事

令和2年2月25日

株式会社東急コミュニ
ティー

4010901008681 一般競争入札 68,217,991円 62,700,000円 91.9%

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

(R1)擁壁改修等工事設計業務(中野区江古
田四丁目)

令和2年1月28日

関東地質株式会社

9010501002700 一般競争入札 4,235,207円 3,630,000円 85.7%


