
 

 

財務省第４入札等監視委員会の議事概要について 

 
 
 

 
《問い合わせ先》 

関東財務局統括法務監査官 
048-600-1258 

 
 
 

平成２８年度第２回財務省第４入札等監視委員会が、平成２９年２月１日（水）に

関東財務局大会議室において開催されましたので、その議事概要について公表します。 
（議事概要） （関東財務局契約一覧表） （関東信越国税局契約一覧表） 

 



３件 （備考）

契 約 件 名

契約相手方

契 約 金 額

契約締結日

担 当 部 局

：

：

：

：

：

【案件１】

契 約 件 名

契約相手方

契 約 金 額

契約締結日

担 当 部 局

：

：

：

：

：

【案件２】

契 約 件 名

契約相手方

契 約 金 額

契約締結日

担 当 部 局

：

：

：

：

：

【案件３】

２件

抽出案件 　（契約の概要）

財務省第４入札等監視委員会平成２８年度第２回定例会議 議事概要

開催日及び場所 　平成２９年２月１日（水）　関東財務局大会議室

委　　員

　委員長　　馬橋　隆紀（馬橋法律事務所　弁護士）

　委　 員　　坂本　隆信（坂本公認会計士事務所　公認会計士）

　委　 員　　末松　栄一郎（埼玉大学大学院人文社会科学研究科　教授）

審議対象期間

競争入札

（物品役務等）

３件

財務局ウェブサイトに関する調査及び

改善支援等業務

アライド・ブレインズ株式会社

（法人番号：9010001093298）

６，９０９，２８９円

平成２８年９月１日

関東財務局

九段会館敷地の借受事業者選定公募

に関する総合検討業務

株式会社日本総合研究所

（法人番号：4010701026082）

２４，８４０，０００円

平成２８年７月２６日

関東財務局

平成２８事務年度「申告案内コールセン

ター」の運営業務委託

りらいあコミュニケーションズ株式会社

（法人番号：9011001029944）

９０，４６０，７７８円

平成２８年９月２７日

関東信越国税局

　平成２８年７月１日（金）～ 平成２８年９月３０日（金）

　委員からの意見・質問、

　それに対する回答等

　以下のとおり

うち応札（応募）

業者数１者関連

 財務局ウェブサイトに関する調査及び改善支援等業務、

 九段会館敷地の借受事業者選定公募に関する総合検討業務

　委員会による意見の具申

　又は勧告の内容

　なし
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回答

 【案件１】

財務局ウェブサイトに関する調

査及び改善支援等業務

調達内容と成果、最終の目

的はどうなっているのか。

本調達業務は、障害者基本法に基づく障害者基本計画において、平

成２９年度までに各府省ウェブサイトのアクセシビリティ

※

の向上促進が

求められている中で、総務省発出の「みんなの公共サイト運用ガイドライ

ン」において行政機関に求められるJIS適合レベルＡＡ準拠に向けた取組

みの支援業務となっており、具体的には『財務局ウェブサイトの全HTML

を対象としたJIS検証、CMSテンプレートを対象としたJIS検証、ウェブアク

セシビリティ対応マニュアルの作成、職員研修の実施』が主な調達内容

となっている。

最終的には、本業務の成果を用いて、適合レベルＡＡに準拠するた

め、職員がアクセシビリティに対応したＨＰに作成し直すなどして、求めら

れているレベルを達成することとしている。

１者応札となっているが、理

由をどの様に考えるか。

委員からの意見・質問

 【案件２】

九段会館敷地の借受事業者選

定公募に関する総合検討業務

※ 利用する全ての人が、年齢や身体的制約、利用環境等に関係なく、

Ｗｅｂで提供されている情報に問題なくアクセスし、コンテンツや機能を利

用できること。

調達内容と成果はどうなって

いるのか。

入札実施にあたり、入札事業者向けの入札案内書や契約書等を作成

することが主な業務となっている。

今回の事案は、単に国が土地と建物を貸すのではなく、九段会館とい

う歴史ある建物の一部保存を求めており、特殊な形態であるので、どう

いう形であれば国が求めているものと合致するか、詳細な部分を国と協

議しながら、修正を加えて最終案を固めていくこととなる。

さらに、入札実施後は、入札事業者から受ける質問への回答を纏めて

もらうことも業務に含まれている。

落札率が高いが、理由をど

の様に考えるか。

６月に実施した入札が参加資格をＡ等級のみとしたことから不調となっ

たため、今回はＢ等級も加えて再度入札を行い１者の入札参加があっ

た。

入札参加者も落札したいという思いがあり、入札を複数回実施したこと

により入札参加者もギリギリのところで落札決定に至ったもの。

公告期間中、資料を入手した業者は３者あり、最終的に入札に参加し

たのが１者であった。参加しなかった業者へ聞き取り調査をすると、既に

受注している業務との兼ね合いで体制が整わない、といった理由から入

札参加を見送ったといったような回答があったところ。

１者応札となっているが、理

由をどの様に考えるか。

公告期間中、資料を入手した業者は３者あった。参加しなかった２者

は、①この業務を請け負うことで、本番となる国から借りて実施する事業

に参加できなくなること、②他の業務との兼ね合いで体制整備が難しい、

という理由から入札参加を見送ったと聞いている。
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委員からの意見・質問 回答

過去の実績把握を行い、予

定価格へ反映しているのか。

過去の質問内容ごとの件数や処理時間等は把握しており、業務に必

要な人員、システム構築費及び備品費等に係る経費の積算へ反映して

いる。

 【案件３】

平成28事務年度「申告案内コー

ルセンター」の運営業務委託

調達内容とそれに掛かる経

費はどの様なものがあるの

か。

税務署の電話相談事務の負担軽減、納税者の利便性向上のため、確

定申告期の関東信越国税局管内６３署への電話による問合せについ

て、集中的に対応する施策の運営業務を委託するもの。

着信した電話について、処理率８０％以上を処理できるようオペレー

ターを配置させ、オペレーターが各税務署の申告相談会場の場所や受

付時間、申告期限などの簡易な問合せを処理するほか、用紙類の送付

依頼を受け発送まで行うもの。

また、所得税、消費税及び贈与税の所得金額の計算方法や法令解釈

に関する問合せは、別途契約している税理士や税務相談室へ転送する

ほか、納税者個々のケースに応じた対応が必要な場合については、管

轄する税務署へ転送して対応する。

経費の内容については、オペレーターに係る人件費のほか、応答履歴

（質問内容と件数等）を記録するためのシステム構築費や備品（パソコン

等）の調達費用等が含まれている。
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別記様式１

（部局名：関東財務局） （審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

備　　　　　考

総契約件数 99 件 11 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 35 件 2 件

②　随意契約（公共工事） 3 件 0 件

③　競争入札（物品役務等） 38 件 9 件

④　随意契約（物品役務等） 23 件 0 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 11 件

（内訳）

⑴　一般競争入札方式 11 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）

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28年7月1日～ 平成29年1月11日 寺田早苗

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28年7月8日～ 平成29年2月28日 倉林健二

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28年7月13日～ 平成28年9月30日 倉林健二

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28年7月15日～ 平成29年1月11日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

7,668,000円

41.0% 入札回数：1

第１統括国有財産管理官

栃木県宇都宮市北若松

原2-11-19

東京都中央区佃2-7-15のうち

「建築一式工事」 東京財務事務所第１統括国有財産管理官

(H28)「(H29)宮原住宅耐震改修その他工事」設

計業務

平成28年7月15日

株式会社池澤設計

一般競争入札

栃木県宇都宮市陽南4-10-2ほか

「建築士事務所」

18,678,023円

76.3%

平成28年7月13日

株式会社ミドリヤ

一般競争入札 3,919,975円

茨城県鉾田市大蔵233-5

3,564,000円

平成28年7月8日

東京財務事務所第3統括国有財産管理官

東京ビジネスサービス

株式会社

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

平成28年7月1日

株式会社アレックス

一般競争入札 5,660,231円

公共工事の名称、場所、期間及び種別

第１統括国有財産管理官

17

4,320,000円

61.2%

63,507,575円

90.9% 入札回数：1

入札回数：1

富山県富山市下奥井1-

20-6

東京都新宿区西新宿6-

14-1

入札回数：1

38,880,000円一般競争入札

12

国有建物等解体撤去等工事（中央区佃二丁目）

(H28)「(H29)石川住宅耐震改修その他工事」設

計業務

茨城県水戸市石川1-3835-1

「建築士事務所」

国有建物等解体撤去工事（杉並区下井草）

東京都杉並区下井草1-931-4外

「建築一式工事」

8

11

1230001000173

6011101015161

2050001021971

2060002001063



別記様式２

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

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28年7月21日～ 平成29年2月15日 寺田早苗

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28年7月21日～ 平成29年2月28日 寺田早苗

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28年7月25日～ 平成29年1月20日 寺田早苗

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28年7月26日～ 平成29年2月28日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

一般競争入札

埼玉県さいたま市浦和区常盤8-18-1外

埼玉県さいたま市浦和

区北浦和3-6-5

「建築一式工事」

「建設コンサルタント」

東京都千代田区九段北

1-14-6

日本工営株式会社東京

支店

国有建物等解体撤去工事（さいたま市浦和区常

盤8丁目）

平成28年7月26日

斎藤工業株式会社

91,881,317円 88,516,800円

96.3% 入札回数：2

第１統括国有財産管理官

平成28年度国有崖地崩落防止工事設計業務等委

託（横浜市中区上野町三丁目）

平成28年7月25日 一般競争入札 9,590,400円

神奈川県横浜市中区上野町3-109-2

(H28)北大宮住宅耐震改修その他工事

平成28年7月21日

株式会社明幸

一般競争入札

埼玉県さいたま市大宮区土手町1-297-1ほか

東京都板橋区赤塚5-5-

5-101

「建築一式工事」

東京都品川区東大井3-

8-8-201

「建築士事務所」

5,890,060円 3,612,384円

61.3% 入札回数：1

第１統括国有財産管理官

(H28)港南台住宅耐震改修その他工事監理業務

平成28年7月21日

株式会社三輝設計事務

所東京支店

一般競争入札

神奈川県横浜市港南区日野6-11

109,180,796円 104,760,000円

95.9% 入札回数：1

第５統括国有財産管理官

13

86.3% 入札回数：1

8,283,600円

第８統括国有財産管理官

4

7

5

3210001014388

6011401014177

2010001016851

8030001003108



別記様式２

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

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28年7月27日～ 平成29年3月3日 寺田早苗

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28年7月27日～ 平成29年2月28日 倉林健二

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28年7月28日～ 平成29年3月31日 寺田早苗

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28年7月28日～ 平成29年3月10日 倉林健二

東京都文京区湯島4-6-15

福田リニューアル株式

会社

6

東京都千代田区九段北

3-2-4

「建築一式工事」

4,727,548円 2,894,400円

61.2% 入札回数：1

第１統括国有財産管理官

国有建物等解体撤去工事（杉並区高円寺南）

平成28年7月28日 一般競争入札 87,907,974円

東京都杉並区高円寺南5-777-1

78.3% 入札回数：1

東京財務事務所第3統括国有財産管理官

(H28)でいき住宅耐震改修その他工事監理業務

平成28年7月28日

株式会社トキワアーキ

テクトオフィス

一般競争入札

神奈川県横浜市金沢区泥亀1-20ほか

東京都港区虎ノ門4-3-1

城山トラストタワー15

階

「建築士事務所」

国有建物等解体撤去工事（練馬区上石神井）

平成28年7月27日

酒井建設株式会社

一般競争入札

東京都練馬区上石神井3-79-91

東京都豊島区東池袋1-

32-4

「建築一式工事」

平成28年度国有建物解体撤去工事設計図書等作

成業務委託（品川区小山台二丁目）

平成28年7月27日

株式会社創建社ディー

アンドアール設計

一般競争入札

東京都品川区小山台2-22-10外2筆

「建築士事務所」 第８統括国有財産管理官

入札回数：14

大阪府大阪市中央区平

野町3-1-10オーセン

ティック淀屋橋303

85.0% 入札回数：1

74,736,000円

東京財務事務所第3統括国有財産管理官

16,607,160円 14,256,000円

85.8%

68,703,644円

7

4

53,848,800円

2120001082866

7013301004406

3010701025952

4011101018579



別記様式２

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

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28年7月28日～ 平成29年3月31日 倉林健二

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28年7月28日～ 平成29年3月31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28年7月29日～ 平成29年2月24日 寺田早苗

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28年7月29日～ 平成29年1月13日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

7

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

入札回数：1

単価契約 

予定調達総額 

7,433,132円

つくば市並木2丁目ほか

東京都渋谷区代々木3-

28-6-4Ｂ

「建築士事務所」

入札回数：3

第１統括国有財産管理官

(H28)つくば地区合同宿舎風呂釜等修繕工事(単

価契約)

平成28年7月28日

東京ガスリビングライ

ン株式会社

203,291,998円 140,400,000円

69.0%

(H28)東前橋住宅耐震改修その他工事監理業務

- 2

＠124,200円ほか

国有建物等解体撤去工事（品川区南品川四丁

目）

「管工事」 

給湯器(16号)取替 35ヶ所ほか6品目

筑波出張所

5,783,028円 1,663,200円

入札回数：1東京都品川区南品川4-262-1

東京都新宿区四谷1-4

「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28年7月28日

株式会社小川建設

一般競争入札7011101004064

828.7% 入札回数：1群馬県前橋市天川大島町1407

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

平成28年7月29日

株式会社池澤設計

一般競争入札

1,721,678円一般競争入札

(H28)室の木住宅道路舗装改修工事設計業務

東京都台東区浅草橋2-

28-12ＮＫグリーンビル

神奈川県横浜市金沢区六浦東1-45

株式会社モデュール

平成28年7月29日

197.2%

1,674,000円

4010701013948

2060002001063

6010501027072



別記様式２

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

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28年8月3日～ 平成29年2月28日 寺田早苗

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28年8月3日～ 平成29年2月28日 寺田早苗

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28年8月5日～ 平成29年2月28日 寺田早苗

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

平成28年8月18日～ 平成28年12月27日 熊井　大

東京都立川市緑町4-2

新潟県長岡市寺泊上田

町9769-61

東京都港区虎ノ門4-3-1

城山トラストタワー15

階

株式会社トキワアーキ

テクトオフィス

一般競争入札

入札回数：1埼玉県さいたま市大宮区土手町1-297-1ほか

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

平成28年8月3日 4,417,545円 2,538,000円

57.4% 11

2,116,800円

新潟県長岡市学校町1-4-18

「建築一式工事」 第１統括国有財産管理官

(H28)長岡住宅耐震改修その他工事

平成28年8月3日

寺泊産業株式会社

42,984,000円50,877,585円一般競争入札

50.9% 4 入札回数：1

584.4%

新潟県長岡市学校町1-4-18

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H28)長岡住宅耐震改修その他工事監理業務

3,249,797円

東京都府中市浅間町1-9-1外

東京都豊島区東池袋1-

32-4

「建築一式工事」 立川出張所

国有建物等解体撤去工事（府中市浅間町）

平成28年8月18日

酒井建設株式会社

一般競争入札 326,500,062円 166,428,000円

一般競争入札

有限会社大雅建築コン

サルタント

(H28)北大宮住宅耐震改修その他工事監理業務

平成28年8月5日

65.1% 5

入札回数：1

入札回数：1

5011102007530

8110001024517

3010701025952

7013301004406



別記様式２

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

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28年8月22日～ 平成29年3月31日 倉林健二

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28年8月25日～ 平成29年2月28日 倉林健二

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28年8月31日～ 平成28年12月28日 倉林健二

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28年9月5日～ 平成29年2月10日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

東京都千代田区二番町7-26外1筆

東京都練馬区貫井1-39-

2

「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28年度国有建物等解体撤去工事（千代田区

二番町）

平成28年8月22日

昇和建設株式会社

一般競争入札 250,055,997円 138,510,000円

55.3% 7 入札回数：1

71.4% 5 入札回数：1

①東京都世田谷区下馬2-259-215 

②東京都世田谷区下馬2-149-1

埼玉県川口市末広3-14-

10

「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28年度国有建物解体撤去工事（世田谷区下

馬二丁目）

平成28年8月25日

埼和興産株式会社

一般競争入札 180,962,351円 129,384,000円

東京都世田谷区岡本2-439-8

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28年度国有建物解体撤去工事（世田谷区岡

本二丁目）

平成28年8月31日

株式会社ケイワールド

日清

一般競争入札 85,163,972円 54,540,000円

64.0% 6 入札回数：1

53.2% 6 入札回数：1千葉県松戸市大金平3-157-2外5筆ほか

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８統括国有財産管理官

平成28年度国有建物解体撤去工事設計図書等作

成業務委託（松戸市大金平三丁目ほか）

平成28年9月5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

一般競争入札 8,111,880円 4,320,000円

7011601003284

8030001075023

5030001002517

5010001039494



別記様式２

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

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28年9月5日～ 平成29年2月10日 寺田早苗

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28年9月7日～ 平成29年3月24日 寺田早苗

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28年9月13日～ 平成29年3月31日 倉林健二

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

平成28年9月13日～ 平成28年11月30日 杉山和伸

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1ほか

7官署

東京都世田谷区弦巻3-9-2ほか

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８統括国有財産管理官

平成28年度国有建物解体撤去工事設計図書等作

成業務委託（世田谷区弦巻三丁目ほか）

平成28年9月5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

一般競争入札 7,902,360円 4,320,000円

54.6% 6 入札回数：1

80.7% 17 入札回数：1

第１統括国有財産管理官

(H28)「(H29)草加住宅耐震改修その他工事」設

計業務

平成28年9月7日

有限会社枝川建築設計

事務所

一般競争入札 6,248,747円 5,043,600円

松浦建設株式会社

一般競争入札 190,115,998円 117,396,000円

埼玉県草加市旭町2-1-37

茨城県土浦市並木4-1-

36

「建築士事務所」

5050002011110

1021001033176

入札回数：1

- 1

入札回数：1

分担契約 

契約総額 

3,780,000円

東京都北区王子6-7-156

神奈川県小田原市新屋

82-1

「建築一式工事」 東京財務事務所第4統括国有財産管理官

国有建物等解体撤去工事（北区王子六丁目）

平成28年9月13日

新潟美咲合同庁舎２号館構内情報通信網装置改

修工事

平成28年9月13日

新生ビルテクノ株式会

社新潟支店

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

166,320円9010501005298

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

新潟県新潟市中央区万

代島5-1

「電気工事」 新潟財務事務所

61.7% 7

5010001039494



別記様式２

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

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28年9月14日～ 平成29年2月15日 寺田早苗

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代理

関東財務局総務部総務課長

平成28年9月20日～ 平成29年2月15日 中村武浩

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

平成28年9月23日～ 平成28年12月22日 来田　忍

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28年9月26日～ 平成29年1月31日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

3050001027349

8050002043828

1090001005328

株式会社友水設計

一般競争入札 4,611,488円 2,505,600円1050001012419

入札回数：1

92.8% 4 入札回数：1

埼玉県所沢市並木2-2

茨城県石岡市若松3-8-

40-101

「建築士事務所」 第１統括国有財産管理官

(H28)「(H29)所沢住宅屋内排水設備改修工事」

設計業務

平成28年9月14日

千葉県千葉市中央区椿森5-6-1

茨城県取手市白山6-12-

14

「建築一式工事」 会計課

(H28)千葉財務事務所外壁改修その他工事

平成28年9月20日

赤塚工業株式会社

一般競争入札 17,653,296円 16,394,400円

入札回数：1茨城県水戸市北見町1-4

茨城県筑西市海老ヶ島

1119

「建築一式工事」 水戸財務事務所

水戸財務事務所男子トイレ改修工事

平成28年9月23日

有限会社三田建設工業

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

1,350,000円

54.3% 7

平成28年度国有建物解体撤去工事設計図書等作

成業務委託（習志野市津田沼三丁目）

千葉県習志野市津田沼3-435-14

「建築士事務所」

平成28年9月26日

株式会社三宅建築設計

事務所

山梨県甲府市飯田2-6-6

一般競争入札 3,410,640円 2,862,000円

83.9% 6 入札回数：1

第８統括国有財産管理官



別記様式２

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

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28年9月26日～ 平成29年1月31日 寺田早苗

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

平成28年9月26日～ 平成29年2月28日 熊井　大

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横須賀出

張所長

平成28年9月29日～ 平成28年12月9日 中尾昌代

神奈川県横須賀市新港町1-8

1090001005328

7011001023940

6070001012098

神奈川県横須賀市坂本町4-22-13のうち

神奈川県横浜市中区翁

町2-8-5第一東里ビル

404号「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート

工事」

横須賀出張所

国有崖地崩落防止工事（横須賀市坂本町）

平成28年9月29日

株式会社アイビック横

浜支店

一般競争入札 7,657,200円 2,916,000円

72.9% 3 入札回数：1

38.0% 4 入札回数：1

東京都小金井市緑町2-4-14ほか

東京都渋谷区代々木1-

19-12

「建築士事務所」「建設コンサルタント」 立川出張所

（H28）小金井第２住宅外一団地認定変更その

他業務

平成28年9月26日

株式会社ユナイテッド

リバティアーキテクツ

一般競争入札 3,996,081円 2,916,000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。

平成28年度国有建物解体撤去工事設計図書等作

成業務委託（足立区中央本町二丁目）

東京都足立区中央本町2-50-29

「建築士事務所」

平成28年9月26日

株式会社三宅建築設計

事務所

山梨県甲府市飯田2-6-6

一般競争入札 3,572,640円 1,976,400円

第８統括国有財産管理官

55.3% 3 入札回数：1



別記様式３

（部局名：関東財務局）

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

①平成28年7月15日～

②平成28年7月15日～

①平成29年3月24日

②平成29年1月27日

倉林健二

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28年7月21日～ 平成29年2月24日 寺田早苗

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28年7月21日～ 平成29年3月31日 寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心

1-1

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

平成28年7月15日

昇和建設株式会社

東京都練馬区貫井1-39-

2

 

東京財務事務所第3統括国有財産管理官

183,600,000円

99.3%

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項及び予決令第

99条の2に該当するため

 

(H28)東前橋住宅耐震改修その他工事

184,862,696円

66,744,000円

99.7%

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項及び予決令第

99条の2に該当するため

群馬県前橋市天川大島町1407

「建築一式工事」

「建築一式工事」

66,897,520円

公共工事の名称、場所、期間及び種別

平成28年7月21日

沼田資源株式会社

国有建物等解体撤去工事（杉並区高井戸

東）

①東京都杉並区高井戸東3-1891-5 

②東京都杉並区高井戸東4-1904-29

8

群馬県沼田市岩本町

550-1

第１統括国有財産管理官

 

4

株式会社湘南営繕協会

(H28)でいき住宅耐震改修その他工事

第１統括国有財産管理官

208,440,000円209,098,415円

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項及び予決令第

99条の2に該当するため

神奈川県藤沢市亀井野

1-24-2

平成28年7月21日

神奈川県横浜市金沢区泥亀1-20ほか

3021001000876

契約一覧表（随意契約（公共工事））

 

7011601003284

8070001023036

（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。

「建築一式工事」

  499.6%



別記様式４

（部局名：関東財務局）

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立川出張所長

熊井　大

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

倉林健二

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

寺田早苗

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

倉林健二

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

倉林健二

東京都文京区湯島4-6-15

1010801005022

7010401022916

7010501026065

6011001035920

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

平成28年7月6日

ホウチ測量社

千葉県鎌ケ谷市東初富4-

12-15

一般競争入札 3,488,400円 691,200円

19.8%

-

入札回数：1

入札回数：1

立川出張所

11,264,273円 5,958,480円

52.8% 入札回数：1

東京財務事務所第7統括国有財産管理官

5

11

-

平成28年7月7日

株式会社城南サービス

一般競争入札

東京都大田区東矢口1-

12-22

4

- 4

日本電気株式会社関東甲

信越支社

一般競争入札

(H28)未利用建物機械警備委託業務

平成28年7月20日

セコム株式会社

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

8,358,336円

入札回数：1

一式 東京都台東区上野7-3-9

東京財務事務所第7統括国有財

産管理官

(H28)赤羽住宅ほか7住宅未利用地部

分草刈業務

平成28年7月20日

株式会社プライムガーデ

ン

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

3,456,000円

5,903,496円 5,896,800円

99.8% 1

埼玉県さいたま市大宮区

桜木町1-10-17

会計課

入札回数：2

国有地地積測量業務（調布市深大寺

元町三丁目外3件）

一式

(H28)東京23区内合同宿舎消火器購入

その他業務

住宅用粉末消火器　1,609本　ほか5

品目

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28年7月20日

一式

一式

東京都渋谷区神宮前1-5-

1

東京財務事務所管財第１課



別記様式４

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

寺田早苗

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

熊井　大

東京都立川市緑町4-2

分任支出負担行為担当官

関東財務局宇都宮財務事務所長

安田充里

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

寺田早苗

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

寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

5010501028625

8020001022678

4,600,779円 3,466,604円

75.3%

ユーロフィン日本環境株

式会社

一般競争入札 9,885,568円

乗用自動車（ハイブリッド自動車）

の購入（交換契約）

平成28年7月21日

株式会社ホンダカーズ東

京

一般競争入札

（総合評価）

一式

神奈川県横浜市金沢区幸

浦2-1-13

立川出張所

3 入札回数：1

１台 東京都台東区上野5-14-9

会計課

(H28)牟礼住宅土壌汚染（概況）調査

ほか業務

平成28年7月21日 1,922,400円

19.4% 8 入札回数：1

- 3 入札回数：1

国有地草刈業務（宇都宮市）

平成28年7月22日

株式会社礒造園土木

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

7,020,000円2060001009256

一式 栃木県真岡市中2014-1

9011201003179

宇都宮財務事務所

- 8

入札回数：1

分担契約

契約総額

1,567,080円

全額を当局に

て負担

光電式煙感知器ヘッド220個ほか1品

目

東京都中野区東中野3-2-

9

合同庁舎管理官

光電式煙感知器ヘッドほかの購入

平成28年7月25日

高千穂防災工業株式会社

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

1,567,080円

入札回数：5

一式

東京都品川区東五反田2-

18-1

審理第２課

九段会館敷地の借受事業者選定公募

に関する総合検討業務

平成28年7月26日

株式会社日本総合研究所

一般競争入札 24,948,000円 24,840,000円

99.5% 1

4010701026082



別記様式４

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

寺田早苗

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

寺田早苗

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

寺田早苗

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

寺田早苗

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

寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

-

7011001006318

7011001006318

-

有限会社KY不動産鑑定事

務所

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

529,200円1010002038879

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

1,058,400円

- 6 入札回数：1

一式

東京都千代田区丸の内1-

6-2新丸の内センタービ

ル21階
首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（東京

都千代田区一番町10-12外1筆　外10

物件）

平成28年8月4日

- 8 入札回数：1

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）（東京

都港区元麻布3-38-19　外9物件）

平成28年8月4日

中部不動産鑑定所

一般競争入札

入札回数：1

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）（東京

都杉並区今川2-150-2　外10物件）

平成28年8月4日

株式会社共立不動産鑑定

事務所

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

623,700円

株式会社共立不動産鑑定

事務所

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

567,000円

- 6

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

754,920円

- 6 入札回数：1

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）（東京

都小平市学園西町3-1584-38　外9物

件）

平成28年8月4日

- 6 入札回数：1

一式

神奈川県相模原市南区上

鶴間6-16-15

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子安台1-48-2

外7物件）

平成28年8月4日

TERRA不動産鑑定

一般競争入札



別記様式４

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

寺田早苗

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

寺田早苗

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

寺田早苗

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

寺田早苗

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

寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

3120001134798

3120001134798

3120001134798

7011001006318

3120001134798

入札回数：1

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）（神奈

川県横浜市中区千代崎町2-71-7　外8

物件）

平成28年8月4日

株式会社共立不動産鑑定

事務所

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

729,000円

株式会社コスモシステム

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

1,047,600円

- 5

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

820,800円

- 6 入札回数：1

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

川県横須賀市追浜本町2-59-9　外9物

件）

平成28年8月4日

- 7 入札回数：1

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

県さいたま市北区日進町1-200-1外2

筆　外7物件）

平成28年8月4日

株式会社コスモシステム

一般競争入札

入札回数：1

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

県千葉市中央区長洲2-61-2　外8物

件）

平成28年8月4日

株式会社コスモシステム

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

1,112,400円

株式会社コスモシステム

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

1,144,800円

- 7

- 7 入札回数：1

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

県千葉市稲毛区稲毛東4-54-1　外8物

件）

平成28年8月4日



別記様式４

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

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

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

寺田早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1ほか

44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

中村佳子

山梨県甲府市丸の内1-1-18

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

寺田早苗

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代理

関東財務局総務部総務課長

中村武浩

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1ほか

45官署

1010001112899

8013401001509

3021001022557

7010401022916

6090005000213

6,836,400円 3,726,000円

54.5% 2 入札回数：1

一式 神奈川県秦野市堀西7-1

横浜財務事務所

国有地地積測量業務（横浜市磯子

区・南区・港南区・戸塚区・金沢

区）

平成28年8月5日

株式会社湘南

一般競争入札

※他官署契約

分担契約 

契約総額 

105,948,000円

 (B)

一式

広島県広島市中区紙屋町

2-2-12

会計課

平成29・30年度資格審査インター

ネット一元受付対応業務

平成28年8月22日

日本電気株式会社中国支

社

一般競争入札

105,980,400円 

(A)

4,413,000円

公益社団法人山梨県公共

嘱託登記土地家屋調査士

協会

一般競争入札 4,428,000円 4,142,880円

99.9%

(B/A×

100)

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

1,496,340円

93.5% 1 入札回数：3

一式

山梨県甲府市国母8-13-

30

甲府財務事務所

国有地地積測量業務（山梨県甲府市

横根町外8件）

平成28年8月24日

- 3 入札回数：1

一式

東京都千代田区神田錦町

1-21-1ヒューリック神田

橋ビル8Ｆ
会計課

財務局情報セキュリティ研修の請負

業務

平成28年8月26日

株式会社ヒューマンネッ

トワーク

一般競争入札

※他官署契約

分担契約 

契約総額 

50,760,000円

 (B)

一式

宮城県仙台市青葉区一番

町1-9-1

会計課

平成29・30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28年8月30日

パシフィックコンサルタ

ンツ株式会社東北支社

一般競争入札

53,912,612円 

(A)

2,448,019円

94.1%

(B/A×

100)

1



別記様式４

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

分任支出負担行為担当官

関東財務局前橋財務事務所長

松永雅博

群馬県前橋市大手町2-3-1

分任支出負担行為担当官

関東財務局前橋財務事務所長

松永雅博

群馬県前橋市大手町2-3-1

支出負担行為担当官代理

関東財務局総務部総務課長

中村武浩

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代理

関東財務局総務部総務課長

中村武浩

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

関東財務局新潟財務事務所長

杉山和伸

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

5110001014330

7070001000325

1030002031493

-

9010001093298

井上測量設計株式会社

一般競争入札 1,414,800円 645,840円

1,306,800円 691,200円

45.6% 7 入札回数：1

一式

群馬県前橋市荒子町

1598-2

前橋財務事務所

国有地地積測量業務（渋川市）

平成28年8月30日

52.8% 5 入札回数：1

一式

埼玉県所沢市花園4-

2578-25

前橋財務事務所

国有地地積測量業務（館林市・邑楽

郡明和町）

平成28年8月30日

有限会社森永設計

一般競争入札

入札回数：1

一式

神奈川県相模原市南区上

鶴間6-16-15

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（埼玉

県朝霞市幸町3-1145-6外4筆　外3物

件）

平成28年8月31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

387,612円

アライド・ブレインズ株

式会社

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

6,909,289円

- 5

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

1,220,400円

- 1 入札回数：1

一式

東京都千代田区一ツ橋2-

6-8トミービル3　2Ｆ

会計課

財務局ウェブサイトに関する調査及

び改善支援等業務

平成28年9月1日

- 1 入札回数：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14住宅消防設備保守点検

業務

平成28年9月1日

株式会社全研ビルサービ

ス

一般競争入札



別記様式４

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

寺田早苗

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

寺田早苗

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

安田充里

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

安田充里

栃木県宇都宮市桜3-1-10

支出負担行為担当官代理

関東財務局総務部総務課長

中村武浩

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

1011701004080

1120001081381

-

入札回数：1

一式
東京都江戸川区中葛西5-
32-5郡山ビル2Ｆ

第４統括国有財産管理官

(H28)首都圏地区合同宿舎給水施設清
掃等保守点検業務

平成28年9月5日

株式会社首都圏サービス

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

13,284,000円

イオンディライト株式会
社

一般競争入札 82,137,120円 73,440,000円

- 1

2,116,800円 928,800円

89.4% 3 入札回数：1

一式
大阪府大阪市中央区南船
場2-3-2

第４統括国有財産管理官

(H28)首都圏地区合同宿舎消防用設備
等保守点検業務

平成28年9月5日

43.8% 7 入札回数：1

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(さくら市・佐野
市）

平成28年9月6日

荻野土地家屋調査士事務
所

一般競争入札

入札回数：1

一式
栃木県宇都宮市小幡2-4-
5

宇都宮財務事務所

国有地地積測量業務(那須塩原市）

平成28年9月13日

株式會社総研

一般競争入札 1,198,800円 540,000円

株式会社みなと鑑定

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

216,000円

45.0% 4

7060001002487

7020001057320

- 3 入札回数：1

一式
神奈川県横浜市中区本町
1-7東ビル5階

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（埼玉
県狭山市稲荷山1-18-1のうち）

平成28年9月23日



別記様式４

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

分任支出負担行為担当官

関東財務局水戸財務事務所長

来田　忍

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

中村佳子

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

中尾昌代

神奈川県横須賀市新港町1-8

8060002017236

6090005000213

6230001002090

2,613,600円 604,800円

23.1% 6 入札回数：1

一式 栃木県真岡市田島1097

水戸財務事務所

国有地地積測量業務（筑西市赤浜外1

件）

平成28年9月26日

五大測量設計有限会社

一般競争入札

一式

山梨県甲府市国母8-13-

30

甲府財務事務所

国有地地積測量業務（山梨県甲府市

中小河原町）

平成28年9月26日

公益社団法人山梨県公共

嘱託登記土地家屋調査士

協会

一般競争入札 1,533,600円 885,600円

一般競争入札 1,975,320円 1,327,320円

57.7% 1 入札回数：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。

67.1% 3 入札回数：1

一式

富山県富山市婦中町吉谷

3-3

横須賀出張所

微量ＰＣＢ廃棄物収集運搬・処分業

務

平成28年9月26日

株式会社富山環境整備



別記様式５

（部局名：関東財務局）

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

倉林健二

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

倉林健二

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

熊井　大

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

熊井　大

一式 東京都立川市緑町4-2

7011001016580

6010401036710

2010001085517

  

立川出張所

-

東京都港区西新橋2-7-4

ＣＪビル11階

立川出張所

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

267,840円

-  

不動産鑑定評価業務：東京都北区滝

野川　外委託件数1件

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

平成28年7月22日

東京財務事務所管財第２課

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京

都小金井市

平成28年7月29日

株式会社アイレックス

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

 

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

不動産鑑定評価業務：東京都北区滝

野川　外委託件数1件

平成28年7月22日

株式会社中央不動産鑑

定所

東京都中央区日本橋3-

5-14

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

540,000円

-   

 

3

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京

都小金井市

平成28年7月29日

日本ヴァリュアーズ株

式会社

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

367,200円

東京都千代田区富士見

2-4-3朝日観光ビル4階

東京都渋谷区道玄坂1-

21-2

東京財務事務所管財第２課

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

東急不動産株式会社

4

626,400円

-



別記様式５

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

寺田早苗

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

寺田早苗

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

寺田早苗

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

寺田早苗

一式

埼玉県さいたま市中央区新都

心1-1

6010401036710

5010001086041

2010001085517

7011001016580

 

東京都港区西新橋2-7-

4CJビル11階

首席国有財産鑑定官

  

東京都渋谷区道玄坂1-

21-2

首席国有財産鑑定官

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

818,640円

- 5  

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

518,400円

東京都千代田区富士見

2-4-3朝日観光ビル4階

首席国有財産鑑定官

不動産鑑定評価業務（価格）（茨城

県つくば市竹園1-13-2　外3物件）

平成28年8月12日

東急不動産株式会社

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）（神奈

川県横浜市神奈川区恵比須5-13）

平成28年8月12日

日本ヴァリュアーズ株

式会社

不動産鑑定評価業務（価格）（茨城

県つくば市竹園1-13-2　外3物件）

平成28年8月12日

株式会社アイレックス

平成28年8月12日

クッシュマン・アン

ド・ウェイクフィール

ド株式会社

東京都千代田区永田町

2-11-1山王ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ13階

- 4   

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

408,240円

-  

不動産鑑定評価業務（価格）（神奈

川県横浜市神奈川区恵比須5-13）

918,000円

 

首席国有財産鑑定官

4

- 5



別記様式５

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

倉林健二

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

倉林健二

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

倉林健二

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

倉林健二

一式 東京都文京区湯島4-6-15

6010001050293

2010001085517

- 4   

東京都港区西新橋2-7-

4CJビル11階

東京財務事務所管財第２課

6010401036710

不動産鑑定評価業務：東京都世田谷

区上用賀　外委託件数1件

平成28年8月23日

株式会社アイレックス

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

516,780円

-

6010001050293

4   

東京都中央区日本橋3-

5-14

東京財務事務所管財第２課

6   

東京都千代田区富士見

2-4-3朝日観光ビル4階

東京財務事務所管財第２課

平成28年8月23日

株式会社中央不動産鑑

定所

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

810,000円

  

東京都中央区日本橋3-

5-14

東京財務事務所管財第２課

不動産鑑定評価業務：東京都世田谷

区上用賀　外委託件数1件

平成28年8月23日

日本ヴァリュアーズ株

式会社

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

432,000円

不動産鑑定評価業務：東京都世田谷

区上用賀　外委託件数1件

平成28年8月23日

株式会社中央不動産鑑

定所

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

594,000円

-

不動産鑑定評価業務：東京都世田谷

区上用賀　外委託件数1件

6

-



別記様式５

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

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長

倉林健二

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

倉林健二

一式 東京都文京区湯島4-6-15

 

東京都中央区日本橋3-

5-14

東京財務事務所管財第２課

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京

都新宿区外

平成28年9月6日

株式会社中央不動産鑑

定所

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

648,000円6010001050293

- 5   

東京都港区西新橋2-7-

4CJビル11階

東京財務事務所管財第２課

6010401036710

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京

都新宿区外

平成28年9月6日

株式会社アイレックス

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

429,300円

- 8   

東京都渋谷区道玄坂1-

21-2

横浜財務事務所

7011001016580

不動産鑑定評価業務（価格）：横浜

市中区

平成28年9月2日

東急不動産株式会社

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

594,000円

- 8   

東京都中央区日本橋3-

5-14

横浜財務事務所

6010001050293

不動産鑑定評価業務（価格）：横浜

市中区

平成28年9月2日

株式会社中央不動産鑑

定所

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

507,600円

 - 5



別記様式５

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

分任支出負担行為担当官

関東財務局東京財務事務所長

倉林健二

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

倉林健二

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

倉林健二

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

倉林健二

一式 東京都文京区湯島4-6-15

6010401036710

6010001050293

6010401036710

6010001050293

- 5   

東京都中央区日本橋3-

5-14

東京財務事務所管財第２課

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京

都新宿区外

平成28年9月6日

株式会社中央不動産鑑

定所

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

648,000円

- 5   

東京都港区西新橋2-7-

4CJビル11階

東京財務事務所管財第２課

  

東京都中央区日本橋3-

5-14

東京財務事務所管財第２課

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京

都新宿区外

平成28年9月6日

株式会社アイレックス

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

516,240円

平成28年9月6日

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

648,000円

- 5

株式会社中央不動産鑑

定所

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京

都新宿区外

平成28年9月6日

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

516,240円

- 5

不動産鑑定評価業務（賃料）：東京

都新宿区外

株式会社アイレックス

東京都港区西新橋2-7-

4CJビル11階

  

東京財務事務所管財第２課



別記様式５

（部局名：関東財務局）

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））

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

支出負担行為担当官

関東財務局総務部次長

寺田早苗

土地 16.00㎡

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

寺田早苗

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

寺田早苗

一式

埼玉県さいたま市中央区新都

心1-1

3,240,000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28年9月21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

-

-

（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 　 　

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28年9月21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

3,780,000円

- 0   

 

管財総括第４課

宿舎用地購入

平成28年9月12日

個人情報により非公開 合同宿舎敷地内に介在する民

有地を購入するため、土地所

有者と契約したものであり、

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

1,800,000円



別記様式６

（部局名：関東財務局）

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28年7月29日～ 平成29年1月13日

平成28年9月13日～ 平成28年11月30日

(H28)室の木住宅道路舗装改修工事設計業

務

神奈川県横浜市金沢区六浦東1-45

「建築士事務所」

新潟美咲合同庁舎２号館構内情報通信網

装置改修工事

新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1

「電気工事」

7010401022916

平成29・30年度資格審査インターネット

一元受付対応業務

一式

日本電気株式会社中国支

社

平成28年8月22日 一般競争入札

広島県広島市中区紙屋町

2-2-12

一般競争入札

株式会社モデュール

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

平成28年9月13日

東京都台東区浅草橋2-

28-12ＮＫグリーンビル

新生ビルテクノ株式会社

新潟支店

新潟県新潟市中央区万代

島5-1

6010501027072

9010501005298

1,674,000円

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

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

平成28年7月29日 一般競争入札 1,721,678円 97.2%

- 1

1

99.8% 1

99.5%

105,980,400円 

(A)

※他官署契約1

99.9%

(B/A×

100)

166,320円

分担契約

契約総額

3,780,000円

4,413,000円

分担契約

契約総額

105,948,000円(B)

5,903,496円 5,896,800円

24,948,000円 24,840,000円

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28年7月20日

日本電気株式会社関東甲

信越支社

7010401022916 一般競争入札

一式

埼玉県さいたま市大宮区

桜木町1-10-17

九段会館敷地の借受事業者選定公募に関

する総合検討業務

平成28年7月26日

株式会社日本総合研究所

4010701026082 一般競争入札 1

一式

東京都品川区東五反田2-

18-1



別記様式６

（部局名：関東財務局）

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）

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

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

公益社団法人山梨県公共
嘱託登記土地家屋調査士
協会

平成28年8月24日 6090005000213

山梨県甲府市国母8-13-
30

平成28年9月1日

平成28年9月1日

国有地地積測量業務（山梨県甲府市横根
町外8件）

一式

一式

平成29・30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

一般競争入札

平成28年8月30日

新潟県三条市西本成寺2-
29-9

- 1

-

1-

※他官署契約

4,428,000円 4,142,880円 93.5% 1

53,912,612円
(A)

宮城県仙台市青葉区一番
町1-9-1

94.1%
(B/A×
100)

1

パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社東北支社

8013401001509 一般競争入札
分担契約
契約総額

50,760,000円(B)

株式会社全研ビルサービ
ス

一般競争入札

アライド・ブレインズ株
式会社

財務局ウェブサイトに関する調査及び改
善支援等業務

一式
東京都千代田区一ツ橋2-
6-8トミービル3　2Ｆ

9010001093298

株式会社首都圏サービス

6,909,289円

2,448,019円

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

一般競争入札

(H28)首都圏地区合同宿舎給水施設清掃等
保守点検業務

一式

松浜住宅外14住宅消防設備保守点検業務
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

一式

平成28年9月5日 1

5110001014330

13,284,000円

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

一般競争入札1011701004080

1,220,400円

東京都江戸川区中葛西5-
32-5郡山ビル2Ｆ



別記様式６

（部局名：関東財務局）

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）

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

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

（審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

（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。

国有地地積測量業務（山梨県甲府市中小

河原町）

一式

57.7%

公益社団法人山梨県公共

嘱託登記土地家屋調査士

協会

山梨県甲府市国母8-13-

30

1885,600円1,533,600円一般競争入札6090005000213平成28年9月26日



別記様式１

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年7月1日～平成28年9月30日）

備　　　　　考

総契約件数 20 件 0 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 2 件 0 件

②　随意契約（公共工事） 0 件 0 件

③　競争入札（物品役務等） 13 件 0 件

④　随意契約（物品役務等） 5 件 0 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 0 件

（内訳）

⑴　一般競争入札方式 0 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：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年７月１日～平成28年９月30日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

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

さいたま新都心合同庁舎１号館特別高圧受電設

備マルチコントロールリレー交換工事

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

平成28年7月22日～平成29年3月31日

「電気工事」

支出負担行為担当官

財務省関東財務局総務部次長

寺田　早苗

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年7月22日

東芝電機サービス株式会

社

東京都新宿区西新宿６－

２４－１

2011101014084 一般競争入札

同種の他の契約の

予定価格を類似さ

れるおそれがある

ため公表しない

9,936,000円 - 2

入札回数：1

分担契約

契約総額

9,936,000円

柏崎税務署トイレ改修その他工事

新潟県柏崎市中央町5-53

平成28年9月7日～平成28年12月22日

「建築一式工事」「管工事」

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年9月7日

株式会社三協

新潟県柏崎市比角２－３

－２６

8110001017900 一般競争入札 28,063,800円 26,784,000円 95.4% 5 入札回数：5

（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。

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（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。



別記様式３

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年７月１日～平成28年９月30日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

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

該当なし

（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。

契約一覧表（随意契約（公共工事））

（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。



別記様式４

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年７月１日～平成28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

埼玉県下12税務署の樹木等の剪定、除

草及び病虫害防除（消毒）業務

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

木村　保

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年7月7日

株式会社むさしビルク

リーナー

埼玉県さいたま市浦和区

常盤３－３－９

1030001008261 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類似されるお

それがあるため公表し

ない

2,336,472円 - 5 入札回数：1

高崎地方合同庁舎の電話交換設備等の

賃貸借及び保守業務

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

木村　保

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ほか

１官署

平成28年7月8日

電通工業株式会社

東京都品川区東大井５

－１１－２Ｋ－１１ビル

7010401018749 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類似されるお

それがあるため公表し

ない

2,125,764円 - 5

入札回数：1

分担契約

契約総額

2,624,400円

非常勤職員用給与システムの開発及び導

入業務

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

木村　保

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年7月8日

株式会社グリフィン

東京都千代田区神田司

町２－１３神田第４アメ

レックスビル８Ｆ

4010001080243 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類似されるお

それがあるため公表し

ない

6,237,000円 - 4 入札回数：1

ｅ－Ｔａｘ研修用パソコン及び高速データ

通信機器等の提供業務

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年7月22日

広友イノテックス株式会

社

東京都港区新橋６－１７

－１５菱進御成門ビル６Ｆ

1010401063569 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類似されるお

それがあるため公表し

ない

@45,360円ほか - 3

入札回数：1

単価契約

予定調達総額

1,140,108円

事務机等の購入

事務用椅子　11脚

ほか７品目

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年8月8日

文祥堂商事株式会社

東京都中央区銀座３－４

－１２

4010001104613 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推されるお

それがあるため公表し

ない

1,542,888円 - 2 入札回数：1

SFPモジュールの購入

70式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年8月8日

株式会社文祥堂

東京都中央区銀座３－４

－１２

6010001055730 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推されるお

それがあるため公表し

ない

4,817,232円 - 2 入札回数：1

平成28年度合同業務説明会支援業務

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年8月19日

株式会社ディスコ

東京都文京区後楽２－１

５－１

9010001102075 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推されるお

それがあるため公表し

ない

1,058,400円 - 2 入札回数：1

振動式密度計の購入

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年9月1日

株式会社アントンパー

ル・ジャパン

東京都品川区北品川１

－８－１１

3010701021654 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推されるお

それがあるため公表し

ない

1,900,800円 - 2 入札回数：1

契約一覧表（競争入札（物品役務等））



別記様式４

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年７月１日～平成28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））

ヘッドスペースオートサンプラの購入

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年9月1日

株式会社池田理化

東京都千代田区鍛治町

１－８－６

3010001010696 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推されるお

それがあるため公表し

ない

2,505,600円 - 2 入札回数：1

高田税務署及び糸魚川税務署の備品の

購入

キャビネット　ほか33品目

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年9月1日

株式会社文祥堂

東京都中央区銀座３－４

－１２

6010001055730 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推されるお

それがあるため公表し

ない

3,861,000円 - 2 入札回数：1

平成28事務年度「申告案内コールセン

ター」の運営業務委託

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年9月27日

りらいあコミュニケーショ

ンズ株式会社

東京都渋谷区代々木２

－６－５

9011001029944 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推されるお

それがあるため公表し

ない

90,460,778円 - 3 入札回数：1

封筒作成用リーフレットの刷成

1,750,000枚

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年9月27日

サンメッセ株式会社東京

支店

東京都江東区東陽３－２

２－４

9200001013658 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推されるお

それがあるため公表し

ない

4,195,800円 - 5 入札回数：1

関東信越国税局ＷＡＮプリンタの更新作

業に係る業務

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年9月28日

東芝クライアントソリュー

ション株式会社

東京都江東区豊洲５－６

－１５

8010601034867 一般競争入札

同種の他の契約の予

定価格を類推されるお

それがあるため公表し

ない

426,600円 - 5 入札回数：1

（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。

（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。



別記様式５

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年７月１日～平成28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

平成28年度税理士試験で使用する試験

会場の賃貸借業務

平成28年8月8日～平成28年8月11日

4日ほか

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年7月29日

学校法人日本工業大

学

東京都千代田区神田

神保町２－５

3013205000182

公募により募集を行ったとこ

ろ応募者がいなかったた

め、当局の条件を満たす相

手方を選定したものであり、

契約価格の競争による契約

相手方の選定を許さず会計

法第29条の3第4項に該当

するため

同種の他の契約の

予定価格を類似さ

れるおそれがあるた

め公表しない

＠74,466円ほか - 0 -

単価契約

予定調達総額

3,301,644円

加除式図書の追録の購入

218部

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年8月1日

第一法規株式会社

東京都港区南青山２－

１１－１７

7010401017486

追録の販売は、追録の出版

社のみであり、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

2,540,718円 2,540,718円 100.0% - -

相続税申告書等用紙の封入業務の外部

委託

一式

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年8月10日

株式会社メールハウス

埼玉県川越市問屋町３

－７

9030001057383

一般競争入札において再度

の入札をしても、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

れるおそれがあるた

め公表しない

2,201,040円 - 4 -

平成28年分所得税等の確定申告期にお

ける高崎税務署の確定申告会場の賃貸

借業務

平成29年2月10日～平成29年3月16日

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年8月17日

高崎卸商社街協同組

合

群馬県高崎市問屋町２

－７

2070005002578

公募を実施した結果業務履

行可能な者は1者であって

他に業務を実施できる者が

おらず会計法第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

れるおそれがあるた

め公表しない

5,089,068円 - 1 -

平成28年分所得税等の確定申告期にお

ける川口税務署及び西川口税務署の合

同申告会場の賃貸借業務

平成29年2月10日～平成29年3月16日

支出負担行為担当官

関東信越国税局総務部次長

五十嵐　毅

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

平成28年9月1日

埼玉県産業技術総合

センター

埼玉県川口市上青木３

－１２－１８

-

公募により募集を行ったとこ

ろ応募者がいなかったた

め、当局の条件を満たす相

手方を選定したものであり、

契約価格の競争による契約

相手方の選定を許さず会計

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

れるおそれがあるた

め公表しない

3,526,710円 - 0 -

（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。

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（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。



別記様式６

（部局名：関東信越国税局） （審議対象期間　平成28年７月１日～平成28年９月30日）

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

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

（円）

契約金額

（円）

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）

該当なし

（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（応札（応募）業者数１者関連）


