
別記様式１

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

うち応札（応募）業者数１者

総契約件数 14 件 4 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 4 件 0 件

②　随意契約（公共工事） 2 件 1 件

③　競争入札（物品役務等） 8 件 3 件

④　随意契約（物品役務等） 0 件 0 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 4 件

（内訳）

(1)　一般競争入札方式 3 件

(2)　企画競争方式 0 件

(3)　公募方式 0 件

(4)　不落・不調随意契約 1 件

（注）国の行為を秘密にする必要があるものなら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
件　　　　　数

備　　　　　　　　　　考
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別記様式２

（部局名：東海財務局）

番号 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

1

令和元年度千種東住宅外１住宅２０擁壁改修
工事等設計業務
愛知県名古屋市千種区北千種３－３０１－１外
令和元年10月31日～令和2年3月31日
「建築士事務所」、「建設コンサルタント」

支出負担行為担当官
東海財務局総務部次長
林　敬治
愛知県名古屋市中区三の
丸３－３－１

令和元年10月31日

株式会社三輝設計事務
所
福井県福井市和田１－４
－１０

3210001014388 一般競争入札 5,766,000円 4,180,000円 72.4% 4

2

千種東住宅１号棟外１棟１９電気設備改修工
事
愛知県名古屋市千種区北千種３－３０１－１外
令和元年12月3日～令和2年3月31日
「電気工事」、「電気通信工事」

支出負担行為担当官
東海財務局総務部次長
林　敬治
愛知県名古屋市中区三の
丸３－３－１

令和元年12月3日
株式会社シンコーワ
愛知県名古屋市中村区
名駅南４－１０－１８

8190001017414 一般競争入札 69,164,164円 38,830,000円 56.1% 8

3

武豊住宅１９独身宿舎解体撤去工事
愛知県知多郡武豊町南中根２４－１外
令和元年12月4日～令和2年3月19日
「解体工事」

支出負担行為担当官
東海財務局総務部次長
林　敬治
愛知県名古屋市中区三の
丸３－３－１

令和元年12月4日
株式会社平沼商店
愛知県名古屋市東区東
外堀町２６－１

3180001018079 一般競争入札 6,871,111円 6,710,000円 97.6% 2

4

東海財務局照明器具改修工事
愛知県名古屋市中区三の丸３－３－１
令和元年12月4日～令和2年3月31日
「電気工事」

支出負担行為担当官
東海財務局総務部次長
林　敬治
愛知県名古屋市中区三の
丸３－３－１

令和元年12月4日
株式会社サイテックス
愛知県田原市田原町東
馬洗３６－３

2180301007708 一般競争入札 23,185,079円 18,590,000円 80.1% 6

以下余白

（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））

（審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

（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。

2 



別記様式３

（部局名：東海財務局）

番号 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

（応募）
者数

再就職の
役員の数

備　　考

5

下田第２住宅１９建築改修工事
静岡県下田市柿崎字庇潟８３－１外
令和元年10月9日～令和2年3月6日
「建築一式工事」

支出負担行為担当官
東海財務局総務部次長
林　敬治
愛知県名古屋市中区三の
丸３－３－１

令和元年10月9日
株式会社加藤工芸社
静岡県下田市東本郷２
－１２－２

8080101014446

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

49,568,324円 48,400,000円 97.6% 5

6

下田第２住宅１９建築改修工事監理業務
静岡県下田市柿崎字庇潟８３－１外
令和元年10月16日～委託業務の対象とする
工事目的物の引渡しを受ける日まで
「建築士事務所」

支出負担行為担当官
東海財務局総務部次長
林　敬治
愛知県名古屋市中区三の
丸３－３－１

令和元年10月16日

株式会社三輝設計事務
所
福井県福井市和田１－
４－１０

3210001014388

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

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

2,035,000円 － 1

以下余白

（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））

（審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

（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。
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別記様式４

（部局名：東海財務局）

番号 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

7
令和元年度樹木伐採等業務（伊東市岡）
一式

分任支出負担行為担当官
東海財務局静岡財務事務
所沼津出張所長
平岡　宏友
静岡県沼津市市場町９－
１

令和元年10月7日
有限会社杉進建設
静岡県伊東市池５６９－
１４

1080102019987 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

2,112,000円 － 2

8
広沢住宅外１住宅１９維持管理業務委託（２）
一式

分任支出負担行為担当官
東海財務局静岡財務事務
所長
山崎　正晴
静岡県静岡市葵区追手町
９－５０

令和元年10月10日

中部ガス不動産株式会
社
愛知県豊橋市広小路３
－９１

6180301006251 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

5,704,380円 － 6
国庫債務負担行為案件：期
間4年

9
国有財産測量等業務（沼津市江原町　外）
4箇所

分任支出負担行為担当官
東海財務局静岡財務事務
所沼津出張所長
平岡　宏友
静岡県沼津市市場町９－
１

令和元年10月16日

公益社団法人静岡県公
共嘱託登記土地家屋調
査士協会
静岡県静岡市駿河区曲
金６－１６－１０

4080005006188 一般競争入札 2,956,187円 1,773,200円 59.9% 1

10
千種東住宅外２６住宅１９建物等定期点検業
務
一式

支出負担行為担当官
東海財務局総務部次長
林　敬治
愛知県名古屋市中区三の
丸３－３－１

令和元年10月30日

株式会社都市造形研究
所
愛知県名古屋市中区丸
の内３－６－２７

6180001038891 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

3,300,000円 － 2

11
国有地測量等業務（静岡市葵区浅間町　外）
8箇所

分任支出負担行為担当官
東海財務局静岡財務事務
所長
山崎　正晴
静岡県静岡市葵区追手町
９－５０

令和元年11月7日

公益社団法人静岡県公
共嘱託登記土地家屋調
査士協会
静岡県静岡市駿河区曲
金６－１６－１０

4080005006188 一般競争入札 6,367,982円 4,279,000円 67.1% 1

12
津東住宅外１０住宅１９水道施設清掃等委託
業務
一式

分任支出負担行為担当官
東海財務局津財務事務所
長
髙橋　智
三重県津市桜橋２－１２９

令和元年11月18日
三重コニックス株式会社
三重県四日市市新正４
－１－１

2190001016371 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

1,639,000円 － 1

13
古河住宅外１４住宅１９建物等定期点検業務
一式

支出負担行為担当官
東海財務局総務部次長
林　敬治
愛知県名古屋市中区三の
丸３－３－１

令和元年12月4日

日本建築検査機構株式
会社
愛知県名古屋市東区矢
田５－８－２９

6180001016039 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

3,234,000円 － 2

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12月31日）
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別記様式４

（部局名：東海財務局）

番号 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　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

14
什器の納入等
一式

分任支出負担行為担当官
東海財務局岐阜財務事務
所長
南部　寿美雄
岐阜県岐阜市金竜町５－
１３

令和元年12月17日
株式会社三和商会
岐阜県岐阜市菅生２－２
－４

1200001002354 一般競争入札 3,597,077円 2,255,000円 62.6% 2

以下余白

（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。
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別記様式５

（部局名：東海財務局）

番号 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

（応募）
者数

再就職の
役員の数

備　　考

（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。

（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。

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　令和元年10月1日～令和元年12月31日）

（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。

該当無し
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別記様式６

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

番号
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 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）

6

下田第２住宅１９建築改修工事監理業務
静岡県下田市柿崎字庇潟８３－１外
令和元年10月16日～委託業務の対象とする工
事目的物の引渡しを受ける日まで
「建築士事務所」

令和元年10月16日

株式会社三輝設計事務
所
福井県福井市和田１－４
－１０

3210001014388

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

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

2,035,000円 － 1

9
国有財産測量等業務（沼津市江原町　外）
4箇所

令和元年10月16日

公益社団法人静岡県公
共嘱託登記土地家屋調
査士協会
静岡県静岡市駿河区曲
金６－１６－１０

4080005006188 一般競争入札 2,956,187円 1,773,200円 59.9% 1

11
国有地測量等業務（静岡市葵区浅間町　外）
8箇所

令和元年11月7日

公益社団法人静岡県公
共嘱託登記土地家屋調
査士協会
静岡県静岡市駿河区曲
金６－１６－１０

4080005006188 一般競争入札 6,367,982円 4,279,000円 67.1% 1

12
津東住宅外１０住宅１９水道施設清掃等委託業
務
一式

令和元年11月18日
三重コニックス株式会社
三重県四日市市新正４
－１－１

2190001016371 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

1,639,000円 － 1

以下余白

（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）
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