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88 令和元年分所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書用紙等の
封入業務（Ｇブロック）54888件ほか 購入等 一般  1.10.23 株式会社東京メール（東
京都渋谷区富ヶ谷２42３） 1783346円  1. 8.21 最低価格
88 令和元年分所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書用紙等の
封入業務（Ｈブロック）4514件ほか 購入等 一般  1.10.23 株式会社大幹ビジネス
サービス（東京都世田谷区尾山台２11９） 2825900円  1. 8.21 最低価格
57 所得税確定申告書等関係用紙の発送（代行）業務 390587通ほか 購入等 一般
 1.11. 1 中越運送株式会社（新潟県新潟市中央区美咲町１2326） 26539759円 
1. 8.21 最低価格

〇支出負担行為担当官 熊本国税局総務部次長 黒木 靖夫 （熊本市西区春日２丁目10番１号）
◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 43
133 確定申告電話相談センターの運営業務委託一式 購入等 一般 元.10. 9 株
式会社バックスグループ（東京都渋谷区恵比寿１丁目19番19号） 19548884円 元. 8.13
最低価格

〇支出負担行為担当官 文部科学省大臣官房会計課長 木村 直人 （東京都千代田区霞が関３
２２）
◎調達機関番号 016 ◎所在地番号 13
71 文部科学省関係機関における情報システム脆弱性診断（ペネトレーションテスト）業務
一式 購入等 一般  1.10.24 伊藤忠テクノソリューソンズ株式会社（東京都千代田区
霞が関三丁目２番５号） 22110000円  1. 8.21 最低価格

〇支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 松本 圭 （東京都千代田区霞が関
１２２）
〇支出負担行為担当官 厚生労働省労働基準局労災管理課長 田中 仁志 （東京都千代田区霞が関
１２２）
〇支出負担行為担当官 厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長 河野 純伴 （東京都千代田区霞
が関１２２）
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
77、28 厚生労働省上石神井庁舎電算棟構内通信機器更新業務一式 購入等 一般 
1.10. 4 富士電機ＩＴソリューション株式会社 東京都千代田区外神田６1512 
45650000円  1. 8. 9 最低価格 47525232円

〇支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官（経理） 秋葉 一彦 （東京都千代田区霞が関
１２１）
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
17 乗用自動車交換購入 納入６台、引渡６台 交換購入等 一般 元. 9.30 ㈱ミ
リオンオートサービス 愛知県安城市高棚町小牧30 16909380円 元. 7.30 総合評価
19174500円
26 監視カメラシステム及び防犯システムの機器等購入 一式 購入等 一般 
元.10. 7 セコム㈱ 東京都渋谷区神宮前１５１ 43670000円 元. 8. 6 最低価
格
71、27 農薬登録情報システムの設計・開発業務 一式 購入等 一般 元.10. 4 
クボタシステムズ㈱ 東京都台東区北上野１1014 77368500円 元. 7.29 総合評価
81659600円

72 令和元年度農林水産省クラウドの整備及び移行検討に向けた調査研究に係る業務 一式
購入等 一般 元.10.23 ＫＰＭＧコンサルティング㈱ 東京都千代田区大手町１９
７ 19800000円 元. 8.21 総合評価 20350000円
72 人事業務・システム最適化調査業務 一式 購入等 一般 元.10.31 アビーム
コンサルティング㈱ 東京都千代田区丸の内１４１ 18150000円 元. 9. 3 総合評
価 21551112円
76 2020年農林業センサス農林業経営体調査票の記入の仕方外３件の印刷製造業務 一式 
購入等 一般 元.10. 1 佐川印刷㈱ 京都府向日市森本町戍亥５３ 63721218円
元. 8. 2 最低価格

〇支出負担行為担当官 林野庁長官 本郷 浩二 （東京都千代田区霞が関１２１）
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
17 乗用自動車（1800cc～2000ccクラスステーションワゴンタイプ４ＷＤ）69台 購入等
一般 元.10.25 日産自動車㈱ 神奈川県横浜市西区高島１１１ 120208000円 
元. 9.19 総合評価

〇支出負担行為担当官 水産庁長官 山口 英彰 （東京都千代田区霞が関１２１）
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
２ 北海道地区軽油（ＪＩＳ２号相当）120 購入等 一般  1.10.29 北日本石
油㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町１28５ 105050円／  1. 8.13 最低価格
２ 北海道地区重油（ＪＩＳ１種２号）115 購入等 一般  1.10.29 北海道エ
ネルギー㈱道南支店 北海道函館市浅野町１１ 81290円／  1. 8.13 最低価格
２ 東北地区重油（ＪＩＳ１種２号）238 購入等 一般  1.10.29 ㈱アベキ仙
塩営業所 宮城県仙台市若林区卸町東２３18 68530円／  1. 8.13 最低価格
２ 北陸地区重油（ＪＩＳ１種２号）170 購入等 一般  1.10.29 ㈱和田商会
新潟県新潟市中央区礎町通三ノ町2128 86900円／  1. 8.13 最低価格
２ 山陰地区軽油（ＪＩＳ２号相当）40 購入等 一般  1.10.29 堀田石油㈱
鳥取県境港市弥生町206 94600円／  1. 8.13 最低価格
２ 山陰地区重油（ＪＩＳ１種２号）458 購入等 一般  1.10.29 堀田石油
㈱ 鳥取県境港市弥生町206 72710円／  1. 8.13 最低価格
２ 瀬戸内海地区軽油（ＪＩＳ２号相当）95 購入等 一般  1.10.29 兵庫県漁
業協同組合連合会 兵庫県明石市中崎１２３ 85800円／  1. 8.13 最低価格
２ 九州地区軽油（ＪＩＳ２号相当）620 購入等 一般  1.10.29 ㈱新出光杞
九州支店 福岡県福岡市博多区上呉服町１10 73590円／  1. 8.13 最低価格
２ 九州地区重油（ＪＩＳ１種２号）609 購入等 一般  1.10.29 伊藤忠エネ
クス㈱ 東京都千代田区霞が関３２５ 68970円／  1. 8.13 最低価格
２ 沖縄地区重油（ＪＩＳ１種２号）110 購入等 一般  1.10.29 りゅうせき
沖縄県浦添市西州２２３ 79090円／  1. 8.13 最低価格

〇支出負担行為担当官 特許庁総務部会計課長 鈴木謙次郎 （東京都千代田区霞が関三丁目４番３
号）
◎調達機関番号 019 ◎所在地番号 13
14 特許庁ネットワーク一式の更改に係るハードウェア等賃貸借及び保守等業務一式 借入
一般  1. 9.27 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲三丁目３番３号
3964554000円  1. 6. 5 総合評価
63 医学・薬学・医療機器雑誌（海外）を収録したデータベースを有するインターネットサイ
トの利用 一式 購入等 一般  1.10.16 株式会社紀伊國屋書店 東京都目黒区下目黒
三丁目７番10号 15103604円  1. 8.22 最低価格
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