
別記様式１ 

契 約 一 覧 表 総 括 表 

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間 令和元年７月１日～令和元年９月３０日） 

区 分 件 数 う ち応 札（ 応募 ）業 者数 １ 者 備  考 

総契約件数 

（内訳） 

① 競争入札（公共工事） 

② 随意契約（公共工事）  

③ 競争入札（物品役務等） 

④ 随意契約（物品役務等）  

 

 １５件 

 

   ４件 

   １件 

  ９件 

  １件 

  ７件 

 

   １件 

   ０件 

 ５件 

  １件 

 

 

 

 

 

 

 

応札（応募）業者数１者総契約件数 

（内訳） 

⑴ 一般競争入札方式 

⑵ 企画競争方式  

⑶ 公募方式 

⑷ 不落・不調随意契約方式  

 

 

 

 

 ７件 

 

 ６件 

  ０件 

  １件 

  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。 



別記様式２

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　令和元年７月１日～令和元年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

中津合同庁舎　エレベーター改修工事
「機械器具設置工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１
ほか２官署

令和1年7月22日

日本オーチス・エレベー
タ株式会社九州支店
福岡県福岡市博多区博多
駅南１－２－１３

9010001075825 一般競争入札
13,766,500円

（Ａ）
6,470,888円

99.8%
（B/A×
100）

1

分担契約
契約総額
13,750,000円
（B)

三重税務署櫻馬場宿舎　外壁改修ほか工事
「塗装工事」又は「防水工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１
ほか３官署

令和1年7月22日
株式会社井上
熊本県阿蘇市三久保４４
８－２２

6330001017665 一般競争入札
13,554,200円

（A)
8,389,377円

92.8%
（B/A×
100）

2

分担契約
契約総額
12,584,000円
（B)

高鍋税務署高鍋宿舎　外壁改修ほか工事
「塗装工事」又は「防水工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１
ほか２官署

令和1年8月30日
株式会社彩美社
宮崎県宮崎市大島町高崎
４３３２

9350001000682 一般競争入札
20,890,100円

（Ａ）
18,255,600円

97.0%
（B/A×
100）

3
分担契約・契約総額
20,284,000円
（B)

九州森林管理局　内部改修工事設計業務委託
「建築士事務所」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

令和1年8月30日

株式会社浅野建築設計事
務所
熊本県熊本市中央区本荘
５－６－１５

7330001000133 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

1,870,000円 - 5

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。

（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。



別記様式３

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　令和元年７月１日～令和元年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

鹿屋合同庁舎　冷却塔更新工事
鹿児島県鹿屋市西原４－５－１　鹿屋合同
庁舎
「管工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－
１０－１
ほか５官署

令和1年9月4日
株式会社菱熱
福岡県福岡市博多区博多
駅南１－８－１３

3290001017474

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。

9,347,800円
（Ａ）

2,692,466円
99.0%
（B/A×
100）

3

分担契約・契
約総額
9,262,000円
（B)

契約一覧表（随意契約（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。

（注3）予算決算及び会計令第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。



別記様式４

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　令和元年７月１日～令和元年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

身上申告書閲覧システムの改修等委託業務
支出負担行為担当官熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

令和1年7月19日
株式会社ベアールートシステム
熊本県熊本市中央区細工町３－７　細工
町ハイツ２階

1330001005724 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

2,216,160円 - 1

消費税軽減税率制度に関する新聞記事下広
告の掲載業務
４社

支出負担行為担当官熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

令和1年7月19日
株式会社富士広
福岡県福岡市博多区博多駅南４－１５－
１７

3290001016360 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

7,128,000円 - 2

個別指導方式による記帳指導の委託業務
1,040回

支出負担行為担当官熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

令和1年7月18日
南九州税理士会
熊本県熊本市中央区大江５－１７－５

7330005001631 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

＠12,045円ほか - 1
単価契約・予定調達総額
12,527,049円（Ｂ）

鹿屋税務署の電話設備の賃貸借及び保守業
務

支出負担行為担当官熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

令和1年9月2日
南海電設株式会社
福岡営業所
福岡県福岡市博多区豊１－３－１４

6120001039383 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

770,418円 - 2

宇佐税務署の電話設備の賃貸借及び保守業
務

支出負担行為担当官熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

令和1年9月2日
南海電設株式会社
福岡営業所
福岡県福岡市博多区豊１－３－１４

6120001039383 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

614,196円 - 2

消費税軽減税率制度に特化した個別指導方
式による記帳指導の委託業務

支出負担行為担当官熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

令和1年9月17日
南九州税理士会
熊本県熊本市中央区大江５－１７－５

7330005001631 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

＠12,268.3円 - 1
単価契約・予定調達総額
5,373,515円（Ｂ）

消費税軽減税率制度に特化した会計ソフト
による記帳指導の委託業務（グループ２大
分県）

支出負担行為担当官熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

令和1年9月17日
大分県青色申告会連合会
大分県大分市長浜町３－１５－１９

1700150063295 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

＠18,700円ほか - 1
単価契約・予定調達総額
1,999,800円（Ｂ）

確定申告電話相談センター関係の電話通信
回線網構築業務等

支出負担行為担当官熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

令和1年9月20日
ソフトバンク株式会社
東京都港区東新橋１－９－１

9010401052465 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

1,349,370円 - 1

指定法人の情報提供業務
320件

支出負担行為担当官熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

令和1年9月25日
株式会社東京商工リサーチ
東京都千代田区大手町１－３－１

5010001134287 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

＠13,530円 - 2
単価契約・予定調達総額
4,329,600円（Ｂ）

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（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）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。



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　令和元年７月１日～令和元年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

説明会等における講師委託業務
317回

支出負担行為担当官熊本国税局総務部次長
黒木　靖夫
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

令和1年9月18日
南九州税理士会
熊本県熊本市中央区大江５－１７－５

7330005001631

公募を実施した結果、申込者が１者のみ
であり、他に履行できる者がなく、競争
性を許さないことから会計法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

＠13,035円 - 1
単価契約・予定調達総額
4,132,095円（Ｂ）

（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がつを記載する。

（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募者数欄に記載する。

（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（物品役務等））



別記様式６

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　令和元年７月１日～令和元年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）

身上申告書閲覧システムの改修等委託業務 令和1年7月19日
株式会社ベアールートシステム
熊本県熊本市中央区細工町３－
７　細工町ハイツ２階

1330001005724 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

2,216,160円 - 1

一般財団法人日本情報経済社会推進協会」（ＪＩＰＤＥＣ）によ
る国際規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１）又は国内規格（ＪＩＳ
Ｑ２７００１）の認証、若しくは、プライバシーマークの付与を
受けていること。

個別指導方式による記帳指導の委託業務
1,040回

令和1年7月18日
南九州税理士会
熊本県熊本市中央区大江５－１
７－５

7330005001631 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

＠12,045円ほか - 1 指導担当者は税理士であること。

中津合同庁舎　エレベーター改修工事
「機械器具設置工事」

令和1年7月22日

日本オーチス・エレベータ株式
会社九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅南１
－２－１３

9010001075825 一般競争入札
13,766,500円

（Ａ）
6,470,888円

99.8%
（B/A×100）

1
令和元年・２年度財務省南九州地区競争参加者資格審査におい
て、業種区分が「機械器具設置工事」であって、「Ａ」又は
「Ｂ」等級に格付けされていること。

消費税軽減税率制度に特化した個別指導方
式による記帳指導の委託業務

令和1年9月17日
南九州税理士会
熊本県熊本市中央区大江５－１
７－５

7330005001631 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

＠12,268.3円 - 1 指導担当者は税理士であること。

消費税軽減税率制度に特化した会計ソフト
による記帳指導の委託業務（グループ２大
分県）

令和1年9月17日
大分県青色申告会連合会
大分県大分市長浜町３－１５－
１９

1700150063295 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

＠18,700円ほか - 1

指導担当者は、①簿記会計の実務経験期間が３年以上、②日本商
工会議所簿記検定２級以上の資格のいずれかの要件を満たす者
で、かつ使用機器及び使用するソフトウェアの操作並びにｅ－Ｔ
ａｘを利用した申告等手続に精通し、個人事業者等に対する指導
経験がある者とする。

説明会等における講師委託業務
317回

令和1年9月18日
南九州税理士会
熊本県熊本市中央区大江５－１
７－５

7330005001631 公募
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

＠13,035円 - 1
説明講師の派遣に当たっては、原則として、実施署の管内に住所又は
事業所を有する税理士を確保すること。

確定申告電話相談センター関係の電話通信
回線網構築業務等

令和1年9月20日
ソフトバンク株式会社
東京都港区東新橋１－９－１

9010401052465 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

1,349,370円 - 1
ネットワーク回線網経由で、公衆電話網に接続可能な音声通信の
提供実績があること。

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

（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。


