
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 平成２３年７月１日～平成２３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）  
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応札（応募）業者数１者総契約件数 

（内訳） 

  一般競争入札方式 

  企画競争方式  

  公募方式 

  不落・不調随意契約方式  
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（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　平成23年7月1日～平成23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

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 備　　考

臼杵税務署外壁改修工事
大分県臼杵市大字臼杵2-107-637
平成23年7月1日～平成23年12月22日
「塗装工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
財津　和雄
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年7月1日
株式会社九州産業
福岡県北九州市八幡西区竹
末1-1－2

一般競争入札 10,887,450円 9,219,000円 84.7%

八代税務署空調機分解整備工事
熊本県八代市花園町16-2
平成23年7月4日～平成23年12月5日
「管工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
財津　和雄
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年7月4日
有限会社水輝管工
熊本県熊本市四方寄町492-
3

一般競争入札 2,639,700円 2,257,500円 85.5%

日田税務署サッシ改修工事
大分県日田市田島2-7-1
平成23年7月8日～平成23年12月22日
「建築一式工事」又は「建具工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
財津　和雄
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年7月8日
工藤設備工業株式会社
熊本県熊本市出水8-35-30

一般競争入札 16,256,100円 12,474,000円 76.7%

阿蘇税務署ほか１署サッシ改修工事
熊本県阿蘇市 の宮町宮地1944ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長 株式会社佐藤工務店

契約一覧表（競争入札（公共工事））

熊本県阿蘇市一の宮町宮地1944ほか
平成23年7月8日～平成23年12月22日
「建築一式工事」又は「建具工事」

熊本国税局総務部次長
財津　和雄
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年7月8日
株式会社佐藤工務店
熊本県阿蘇市竹原437

一般競争入札 18,619,650円 12,285,000円 66.0%

別府税務署窓枠改修ほか工事
大分県別府市光町22-25
平成23年7月21日～平成23年11月30日
「建築一式工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年7月21日
株式会社浦松建設
大分県別府市大字鶴見
4142-8

一般競争入札 6,696,900円 4,882,500円 72.9%

臼杵税務署あまべ宿舎外壁改修ほか工
事
大分県臼杵市諏訪649-2
平成23年8月3日～平成23年12月22日
「建築一式工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年8月3日
株式会社西原建設工業

熊本県菊池郡大津町引水
752

一般競争入札 15,729,000円 12,075,000円 76.8%

玉名合同庁舎空調機分解整備工事
熊本県玉名市岩崎273
平成23年8月18日～平成23年12月5日
「管工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年8月18日
株式会社リョーテック

福岡県福岡市博多区博多駅
南1-8-13

一般競争入札 8,085,000円 7,014,000円 86.8%



天草税務署空調機改修その他工事
熊本県天草市古川町4-2
平成23年8月29日～平成24年1月10日
「建築一式工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年8月29日
株式会社藤島工務店
熊本県菊池郡菊陽町新山3-
5-11

一般競争入札 43,766,100円 40,593,000円 92.7%

山鹿税務署空調機改修その他工事
熊本県山鹿市山鹿1352
平成23年9月5日～平成24年1月10日
「建築一式工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年9月5日
株式会社八方建設
熊本県菊池市赤星2114-1

一般競争入札 39,152,400円 28,140,000円 71.9%

大分税務署書庫改修ほか工事
大分県大分市中島西1-1-32
平成23年9月5日～平成23年12月22日
「建築一式工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年9月5日
株式会社朝来野工務店
大分県大分市大字畑中930

一般競争入札 4,893,000円 4,735,500円 96.8%

（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３

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成23年7月1日～平成23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

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
再就職の
役員の数

備
考

該当なし

（注3）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　：　熊本国税局）

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

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 備　　考

鹿児島税務署電話交換システム機器の
借入等設定業務
55ヶ月

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
財津　和雄
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年7月8日
南海電設株式会社
福岡支店
福岡県福岡市博多区豊1-3-14

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

2,615,112円 -

熊本国税局管内施設の営繕工事に伴う
常駐警備委託業務
1280時間

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年7月22日
熊本県セキュリティ協同組合
熊本県熊本市春日4-25-6

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

@1,155円 -
単価契約
予定調達総額
1,478,400円

「平成２３年度給与所得の源泉徴収票」
の製造
電算用3,405,000組ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年8月5日
白木メディア株式会社
熊本県熊本市九品寺5-9-35

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

2,088,870円 －
分担契約
契約総額
4,162,515円

年末調整関係用紙等の発送代行業務
支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長

平成23年8月22日
日本通運株式会社

般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推されるお

@62 79円ほか

単価契約
予定調達総額
14,208,946円

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成23年7月1日～平成23年9月30日）

年末調整関係用紙等の発送代行業務
107,091件ほか

熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年8月22日
日本通運株式会社
東京都港区東新橋1-9-3

一般競争入札
定価格を類推されるお
それがあるため公表し
ない

@62.79円ほか －
14,208,946円
分担契約
予定分担金額
12,077,604円

所得税徴収高計算書のプリント及び裁
断等業務
952,560件ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年8月22日
フォーサイトシステム株式会社
福岡県福岡市中央区長浜1-4-
6

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

@1.533円ほか －

単価契約
予定調達総額
2,160,347円

乗用自動車の購入等
（区分１：軽自動車）
3台

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年8月26日
熊本ダイハツ販売株式会社
熊本県熊本市平田2-8-70

一般競争入札
（総合評価方式）

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

2,899,290円 －

乗用自動車の購入等
（区分２：小型自動車）
１台

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年8月26日
株式会社南九州マツダ
鹿児島県鹿児島市新栄町4-4

一般競争入札
（総合評価方式）

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

1,009,200円 －



別記様式４

（部局名　：　熊本国税局）

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

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 備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成23年7月1日～平成23年9月30日）

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
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年9月1日
株式会社帝国データバンク
東京都港区南青山2‐5‐20

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

@10342.5円 ‐
単価契約
予定調達総額
3,309,600円

年末調整関係用紙等封入業務
215,727件

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2
ほか１３１官署等

平成23年9月7日
日本通運株式会社
東京都港区東新橋1‐9‐3

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

4,957,584円 ‐
分担契約
契約総額
5,996,835円

新規配備パソコン等設定作業の委託業
務
34台ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年9月12日
九州日立電子サービス株式会
社
熊本県熊本市辛島町6‐7

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

2,250,906円 ‐

延岡税務署ビジネスホンシステム機器
の借入等設定業務

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長

平成23年9月12日
南海電設株式会社福岡支店

般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推されるお

1 081 269円の借入等設定業務
54月

熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年9月12日
南海電設株式会社福岡支店
福岡県福岡市博多区豊1‐3‐14

一般競争入札
定価格を類推されるお
それがあるため公表し
ない

1,081,269円 ‐

鹿児島税務署等電話交換業務
6月

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年9月12日
株式会社総合人材センター
鹿児島県鹿児島市大黒町4‐11
日宝いづろビル

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

883,068円 ‐

事務用机等の購入等一式
 事務机ほか5品目

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年9月22日
有限会社坂本事務機
熊本県熊本市良町5-10-7

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

2,142,378円 －

「非常用物資」の購入
　乾燥米飯他8品目

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年9月29日
有限会社坂本事務機
熊本県熊本市良町5-10-7

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

3,119,405円 －

（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　：　熊本国税局） （審議対象期間　平成23年7月1日～平成23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

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
再就職の
役員の数

備　　考

平成23年度税理士試験で使用する試
験会場の借上げ
1日ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年7月26日
熊本産業文化振興株式会社
熊本県上益城郡益城町福富
1010

公募による募集を行ったと
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

@600,000円ほか - -
単価契約
予定調達総額
2,177,397円

平成23年分所得税及び消費税確定申
告期における大分税務署の署外申告
相談会場の借上げ
39日ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年9月21日
大分商工会議所
大分県大分市長浜町3-15-19

公募により、本件業務の
候補を選考した結果、契
約者の申込内容は当局の
利用目的に合致してお
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。

3,843,360円 @73,440円ほか 99.6% ‐
単価契約
予定調達総額
3,831,120円

平成23年分所得税及び消費税確定申
告期における宮崎税務署の署外申告
相談会場の借上げ
58日

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年9月21日
株式会社アスト
熊本県熊本市安政町1-2

公募により、本件業務の候補を選
考した結果、契約者の申込内容は
当局の利用目的に合致しており、
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。

5,162,000円 @89,000円 100.0% ‐
単価契約
予定調達総額
5,162,000円

平成23年分所得税及び消費税確定申
告期における都城税務署の署外申告
相談会場の借上げ
24日ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年9月21日
都城まちづくり株式会社
宮崎県都城市蔵原町11-25

公募により、本件業務の候補を選
考した結果、契約者の申込内容は
当局の利用目的に合致しており、
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。

832,500円 @20,380円ほか 98.9% ‐
単価契約
予定調達総額
823,860円

平成23年分所得税及び消費税確定申
告期における鹿児島税務署の署外申
告相談会場の借上げ
50日

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
大薗　豊
熊本県熊本市二の丸1-2

平成23年9月21日

鹿児島県市町村総合事務組
合
鹿児島県鹿児島市鴨池新町
7-4

公募により、本件業務の候補を選
考した結果、契約者の申込内容は
当局の利用目的に合致しており、
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。

6,115,200円 @70,980円ほか 100.0% ‐
単価契約
予定調達総額
6,115,200円

（注3）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））



別記様式６

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成23年7月1日～平成23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

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）

平成23年度税理士試験で使用する試験会場の
借上げ
1日ほか

平成23年7月26日
熊本産業文化振興株式会社
熊本県上益城郡益城町福富1010

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

@600,000円ほか - ０

熊本市又は上益城郡内に所在し、1,000
台以上駐車できる駐車場を有する施設又
は公共交通機関の最寄の駅又は停留所
から徒歩15分程度までの距離にある施設
であること。

年末調整関係用紙等の発送代行業務
107,091件ほか

平成23年8月22日
日本通運株式会社
東京都港区東新橋1-9-3

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

@62.79円ほか － 1
プライバシーマークを付与されている
こと又はJISQ27001（ISO27001）を認
証取得していること。

所得税徴収高計算書のプリント及び裁断等業務
952,560件ほか

平成23年8月22日
フォーサイトシステム株式会社
福岡県福岡市中央区長浜1-4-6

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

@1.533円ほか － 1
プライバシーマークを付与されている
こと又はJISQ27001（ISO27001）を認
証取得していること。

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

平成23年分所得税及び消費税確定申告期にお
ける大分税務署の署外申告相談会場の借上げ
39日ほか

平成23年9月21日
大分商工会議所
大分県大分市長浜町3-15-19

公募 3,843,360円 @73,440円ほか 99.6% 1
会場は600㎡以上で300人以上収容可能
であること。

平成23年分所得税及び消費税確定申告期にお
ける宮崎税務署の署外申告相談会場の借上げ
58日

平成23年9月21日
株式会社アスト
熊本県熊本市安政町1-2

公募 5,162,000円 @89,000円 100.0% 1
会場は600㎡以上で200人以上収容可能
であること。

平成23年分所得税及び消費税確定申告期にお
ける都城税務署の署外申告相談会場の借上げ
24日ほか

平成23年9月21日
都城まちづくり株式会社
宮崎県都城市蔵原町11-25

公募 832,500円 @20,380円ほか 98.9% 1
会場は250㎡以上で200人以上収容可能
であること。

平成23年分所得税及び消費税確定申告期にお
ける鹿児島税務署の署外申告相談会場の借上
げ
50日

平成23年9月21日
鹿児島県市町村総合事務組合
鹿児島県鹿児島市鴨池新町7-4

公募 6,115,200円 @70,980円ほか 100.0% 1
会場は750㎡以上で300人以上収容可能
であること。

（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。


