
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２４年１０月１日～平成２４年１２月３１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24年10月1日～平成24年12月31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

知覧税務署平屋敷宿舎サッシ改修ほか
工事
鹿児島県南九州市知覧町郡16719－2
平成24年11月19日～平成25年3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
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1－2

平成24年11月19日
協和建設株式会社
鹿児島県鹿児島市武1－15－
24

一般競争入札 42,393,750円 35,017,500円 82.6%

大分税務署椿丘寮　内部改修ほか工事
大分県大分市上宗方739
平成24年12月4日～平成25年3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
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月4日
野田信建設株式会社
大分県大分市大字中判田
1752-5

一般競争入札 26,220,600円 23,625,000円 90.1%

大隅税務署岩川宿舎　サッシ改修ほか
工事
鹿児島県曽於市大隅町岩川6664－3
平成24年12月4日～平成25年3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
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月4日
有限会社岩切建設
宮崎県宮崎市出来島町51-1

一般競争入札 24,205,650円 22,050,000円 91.0%

（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：熊本国税局） （審議対象期間　平成24年10月1日～平成24年12月31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。



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

事務用備品（什器類）の購入等
事務椅子（中型）29脚ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年10月5日
有限会社坂本事務機
熊本県熊本市南区良町5-10-7 一般競争入札 7,400,980円 7,291,431円 98.5%

新規配備パソコン等設定作業の委託業
務
1,301台ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2
ほか132官署等

平成24年10月10日

株式会社九州日立システムズ
中九州支店
熊本県熊本市中央区辛島町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恐
れがあるため公表しな
い

5,033,700円 －

指定法人の情報提供業務
310件

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年10月11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恐
れがあるため公表しな
い

@10,185円 －
単価契約
予定調達総額
3,157,350円

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（審議対象期間　平成24年10月1日～平成24年12月31日）

確定申告電話相談センター関係の電
話通信回線網構築等業務
一式

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2
ほか132官署等

平成24年10月19日
ソフトバンクテレコム株式会社
東京都港区東新橋1-9-1

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される恐
れがあるため公表しな
い

1,044,909円 －

確定申告電話相談センターの運営業
務委託
1,357人日ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本市中央区二の丸1-2

平成24年10月22日

株式会社ベルシステム２４九州
支店
福岡県福岡市博多区住吉1-2-
25

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される恐
れがあるため公表しな
い

@6,300円ほか －
単価契約
予定調達総額
12,369,000円

所得税及び消費税の確定申告書等諸
用紙の発送代行業務
306,500件ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本市中央区二の丸1-2

平成24年10月22日
メールカスタマーセンター株式
会社
新潟県長岡市上除町甲197

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される恐
れがあるため公表しな
い

@49.014円ほか －

単価契約
予定調達総額
16,771,199円
分担契約
分担予定額
13,416,961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24年10月1日～平成24年12月31日）

平成24年分所得税及び消費税確定申
告書等封入業務（グループ1熊本県）
42,749件ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1－2

平成24年11月1日
株式会社内田陸運
熊本県阿蘇郡西原村大字布田
1169－6

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

@30.45円ほか -
単価契約
予定調達総額
4,131,810円

平成24年分所得税及び消費税確定申
告書等封入業務（グループ2大分県）
26,146件ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1－2

平成24年11月1日
株式会社内田陸運
熊本県阿蘇郡西原村大字布田
1169－6

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

@30.45円ほか -
単価契約
予定調達総額
2,411,743円

平成24年分所得税及び消費税確定申
告書等封入業務（グループ3宮崎県）
23,355件ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1－2

平成24年11月1日
株式会社内田陸運
熊本県阿蘇郡西原村大字布田
1169－6

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

@29.40円ほか -
単価契約
予定調達総額
2,369,687円

平成24年分所得税及び消費税確定申
告書等封入業務（グループ4鹿児島県）
33,904件ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1－2

平成24年11月1日
九州西濃運輸株式会社
福岡県福岡市博多区井相田1
－1－56

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

@29.40円ほか -
単価契約
予定調達総額
3,348,345円

「平成24年分　所得税・消費税確定申
告書発送用封筒」の製造
一括発送用封筒346,600枚
ほか各署・電話相談センター配付用封
筒1品目

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年11月2日
ツバメ工業株式会社
愛媛県四国中央市川之江町
2415

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

2,999,671円 -

事務机（フリーアドレス式）等の購入
一式

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年11月6日
有限会社坂本事務機
熊本県熊本市南区良町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

5,764,920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24年10月1日～平成24年12月31日）

トナーカートリッジの購入
340個

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年11月9日
有限会社たかやま
熊本県水俣市桜井町3-4-25 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

4,765,950円 -

平成24年分確定申告期におけるパソコ
ン操作補助事務等に係る派遣業務
24,684時間

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1－2

平成24年11月26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番
11号日宝いづろビル

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

@818.85027円 -
単価契約
予定調達総額
20,212,500円

インターネット接続環境構築及びパソコ
ン設定等業務
一式

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1－2

平成24年11月26日

東芝情報機器株式会社九州支
店
福岡県福岡市中央区長浜2丁
目4番1号

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

7,392,000円 -

「窓開き封筒8種」の製造
一般用封筒150,000枚
ほか7種

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年11月30日
株式会社新生社印刷
鹿児島県鹿屋市札元1-22-34

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

2,446,080円 -

平成24年度所得税等確定申告期の税
務署等駐車場整理請負業務（グループ
1熊本県）
熊本東税務署2,115時間ほか9区分

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月12日
九州警備保障株式会社
熊本県熊本市中央区帯山4丁
目18番11号

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

@1,195.95円ほか -
単価契約
予定調達総額
5,806,826円

平成24年分確定申告期における備品
等の賃貸借業務（グループ1熊本県）
パーテーション172台ほか28品目

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月17日
株式会社レンタルのニッケン
東京都千代田区永田町2丁目
14番2号

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

@6,300円ほか -
単価契約
予定調達総額
8,274,000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24年10月1日～平成24年12月31日）

平成24年分確定申告期における備品
等の賃貸借業務（グループ2大分県）
ハイテーブル（巡回指導用等）272台ほ
か21品目

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月17日
広友リース株式会社九州支店
福岡県太宰府市内山字平田
497番5号

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

@8,347.5円ほか -
単価契約
予定調達総額
7,739,455円

平成24年分確定申告期における備品
等の賃貸借業務（グループ3宮崎県）
ハイテーブル（巡回指導用等）198台ほ
か22品目

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月17日
広友リース株式会社九州支店
福岡県太宰府市内山字平田
497番5号

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

@8,347.5円ほか -
単価契約
予定調達総額
6,478,500円

平成24年分確定申告期における備品
等の賃貸借業務（グループ4鹿児島県）
ハイテーブル（巡回指導用等）268台ほ
か25品目

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月17日
広友リース株式会社九州支店
福岡県太宰府市内山字平田
497番5号

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

@8,347.5円ほか -
単価契約
予定調達総額
7,863,408円

平成24年分確定申告期における広報
施策の業務委託（グループ1熊本県）
ＦＭ熊本通勤時間帯19回ほか12区分

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月20日
株式会社富士広
福岡県福岡市博多区博多駅南
4丁目15番17号

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

@10,185円ほか -
単価契約
予定調達総額
1,156,995円

平成24年分確定申告期における広報
施策の業務委託（グループ3宮崎県）
宮崎交通バス／Ｒ面（額面）（Ｂ3横ポス
ター）平成25年2月16日（土）～平成25
年3月15日（金）180枚ほか7区分

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月20日
株式会社近宣
大阪府大阪市北区西天満6丁
目2-17

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

@1,392.3円ほか -
単価契約
予定調達総額
819,315円

税務相談用高速移動通信機器を利用
した通信環境の調達
ウィルコム端末レンタル費27台ほか8区
分

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月20日
ソフトバンクテレコム株式会社
東京都港区東新橋1-9-1

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

@10,500円ほか -

「公募を実施した結
果、一般競争入札
へ移行」
単価契約
予定調達総額
1,103,916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24年10月1日～平成24年12月31日）

シュレッダーの購入等
ＭＳシュレッダーフロアタイプ21台ほか2
品目

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月18日
株式会社紙弘
熊本県熊本市中央区世安町
378-4

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

8,715,000円 -

職場環境改善備品（ＯＡ機器等）の購
入
携帯用コピー機（ＣＡＮＯＮファミリーコ
ピアＦＣ520）110台ほか8品目

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月20日
有限会社たかやま
熊本県水俣市桜井町3-4-25

一般競争入札 9,175,496円 8,499,855円 92.6%

ＯＡフィルターの購入
ＯＡフィルター600枚

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二
の丸1-2

平成24年12月21日
有限会社坂本事務機
熊本県熊本市南区良町5丁目
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

3,962,700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。



別記様式５

（部局名　：　熊本国税局） （審議対象期間　平成24年10月1日～平成24年12月31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24年分「確定申告電話相談セン
ター」における税理士相談業務
370人日

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二の丸
1－2

平成24年11月6日
南九州税理士会
熊本県熊本市中央区大江5丁
目17番5号

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

9,250,000円 @25,000円 100.0% -
単価契約
予定調達総額
9,250,000円

確定申告期に実施する税理士無料申
告相談の委託業務
1,147人日ほか

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二の丸
1－2

平成24年11月6日
南九州税理士会
熊本県熊本市中央区大江5丁
目17番5号

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

22,868,000円 @19,000円ほか 100.0% -
単価契約
予定調達総額
22,868,000円

確定申告期に実施する事前作成会の
委託業務
459人日

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二の丸
1－2

平成24年11月6日
南九州税理士会
熊本県熊本市中央区大江5丁
目17番5号

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

8,721,000円 @19,000円 100.0% -
単価契約
予定調達総額
8,721,000円

平成24年度所得税等確定申告期の税
務署等駐車場整理請負業務（グループ
2大分県）
大分税務署Ｂ1,904時間ほか2区分

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二の丸
1－2

平成24年12月20日
株式会社ＮＩＫＫＯ
大分県大分市王子町7番1号

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
予定価格を類推され
るおそれがあるため
公表しない

@1,297.059円ほか - -
単価契約
予定調達総額
3,945,900円

平成24年度所得税等確定申告期の税
務署等駐車場整理請負業務（グループ
3鹿児島県）
鹿児島税務署1,492.5時間

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
上園　泰昭
熊本県熊本市中央区二の丸
1－2

平成24年12月20日
東洋警備株式会社
鹿児島県鹿児島市西田3-10-
25

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
予定価格を類推され
るおそれがあるため
公表しない

@1,575円 - -
単価契約
予定調達総額
2,350,687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。

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。



別記様式６

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成24年10月1日～平成24年12月31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）

確定申告電話相談センター関係の電話通信回
線網構築等業務
一式

平成24年10月19日
ソフトバンクテレコム株式会社
東京都港区東新橋1-9-1

一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れる恐れがあるた
め公表しない

1,044,909円 － 1
電気通信事業の登録許可を受けた事業
者であること

平成24年分「確定申告電話相談センター」にお
ける税理士相談業務
370人日

平成24年11月6日
南九州税理士会
熊本県熊本市中央区大江5丁目17番5
号

公募 9,250,000円 @25,000円 100.0% 1
業務従事者は税理士資格を持つものであ
ること

確定申告期に実施する税理士無料申告相談の
委託業務
1,147人日ほか

平成24年11月6日
南九州税理士会
熊本県熊本市中央区大江5丁目17番5
号

公募 22,868,000円 @19,000円ほか 100.0% 1
業務従事者は税理士資格を持つものであ
ること

確定申告期に実施する事前作成会の委託業務
459人日

平成24年11月6日
南九州税理士会
熊本県熊本市中央区大江5丁目17番5
号

公募 8,721,000円 @19,000円 100.0% 1
業務従事者は税理士資格を持つものであ
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。

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）


