
 

別記様式１ 

契 約 一 覧 表 総 括 表 

（部局名：九州財務局） （審議対象期間 平成２５年１月１日～平成２５年３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）  

 

１７件

 

 ２件

１件

 ２件

１２件

１件

 

１件

０件

０件

０件

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

１件

 

１件

０件

０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：九州財務局） （審議対象期間　平成２５年１月１日～平成２５年３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

大明ケ丘住宅９号棟屋上防水改修工事（改２
４）
鹿児島県鹿児島市大明丘一丁目10番
平成25年2月8日～平成25年3月25日
「防水工事」

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
芥川　義清
熊本県熊本市西区春日二丁目10番1号

平成25年2月8日
株式会社佐幸
熊本県熊本市北区植木町木留275
番地3

一般競争入札 3,068,100円 2,383,500円 77.6%

郡元南住宅１～４号棟ほか２屋外給水設備改
修工事設計業務委託（庁２４）
鹿児島県鹿児島市東郡元町１９番ほか２
平成25年2月13日～平成25年3月25日
「建築士事務所」

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
芥川　義清
熊本県熊本市西区春日二丁目10番1号

平成25年2月13日
株式会社別当設計
宮崎県宮崎市恒久三丁目30番地
11

一般競争入札 3,311,700円 1,890,000円 57.0%

契約一覧表（競争入札（公共工事））

以　　　下　　　余　　　白



別記様式３

（部局名：九州財務局） （審議対象期間　平成２５年１月１日～平成２５年３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

日南住宅屋内ガス管改修工事（改２４）
宮崎県日南市吾田東六丁目3974-4外
平成25年1月9日～平成25年3月15日
「管工事」

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
芥川　義清
熊本県熊本市西区春日二
丁目10番1号

平成25年1月9日
江坂設備工業株式会社
宮崎県宮崎市橘通西五
丁目2番33号

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

3,874,500円 3,874,500円 100.0% ０人
不落随
意契約

契約一覧表（随意契約（公共工事））

以　　　下　　　余　　　白



別記様式４

（部局名：九州財務局） （審議対象期間　平成２５年１月１日～平成２５年３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

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

「金融トラブルに巻き込まれないためのシ
ンポジウム」開催にかかる運営等業務

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
芥川　義清
熊本県熊本市西区春日二丁目１０
番１号

平成25年1月8日
綜合企画株式会社
熊本県熊本市中央区
坪井一丁目２－２７

一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推させる
恐れがあるため公表
しない

995,400 -

熊本地方合同庁舎監視カメラ等機器の購入

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
芥川　義清
熊本県熊本市西区春日二丁目１０
番１号

平成25年2月12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
2,193,450円

（A)
115,900円

55.4%
(B/A×
100）

分担契約
契約総額

1,215,900円
（B)

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

以　　　下　　　余　　　白



別記様式５

（部局名：九州財務局） （審議対象期間　平成２５年１月１日～平成２５年３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

ガス料金

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
芥川　義清
熊本県熊本市西区春日二丁目10
番1号
ほか5官署

－
西部瓦斯株式会社熊本支社
熊本県熊本市中央区萩原町14番10号

予決令第102条の2に基づき
長期継続契約を行ってお
り、かつ行政需要に適合し
た供給を行える事業者が特
定されており、契約価格の
競争による契約相手方の選
定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

－ － － －

長期継続契約
単価契約、分担契約
平成24年度支払実績額
1,874,066円
平成24年度分担総額
9,309,655円

水道料金

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
芥川　義清
熊本県熊本市西区春日二丁目10
番1号
ほか5官署

－
熊本市上下水道局
熊本県熊本市中央区水前寺六丁目2番45号

予決令第102条の2に基づき
長期継続契約を行ってお
り、かつ行政需要に適合し
た供給を行える事業者が特
定されており、契約価格の
競争による契約相手方の選
定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

－ － － －

長期継続契約
単価契約、分担契約
平成24年度支払実績額
914,201円
平成24年度分担総額
6,469,201円

電気料金

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
芥川　義清
熊本県熊本市西区春日二丁目10
番1号
ほか5官署

－
九州電力株式会社熊本西営業所
熊本県熊本市西区上熊本二丁目12番10号

予決令第102条の2に基づき
長期継続契約を行ってお
り、かつ行政需要に適合し
た供給を行える事業者が特
定されており、契約価格の
競争による契約相手方の選
定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

－ － － －

長期継続契約
単価契約、分担契約
平成24年度支払実績額
5,348,185円
平成24年度分担総額
30,774,410円

電話料金

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
芥川　義清
熊本県熊本市西区春日二丁目10
番1号

－
ソフトバンクテレコム株式会社
東京都港区東新橋一丁目9番1号

予決令第102条の2に基づき
長期継続契約を行ってお
り、かつ行政需要に適合し
た供給を行える事業者が特
定されており、契約価格の
競争による契約相手方の選
定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

－ － － －

長期継続契約
単価契約
平成24年度支払実績額
2,892,512円

契約一覧表（随意契約（物品役務等））



別記様式５

（部局名：九州財務局） （審議対象期間　平成２５年１月１日～平成２５年３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

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

料金後納郵便

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
芥川　義清
熊本県熊本市西区春日二丁目10
番1号

-
日本郵便株式会社
東京都千代田区霞ヶ関一丁目3番2号

郵便法又は民間事業者によ
る信書の送達に関する法律
に規定する郵便及び信書の
送達が可能な事業者は、日
本郵便株式会社しかなく競
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

80円 ほか 80円 ほか － －
単価契約
平成24年度支払実績額
4,479,901円

ガス料金

分任支出負担行為担当官
九州財務局大分財務事務所長
三代　啓二郎
大分県大分市新川町2-1-36
ほか3官署

-
大分瓦斯株式会社
大分県別府市北的ケ浜町５－２５

予決令第102条の2に基づき
長期継続契約を行ってお
り、かつ行政需要に適合し
た供給を行える事業者が特
定されており、契約価格の
競争による契約相手方の選
定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

－ － － －

長期継続契約
単価契約、分担契約
平成24年度支払実績額
568,406円
平成24年度分担総額
2,197,080円

水道料金

分任支出負担行為担当官
九州財務局大分財務事務所長
三代　啓二郎
大分県大分市新川町2-1-36
ほか3官署

－
大分市水道局
大分県大分市城崎町１－５－２０

予決令第102条の2に基づき
長期継続契約を行ってお
り、かつ行政需要に適合し
た供給を行える事業者が特
定されており、契約価格の
競争による契約相手方の選
定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

－ － － －

長期継続契約
単価契約、分担契約
平成24年度支払実績額
303,265円
平成24年度分担総額
1,277,762円

ガス料金

分任支出負担行為担当官
九州財務局宮崎財務事務所長
志賀　真
宮崎県宮崎市橘通東三丁目1番
22号
ほか2官署

－
宮崎ガス株式会社
宮崎県宮崎市阿波岐原町野間311番地1

予決令第102条の2に基づき
長期継続契約を行ってお
り、かつ行政需要に適合し
た供給を行える事業者が特
定されており、契約価格の
競争による契約相手方の選
定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

－ － － －

長期継続契約
単価契約、分担契約
平成24年度支払実績額
284,260円
平成24年度分担総額
2,063,985円



別記様式５

（部局名：九州財務局） （審議対象期間　平成２５年１月１日～平成２５年３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

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

水道料金

分任支出負担行為担当官
九州財務局宮崎財務事務所長
志賀　真
宮崎県宮崎市橘通東三丁目1番
22号
ほか2官署

－
宮崎市上下水道局
宮崎県宮崎市鶴島三丁目252番地

予決令第102条の2に基づき
長期継続契約を行ってお
り、かつ行政需要に適合し
た供給を行える事業者が特
定されており、契約価格の
競争による契約相手方の選
定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

－ － － －

長期継続契約
単価契約、分担契約
平成24年度支払実績額
225,946円
平成24年度分担総額
1,111,954円

電気料金

分任支出負担行為担当官
九州財務局宮崎財務事務所長
志賀　真
宮崎県宮崎市橘通東三丁目1番
22号
ほか2官署

－
九州電力株式会社宮崎営業所
宮崎県宮崎市橘通西四丁目2番23号

予決令第102条の2に基づき
長期継続契約を行ってお
り、かつ行政需要に適合し
た供給を行える事業者が特
定されており、また、一般
競争入札を実施したところ
不調となり、電力を供給で
きるのは同社しかなく、契
約相手方の選定を許さない
ことから、会計法第29条の3
第4項に該当するため

－ － － －

長期継続契約
単価契約、分担契約
平成24年度支払実績額
739,767円
平成24年度分担総額
4,332,242円

ガス料金

分任支出負担行為担当官
九州財務局鹿児島財務事務所長
仮野　宏
鹿児島県鹿児島市山下町13番21
号
ほか4官署

－
日本ガス株式会社
鹿児島県鹿児島市中央町8番地2

予決令第102条の2に基づき
長期継続契約を行ってお
り、かつ行政需要に適合し
た供給を行える事業者が特
定されており、契約価格の
競争による契約相手方の選
定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

－ － － －

長期継続契約
単価契約、分担契約
平成24年度支払実績額
164,981円
平成24年度分担総額
1,552,069円

水道料金

分任支出負担行為担当官
九州財務局鹿児島財務事務所長
仮野　宏
鹿児島県鹿児島市山下町13番21
号
ほか4官署

－
鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理
者
鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番10号

予決令第102条の2に基づき
長期継続契約を行ってお
り、かつ行政需要に適合し
た供給を行える事業者が特
定されており、契約価格の
競争による契約相手方の選
定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

－ － － －

長期継続契約
単価契約、分担契約
平成24年度支払実績額
262,074円
平成24年度分担総額
2,001,486円



別記様式６

（部局名：九州財務局） （審議対象期間　平成２５年１月１日～平成２５年３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）

郡元南住宅１～４号棟ほか２屋外給水設備改
修工事設計業務委託（庁２４）
鹿児島県鹿児島市東郡元町１９番ほか２
平成25年2月13日～平成25年3月25日
「建築士事務所」

平成25年2月13日
株式会社別当設計
宮崎県宮崎市恒久三丁目30番地
11

一般競争入札 3,311,700円 1,890,000円 57.0% 1

　平成２３・２４年度九州財務局の競争
参加者資格審査において「建築士事務
所」の「Ｃ」等級に格付けされており、
責任をもって業務を完成することができ
る者であること。

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

以　　　下　　　余　　　白


