
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２６年１０月１日～平成２６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26年10月1日～平成26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

応札
者数

備　　考

人吉税務署下青井宿舎給水管改修ほか
工事
熊本県人吉市下青井町42－10
平成26年12月19日～平成27年3月13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
長田　洋介
熊本県熊本市中央区二の丸1－2

平成26年12月19日
株式会社岩井工務店
熊本県人吉市土手町3

一般競争入札 19,773,720円 11,664,000円 58.9% 4 低入札

以下余白

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　平成26年10月1日～平成26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
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

該当なし

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　平成26年10月1日～平成26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

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

熊本国税局管内税務署等の電話
設備の賃貸借及び保守業務一式
平成26年12月1日から平成31年3
月31日

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

平成26年10月1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

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。

23,112,000円 － 1

所得税及び復興特別所得税並び
に消費税の確定申告書等諸用紙
の発送代行業務
発送件数303,000件

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

平成26年10月16日
メールカスタマーセンター
株式会社
東京都港区海岸1－2－20

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。

@50.328円ほか － 4

実験台、鑑定用分析備品等の購入
等
サイド実験台ほか12品目

支出負担行為担当官熊本国税局
総務部次長
長田洋介
熊本県熊本市中央区 の丸

平成26年10月1日
株式会社新興精機熊本営業所
熊本県熊本市東区月出4－4－130

一般競争入札 4,902,476円 3,024,000円 61.6% 3

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

熊本県熊本市中央区二の丸1－2

「平成26年分所得税等の確定申告
発送用封筒」の製造
一括発送用封筒310,000枚ほか

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

平成26年10月24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。

2,524,176円 － 4

指定法人の情報提供業務
情報提供件数430件

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

平成26年11月10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。

@9,180円 － 2
単価契約
予定調達総額
3,947,400円



別記様式４

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成26年10月1日～平成26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

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

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

平成26年分所得税及び復興特別
所得税並びに消費税確定申告書
等の封入業務（グループ1熊本県）
封入件数36,408件ほか

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

平成26年11月14日
株式会社八木運送
熊本県熊本市東区健軍3－3－5－
101

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。

@28.08円ほか － 2
単価契約
予定調達総額
3,695,058円

平成26年分所得税及び復興特別
所得税並びに消費税確定申告書
等の封入業務（グループ2大分県）
封入件数20,555件ほか

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

平成26年11月14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。

@28.08円ほか － 2
単価契約
予定調達総額
2,134,170円

平成26年分所得税及び復興特別
所得税並びに消費税確定申告書
等の封入業務（グループ3宮崎県）
封入件数 件ほか

支出負担行為担当官熊本国税局
総務部次長
長田洋介
熊本県熊本市中央区 の丸

平成26年11月14日
株式会社八木運送
熊本県熊本市東区健軍3－3－5－
101

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

@30.24円ほか － 2
単価契約
予定調達総額
2 250 208円

封入件数20,344件ほか 熊本県熊本市中央区二の丸1－2
101

しない。
2,250,208円

平成26年分所得税及び復興特別
所得税並びに消費税確定申告書
等の封入業務（グループ4鹿児島
県）
封入件数27,256件ほか

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

平成26年11月14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。

@28.08円ほか － 2
単価契約
予定調達総額
3,019,231円

予算管理システムの改修業務一式

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

平成26年11月20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

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。

　1,344,600円 － 1



別記様式４

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成26年10月1日～平成26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

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

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

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
長田洋介
熊本県熊本市中央区二の丸1－2

平成26年11月25日
東芝情報機器株式会社
東京都江東区豊洲5－6－15

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。

9,104,400円 － 2

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鹿児島税務署）
業務時間1,455時間

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

平成26年12月8日
東洋警備株式会社
鹿児島県鹿児島市西田2－10－25

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。

@1,620円 － 2
単価契約
予定調達総額
2,357,100円

平成26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
業務時間 時間

支出負担行為担当官熊本国税局
総務部次長
長田洋介
熊本県熊本市中央区 の丸

平成26年12月8日
ランスタッド株式会社
東京都千代田区紀尾井町4－1

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

@961.2円 － 1
単価契約
予定調達総額
21 840 386円

業務時間22,722時間 熊本県熊本市中央区二の丸1－2 しない。
21,840,386円

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熊本西税務署）
業務時間2,880時間

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

平成26年12月12日
株式会社サーヴェックス
熊本県熊本市中央区帯山4－12－
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。

@1,890円 － 4
単価契約
予定調達総額
5,443,200円

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熊本東税務署）
業務時間1,777.5時間

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

平成26年12月12日
株式会社サーヴェックス
熊本県熊本市中央区帯山4－12－
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。

@1,890円 － 4
単価契約
予定調達総額
3,359,475円



別記様式４

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成26年10月1日～平成26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

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

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

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大分税務署）
従事人日317人

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

平成26年12月18日
株式会社ＮＩＫＫＯ
大分県大分市王子町7－1

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。

@10,247円 － 3
単価契約
予定調達総額
3,248,311円

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別府税務署）
従事人日82人

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

平成26年12月18日
株式会社ＮＩＫＫＯ
大分県大分市王子町7－1

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。

@10,247円 － 2
単価契約
予定調達総額
840,257円

平成26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）

支出負担行為担当官熊本国税局
総務部次長
長田洋介
熊本県熊本市中央区 の丸

平成26年12月18日
株式会社レンタルのニッケン
熊本県熊本市東区御領2－28－7

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

@8,640円ほか － 2
単価契約
予定調達総額
10 044 000円（グル プ1熊本県）

熊本県熊本市中央区二の丸1－2 しない。
10,044,000円

平成26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）

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

平成26年12月18日
広友リース株式会社
東京都港区赤坂1－4－17

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。

@8,640円ほか － 2
単価契約
予定調達総額
8,164,800円

人事第一課サーバソフト更新作業
委託業務

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

平成26年12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

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。

982,800円 － 2



別記様式４

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成26年10月1日～平成26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

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

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

平成26年分確定申告期における
広報施策の業務委託

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

平成26年12月19日
株式会社近宣
大阪府大阪市北区西天満6－2－
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。

@5,076円ほか － 3
単価契約
予定調達総額
4,503,600円

熊本国税局管内税務署において
使用する備品の購入等

インクジェットプリンタほか118品目

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

平成26年12月19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。

11,276,863円 － 6

ＯＡフィルターの購入

404枚

支出負担行為担当官熊本国税局
総務部次長
長田洋介
熊本県熊本市中央区 の丸

平成26年12月19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

2,827,353円 － 5
404枚

熊本県熊本市中央区二の丸1－2 しない。

以下余白

（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26年10月1日～平成26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
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

確定申告電話相談センターの運営業
務委託
従事日数1,611人日

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

平成26年10月23日
株式会社アイティフォー
東京都千代田区一番町21
一番町東急ビル

　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、
会計令第29条の3第5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。

@7,249円ほか - 3
単価契約
予定調達総額
12,051,761円

平成26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）

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

平成26年12月19日

株式会社レンタルのニッケ
ン
熊本県熊本市東区御領2
－28－7

　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、
会計令第29条の3第5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。

@10,152円ほか － 2
単価契約
予定調達総額
7,285,896円

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

平成26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）

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

平成26年12月19日
広友リース株式会社
東京都港区赤坂1－4－17

　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、
会計令第29条の3第5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。

@10,800円ほか － 2
単価契約
予定調達総額
9,147,600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）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。



別記様式６

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成26年10月1日～平成26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）

熊本国税局管内税務署等の電話設備の賃貸
借及び保守業務一式
平成26年12月1日から平成31年3月31日

平成26年10月1日
南海電設株式会社福岡営業所
福岡県福岡市博多区豊1－３－1
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。

23,112,000円 － 1
　納入する機器等の仕様を満たす「応
札証明書」を提出すること。

予算管理システムの改修業務一式 平成26年11月20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

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。

　1,344,600円 － 1

　受託者は、一般財団法人日本情報経
済社会推進協会（JIPDEC）による
ISO/IEC27001、国内規格（JISQ27001）
の認証、又は、プライバシーマークの
付与を受けていること。

平成26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
業務時間22,722時間

平成26年12月8日
ランスタッド株式会社
東京都千代田区紀尾井町4－1

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

@961.2円 － 1

　一般労働者は派遣事業に関し、厚生
労働大臣の許可を受けていること。
　一般財団法人日本情報経済社会推進
協会：（旧名称：財団法人日本情報処
理開発協会）（JIPDEC）による
ISO/IEC27001、国内規格（JISQ27001）
の認証、あるいは、プライバシーマー
クの付与を受けていること。

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。


