
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２７年１月１日～平成２７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）  

 

３５件

 

０件

０件

５件

３０件

１件

０件

０件

０件

１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

 

０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　平成２７年１月１日～平成２７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

応札
者数

備　　考

該当なし

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２７年１月１日～平成２７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
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２７年１月１日～平成２７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

応札
者数

備　　考

熊本国税局、熊本西税務署及
び熊本国税不服審判所の庁舎
移転に伴う廃棄備品等撤去業
務
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
熊本県熊本市西区春日
２－１０－１

平成27年1月5日

有価物回収協業組合石坂グ
ループ
熊本県熊本市東区戸島町２
８７４

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。

12,420,000円 - 2

シュレッダーの購入等
シュレッダー21台

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

平成27年1月28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。

8,391,600円 - 4

郵便料金計器の購入等
郵便料金計器5台

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

平成27年1月28日
テクノ・トッパン・フォームズ
株式会社
東京都日野市旭が丘２－６

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。

4,887,000円 - 3

熊本国税局において使用する
事務用備品等の購入
ロッカー4個ほか33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
熊本県熊本市西区春日
２－１０－１

平成27年2月24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。

9,315,702円 － 5

赤外線会議システムの購入等
会議システム一式

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

平成27年3月2日
株式会社珠郎
熊本県熊本市南区馬渡１－
９－１２

一般競争入札               1,959,277 1,922,400 98.1% 5

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　平成２７年１月１日～平成２７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
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

電話料

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

-

西日本電信電話株式会
社
大阪府大阪市中央区馬
場町３－１５

予算決算及び会計令第
102条の2に基づき長期継
続契約を行っており、当
初要求要件を満たす業者
の中から最も廉価な業者
を契約相手方として決定
し、継続して使用するもの
であり、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。

- - - -

長期継続契約
単価契約
26年度支払実
績額
6,292,291円

電話料

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

-

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

予算決算及び会計令第
102条の2に基づき長期継
続契約を行っており、当
初要求要件を満たす業者
の中から最も廉価な業者
を契約相手方として決定
し、継続して使用するもの
であり、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。

- - - -

長期継続契約
単価契約
26年度支払実
績額
20,495,064円

電話料

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

-

ソフトバンクモバイル株
式会社
東京都港区東新橋１－
９－１

予算決算及び会計令第
102条の2に基づき長期継
続契約を行っており、当
初要求要件を満たす業者
の中から最も廉価な業者
を契約相手方として決定
し、継続して使用するもの
であり、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。

- - - -

長期継続契約
単価契約
26年度支払実
績額
5,797,369円

契約一覧表（随意契約（物品役務等））



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成２７年１月１日～平成２７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
応札
者数

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（熊本合同庁舎）

支出負担行為担当官熊本
国税局総務部次長
長田洋介
熊本県熊本市西区春日２－
１０－１
ほか４官署等

-

熊本市上下水道事業管
理者
熊本県熊本市中央区水
前寺６－２－４５

予算決算及び会計令第
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
26年度支払実
績額
2,827,744円
分担契約
分担総額
2,312,140円

ガス料金（熊本合同庁舎）

支出負担行為担当官熊本
国税局総務部次長
長田洋介
熊本県熊本市西区春日２－
１０－１
ほか４官署等

-

西部瓦斯株式会社熊本
支社
熊本県熊本市中央区萩
原町１４－１０

予算決算及び会計令第
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
26年支払実績
額
10,729,816円
分担契約
分担総額
7,630,683円

ガス料金（鹿児島税務署）

支出負担行為担当官熊本
国税局総務部次長
長田洋介
熊本県熊本市西区春日２－
１０－１
ほか１官署等

-
日本ガス株式会社
鹿児島県鹿児島市中央
町８－２

予算決算及び会計令第
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
26年度支払実
績額
3,563,986円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成２７年１月１日～平成２７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
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

ガス料金（中津合同庁舎）

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

-

株式会社エコア中津ガ
ス支店
大分県中津市中殿５６０
－１

予算決算及び会計令第
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
26年度支払実
績額
2,732,330円
分担契約
分担総額
1,280,392円

ガス料金（都城合同庁舎）

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

-
宮崎ガス株式会社
宮崎県宮崎市阿波岐原
町野間３１１－１

予算決算及び会計令第
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
26年度支払実
績額
5,145,331円
分担契約
分担総額
1,349,105円

ガス料金（延岡合同庁舎）

支出負担行為担当官熊本
国税局総務部次長
長田洋介
熊本県熊本市西区春日２－
１０－１
ほか４官署

-
宮崎ガス株式会社
宮崎県宮崎市阿波岐原
町野間３１１－１

予算決算及び会計令第
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
26年度支払実
績額
3,260,769円
分担契約
分担総額
1,362,398円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成２７年１月１日～平成２７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
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

電気料（種子島合同庁舎）

支出負担行為担当官熊本
国税局総務部次長
長田洋介
熊本県熊本市西区春日２－
１０－１
ほか７官署等

-
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡
辺通２－１－８２

予算決算及び会計令第
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
26年度支払実
績額
5,091,185円
分担契約
分担総額
2,151,108円

照会費用

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

平成26年4月1日

株式会社宮崎銀行
宮崎県宮崎市橘通東４
－３－５

当該金融機関に対する照
会費用であり、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。

2,394,693 ＠21.6円 100.0% -

単価契約
26年度支払実
績額
2,394,693円

照会費用

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

平成26年4月1日
株式会社鹿児島銀行
鹿児島県鹿児島市金生
町６－６

当該金融機関に対する照
会費用であり、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。

2,476,420 @20円 100.0% -

単価契約
26年度支払実
績額
2,476,420円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成２７年１月１日～平成２７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
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

照会費用

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

平成26年4月1日
株式会社大分銀行
大分県大分市府内町３
－４－１

当該金融機関に対する照
会費用であり、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。

1,705,764 ＠21.6円 100.0% -

単価契約
26年度支払実
績額
1,705,764円

照会費用

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

平成26年4月1日
株式会社肥後銀行
熊本県熊本市中央区紺
屋町１－１３－５

当該金融機関に対する照
会費用であり、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。

2,805,446 ＠21.6円 100.0% -

単価契約
26年度支払実
績額
2,805,446円

照会費用

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

平成26年4月1日
鹿児島相互信用金庫
鹿児島県鹿児島市与次
郎１－６－３０

当該金融機関に対する照
会費用であり、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。

1,787,785 ＠21.6円 100.0% -

単価契約
26年度支払実
績額
1,787,785円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成２７年１月１日～平成２７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
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

有料道路通行料

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

平成26年4月1日

西日本高速道路株式会
社九州支社
福岡県福岡市中央区天
神１－４－２

当該有料道路の通行料
であり、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。

15,787,518 ＠300円ほか 100.0% -

単価契約
26年度支払実
績額
15,787,518円

ＥＴＣコーポレートカード利用及び
発行等業務

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

平成26年4月1日

トヨタファイナンス株式会
社
東京都江東区東陽６－
３－２

公募を行った結果、申込
者が１者のみであり、他に
履行できる者がなく、競争
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。

2,188,260 ＠300円ほか 100.0% 1

単価契約
26年度支払実
績額
2,188,260円

ＮＨＫ受信料

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

平成26年4月1日
日本放送協会
東京都渋谷区神南２－
２－１

放送法第64条第1項に基
づき契約を行うものであ
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。

2,225,005 ＠7,272円ほか 100.0% -

単価契約
26年度支払実
績額
2,137,740円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成２７年１月１日～平成２７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
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

料金後納郵便物の取扱

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

平成26年4月1日

日本郵便株式会社熊本
支店
熊本県熊本市中央区新
町２－１－１

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業
者は、日本郵便株式会社
以外になく、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。

195,027,025 @80円ほか 100.0% -

単価契約
26年度支払実
績額
194,685,388円

路線価等を定めるための鑑定評
価業務

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

平成26年11月19日

一般財団法人日本不動
産研究所熊本支所
熊本県熊本市中央区桜
町１－２０西嶋三井ビル
ディング１１F

公募を実施し、申込みの
あった者のうち、当庁の仕
様要件を満たす全ての者
と契約したものであり、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。

45,221,450 @72,550円ほか 100.0% -

単価契約
26年度支払実
績額
1,327,350円

路線価等を定めるための鑑定評
価業務

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

平成26年11月19日

株式会社鑑定ソリュート
熊本
熊本県熊本市中央区城
東町２－２０明治安田生
命熊本ビル５F

公募を実施し、申込みの
あった者のうち、当庁の仕
様要件を満たす全ての者
と契約したものであり、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。

45,221,450 @72,550円ほか 100.0% 77

単価契約
26年度支払実
績額
1,305,900円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成２７年１月１日～平成２７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
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

路線価等を定めるための鑑定評
価業務

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

平成26年11月19日

株式会社九州不動産鑑
定所
熊本県熊本市中央区坪
井４－１０－１

公募を実施し、申込みの
あった者のうち、当庁の仕
様要件を満たす全ての者
と契約したものであり、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。

45,221,450 @72,550円ほか 100.0% 77

単価契約
26年度支払実
績額
1,305,900円

路線価等を定めるための鑑定評
価業務

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

平成26年11月19日

株式会社都市評価シス
テム
大分県大分市碩田町１
－１－２３吉次勧業ビル
３階

公募を実施し、申込みの
あった者のうち、当庁の仕
様要件を満たす全ての者
と契約したものであり、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。

45,221,450 @72,550円ほか 100.0% 77

単価契約
26年度支払実
績額
1,327,350円

路線価等を定めるための鑑定評
価業務

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

平成26年11月19日

株式会社長嶋不動産鑑
定事務所
大分県大分市城崎町２
－４－７

公募を実施し、申込みの
あった者のうち、当庁の仕
様要件を満たす全ての者
と契約したものであり、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。

45,221,450 @72,550円ほか 100.0% 77

単価契約
26年度支払実
績額
1,399,900円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成２７年１月１日～平成２７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
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

路線価等を定めるための意見価
格等の提出業務

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

平成26年12月25日

有限会社冨田不動産鑑
定所
熊本県熊本市中央区上
水前寺２－８－１７

公募を実施し、申込みの
あった者のうち、当庁の仕
様要件を満たす全ての者
と契約したものであり、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。

50,650,900 @1,400円ほか 100.0% 88

単価契約
26年度支払実
績額
1,071,000円

路線価等を定めるための意見価
格等の提出業務

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

平成26年12月25日

一般財団法人日本不動
産研究所熊本支所
熊本県熊本市中央区桜
町１－２０西嶋三井ビル
ディング１１Ｆ

公募を実施し、申込みの
あった者のうち、当庁の仕
様要件を満たす全ての者
と契約したものであり、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。

50,650,900 @1,400円ほか 100.0% 88

単価契約
26年度支払実
績額
1,510,900円

路線価等を定めるための意見価
格等の提出業務

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

平成26年12月25日

株式会社鑑定ソリュート
熊本
熊本県熊本市中央区城
東町２－２０明治安田生
命熊本ビル５Ｆ

公募を実施し、申込みの
あった者のうち、当庁の仕
様要件を満たす全ての者
と契約したものであり、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。

50,650,900 @1,400円ほか 100.0% 88

単価契約
26年度支払実
績額
1,441,500円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成２７年１月１日～平成２７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
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

路線価等を定めるための意見価
格等の提出業務

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

平成26年12月25日

株式会社九州不動産鑑
定所
熊本県熊本市中央区坪
井４－１０－１

公募を実施し、申込みの
あった者のうち、当庁の仕
様要件を満たす全ての者
と契約したものであり、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。

50,650,900 @1,400円ほか 100.0% 88

単価契約
26年度支払実
績額
1,456,300円

路線価等を定めるための意見価
格等の提出業務

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

平成26年12月25日

株式会社都市評価シス
テム
大分県大分市碩田町１
－１－２３吉次勧業ビル
３階

公募を実施し、申込みの
あった者のうち、当庁の仕
様要件を満たす全ての者
と契約したものであり、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。

50,650,900 @1,400円ほか 100.0% 88

単価契約
26年度支払実
績額
1,396,200円

路線価等を定めるための意見価
格等の提出業務

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

平成26年12月25日

株式会社長嶋不動産鑑
定事務所
大分県大分市城崎町２
－４－７

公募を実施し、申込みの
あった者のうち、当庁の仕
様要件を満たす全ての者
と契約したものであり、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。

50,650,900 @1,400円ほか 100.0% 88

単価契約
26年度支払実
績額
1,347,800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２７年１月１日～平成２７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）

ＥＴＣコーポレートカード利用及び発
行等業務

平成26年4月1日
トヨタファイナンス株式会社
東京都江東区東陽６－３－２

公　募 2,188,260 ＠300円ほか 100.0% 1
　各有料道路事業者の有料道路の利用及
び料金の精算を委託者の発行するＥＴＣ
カードにより行うこと。

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。

以　下　余　白


