
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７月１日～平成２７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）  

 

 １７ 件

 

 ５ 件

 ０ 件

 ９ 件

 ３ 件

 ５ 件

 １ 件

 ０ 件

 １ 件

 ３ 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  

 

 

 

 

 ５ 件

 

 ２ 件

 ０ 件

 ３ 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７月１日～平成２７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

応札
者数

備　　考

 延岡合同庁舎　中央監視装置更新工
事
宮崎県延岡市大貫町１－２９１５
平成27年7月3日～平成27年10月15日
「種別：電気通信工事」

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

平成27年7月3日

 ジョンソンコントロー
ルズ株式会社九州支店
福岡県福岡市博多区冷
泉町４－２０島津博多
ビル５Ｆ

 一般競争入札
 16,286,400円

（Ａ）
 6,791,694円

 99.3%
（Ｂ/Ａ
×100）

 7

 分担契約
契約総額
16,178,400
円
（Ｂ）

 日南税務署ほか１署　OAフロアカー
ペット取替工事
宮崎県日南市上平野町１－８－４ほか
平成27年7月15日～平成27年11月13日
「種別：内装仕上工事」

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

平成27年7月15日
 株式会社廣島
熊本市中央区黒髪２－
３１－２３

 一般競争入札  3,155,760円  2,322,000円 73.5%  4

 八代税務署　戸開走行保護装置設置
工事
熊本県八代市花園町１６－２
平成27年7月15日～平成28年1月29日
「種別：機械器具設置工事」

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

平成27年7月15日

 シンドラーエレベータ
株式会社西日本支社
福岡県福岡市博多区綱
場町５－３１

 一般競争入札  12,158,640円  12,150,000円 99.9%  1

 川内税務署ほか３署　OAフロアカー
ペット取替工事
鹿児島県薩摩川内市若葉町１－２５ほ
か
平成27年7月21日～平成27年12月11日
「種別：内装仕上工事」

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

平成27年7月21日
 有限会社フクソウ
鹿児島県鹿児島市紫原
５－１４－１７

 一般競争入札  6,923,880円  4,285,440円 61.8%  4

 臼杵税務署　空調機改修工事
大分県臼杵市大字臼杵２－１０７－６
３７
平成27年9月14日～平成28年1月8日
「種別：管工事」

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

平成27年9月14日
 株式会社ツインデック
大分県大分市大字片島
５５－１

 一般競争入札  26,572,320円  24,368,572円 91.7%  3

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７月１日～平成２７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
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７月１日～平成２７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

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

 平成27年度メンタルヘルス（ライン
ケア・セルフケア）研修の業務委託
講話　４回ほか

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

平成27年7月1日
 株式会社キャリアバンク
福岡県福岡市中央区天神２－
１４－２

 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
 @17,800.56円ほか －  2

 単価契約
予定調達総額
1,392,120円

 年末調整関係用紙等の封入業務
封入　24,194人ほか

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

平成27年7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
 @41.04円 －  1

 単価契約
予定調達総額
8,953,327円

 ＯＡセンター機器リプレースに伴う
局独自システム等のシステム移行・
改修・開発等業務

 支出負担行為担当官熊本国
税局総務部次長
松岡　保俊
熊本県熊本市西区春日２－
１０－１

平成27年7月13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２Ｆ

 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
 2,505,600円 －  2

 熊本国税局及び管内税務署の職員が
使用するレンタカーの賃貸借業務
乗用車（1300CC）947日ほか6クラス
及び1品目
契約期間：27.7.1～28.3.31

 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7月1日

 株式会社トヨタレンタリース
熊本
熊本県熊本市東区御領２－２
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
 @4,860円ほか －  4

 単価契約
予定調達総額
13,312,080円

 年末調整関係用紙等の発送代行業務
148,229件ほか

 支出負担行為担当官熊本国
税局総務部次長
松岡　保俊
熊本県熊本市西区春日２－
１０－１

平成27年8月4日
 中越運送株式会社
新潟県新潟市中央区美咲町１
－２３－２６

 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
 @61.56円ほか －  3

 単価契約
予定調達総額
14,738,716円

 「平成２７年分給与所得の源泉徴収
票」の製造
2,695,000組ほか

 支出負担行為担当官熊本国
税局総務部次長
松岡　保俊
熊本県熊本市西区春日２－
１０－１

平成27年8月28日
 白木メディア株式会社
熊本県熊本市中央区九品寺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
 1,543,725円 －  3

 分担契約
契約総額
3,071,790円

 新規配備パソコン及びプリンタの設
定等作業の委託業務

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

平成27年9月4日
 東芝情報機器株式会社
東京都江東区豊洲５－６ー１
５

 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
 3,207,600円 －  2

 システム改修等業務

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

平成27年9月24日
 株式会社シンクロソフト
広島県呉市焼山中央１－１２
－１２

 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
 1,360,368円 －  3

 熊本国税局管内税務署において使用
する備品の購入等
デジタルカメラほか１３品目

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

平成27年9月16日
 有限会社坂本事務機
熊本県熊本市南区良町５－１
０－７

 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
 2,318,868円 －  7

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７月１日～平成２７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
応札
者数

再就職の役
員の数

備　　考

 平成27年分所得税及び復興特別所得
税、消費税及び地方消費税並びに贈
与税の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
平成２７年８月７日～平成２８年３
月１７日

 支出負担行為担当官熊本国
税局総務部次長
松岡　保俊
熊本県熊本市西区春日２－
１０－１

平成27年8月7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。

 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

 @42,750円ほか －  1
 単価契約

予定調達総額
3,550,338円

 平成27年分所得税及び復興特別所得
税、消費税及び地方消費税並びに贈
与税の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
平成２７年８月７日～平成２８年３
月１７日

 支出負担行為担当官熊本国
税局総務部次長
松岡　保俊
熊本県熊本市西区春日２－
１０－１

平成27年8月7日
 株式会社カリーノ
熊本県熊本市中央区安政町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。

 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

 @92,664円 －  1
 単価契約

予定調達総額
4,633,200円

 平成27年分所得税及び復興特別所得
税、消費税及び地方消費税並びに贈
与税の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
平成２７年８月７日～平成２８年３
月１６日

 支出負担行為担当官熊本国
税局総務部次長
松岡　保俊
熊本県熊本市西区春日２－
１０－１

平成27年8月7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。

 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

 @73,008円ほか －  1
 単価契約

予定調達総額
7,224,384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。

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（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。

（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６

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成２７年７月１日～平成２７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）

 年末調整関係用紙等の封入業務
封入　24,194人

平成27年7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

 @41.04円  -  1

 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
（JIPDEC）によりプライバシーマークを付与
されていること。
JISQ27001（ISO27001）の認証取得をしている
こと。

 八代税務署　戸開走行保護装置設置
工事
熊本県八代市花園町１６－２
平成27年7月15日～平成28年1月29日
「種別：機械器具設置工事」

平成27年7月15日

 シンドラーエレベー
タ株式会社西日本支
社
福岡県福岡市博多区
綱場町５－３１

 一般競争入札  12,158,640円  12,150,000円 99.9%  1

平成27・28年度財務省南九州地区競争参加資
格審査において、業種区分が「機械器具設置
工事」であって、「Ａ又はＢ」等級に格付け
されていること。

 平成27年分所得税及び復興特別所得
税、消費税及び地方消費税並びに贈
与税の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
平成２７年８月７日～平成２８年３
月１７日

平成27年8月7日
 大分商工会議所
大分県大分市長浜町
３－１５－１９

 随意契約（企画競争無し）

 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

 @42,750円ほか  -  1

 平成27年分所得税及び復興特別所得
税、消費税及び地方消費税並びに贈
与税の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
平成２７年８月７日～平成２８年３
月１７日

平成27年8月7日
 株式会社カリーノ
熊本県熊本市中央区
安政町１－２

 随意契約（企画競争無し）

 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

 @92,664円  -  1

 平成27年分所得税及び復興特別所得
税、消費税及び地方消費税並びに贈
与税の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
平成２７年８月７日～平成２８年３
月１６日

平成27年8月7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

 随意契約（企画競争無し）

 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

 @73,008円ほか  -  1

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。


