
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１０月１日～平成２７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２７年１０月１日～平成２７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

法人番号
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

高鍋税務署　駐車場改修ほか工事
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３８
平成27年10月19日～平成28年1月15日
「種別：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
松岡　保俊
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成27年10月19日
有限会社岩切建設
宮崎県宮崎市出来島町
５１－１

7350002000469 一般競争入札 14,734,440円 13,824,000円 93.8% 6

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１０月１日～平成２７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

法人番号

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１０月１日～平成２７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

法人番号
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

確定申告電話相談センター関係の電話
通信回線網構築業務等

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10月19日
ソフトバンク　株式会社
東京都港区東新橋１丁目９番１号

9010401052465 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

1,316,900円 - 1

領収現金等警備搬送業務

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10月26日
日本通運　株式会社　熊本支店
熊本市中央区水前寺１丁目５番
８号

4010401022860 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

1,796,256円 - 2

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
255,600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11月10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丁目２番２０
号

5110001023950 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 - 3

単価契約
予定調達総額
14,554,738円
分担契約
分担予定額
11,643,792円

八代税務署及び竹田税務署の電話
設備の賃貸借及び保守業務一式
平成２８年１月１日～平成３２年
３月３１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11月16日
株式会社　九州日立システムズ
中九州支店
熊本市中央区花畑町４－１

5290001007168 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

1,723,680円 - 4

平成２７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
封入業務（グループ１　熊本県）
34,490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11月18日
株式会社　グロップ
岡山市中区 東町２丁目２番５
号

6260001002220 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

@21.60円ほか - 4
単価契約
予定調達総額
3,431,113円

平成２７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
封入業務（グループ２　大分県）
19,487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11月18日
九州西濃運輸　株式会社
福岡市博多区井相田１丁目１番
５６号

9290001052202 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

@25.92円ほか - 3
単価契約
予定調達総額
1,987,200円

平成２７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
封入業務（グループ３　宮崎県）
18,406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11月18日
株式会社　スープル
熊本市中央区水前寺公園１４番
２２号

8330001003762 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

@25.92円ほか - 3
単価契約
予定調達総額
1,961,107円

平成２７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
封入業務（グループ４　鹿児島
県）
23,716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11月18日
九州西濃運輸　株式会社
福岡市博多区井相田１丁目１番
５６号

9290001052202 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

@25.92円ほか - 3
単価契約
予定調達総額
2,525,230円

契約一覧表（競争入札（物品役務等））



別記様式４

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間 平成２７年１０月１日～平成２７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

法人番号
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））

指定法人の情報提供業務
370件

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11月18日
株式会社　帝国データバンク
東京都港区南青山２丁目５番２
０号

7010401018377 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

@16,200円 - 1
単価契約
予定調達総額
5,994,000円

「平成２７分所得税等の確定申告
書発送用封筒」の製造
一括発送用封筒299,850枚ほか

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11月6日
ツバメ工業株式会社
愛媛県四国中央市川之江町２４
１５

2500001014715 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

2,804,198円 - 4

タイルカーペットの購入等
タイルカーペット361.88㎡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11月6日
株式会社廣島
熊本県熊本市中央区黒髪２－３
１－２３

2330001007422 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

1,728,000円 - 3

自動蒸留試験器一式の購入等

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11月13日
株式会社メイテック
東京都台東区蔵前２－９－１１

8010501013987 一般競争入札 4,226,040円 2,473,200円 58.5% 3

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
松岡　保俊
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成27年12月2日
東芝情報機器　株式会社
東京都江東区豊洲５－６－１５

8010601034867 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

10,962,000円 - 1

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４
宮崎税務署）
675時間

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12月11日
株式会社　NPK
宮崎市柳丸町１０番

4350001001280 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

@1,728円 - 2
単価契約
予定調達総額
1,166,400円

平成２７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）
平成27年12月17日～平成28年3月
31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２－１４
－２

4010001032368 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

@7,560円ほか - 2
単価契約
予定調達総額
7,700,400円

平成２７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）
平成27年12月17日～平成28年3月
31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12月17日
広友リース　株式会社
東京都港区赤坂１丁目４番１７
号

3010401025419 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
8,586,000円



別記様式４

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間 平成２７年１０月１日～平成２７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

法人番号
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２７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）
平成27年12月17日～平成28年3月
31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12月17日
広友リース　株式会社
東京都港区赤坂１丁目４番１７
号

3010401025419 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

@10,260円ほか - 2
単価契約
予定調達総額
9,590,400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）
1,462.5時間

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12月21日

株式会社　ホームセキュリティ
熊本
熊本市中央区本山２丁目７番１
号

8330001004224 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 - 4
単価契約
予定調達総額
2,369,250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）
1,777.5時間

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12月21日
株式会社　サーヴェックス
熊本市東区東野１丁目１３番１
６号

2330001005319 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

@1,782円 - 5
単価契約
予定調達総額
3,167,505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３
大分税務署）
2,310時間

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12月21日
アイ・ティ・アサヒ　株式会社
大分市高砂町４番２０号

9320001003052 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

@1,367.9654円 - 5
単価契約
予定調達総額
3,160,000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５
鹿児島税務署）
1,455時間

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12月21日
東洋警備　株式会社
鹿児島市西田３丁目１０番２５
号

3340001002933 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27年分確定申告期における広
報施策の業務委託
22回ほか

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12月21日
株式会社　富士広
福岡市博多区博多駅南４丁目１
５番１７号

3290001016360 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

@12,960円ほか - 4
単価契約
予定調達総額
3,762,720円

熊本国税局簿書保管箱整理・搬送
等業務一式

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12月22日
日本通運　株式会社　熊本支店
熊本市中央区水前寺一丁目五番
八号

4010401022860 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

1,292,760円 - 4

平成27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
5,126時間ほか

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12月22日
株式会社　フルキャスト
東京都品川区西五反田８丁目９
番５号

3010701023915 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

@1,001.16円ほか - 2
単価契約
予定調達総額
22,918,081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２７年１０月１日～平成２７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

法人番号

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
1,380人日ほか

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10月20日
株式会社　アイ・シー・アール
名古屋市東区葵三丁目１２番７号

8180001033643

一般競争入札において
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

@8,424円ほか - 3
単価契約
予定調達総額
14,112,036円

確定申告期に実施する税理士無料
相談等の委託業務
1,154人日ほか

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11月17日
南九州税理士会
熊本市中央区大江５丁目１７番
５号

7330005001631

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

@19,543円ほか - 1
単価契約
予定調達総額
25,311,286円

確定申告電話相談センターにおけ
る税理士相談業務
229人日

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11月17日
南九州税理士会
熊本市中央区大江５丁目１７番
５号

7330005001631

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

@25,715円 - 1
単価契約
予定調達総額
5,888,735円

平成２７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）
平成27年12月18日～平成28年3月
31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12月18日
株式会社　レンタルのニッケン
熊本営業所
熊本市東区御領２丁目２８－７

4010001032368

一般競争入札におい
て落札者となるべき
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

@9,072円ほか - 2
単価契約
予定調達総額
10,108,947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１０月１日～平成２７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
法人番号

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業務等

平成27年10月19日
 ソフトバンク　株式会社
東京都港区東新橋１丁目
９番１号

9010401052465  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

 1,316,900円  -  1
 ネットワーク回線網経由で、公衆電話網
に接続可能な音声通信の提供実績があるこ
と

 指定法人の情報提供業務
370件

平成27年11月18日

 株式会社　帝国データバン
ク
東京都港区南青山２丁目５
番２０号

7010401018377  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

 @16,200円  -  1

 平成27年1月現在で国税局管内４県に本店
所在地を有する資本金1億円未満の法人を5
万件以上保有し、情報提供できること及
び、企業情報に係る年間調査件数が1万件
以上であること

 確定申告期に実施する税理士無料
相談等の委託業務
1,154人日ほか

平成27年11月17日
 南九州税理士会
熊本市中央区大江５丁目
１７番５号

7330005001631  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

 @19,543円ほか  -  1

 確定申告電話相談センターにおけ
る税理士相談業務
229人日

平成27年11月17日
 南九州税理士会
熊本市中央区大江５丁目
１７番５号

7330005001631  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

 @25,715円  -  1

 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

平成27年12月2日
 東芝情報機器　株式会社
東京都江東区豊洲５－６
－１５

8010601034867  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

 10,962,000円  -  1

  NAPT機能、ルーターの設定についての知
識を有していること。
 当局又は他官庁等においてインターネッ
ト環境等の相当規模（1か所のクライアン
ト数108台以上で、かつ同時作業可能な拠
点数が7か所以上）の構築実績を有してい
ること。
 JISQ27001（ISO27001）の認証取得をして
いること。
 プライバシーマーク使用許諾事業者の認
定を受けていること。

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。


