
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２８年７月１日～平成２８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）  
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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  

 

 

 

 

 ５ 件

 

 １ 件

 ０ 件

 ４ 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２８年７月１日～平成２８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

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

税務大学校熊本研修所　寄宿舎棟解体工事

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

平成28年7月15日
大建工業株式会社
熊本県熊本市中央区北千
反畑町８－１

4330001002710 一般競争入札 104,663,880円 68,040,000円 65.0% 3

税務大学校熊本研修所　受変電設備移設ほか工
事

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

平成28年8月10日
新熊本電気設備株式会社
熊本県熊本市南区近見６
－４－１－２０６

8330001002228 一般競争入札 20,118,240円 17,172,000円 85.4% 16

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２８年７月１日～平成２８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

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２８年７月１日～平成２８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

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

平成28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
4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28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

3290001018902 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

　＠10,800円ほか - 2
単価契約
予定調達総額
1,199,999円

所得税徴収高計算書のプリント及び裁
断等業務
455,886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28年7月1日
株式会社ＦＣＣテクノ
福岡県福岡市南区高宮１－１－２０

9290001002108 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
2,422,347円

年末調整関係用紙等の発送代行業務
134,239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28年7月8日
中越運送株式会社
新潟県新潟市中央区美咲町１－２３
－２６

2110001003294 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

　＠58.32円ほか - 4
単価契約
予定調達総額
13,384,257円

窓開き封筒11種の製造

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28年7月6日
ツバメ工業株式会社
愛媛県四国中央市川之江町２４１５

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

3,988,109円 - 2

公用自動車の修繕業務

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

平成28年7月26日
有限会社光和自動車整備工場
熊本県熊本市南区南高江２－１－１
２

8330002003919 一般競争入札 1,633,893円 1,576,800円 96.5% 2

熊本合同庁舎土壌汚染状況調査業務委
託
熊本県熊本市中央区二の丸１－２
平成28年7月1日～平成28年9月30日
「種別：地質調査」

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28年7月1日
明治コンサルタント株式会社
北海道札幌市中央区南七条西１－１
３

8430001016837 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

1,674,000円 - 5

年末調整関係用紙等の封入業務（グ
ループ1熊本県・大分県）
119,028人

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

平成28年8月31日
株式会社グロップ
岡山県岡山市中区 東町２－２－５

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

　＠41.04円 - 1
単価契約
予定調達総額
4,884,909円

年末調整関係用紙等の封入業務（グ
ループ2鹿児島県・宮崎県）
103,366人

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

平成28年8月31日
株式会社グロップ
岡山県岡山市中区 東町２－２－５

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

　＠39.96円 - 3
単価契約
予定調達総額
4,130,505円

平成28年分給与所得の源泉徴収票（電
算用）の製造

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

平成28年8月10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

7330001002435 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

3,021,127円 - 3

分担契約
契約総額
6,042,254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２８年７月１日～平成２８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

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））

熊本国税局管内税務署・宿舎における
建築物・建築設備点検業務委託

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
小松　出
熊本県熊本市西区春日２－１０－
１
ほか２４官署

平成28年8月26日
横浜防災株式会社
神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町
３－６

2020001045305 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

1,484,314円 - 4

分担契約
契約総額
1,811,160円

新規配備パソコン及びプリンタの設定
作業等業務委託

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

平成28年9月27日
株式会社九州日立システムズ
熊本県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

5,546,124円 - 2

（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２８年７月１日～平成２８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

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

平成28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28年8月19日～平成29年3月17日

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

平成28年8月19日
大分商工会議所
大分県大分市長浜町３－１５－１
９

7320005000279
会計法第29条の3第4項（契約の
性質又は目的が競争を許さない
場合）

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

　＠85,920円ほか - 1
単価契約
予定調達総額
3,795,394円

平成28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28年8月19日～平成29年3月16日

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
小松　出
熊本県熊本市西区春日２－０－

平成28年8月19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

7000020468045
会計法第29条の3第4項（契約の
性質又は目的が競争を許さない
場合）

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
6,772,860円

平成28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28年9月1日～平成29年3月16日

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

平成28年9月1日
株式会社カリーノ
熊本県熊本市中央区安政町１－２

4330001000128
会計法第29条の3第4項（契約の
性質又は目的が競争を許さない
場合）

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

　＠118,624.186047円 - 1
単価契約
予定調達総額
5,100,840円

熊本西税務署及び熊本東税務署が開
催する平成28年分給与所得の年末調
整説明会で使用する説明会会場の借
上げ
平成28年11月14日～平成28年11月28
日

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

平成28年9月26日
一般財団法人熊本テルサ
熊本県熊本市中央区水前寺公園２
８－５１

1330005000184
会計法第29条の3第4項（契約の
性質又は目的が競争を許さない
場合）

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

1,416,748 - 1

（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））



別記様式６

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間 平成２８年７月１日～平成２８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
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）

平成28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28年8月19日～平成29年3月17日

平成28年8月19日
大分商工会議所
大分県大分市長浜町３－１５－
１９

7320005000279 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

　＠85,920円ほか - 1
 単価契約
予定調達総額
3,795,394円

平成28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28年8月19日～平成29年3月16日

平成28年8月19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

7000020468045 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
単価契約
予定調達総額
6,772,860円

年末調整関係用紙等の封入業務（グループ1
熊本県・大分県）
119,028人

平成28年8月31日
株式会社グロップ
岡山県岡山市中区 東町２－２
－５

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

　＠41.04円 - 1
 単価契約
予定調達総額
4,884,909円

平成28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28年9月1日～平成29年3月16日

平成28年9月1日
株式会社カリーノ
熊本県熊本市中央区安政町１－
２

4330001000128 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

　＠118,624.186047円 - 1
 単価契約
予定調達総額
5,100,840円

熊本西税務署及び熊本東税務署が開催する
平成28年分給与所得の年末調整説明会で使
用する説明会会場の借上げ
平成28年11月14日～平成28年11月28日

平成28年9月26日
一般財団法人熊本テルサ
熊本県熊本市中央区水前寺公園
２８－５１

1330005000184 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

1,416,748円 - 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。


