
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２９年１月１日～平成２９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）  

 

 ３７ 件

 

  ０ 件

  ０ 件

  ５ 件

  ３２ 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２９年１月１日～平成２９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

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

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２９年１月１日～平成２９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

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２９年１月１日～平成２９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
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

所得税等確定申告期の宇土税務署駐車
場整理請負業務
615時間

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29年1月18日
株式会社ホームセキュリティ熊本
熊本県熊本市中央区本山２－７－１

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

　＠1,614.6円 ― 3
単価契約
予定調達総額
992,979円

平成28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
7,980時間ほか

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29年1月27日
株式会社フルキャスト
東京都品川区西五反田８－９－５

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

　＠1,196.64円ほか ― 2
単価契約
予定調達総額
34,870,240円

揮発油分析用ガスクロマトグラフ及び
実験台の購入等　一式

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29年1月31日
株式会社イケダ科学
熊本県熊本市東区錦ヶ丘16－7

4330001000276 一般競争入札 9,683,593円 8,542,800円 88.2% 2

酒税調査等分析鑑定器具（酒精度浮
ひょう等）の購入　一式

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29年1月31日
株式会社横田計器製作所
東京都台東区秋葉原3－7

9010501029710 一般競争入札 2,008,800円 1,886,976円 93.9% 2

ロッカー及びキッチンキャビネットの
購入　一式

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29年2月27日
有限会社坂本事務機
熊本県熊本市南区良町５－１０－７

4330002014143 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

3,473,496円 ― 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２９年１月１日～平成２９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
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

分析機器の修繕業務　一式

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29年1月17日
京都電子工業株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅中央街
４－８

7130001012165

公募による募集を行った結果、申込
者が1者のみであり、他に依頼でき
るものがいないことから、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

1,541,160円 ― 1 ―

平成28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
642時間ほか

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29年2月15日
株式会社総合プラント
熊本県熊本市中央区神水１－３８
－１０

8330001002624

派遣期間中において指定した人員の
確保が出来ず、早急に人員を確保し
なければ業務に支障をきたすことか
ら、会計法第２９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

　＠1,620円 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
1,710,720円

平成28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
1,008時間ほか

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29年2月15日
株式会社スタッフサービス
東京都千代田区神田練掘町８５
JEBL秋葉原スクエア

8010001076758

派遣期間中において指定した人員の
確保が出来ず、早急に人員を確保し
なければ業務に支障をきたすことか
ら、会計法第２９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

　＠1,620円 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
2,303,640円

平成28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
486時間ほか

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29年2月15日
ランスタッド株式会社
東京都千代田区紀尾井町４－１
ニューガーデンコート２１階

1010001084148

派遣期間中において指定した人員の
確保が出来ず、早急に人員を確保し
なければ業務に支障をきたすことか
ら、会計法第２９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

　＠1,512円 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
1,378,944円

電話料

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

―
西日本電信電話株式会社
大阪府大阪市中央区馬場町３－１
５

7120001077523

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項４項に該当する
ため。

― ― ― ― ―

長期継続契約
単価契約
28年度支払実績額
6,098,714円

電話料

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

―
ソフトバンク株式会社
東京都港区東新橋１－９－１

9010401052465

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項４項に該当する
ため。

― ― ― ― ―

長期継続契約
単価契約
28年度支払実績額
4,321,743円

電話料

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

―
ソフトバンク株式会社
東京都港区東新橋１－９－１

9010401052465

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項４項に該当する
ため。

― ― ― ― ―

長期継続契約
単価契約
28年度支払実績額
18,995,060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２９年１月１日～平成２９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
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

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

水道料（熊本地方合同庁舎）

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

―
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

9000020431001

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項４項に該当する
ため。

― ― ― ― ―

長期継続契約
単価契約
28年度支払実績額
2,571,679円

水道料（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
小松　出
熊本県熊本市西区春日２－１０－１
ほか１官署

―

鹿児島市水道事業及び公共下水道
事業管理者
鹿児島県鹿児島市鴨池新町１－１
０

1000020462012

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項４項に該当する
ため。

― ― ― ― ―

長期継続契約
単価契約
28年度支払実績額
1,178,128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
小松　出
熊本県熊本市西区春日２－１０－１
ほか１官署

―
日本ガス株式会社
鹿児島県鹿児島市中央町８－２

4340001003385

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項４項に該当する
ため。

― ― ― ― ―

長期継続契約
単価契約
28年度支払実績額
2,668,695円

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
小松　出
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

8290001014649

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項４項に該当する
ため。

― ― ― ― ―

長期継続契約
単価契約
28年度支払実績額
1,258,717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
小松　出
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３１
１－１

5350001001692

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項４項に該当する
ため。

― ― ― ― ―

長期継続契約
単価契約
28年度支払実績額
1,043,332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
小松　出
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３１
１－１

5350001001692

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項４項に該当する
ため。

― ― ― ― ―

長期継続契約
単価契約
28年度支払実績額
1,010,027円

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
小松　出
熊本県熊本市西区春日２－１０－１
ほか４官署

―
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２－１
－８２

4290001007004

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項４項に該当する
ため。

― ― ― ― ―

長期継続契約
単価契約
28年度支払実績額
2,238,240円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間 平成２９年１月１日～平成２９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
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

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
松岡　保俊
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成28年4月1日
株式会社肥後銀行
熊本県熊本市中央区練兵町１

2330001001532

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。

1,201,448円 ＠21.6円 100% ― ―
単価契約
28年度支払実績額
1,201,448円

照会費用

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4月1日
株式会社宮崎銀行
宮崎県宮崎市橘通東４－３－５

4350001001677

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。

2,054,027円 ＠21.6円 100% ― ―
単価契約
28年度支払実績額
2,054,027円

照会費用

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4月1日
株式会社大分銀行
大分県大分市城崎町２－６－３１

7320001000084

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。

1,847,728円 ＠21.6円 100% ― ―
単価契約
28年度支払実績額
1,847,728円

照会費用

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

7340005001465

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。

1,625,331円 ＠21.6円 100% ― ―
単価契約
28年度支払実績額
1,625,331円

照会費用

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4月1日
株式会社鹿児島銀行
鹿児島県鹿児島市鴨池２－２９－
１

7340001000826

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。

2,550,026円 ＠21.6円 100% ― ―
単価契約
28年度支払実績額
2,550,026円

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
松岡　保俊
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成28年4月1日
西日本高速道路株式会社九州支社
福岡県福岡市博多区博多駅東３－
１３－１５

3120001112341
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。

17,388,964円 ＠300円ほか 100% ― ―
単価契約
28年度支払実績額
17,388,964円

有料道路通行料（レンタカー用）

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27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

8010601027383

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。

1,705,920円 ＠300円ほか 100% ― ―
単価契約
28年度支払実績額
1,705,920円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間 平成２９年１月１日～平成２９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
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

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

ＮＨＫ受信料

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4月1日
日本放送協会
東京都渋谷区神南２－２－１

8011005000968

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。

1,792,269円 ＠7,272円ほか 100% ― ―
単価契約
28年度支払実績額
1,792,269円

料金後納郵便の取扱

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4月1日
日本郵便株式会社熊本中央郵便局
熊本県熊本市中央区新町２－１－
１

1010001112577

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。

203,942,089円 ＠82円ほか 100% ― ―
単価契約
28年度支払実績額
203,942,089円

路線価を定めるための鑑定評価

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11月16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

9330001001204

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の
３第４項に該当するため。

1,305,900円 @72,550円ほか 100% 92 ―
単価契約
28年度支払実績額
1,305,900円

路線価を定めるための鑑定評価

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11月16日
株式会社都市評価システム
大分県大分市碩田市１－１－２３

4320001001960

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の
３第４項に該当するため。

1,399,900円 @72,550円ほか 100% 92 ―
単価契約
28年度支払実績額
1,399,900円

路線価を定めるための鑑定評価

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11月16日
せとやま鑑定有限会社
鹿児島県鹿児島市吉野町１３９５
－２

5340002005405

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の
３第４項に該当するため。

1,233,350円 @72,550円ほか 100% 100 ―
単価契約
28年度支払実績額
1,233,350円

路線価を定めるための意見価格等の
提出

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29年1月18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

9330001001204

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の
３第４項に該当するため。

1,479,600円 @1,400円ほか 100% 10 ―
単価契約
28年度支払実績額
1,479,600円

路線価を定めるための意見価格等の
提出

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29年1月18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２－２
０

8330001001527

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の
３第４項に該当するため。

1,470,700円 @1,400円ほか 100% 100 ―
単価契約
28年度支払実績額
1,470,700円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間 平成２９年１月１日～平成２９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
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

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

路線価を定めるための意見価格等の
提出

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29年1月18日
株式会社都市評価システム
大分県大分市碩田市１－１－２３

4320001001960

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の
３第４項に該当するため。

1,422,200円 @1,400円ほか 100% 100 ―
単価契約
28年度支払実績額
1,422,200円

路線価を定めるための意見価格等の
提出

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29年1月18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

9320001002005

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の
３第４項に該当するため。

1,362,600円 @1,400円ほか 100% 100 ―
単価契約
28年度支払実績額
1,362,600円

路線価を定めるための意見価格等の
提出

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29年1月18日
せとやま鑑定有限会社
鹿児島県鹿児島市吉野町１３９５
－２

5340002005405

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の
３第４項に該当するため。

1,162,600円 @1,400円ほか 100% 100 ―
単価契約
28年度支払実績額
1,162,600円

ガス料金（八代税務署）

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１官署

―
九州ガス株式会社
長崎県諫早市幸町１－２３

3310001007919

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項４項に該当する
ため。

― ― ― ― ―

長期継続契約
単価契約
28年度支払実績額
1,031,263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。



別記様式６

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間 平成２９年１月１日～平成２９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
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）

分析機器の修繕業務　一式 平成29年1月17日
京都電子工業株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅中央
街４－８

7130001012165 公募

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

1,541,160円 ― 1  特になし

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。


