
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３０年１月１日～平成３０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）  
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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  

 

 

 

 

１ 件 

 

１ 件 

 ０ 件 

 ０ 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３０年１月１日～平成３０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

加治木税務署　屋上防水改修工事
鹿児島県姶良市加治木町諏訪町１３
平成３０年１月２２日～平成３０年３月３０日
「防水工事」

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

平成30年1月22日
株式会社サツマ工業
鹿児島県鹿児島市錦江町
２－１４

7340002004421 一般競争入札 3,870,720円 3,564,000円 92% 5

大隅税務署岩川宿舎　畳床替工事
鹿児島県曽於市大隅町岩川字小平原６６６４－３
平成３０年１月２２日～平成３０年３月３０日
「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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成30年1月22日
株式会社安藤タタミ商店
鹿児島県鹿児島市郡元２
－１５－３２

3340001006463 一般競争入札 3,017,520円 2,095,200円 69% 2

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３０年１月１日～平成３０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３０年１月１日～平成３０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）
1,657.5時間ほか

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

平成30年1月5日
ブルーウイング株式会社
熊本県熊本市中央区本荘町７２５－
１KPⅢビル３階

7330003006748 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

＠2,695.68円ほか - 3
単価契約
予定調達総額
5,119,200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）
2,242.5時間ほか

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

平成30年1月5日
株式会社サーヴェックス
熊本県熊本市東区東野１－１３－１
６

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

＠3,240円 - 2
単価契約
予定調達総額
8,043,300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　菊池税務
署）
832.5時間

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

平成30年1月5日
株式会社あんしんＣo．，Ｌｔｄ．
熊本県熊本市北区四方寄町
５６２－１

5330001005398 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

＠3,240円 - 2
単価契約
予定調達総額
2,697,300円

事務実績入力システム等の改修等業務
一式

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

平成30年1月19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

1330001005724 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

1,393,200円 - 1

セキュリティフィルタの購入
1,450枚

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

平成30年1月26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

8,929,548円 - 5

熊本国税局及び管内税務署で使用する
備品の購入等
紙折機ほか一式

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

平成30年1月29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

4,666,680円 - 5

シュレッダーの購入等
36台

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

平成30年1月30日
株式会社紙弘
熊本県熊本市中央区世安町３７８－
４

3330001000830 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

12,312,000円 - 5

会議用テーブルの購入
40台

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

平成30年1月30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

1,784,160円 - 5

処理日程管理システムの改修業務　一
式

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

平成30年1月31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

1330001005724 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

1,652,400円 - 2

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３０年１月１日～平成３０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

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

電子文書管理ソフト「DocuWorks日本
語版」（アップグレード用）の購入
650ライセンス

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

平成30年1月31日
富士ゼロックス熊本株式会社
熊本県熊本市東区尾ノ上１－６－１

9330001001492 一般競争入札 4,011,120円 3,185,136円 79.4% 4

自動製版印刷機の購入等
16台

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

平成30年1月31日
有限会社たかやま
熊本県水俣市桜井町３－４－２５

2330002027816 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

5,184,000円 - 3

（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３０年１月１日～平成３０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

電話料

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
長谷川　弘治
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
29年度支払実績額
6,733,225円

電話料

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
長谷川　弘治
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
29年度支払実績額
4,180,395円

電話料

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
長谷川　弘治
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
29年度支払実績額
20,561,421円

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
長谷川　弘治
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
29年度支払実績額
2,056,941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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

－

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
29年度支払実績額
1,250,544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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

－
日本瓦斯株式会社
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
29年度支払実績額
3,715,639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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

－
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
29年度支払実績額
1,352,983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３０年１月１日～平成３０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））

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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

－
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
29年度支払実績額
1,265,216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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

－
宮崎瓦斯株式会社
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
29年度支払実績額
1,369,396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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

－
宮崎瓦斯株式会社
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
29年度支払実績額
1,417,018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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

－
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
29年度支払実績額
2,322,134円

電気料（名瀬合同庁舎）

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

－
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
29年度支払実績額
1,411,210円

照会費用

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4月3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。

1,636,469円 ＠21.6円 100.0% - －
単価契約
29年度支払実績額
1,636,469円

照会費用

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4月3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。

1,737,590円 ＠21.6円 100.0% - －
単価契約
29年度支払実績額
1,737,590円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成３０年１月１日～平成３０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
小松　出
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成29年4月3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。

1,545,129円 ＠21.6円 100.0% - －
単価契約
29年度支払実績額
1,545,129円

照会費用

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4月3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。

1,852,607円 ＠21.6円 100.0% - －
単価契約
29年度支払実績額
1,852,607円

照会費用

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4月3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。

2,019,812円 ＠21.6円 100.0% - －
単価契約
29年度支払実績額
2,019,812円

照会費用

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4月3日
株式会社南日本銀行
鹿児島県鹿児島市山下町１－１

7340001004232

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。

1,013,583円 ＠32.4円 100.0% - －
単価契約
29年度支払実績額
1,013,583円

ＮＨＫ受信料

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

平成29年4月3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。

1,746,672円 ＠7,272円ほか 100.0% - －
単価契約
29年度支払実績額
1,746,672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
小松　出
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成29年4月3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。

154,028,329円 ＠82円ほか 100.0% - －
単価契約
29年度支払実績額
154,028,329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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成29年10月20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。

1,160,800円 @72,550円ほか 100.0% 90 －
単価契約
29年度支払実績額
1,160,800円



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成３０年１月１日～平成３０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鑑定評価

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

平成29年10月20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 100.0% 90 －
単価契約
29年度支払実績額
1,399,900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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成29年12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

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。

1,431,600円 @1,400円ほか 100.0% 94 －
単価契約
29年度支払実績額
1,431,600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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成29年12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２－２
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。

1,480,500円 @1,400円ほか 100.0% 94 －
単価契約
29年度支払実績額
1,480,500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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成29年12月19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。

1,508,800円 @1,400円ほか 100.0% 94 －
単価契約
29年度支払実績額
1,508,800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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成29年12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

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。

1,432,200円 @1,400円ほか 100.0% 94 －
単価契約
29年度支払実績額
1,432,200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
長谷川　弘治
熊本県熊本市西区春日２－１０－１

平成29年12月19日
株式会社鑑定ソリュート大分
大分県大分市城崎町２－２－１９

8320001011329

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。

1,009,500円 @1,400円ほか 100.0% 94 －
単価契約
29年度支払実績額
1,009,500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。

　　　　　　　　　　株式会社都市評価システム
大分県大分市碩田町１－１－２３

　　　　　　　　株式会社都市評価システム
大分県大分市碩田町１－１－２３

（令和３年４月８日訂正）



別記様式６

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成３０年１月１日～平成３０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）

事務実績入力システム等の改修等業務　一
式

平成30年1月19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

1330001005724 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

1,393,200円 - 1

(1)情報処理業務（システム開発）の経験年数を３年以上有し、かつ、
システム設計・開発の主たる担当者としての経験を有すること。

(2)作業実施に必要なプログラム開発、行政機関（独立行政法人又はこ
れに準ずるものを含む。）におけるクライアント・サーバー型のシス
テム構築（クライアント台数が１，０００台を超える）、データベー
スシステム開発、ネットワークシステム構築等に関する知識を有する
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。


