
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７月１日～平成３０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） 

⑴ 一般競争入札方式 

⑵ 企画競争方式  

⑶ 公募方式 

⑷ 不落・不調随意契約方式  

 

 

 

 

９ 件 

 

２ 件 

 ０ 件 

 ７ 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７月１日～平成３０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

鹿児島税務署　照明器具改修工事
鹿児島県鹿児島市荒田1-24-4
平成30年8月24日～平成30年12月28日
「電気工事」

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

平成30年8月24日
株式会社SYSKEN
熊本県熊本市中央区萩原
町１４－４５

3330001003635 一般競争入札 34,548,120円 27,540,000円 79.7% 15

延岡合同庁舎　吸収式冷温水器１号機系統ほか分解整備
工事
宮崎県延岡市大貫町1-2915　延岡合同庁舎
平成30年9月7日～平成30年12月28日
「管工事」

支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
中村　栄作
熊本県熊本市西区春日２－１０－１
ほか３官署

平成30年9月7日
株式会社菱熱　宮崎支店
宮崎県宮崎市橘通西５－
６－５７

3290001017474 一般競争入札
11,406,960円

（Ａ）
5,419,776円

93.7%
（Ｂ/Ａ
×100）

1
分担契約
契約総額
10,692,000円（Ｂ）

日田税務署ほか2署　照明器具改修工事
大分県日田市田島2-7-1
大分県臼杵市大字臼杵2-107-637
大分県竹田市大字会々1650-17
平成30年9月20日～平成30年12月28日
「電気工事」

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

平成30年9月20日

オムロンフィールドエン
ジニアリング株式会社
東比恵事業所　九州支社
福岡県福岡市博多区東比
恵２－７－１

7013201017136 一般競争入札 19,825,560円 16,048,800円 80.9% 7

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７月１日～平成３０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３０年７月１日～平成３０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

税務大学校熊本研修所で使用する学寮
内カーテン等の購入

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7月2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 8,836,412円 5,108,400円 57.8% 5

菊池税務署庁舎移転に伴う情報処理機
器等の移設作業等に係る業務委託契約
一式

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

平成30年8月10日
東芝クライアントソリューション株
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

749,520円 － 2

「平成30年分給与所得の源泉徴収票
（電算用）」の製造
2,380,500組

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

平成30年8月21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

2,635,214円 － 2
分担契約
契約総額5,270,427円

税務大学校熊本研修所の学寮等におい
て使用する備品等の購入（区分１什器
類）
いす（客室用）202脚ほか6品目

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

平成30年8月22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

19,599,678円 － 6

税務大学校熊本研修所の学寮等におい
て使用する備品等の購入（区分２電化
製品）
洗濯機47台ほか6品目

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

平成30年8月22日
株式会社珠郎
熊本県熊本市南区馬渡１－９－１２

5330001005836 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

7,394,760円 － 4

税務大学校熊本研修所で使用する学寮
居室用下足箱の購入及び設置
100台

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

平成30年8月24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 7,057,476円 6,696,000円 94.8% 5

配備パソコン及びプリンタの設定等業
務委託
一式

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

平成30年8月31日
東芝クライアントソリューション株
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

6,825,600円 － 3

熊本東税務署で使用する備品の購入等
事務机32個ほか9品目

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

平成30年9月20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 5,132,844円 4,644,000円 90.4% 5

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
一式

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

平成30年9月25日
ソフトバンク株式会社
東京都港区東新橋１－９－１

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

1,305,396円 － 1

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３０年７月１日～平成３０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30年分所得税等、消費税及び贈与税の確
定申告期における署外申告相談会場の借上げ
（ブロック１熊本東税務署）
平成31年1月28日～平成31年3月19日

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7月4日
一般財団法人火の国ハイツ
熊本県熊本市東区石原２－２－２８

9330005001712

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。

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

12,337,920 － 1

平成30年分所得税等、消費税及び贈与税の
確定申告期における署外申告相談会場の借
上げ（ブロック２都城税務署）
平成31年2月6日～平成31年3月18日

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7月4日
都城まちづくり株式会社
宮崎県都城市蔵原町１１－２５

5350001008382

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。

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

878,181 － 1

平成30年分所得税等、消費税及び贈与税の
確定申告期における署外申告相談会場の借
上げ（ブロック３鹿児島税務署）
平成31年1月31日～平成31年3月19日

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7月4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

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。

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

7,585,536 － 1

平成30年分所得税等、消費税及び贈与税の
確定申告期における署外申告相談会場の借
上げ（ブロック４加治木税務署）
平成31年2月4日～平成31年3月20日

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7月5日
公益財団法人姶良市文化振興公社
鹿児島県姶良市加治木町木田５３４８－１
８５

2340005007624

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。

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

＠5,138円ほか － 1
単価契約
予定調達総額
850,530円

平成30年度税理士試験で使用する試験会場
の借上げ
平成30年8月6日～平成30年8月9日

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7月5日
熊本産業文化振興株式会社
熊本県上益城郡益城町福富
１０１０

1330001006615

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。

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

＠49.4円ほか － 1
単価契約
予定調達総額
2,653,125円

税務大学校熊本研修所学寮における機械警
備業務委託

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7月5日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前１－５－１

6011001035920

学寮に設置する機械警備業務機器について
は、庁舎棟に設置済の機器と連動した警備
サービスを受けることを目的とするものであ
り、提供を行うことが既設置業者に限定され、
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（根拠区分：ニ（ヘ））。

1,278,628円 1,274,821 99.7% －

平成30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
告期における署外申告相談会場の借上げ（ブ
ロック１大分税務署）
平成31年2月1日～平成31年3月18日

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

平成30年8月10日
九州電力株式会社大分支社
大分県大分市金池町２－３－４

4290001007004

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。

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

4,800,000 － 1

平成30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
告期における署外申告相談会場の借上げ（ブ
ロック2宮崎税務署）
平成31年2月1日～平成31年3月18日

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

平成30年8月10日
株式会社カリーノ
熊本県熊本市中央区安政町１－２

4330001000128

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。

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

5,564,160 － 1

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（令和３年４月８日訂正）



別記様式５

（部局名：熊本国税局） （審議対象期間　平成３０年７月１日～平成３０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

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

平成30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
告期における確定申告電話相談センター設置
のための会場借上げ
平成30年12月25日～平成31年3月19日

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

平成30年8月30日
熊本県市町村総合事務組合
熊本県熊本市東区健軍２－４－１０

8000020438022

公募を行った結果、申込者がおらず、仕様書
に該当する業者に対して随意契約の交渉を
行ったものであり、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。

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

2,616,300 － －

（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３０年７月１日～平成３０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30年分所得税等、消費税及び贈与税の
確定申告期における署外申告相談会場の借
上げ（ブロック１熊本東税務署）
平成31年1月28日～平成31年3月19日

平成30年7月4日
一般財団法人火の国ハイツ
熊本県熊本市東区石原２－
２－２８

9330005001712 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

12,337,920 － 1 特になし

平成30年分所得税等、消費税及び贈与税の
確定申告期における署外申告相談会場の借
上げ（ブロック２都城税務署）
平成31年2月6日～平成31年3月18日

平成30年7月4日
都城まちづくり株式会社
宮崎県都城市蔵原町１１－
２５

5350001008382 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

878,181 － 1 特になし

平成30年分所得税等、消費税及び贈与税の
確定申告期における署外申告相談会場の借
上げ（ブロック３鹿児島税務署）
平成31年1月31日～平成31年3月19日

平成30年7月4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 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

7,585,536 － 1 特になし

平成30年分所得税等、消費税及び贈与税の
確定申告期における署外申告相談会場の借
上げ（ブロック４加治木税務署）
平成31年2月4日～平成31年3月20日

平成30年7月5日

公益財団法人姶良市文化振
興公社
鹿児島県姶良市加治木町木
田５３４８－１８５

2340005007624 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

＠5,138円ほか － 1 特になし

平成30年度税理士試験で使用する試験会場
の借上げ
平成30年8月6日～平成30年8月9日

平成30年7月5日
熊本産業文化振興株式会社
熊本県上益城郡益城町福富
１０１０

1330001006615 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

＠49.4円ほか － 1 特になし

平成30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
告期における署外申告相談会場の借上げ
（ブロック１大分税務署）
平成31年2月1日～平成31年3月18日

平成30年8月10日
九州電力株式会社大分支社
大分県大分市金池町２－３
－４

4290001007004 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

4,800,000 － 1 特になし

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

（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７月１日～平成３０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）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

平成30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
告期における署外申告相談会場の借上げ
（ブロック2宮崎税務署）
平成31年2月1日～平成31年3月18日

平成30年8月10日
株式会社カリーノ
熊本県熊本市中央区安政町
１－２

4330001000128 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

5,564,160 － 1 特になし

延岡合同庁舎　吸収式冷温水器１号機系統
ほか分解整備工事
宮崎県延岡市大貫町1-2915　延岡合同庁舎
平成30年9月7日～平成30年12月28日
「管工事」

平成30年9月7日
株式会社菱熱　宮崎支店
宮崎県宮崎市橘通西５－６
－５７

3290001017474 一般競争入札
11,406,960

（Ａ）
5,419,776

93.7%
（Ｂ/Ａ×
100）

1

分担契約
契約総額
10,692,000円（Ｂ）

平成29・30年度財務省南九州地区競争参加者資格審査において、業種
区分が「管工事」であって、「Ａ」又は「Ｂ」等級に格付けされてい
ること。

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
一式

平成30年9月25日
ソフトバンク株式会社
東京都港区東新橋１－９－
１

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

1,305,396 － 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。

（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。


