
別記様式１ 

契 約 一 覧 表 総 括 表 

（部局名：九州財務局） （審議対象期間 平成 ３０年１０月１日～平成３０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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４件
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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

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（部局名：九州財務局） （審議対象期間　平成３０年１０月１日～平成３０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

佐伯住宅１号棟１０６号室ほか内装改修その
他工事（修・管３０）
大分県佐伯市東町26番32号、35号
平成30年10月16日～平成31年3月15日
「建築一式工事」

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
田中　敏貴
熊本県熊本市西区春日
２－１０－１

平成30年10月15日
堤建設工業株式会社
大分県大分市西新地１－１－４
９

5320001001794 一般競争入札 6,424,316円 6,350,400 円 98.8% 1

岡之原住宅１０号棟風呂釜取替工事（改３０）
鹿児島県鹿児島市西伊敷７－２１
平成30年11月30日～平成31年3月25日
「管工事」

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
田中　敏貴
熊本県熊本市西区春日
２－１０－１

平成30年11月29日
セイコー工業株式会社
鹿児島県鹿児島市荒田１－５
５ー１７

4340001005992 一般競争入札 5,462,456円 5,367,600 円 98.2% 1

東町南住宅屋外給排水設備補修工事（改３
０）
熊本市東区東町４－８
平成30年12月11日～平成31年3月25日
「管工事」

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
田中　敏貴
熊本県熊本市西区春日
２－１０－１

平成30年12月10日
株式会社本山設備
熊本県熊本市中央区水前寺６
－７－２５

5330001004672 一般競争入札 6,027,116円 5,400,000 円 89.5% 1

東町北住宅１号棟ほか屋外工作物新設その
他工事（改３０）
熊本市東区東町４－１ほか
平成30年12月27日～平成31年3月25日
「土木一式工事」

支出負担行為担当官
九州財務局総務部長
田中　敏貴
熊本県熊本市西区春日
２－１０－１

平成30年12月26日
太陽土木株式会社
熊本県熊本市北区釜尾町１５７
－１

8330001002814 一般競争入札 11,360,021円 10,905,840 円 96.0% 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。



別記様式３

契約一覧表（随意契約（公共工事））

（部局名：九州財務局） （審議対象期間　平成３０年１０月１日～平成３０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

（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額を記

（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。

（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。

該当なし



別記様式４

　　　　　契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（部局名：九州財務局） （審議対象期間　平成３０年１０月１日～平成３０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

物件調査及び物件調書作成作業
一式

分任支出負担行為担当官
九州財務局大分財務事務所
長  奥　克幸
大分県大分市新川町２－１－
３６

平成30年10月2日
株式会社島添測量
福岡県北九州市八幡東区
中央３－２－１７

1290801009227 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

317,520円 - 2

延岡住宅ほか５住宅屋外給水設備
改修工事設計業務委託（庁３０）
一式

支出負担行為担当官九州財
務局総務部長　田中　敏貴
熊本県熊本市西区春日２－１
０－１

平成30年10月12日
株式会社協同システム設計
大分県大分市高城新町１－
１２

5320001003072 一般競争入札 3,255,215円 2,268,000円 69.6% 2

乗用自動車交換契約
乗用自動車　1台

支出負担行為担当官九州財
務局総務部長  田中　敏貴
熊本県熊本市西区春日２－１
０－１

平成30年10月31日
熊本日産自動車株式会社
熊本県熊本市西区上熊本２
－４－１５

7330001001569
一般競争入札

（総合評価方式）
2,818,310円 2,242,374円 79.5% 4

「自然災害による被災者の債務整
理に関するガイドライン」周知広報
のための広告物印刷及び広告業
務
一式

支出負担行為担当官九州財
務局総務部長　田中　敏貴
熊本県熊本市西区春日２－１
０－１

平成30年11月2日

株式会社読売広告西部
福岡県福岡市中央区赤坂
１ー１６ー５

5290001023677 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

3,554,280円 - 4

「安定的な資産形成について考え
るシンポジウム」開催に係る運営等
業務委託契約
一式

支出負担行為担当官九州財
務局総務部長　田中　敏貴
熊本県熊本市西区春日２ー１
０ー１

平成30年11月14日

綜合企画株式会社
熊本県熊本市中央区坪井
１ー２ー２７

9330001002615 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

1,293,192円 - 2

広告チラシの作成及び折込作業
（１２月折込）
576,600部

支出負担行為担当官九州財
務局総務部長　田中　敏貴
熊本県熊本市西区春日２－１
０ー１

平成30年11月2日
久野印刷株式会社
福岡県福岡市博多区奈良
屋町３ー１

6290001009832 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

2,509,593 円 - 3

鹿児島県内合同宿舎給水設備清
掃点検作業
受水槽27基、高置水槽20基

分任支出負担行為担当官九
州財務局鹿児島財務事務所
長  福家　久仁彦
鹿児島県鹿児島市山下町１
３ー２１

平成30年11月30日
有限会社せいすい技業
鹿児島県鹿児島市吉野町８
５５２ー５

5340002011923 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 - 6

（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

        契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（部局名：九州財務局） （審議対象期間　平成３０年１０月１日～平成３０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

国有地内樹木伐採
等作業
樹木35本

分任支出負担行為担当官
九州財務局大分財務事務
所長　奥　克幸
大分県大分市新川町２－１
－３６

平成30年10月1日

有限会社佐藤緑化建
設
大分県宇佐市大字高
森１３０２

3320002013898

予決令第99条の2
(競争に付しても入札者
がないとき、又は再度の
入札をしても落札者がな

いとき）

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

1,890,000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）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。

（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。



別記様式６

（部局名：九州財務局） （審議対象期間　平成３０年１０月１日～平成３０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）

佐伯住宅１号棟１０６号室ほか内装改修その他
工事（修・管３０）
大分県佐伯市東町26番32号、35号
平成30年10月16日～平成31年3月15日
「建築一式工事」

平成30年10月15日
堤建設工業株式会社
大分県大分市西新地１－
１－４９

5320001001794 一般競争入札 6,424,316 6,350,400 98.8% 1
平成２９・３０年度財務省南九州地区競争参加資格審
査において、業種区分「建築一式工事」の「Ｄ」等級に
格付されている者。

岡之原住宅１０号棟風呂釜取替工事（改３０）
鹿児島県鹿児島市西伊敷７－２１
平成30年11月30日～平成31年3月25日
「管工事」

平成30年11月29日
セイコー工業株式会社
鹿児島県鹿児島市荒田１
－５５ー１７

4340001005992 一般競争入札 5,462,456 5,367,600 98.2% 1
平成２９・３０年度財務省南九州地区競争参加資格審
査において、業種区分「管工事」の「Ｂ」等級に格付され
ている者。

東町南住宅屋外給排水設備補修工事（改３０）
熊本市東区東町４－８
平成30年12月11日～平成31年3月25日
「管工事」

平成30年12月10日
株式会社本山設備
熊本県熊本市中央区水前
寺６－７－２５

5330001004672 一般競争入札 6,027,116 5,400,000 89.5% 1
平成２９・３０年度財務省南九州地区競争参加資格審
査において、業種区分「管工事」の「Ａ」又は「Ｂ」等級に
格付されている者。

東町北住宅１号棟ほか屋外工作物新設その他
工事（改３０）
熊本市東区東町４－１ほか
平成30年12月27日～平成31年3月25日
「土木一式工事」

平成30年12月26日
太陽土木株式会社
熊本県熊本市北区釜尾町
１５７－１

8330001002814 一般競争入札 11,360,021 10,905,840 96.0% 1
平成２９・３０年度財務省南九州地区競争参加資格審
査において、業種区分「土木一式工事」の「Ａ」、「Ｂ」、
「Ｃ」又は「Ｄ」等級に格付されている者。

（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。

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）


