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【別記様式２】契約一覧表（競争入札（公共工事）） 

【別記様式３】契約一覧表（随意契約（公共工事）） 

【別記様式４】契約一覧表（競争入札（物品役務等）） 

【別記様式５】契約一覧表（随意契約（物品役務等）） 
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（審議対象期間 令和元年７月１日～令和元年９月 30 日） 



別記様式１ 

契 約 一 覧 表 総 括 表 

（部局名： 高松国税局 ） （審議対象期間 令和元年７月１日～令和元年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）  

 

３１ 件 

 

０ 件 

０ 件 

１０ 件 

２１ 件 

６ 件 

 

０ 件 

０ 件 

５ 件 

１ 件 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

６ 件 

 

５ 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。 
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別記様式２

（部局名：高松国税局） （審議対象期間　令和元年7月1日～令和元年9月30日）

番号
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

 

（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。

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。

該当なし
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別記様式３

（部局名：高松国税局） （審議対象期間　令和元年7月1日～令和元年9月30日）

番号 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（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。

該当なし

（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。
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別記様式４

（部局名：高松国税局） （審議対象期間　令和元年7月1日～令和元年9月30日）

番号 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

1
所得税微収高計算書のプリント裁断委
託業務（プリント887,776枚ほか）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

令和元年7月4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

@1,512円ほか － 2
単価契約・予
定調達総額
1,661,897円

2
令和元年度カウンセリング委託業務
（対象者200人）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

令和元年7月4日
WorkWay株式会社
東京都港区南青山５－１３－２

5010401133665 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

@3,078円 － 3
単価契約・予
定調達総額
615,600円

3
年末調整関係書類の封入委託業務（封
入件数141,606件）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年7月19日
株式会社グロップ
岡山県岡山市中区穝東町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

@82.28円 － 1
単価契約・予
定調達総額
11,651,340円

4
端末機等機器更新及び設定作業に係る
委託業務(72台）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年8月21日
Dynabook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

1,272,040円 － 1

5
個別指導方式による記帳指導(消費税
指導用）の委託業務(651回）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年8月27日
四国税理士会
香川県高松市番町２－７－１２

6470005001073 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

@9,020円 － 1
単価契約・予
定調達総額
5,872,020円

6
「確定申告電話相談センター」電話応
対等委託業務(66,667件）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年8月27日
テルウェル西日本株式会社四国支店
愛媛県松山市山越３－１５－１５

9120001098385 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

19,250,000円 － 2

7
令和元年分　給与所得の源泉徴収票等
の作成
（1,765,700組）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署

令和元年8月7日
株式会社中村両栄舎印刷所
徳島県三好郡東みよし町足代３８０
－１

8480001007559 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

4,627,951円 － 4
分担契約・契
約総額
4,627,951円

8
高松第二国税総合庁舎監視カメラシス
テムの購入（5台ほか）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年8月21日
ＡＬＳＯＫ香川株式会社
香川県高松市田町１１－５

9470001001207 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

691,200円 － 3

9
会計ソフト方式による記帳指導（消費
税指導用）の業務委託（第３グループ
（愛媛県））（48回開催）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年9月3日
愛媛県青色申告会連合会
愛媛県松山市大手町２－５－７

5700150056824 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

@11,000円ほか － 1
単価契約・予
定調達総額
4,708,000円

10
会計ソフト方式による記帳指導（消費
税指導用）の業務委託（第４グループ
（高知県））（20回開催）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年9月3日
高知県青色申告会連合会
高知県高知市知寄町１－４－１８

3700150058104 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

@8,800円ほか － 1
単価契約・予
定調達総額
858,000円

（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。

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。
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別記様式５

（部局名：高松国税局）

番号 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

1
税理士試験で使用する試験会場の借
上げ(使用時間288時間ほか）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年7月22日

穴吹エンタープライズ株式
会社
香川県高松市林町２２１７
－１

9470001000423

公募を実施した結果、本業務の
履行可能な者が１者しかなく、
競争を許さないことから、会計
法29条の３第４項及び予算決算
及び会計令第102条の４第３号
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

@162,200円ほか － 1
単価契約・予定調達
総額1,524,300円

2 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

公益財団法人とくしま未来
健康づくり機構
徳島県徳島市蔵本町１－１
０－３

7480005005980

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

3 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日
医療法人いちえ会
徳島県徳島市徳島町２－５
４

7480005000123

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

4 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日
医療法人愛生会
徳島県鳴門市撫養町斎田字
大堤５４

8480005003579

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

5 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

医療法人芳越会ホウエツ病
院
徳島県美馬市脇町大字猪尻
字八幡神社下南１３０－３

5480005005330

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

6 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

国家公務員共済組合連合会
高松病院
香川県高松市天神前４－１
８

2010005002559

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

7 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

一般財団法人三宅医学研究
所セントラルパーククリ
ニック
香川県高松市番町１－１０
－１６

6470005001412

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

8 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

公益財団法人香川県予防医
学協会
香川県高松市伏石町２１２
９－２

1470005005178

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

（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））

（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。

（審議対象期間　令和元年7月1日～令和元年9月30日）

（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。
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別記様式５

（部局名：高松国税局）

番号 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

9 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

医療法人社団如水会オリー
ブ高松メディカルクリニッ
ク
香川県高松市観光町６４９
－８

3470005005787

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

10 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

独立行政法人地域医療機能
推進機構りつりん病院
香川県高松市栗林町３－５
－９

6040005003798

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

11 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

医療法人社団重仁まるがめ
医療センター
香川県丸亀市津森町２１９

3230005001439

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

12 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日
三豊総合病院企業団
香川県観音寺市豊浜町姫浜
７０８

9000020378127

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

13 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

医療法人松原会松山第一病
院
愛媛県松山市久万ノ台２８
２－２

8500005000788

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

14 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

医療法人順風会順風会健診
センター
愛媛県松山市高砂町２－３
－１

5500005000683

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

15 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

社会福祉法人恩賜財団済生
会今治病院
愛媛県今治市喜田村７－１
－６

3010405001696

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

16 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日
市立宇和島病院
愛媛県宇和島市御殿町１－
１

3000020382035

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

（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。

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　令和元年7月1日～令和元年9月30日）
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別記様式５

（部局名：高松国税局）

番号 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

17 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

一般財団法人積善会十全総
合病院
愛媛県新居浜市北新町１－
５

1500005004283

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

18 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

社会福祉法人恩賜財団済生
会西条病院
愛媛県西条市朔日市２６９
－１

3010405001696

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

19 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日
医療法人健会
高知県高知市知寄町２－４
－３６

2490005000647

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

20 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

公益財団法人高知県総合保
健協会
高知県高知市桟橋通６－７
－４３

5490005006030

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

21 2019年度健康診断一式

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０
ほか１官署等

令和元年8月20日

高知県厚生農業協同組合連
合会ＪＡ高知健診センター
高知県南国市明見字中野５
２６－１

4490005004695

公募を実施し、申込みのあった
者のうち、当局の要件を満たす
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条の３第４項に該当
するため。

20,797,605円 @16,922円ほか 100.0% 20

単価契約・予定調達
総額20,797,605円
（B)
分担契約・分担予定
金額15,669,742円

（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））

（審議対象期間　令和元年7月1日～令和元年9月30日）

（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。
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別記様式６

（部局名：高松国税局） （審議対象期間　令和元年7月1日～令和元年9月30日）

番号
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）

1
年末調整関係書類の封入委託業務（封入
件数141,606件）

令和元年7月19日
株式会社グロップ
岡山県岡山市中区穝東町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

@82.28円 － 1

2
端末機等機器更新及び設定作業に係る委
託業務(72台）

令和元年8月21日
Dynabook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

1,272,040円 － 1

3
個別指導方式による記帳指導(消費税指導
用）の委託業務(651回）

令和元年8月27日
四国税理士会
香川県高松市番町２－７－１２

6470005001073 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

@9,020円 － 1

4
会計ソフト方式による記帳指導（消費税
指導用）の業務委託（第３グループ（愛
媛県））（48回開催）

令和元年9月3日
愛媛県青色申告会連合会
愛媛県松山市大手町２－５－７

5700150056824 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

@11,000円ほか － 1

5
会計ソフト方式による記帳指導（消費税
指導用）の業務委託（第４グループ（高
知県））（20回開催）

令和元年9月3日
高知県青色申告会連合会
高知県高知市知寄町１－４－１
８

3700150058104 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

@8,800円ほか － 1

6
税理士試験で使用する試験会場の借上げ
(使用時間288時間ほか）

令和元年7月22日
穴吹エンタープライズ株式会社
香川県高松市林町２２１７－１

9470001000423 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

@162,200円ほか － 1

（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）
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