
別記様式１ 

契 約 一 覧 表 総 括 表 

（部局名：沖縄地区税関） （審議対象期間 平成３１年４月１日～令和元年６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）  

 

 ２８件 

 

   ０件 

   ０件 

  １５件 

  １３件 

  ９件 

 

   ０件 

   ０件 

 ９件 

  ０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  

 

 

 

 

 ９件 

 

 ９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：　沖縄地区税関　　　） （審議対象期間　平成31年4月1日～令和元年6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

（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。

実績なし



別記様式３

（部局名：　沖縄地区税関　　　） （審議対象期間　平成31年4月1日～令和元年6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

（注3）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。

実績なし



別記様式４

（部局名：　沖縄地区税関　　　） （審議対象期間　平成31年4月1日～令和元年6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

那覇空港国際線ターミナルビル庁舎の維持
管理業務委託契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階
ほか４官署

平成31年4月1日
沖縄ビル・メンテナンス株式会
社
沖縄県那覇市曙２－８－１８

6360001000461 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

13,917,988円 - 2

分担契約
契約総額
24,656,400円

那覇空港国際線ターミナルビル庁舎他清掃
業務委託契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階
ほか４官署

平成31年4月1日
株式会社クリード沖縄
沖縄県浦添市内間５－１０－１
５

1360001009103 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

5,636,963円 - 4

分担契約
契約総額
10,368,000円

那覇空港国際線ターミナルビル庁舎警備業
務委託契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階
ほか４官署

平成31年4月1日
中央警備保障株式会社
沖縄県那覇市字敷名１２０３－
１

2360001001406 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

8,890,242円 - 1

分担契約
契約総額
17,787,600円

複写機用紙（再生紙）の購入契約
（A4　5,126箱　ほか１品目）

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階
ほか１官署

平成31年4月1日
株式会社紙商
沖縄県浦添市城間４－２４－２

3360001008706 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

@1,728円 - 2

単価契約
予定調達総額
9,019,468円
分担契約
分担予定額
1,031,616円

文具類等消耗品の単価購入契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月1日
株式会社善林堂
沖縄県浦添市勢理客１-１-６

4360001008886 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

@388円ほか - 4

単価契約
予定調達総額
2,360,891円

沖縄地区税関麻薬探知犬飼育管理業務委
託契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月1日
有限会社やんばるライフ
沖縄県名護市屋部７８４－１

4360002019817 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

2,397,600円 - 2

沖縄地区税関監視艇用燃料購入単価契約
（那覇地区）（予定数量476KL）

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階
ほか１官署

平成31年4月1日
株式会社りゅうせき
沖縄県浦添市西洲２－２－３

5360001009256 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

@83.91円 - 1
単価契約
予定調達総額
39,941,160円

沖縄地区税関監視艇用燃料購入単価契約
（先島地区）（予定数量452KL）

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階
ほか１官署

平成31年4月1日
株式会社りゅうせき
沖縄県浦添市西洲２－２－３

5360001009256 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

@86.07円 - 1
単価契約
予定調達総額
38,903,640円

那覇空港税関支署旅客誘導案内業務に係る
労働者派遣

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月1日
株式会社沖縄コングレ
沖縄県那覇市久茂地３－１－１

9360001011530 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

@1,454円 - 1
単価契約
予定調達総額
3,489,600円

普通乗用車1台及び小型乗用自動車1台の
購入契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月24日
トヨタカローラ沖縄株式会社
沖縄県浦添市城間４－７－３

5360001008992
一般競争入札

（総合評価方式）

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

5,740,645円 - 1

契約一覧表（競争入札（物品役務等））



別記様式４

（部局名：　沖縄地区税関　　　） （審議対象期間　平成31年4月1日～令和元年6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

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

事務用机等購入

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

令和1年5月17日
株式会社ざまみダンボール
沖縄県糸満市西崎町４－７

1360001000953 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

1,475,280円 - 2

平成３１年度沖縄地区税関定期健康診断等
の業務委託に係る単価契約  一般定期健康
診断136人ほか23項目

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

令和1年5月17日

一般財団法人沖縄県健康づく
り財団
沖縄県島尻郡南風原町字宮平
２１２番地

1360005001816 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

@5,491円ほか - 1
単価契約
予定調達総額
2,411,008円

監視艇「しまかぜ」法定中間船体整備一式

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

令和1年6月18日
新糸満造船株式会社
沖縄県糸満市西崎町１－６－２

7360001005328 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

38,124,000円 - 1

監視艇「しまかぜ」法定中間主機関整備一式

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

令和1年6月26日
株式会社沖縄機械整備
沖縄県糸満市西崎町４丁目８
番地

7360001006053 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

81,842,400円 - 1

監視艇「さきしま」維持修繕請負業務

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

令和1年6月26日
新糸満造船株式会社
沖縄県糸満市西崎町１－６－２

7360001005328 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

6,480,000円 - 1

（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。

（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。

（令和３年４月８日訂正）



別記様式５

（部局名：　沖縄地区税関　　　） （審議対象期間　平成31年4月1日～令和元年6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31年度X線貨物検査装置（IXI型）保守
点検業務請負

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月1日
株式会社ＩＨＩ検査計測

東京都品川区南大井６－２５－
３

4010701000913

公募を実施した結果、
業務履行可能な者が１
者しかなく競争性を許
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

5,041,440円 - 0 - -

那覇空港貨物ターミナルビル転貸借契約
（平成31年4月1日～平成32年3月31日）

37.05㎡

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月1日
株式会社ＡＮＡＣａｒｇｏ

東京都港区東新橋１－５－２
4010801015407

既存事務室を引き続き
借り受ける必要があり
競争性を許さないこと
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

1,003,065円 - - - -

コンテナ貨物検査場賃貸借
（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

602.00㎡

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月1日
沖縄第一倉庫株式会社

沖縄県那覇市西２－２６－１８
7360001000485

既存事務室を引き続き
借り受ける必要があり
競争性を許さないこと
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

9,434,880円 - - - -

沖縄地区税関本関庁舎事務室に係る賃貸借
契約

（平成31年4月1日～平成32年3月31日）
1,197.9㎡

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月1日
株式会社壺川ビル管理

沖縄県那覇市壺川３－２－６
4360001001429

既存事務室を引き続き
借り受ける必要があり
競争性を許さないこと
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

35,283,600円 - - - -

石垣空港国際線旅客ターミナルビル建物賃
貸借契約

（平成31年4月1日～平成32年3月31日）
342.45㎡

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月1日
石垣空港ターミナル株式会社
沖縄県石垣市字白保１９６０－

１０４
4360001013531

既存事務室を引き続き
借り受ける必要があり
競争性を許さないこと
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

9,320,112円 - - - -

那覇クルーズターミナル使用許可
（平成31年4月1日～平成32年3月31日）

46.51㎡

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月1日
那覇港管理組合

沖縄県那覇市通堂町２－１
8000020478431

既存事務室を引き続き
借り受ける必要があり
競争性を許さないこと
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

1,506,816円 - - - -

石垣市内住宅借り上げに係る賃貸借契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月1日
住宅情報センター株式会社

沖縄県石垣市字平得５８－６
4360001013738

既存宿舎を引き続き借
り受ける必要があり競
争性を許さないことか
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

3,211,200円 - - - -

維持管理経費
（石垣空港ターミナルに係るもの）

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月1日
石垣空港ターミナル株式会社
沖縄県石垣市字白保１９６０－

１０４
4360001013531

既存事務室を引き続き
借り受ける必要があり
競争性を許さないこと
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

2,349,483円 - - - -

複合機９台の賃貸借及び保守請負契約（再
リース）

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月1日
株式会社オキジム

沖縄県浦添市字港川４５８
7360001008495

公募を実施した結果、
業務履行可能な者が１
者しかなく競争性を許
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

1,671,930円 - 0 - -

宮古島地区民間借り上げ宿舎４戸に係る賃
貸借契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成31年4月15日
住宅情報センター株式会社

沖縄県石垣市字平得５８－６
4360001013738

公募を実施した結果、
業務履行可能な者が１
者しかなく競争性を許
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

3,427,904円 - 0 - -

埠頭監視カメラシステム（那覇港）簡易無線伝
送装置修繕請負

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

令和1年5月10日
ＮＥＣネクサソリューションズ

株式会社
東京都港区三田１－４－２８

7010401022924

公募を実施した結果、
業務履行可能な者が１
者しかなく競争性を許
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

1,618,920円 - 0 - -

契約一覧表（随意契約（物品役務等））



別記様式５

（部局名：　沖縄地区税関　　　） （審議対象期間　平成31年4月1日～令和元年6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））

不正薬物・爆発物探知装置（TDS)に係る点
検・校正等

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

令和1年6月19日

株式会社日立ハイテクソリュー
ションズ

福岡県福岡市博多区上川端町１
２番２０号

3010401035434

公募を実施した結果、
業務履行可能な者が１
者しかなく競争性を許
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

5,283,860円 - 0 - -

石垣地区民間借上げ宿舎１戸の賃貸借契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
纐纈　寿樹
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

令和1年6月28日
住宅情報センター株式会社

沖縄県石垣市字平得５８－６
4360001013738

公募を実施した結果、
業務履行可能な者が１
者しかなく競争性を許
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

972,000円 - 0 - -

（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。



別記様式６

（部局名：　沖縄地区税関　　　　） （審議対象期間　平成31年4月1日～令和元年6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）

那覇空港国際線ターミナルビル庁舎警備業務委託契
約

平成31年4月1日
中央警備保障株式会社
沖縄県那覇市字敷名１２０３－１

2360001001406 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

8,890,242円 - 1

平成28・29・30年度財務省競争参加資格（全省庁統一資
格）において「役務の提供等」の「建物管理等各種保守
管理」で、「B」又は「C」の等級に格付けされ、九州・
沖縄地域の資格を有する者。

沖縄地区税関監視艇用燃料購入単価契約（那覇地
区）（予定数量476KL）

平成31年4月1日
株式会社りゅうせき
沖縄県浦添市西洲２－２－３

5360001009256 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

@83.91円 - 1

平成28・29・30年度財務省競争参加資格（全省庁統一資
格）「物品の販売（燃料類）」の「A」又は「B」の等級
に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する
者。

沖縄地区税関監視艇用燃料購入単価契約（先島地
区）（予定数量452KL）

平成31年4月1日
株式会社りゅうせき
沖縄県浦添市西洲２－２－３

5360001009256 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

@86.07円 - 1

平成28・29・30年度財務省競争参加資格（全省庁統一資
格）「物品の販売（燃料類）」の「A」又は「B」の等級
に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する
者。

那覇空港税関支署旅客誘導案内業務に係る労働者派
遣

平成31年4月1日
株式会社沖縄コングレ

沖縄県那覇市久茂地３－１－
１

9360001011530 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

@1,454円 - 1

平成28・29・30年度財務省競争参加資格(全省庁統一資
格)において、「役務の提供等」の「C」又は「D」の等級
に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する
者。

普通乗用車1台及び小型乗用自動車1台の購入契約 平成31年4月24日
トヨタカローラ沖縄株式会社
沖縄県浦添市城間４－７－３

5360001008992
一般競争入札

（総合評価方式）

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

5,740,645円 - 1

平成31・32・33年度財務省競争参加資格(全省庁統一資
格)において、「物品の販売（車両類）」の「Ｂ」又は
「Ｃ」の等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加
資格を有する者。

平成３１年度沖縄地区税関定期健康診断等の業務委
託に係る単価契約  一般定期健康診断136人ほか23項
目

令和1年5月17日

一般財団法人沖縄県健康づくり
財団
沖縄県島尻郡南風原町字宮平２
１２番地

1360005001816 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

@5,491円ほか - 1

平成31・32・33年度財務省競争参加資格（全省庁統一資
格）において、「役務の提供等」の「Ｃ」又は「Ｄ」の
等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有
する者。

監視艇「しまかぜ」法定中間船体整備一式 令和1年6月18日
新糸満造船株式会社
沖縄県糸満市西崎町１－６－２

7360001005328 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

38,124,000円 - 1

平成31・32・33年度財務省競争参加資格（全省庁統一資
格）「役務の提供等（船舶整備）」の「A」、「B」又は
「C」の等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資
格を有する者。

監視艇「しまかぜ」法定中間主機関整備一式 令和1年6月26日
株式会社沖縄機械整備
沖縄県糸満市西崎町４丁目８番
地

7360001006053 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

81,842,400円 - 1

平成31・32・33年度財務省競争参加資格（全省庁統一資
格）「役務の提供等（船舶整備）」の「A」、「B」又は
「C」の等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資
格を有する者。

監視艇「さきしま」維持修繕請負業務 令和1年6月26日
新糸満造船株式会社
沖縄県糸満市西崎町１－６－２

7360001005328 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

6,480,000円 - 1
令和元・2・3年度年度財務省競争参加資格（全省庁統一
資格）「役務の提供等（船舶整備）」の「C」の等級に格
付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。

（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）

（令和３年４月８日訂正）


