
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 令和元年10月1日～令和2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） 

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  
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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

（部局名：　沖縄地区税関　　　） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和2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

沖縄地区税関旧本関庁舎杭抜及び外構撤去工事
沖縄県那覇市通堂町４－１７
令和元年１１月１日から令和２年３月３１日
解体工事一式

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11月1日
株式会社丸内
沖縄県宜野湾市我如古３－１４－１

5360002017084 一般競争入札 136,549,882円 121,000,000円 88.6% 2

沖縄税関支署庁舎事務室改装工事請負
沖縄県沖縄市美里６－１－３６グランドアンビシャス５
階
令和２年２月３日～令和２年３月１３日
建築一式工事

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2年2月3日
株式会社オキジム
沖縄県浦添市字港川４５８

7360001008495 一般競争入札 14,311,000円 13,970,000円 97.6% 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。

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。

（令和３年４月８日訂正）



別記様式３

（部局名：　沖縄地区税関　　　） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和2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

（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　令和元年10月1日～令和2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

風しん・麻しん予防接種等の業務委託に係る
単価契約

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10月3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

@9,350円ほか - 1
単価契約
予定調達総額
1,701,040円

那覇空港税関支署等における什器類等購入
移設契約

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10月10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

11,555,500円 - 3

税関検査場用可搬式端末台等制作契約

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11月6日

株式会社コラボ
沖縄県豊見城市高安３３７－１
サンライズビュー平田１０１号
室

9360001010697 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

4,983,000円 - 2

那覇空港旅客ターミナルビル国際線官庁エリ
ア内サクサ製電話交換機等移設作業請負契
約（共同調達）

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

令和1年11月7日
光通信工業株式会社
沖縄県浦添市牧港５－４－１０

4360001009109 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

4,256,604円 - 1

分担契約
契約総額
5,676,000円

携帯電話解析用ソフトウェア等の調達

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12月13日
株式会社コンピュータ沖縄
沖縄県浦添市伊祖４－８－２
サンライズビル１Ｆ

3360001007633 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

2,373,800円 - 1

沖縄税関支署における什器類等購入移設契
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2年2月3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 3,490,850円 3,372,600円 96.6% 2

（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。



別記様式５

（部局名：　沖縄地区税関　　　） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和2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

埠頭監視カメラシステム一式（先島監視カメ
ラ）の賃貸借契約（再リース）令和2年3月1日
～令和3年2月28日

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10月1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
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
東京都港区港南２－１５－３

7010401022924

8010401021784

公募を実施した結果、応募者
が無かったため、本件賃貸借
の請負履行可能な者が左記
法人しか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

19,780,134円 - 0 - -

埠頭監視カメラシステム（那覇港９号岸壁用カ
メラ）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10月8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、応募者
が無かったため、本件修繕の
請負履行可能な者が左記法
人しか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

1,441,700円 - 0 - -

通関事務総合データ通信システム（税関ＬＡ
Ｎ）機器移設に伴う設定変更等業務委託契
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

令和1年11月13日
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
東京都千代田区内幸町１－１－６

7010001064648

公募を実施した結果、応募者
が無かったため、本件の請負
履行可能な者が左記法人しか
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

4,778,180円 - 0 - -

沖縄税関支署庁舎事務室に係る賃貸借契約

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

令和1年12月18日
託一株式会社
沖縄県那覇市安里３６１－３４

9360001008097

当該場所でなければ行政事
務を行うことが不可能であるこ
とから場所が限定され、供給
者が左記法人に特定され競争
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

1,070,300円 - - - -

FIS（FLIGHT　INFORMATION SYSTEM）購
入設置契約

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12月24日
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　沖縄営業所
沖縄県那覇市久茂地２－２－２　タイムスビル
７Ｆ

6010001135680

公募を実施した結果、応募者
が無かったため、本件の請負
履行可能な者が左記法人しか
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

2,619,100円 - 0 - -

通関事務総合データ通信システム（税関ＬＡ
Ｎ）機器移設に伴う設定変更等の業務委託契
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

令和2年2月5日
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
東京都千代田区内幸町１－１－６

7010001064648

公募を実施した結果、応募者
が無かったため、本件の請負
履行可能な者が左記法人しか
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

4,649,040円 - 0 - -

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。

（令和３年４月８日訂正）



別記様式６

（部局名：　沖縄地区税関　　　　） （審議対象期間　令和元年10月1日～令和2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）

風しん・麻しん予防接種等の業務委託に係る単価契約
令和1年10月3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

@9,350円ほか - 1

平成31・32・33年度(令和1・2・3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。

那覇空港旅客ターミナルビル国際線官庁エリア内サク
サ製電話交換機等移設作業請負契約（共同調達）

令和1年11月7日
光通信工業株式会社
沖縄県浦添市牧港５－４－１０

4360001009109 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

4,256,604円 - 1

令和元・2・3年度（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。

携帯電話解析用ソフトウェア等の調達 令和1年12月13日
株式会社コンピュータ沖縄
沖縄県浦添市伊祖４－８－２　サ
ンライズビル１Ｆ

3360001007633 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

2,373,800円 - 1

令和元・2・3年度（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」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。

沖縄税関支署庁舎事務室改装工事請負
沖縄県沖縄市美里６－１－３６グランドアンビシャス５階
令和２年２月３日～令和２年３月１３日
建築一式工事

令和2年2月3日
株式会社オキジム
沖縄県浦添市字港川４５８

7360001008495 一般競争入札 14,311,000円 13,970,000円 97.6% 1
令和元・2年度財務省沖縄地区競争参加資格審査において、
業種区分が「建築一式工事」の「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けさ
れ、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）


