
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28年7月1日～平成28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） 

  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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（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28年7月1日～平成28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

（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28年7月1日～平成28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

（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。

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28年7月1日～平成28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

複合機等8台の賃貸借及び保守請負契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
寄高　真澄
沖縄県那覇市通堂町４－１７

平成28年7月13日
株式会社ジムキ文明堂
沖縄県那覇市松山2-5-2

4360001008837 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

3,108,392円 - 2 -

乗用自動車3台の交換購入契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
寄高　真澄
沖縄県那覇市通堂町４－１７

平成28年8月12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
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

9,047,482円 - 2 -

沖縄地区税関監視艇さきしまGPSコンパス設
置請負契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
寄高　真澄
沖縄県那覇市通堂町４－１７

平成28年9月2日

フルノ九州販売株式会社沖縄
営業所
沖縄県那覇市港町１－１－１６
鮪会館２階

6310001001927 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

1,944,000円 - 2 -

データ入力等業務に係る労働者派遣契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
寄高　真澄
沖縄県那覇市通堂町４－１７

平成28年9月26日

株式会社りゅうせきビジネス
サービス
沖縄県浦添市西洲２－２－３
りゅうせきビル４階

6360001002210 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

1,081,080円 - 3 -

通関事務総合データ通信システム（税関LAN)
に係るMSライセンス購入契約

支出負担行為担当官
沖縄地区税関総務担当次長
寄高　真澄
沖縄県那覇市通堂町４－１７

平成28年9月29日

株式会社富士通エフサス沖縄
支社
沖縄県那覇市久茂地１－１２－
１２

8010401056384 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

2,824,200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。

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　平成28年7月1日～平成28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

沖縄地区税関本関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
寄高　真澄
沖縄県那覇市通堂町４－１７

平成28年9月30日
株式会社壷川ビル管理

沖縄県那覇市壷川３－２－６
4360001001429

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

②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

17,641,800円 - 1 - -

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。



別記様式６

（部局名：　沖縄地区税関　　　　） （審議対象期間　平成28年7月1日～平成28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）

通関事務総合データ通信システム（税関LAN)に係る
MSライセンス購入契約

平成28年9月29日

株式会社富士通エフサス沖縄支
社
沖縄県那覇市久茂地１－１２－
１２

8010401056384 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

2,824,200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）「物品の製造」もしくは「物品の販売」の「A」、
「B」又は「C」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

沖縄地区税関本関庁舎事務室に係る賃貸借契約 平成28年9月30日
株式会社壷川ビル管理

沖縄県那覇市壷川３－２－６
4360001001429 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

17,641,800円 ― 1
・予算決算及び会計令第70条の規程に該当しない者
・予算決算及び会計令第71条の規程に該当しない者
・各省各庁から指名停止等を受けていない者

－以下余白ー

（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）


