
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29年4月1日～平成29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） 
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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29年4月1日～平成29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29年4月1日～平成29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29年4月1日～平成29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他警備
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
寄高　真澄
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階
ほか４官署

平成29年4月3日
中央警備保障株式会社
沖縄県那覇市識名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

7,744,073円 - 4
分担契約
契約総額
15,001,200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
寄高　真澄
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階
ほか４官署

平成29年4月3日
株式会社須田ビルメンテナンス
東京都立川市砂川町４－２４－
１３

2012801000745 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

5,615,968円 - 4
分担契約
契約総額
9,460,800円

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
寄高　真澄
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階
ほか４官署

平成29年4月3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

6,083,364円 - 3
分担契約
契約総額
14,450,400円

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　４３０KL）

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
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成29年4月3日
株式会社りゅうせきエネルギー
沖縄県浦添市西洲２－２－３

7360001009386 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

@64.36円 - 2
単価契約
予定調達総額
27,674,800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　４８０KL）

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
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成29年4月3日
株式会社りゅうせきエネルギー
沖縄県浦添市西洲２－２－３

7360001009386 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

@65.44円 - 2
単価契約
予定調達総額
31,411,200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
寄高　真澄
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成29年4月3日
有限会社やんばるライフ
沖縄県名護市字屋部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

2,203,200円 - 1 -

複写機用紙（再生紙）の購入契約
（Ａ４　5,100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
寄高　真澄
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成29年4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
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

@1,236円 - 4
単価契約
予定調達総額
6,608,520円

沖縄地区税関における什器類等購入契約

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
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成29年5月25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

3,648,672円 - 5 -

沖縄地区税関旧本関庁舎解体工事設計業務
委託契約一式

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
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成29年6月19日
有限会社仲本設計
沖縄県那覇市国場１１６１－３

4360002003250 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

3,715,200円 - 6 -

（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29年4月1日～平成29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

那覇空港LCCターミナル国際線施設転貸借
契約

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

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
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成29年4月3日
ANAホールディング株式会社
東京都港区東新橋１－５－２

6010401050876

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。

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

16,716,948円 - - - -

那覇空港貨物ターミナルビル転貸借契約
（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

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
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成29年4月3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。

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

1,003,065円 - - - -

コンテナ貨物検査場賃貸借
（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

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
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成29年4月3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。

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

9,434,880円 - - - -

平成29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

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
沖縄県那覇市壺川３－２－６
壺川ビル３階

平成29年6月20日
医療法人寿仁会沖縄セントラル病院
沖縄県那覇市与儀１－２６－６

5360005000392

再度の入札を行っても
落札する見込みがない
ことから予算決算及び
会計令第99条の2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

@5,454円ほか - 1 -
単価契約
予定調達総額
1,996,423円

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29年4月1日～平成29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）

沖縄地区税関麻薬探知犬飼育管理業務委託契約 平成29年4月3日
有限会社やんばるライフ
沖縄県名護市字屋部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

2,203,200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）「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

平成29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

平成29年6月20日
医療法人寿仁会沖縄セントラル病
院
沖縄県那覇市与儀１－２６－６

5360005000392 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

@5,454円ほか - 1
平成28・29・30年度財務省競争参加資格（全省庁統一資
格）「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

（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）


