
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10月1日～平成29年12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） 

 

５件 

 

１件 

０件 

３件 

１件 

３件

 

０件

０件

２件

１件

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

３件 

 

２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 



別記様式２

（部局名：　沖縄地区税関　　　） （審議対象期間　平成29年10月1日～平成29年12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解体工事請負業務

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

平成29年12月6日
有限会社秋建設
沖縄県沖縄市海邦２－１
４－８

9360002011257 一般競争入札 83,282,540 52,920,000 63.5% 5

（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。



別記様式３

（部局名：　沖縄地区税関　　　） （審議対象期間　平成29年10月1日～平成29年12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10月1日～平成29年12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

キャビネット型Ｘ線検査装置の購入

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

平成29年12月20日
帝国繊維株式会社

東京都中央区日本橋２－１－１
０

7010001034840 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

4,752,000円 - 1

エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置の購入

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

平成29年12月26日
有限会社アクア

沖縄県浦添市城間２－２－１２
5360002014395 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

15,444,000円 - 2

沖縄地区税関旧本関庁舎解体工事監理業務

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

平成29年12月26日
有限会社仲本設計

沖縄県那覇市字国場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

2,088,720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29年10月1日～平成29年12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

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
辻　重隆
沖縄県那覇市壺川３－２－６壺川ビル３階

平成29年12月11日
株式会社日立ハイテクソリューションズ
九州営業所
福岡県福岡市博多区上川端町12-20

3010401035434
会計法第29条の3第4項（契約
の性質又は目的が競争を許さ
ない場合）（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

2,246,400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29年10月1日～平成29年12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）

不正薬物・爆発物探知措置（TDS)に係る点検・校
正等

平成29年12月11日

株式会社日立ハイテクソ
リューションズ九州営業所
福岡県福岡市博多区上川端町
１２－２０

3010401035434 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

2,246,400円 - 1

不正薬物・爆発物探知装置に係る点検・校正等について
仕様書で定める内容の履行が可能である旨を証明できる
者であること。本公募の説明を受け、内容を熟知した者
であること。

キャビネット型Ｘ線検査装置の購入 平成29年12月20日
帝国繊維株式会社
東京都中央区日本橋２－１－
１０

7010001034840 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

4,752,000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」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。

沖縄地区税関旧本関庁舎解体工事監理業務 平成29年12月26日
有限会社仲本設計
沖縄県那覇市字国場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

2,088,720円 - 1
平成２９・３０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「建築士事務所」の「Ｃ」等級に格付
されている者。

（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）


