
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30年1月1日～平成30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） 

 

７件 

 

０件 

０件 

５件 

２件 

３件 

 

０件 

０件 

１件 

２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  

 

 

 

 

３件 

 

１件 

０件 

２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30年1月1日～平成30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

（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30年1月1日～平成30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30年1月1日～平成30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

デジタル無線機撤去請負

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30年1月19日

サミットインダストリアル株式会
社

沖縄県宜野湾市野嵩２－２８－
５

9360001008808 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

1,144,800円 - 2

工業用内視鏡1式の購入

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30年1月22日
有限会社南部測量機

沖縄県糸満市西崎４－１７－２３
3360002009281 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

1,108,080円 - 2

税関用旅券自動読取装置等の調達一式

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30年1月24日
株式会社ビージーエム沖縄

沖縄県那覇市天久１－２８－２
6360001001815 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

5,940,000円 - 2

携帯型IP無線機の購入一式

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30年1月29日
興洋電子株式会社

沖縄県那覇市字安謝６３８
2360001000894 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

2,138,400円 - 6

監視艇「さきしま」海水ポンプ交換修繕請負業
務

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

平成30年2月5日
株式会社沖縄機械整備
沖縄県糸満市西崎町4-8

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

1,479,600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30年1月1日～平成30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

石垣税関支署レイアウト変更（埠頭監視カメラ
システム移設含む）及びサーバー室拡張業
務請負

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

平成30年1月31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

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

4,771,332円 - 1 - -

埠頭監視カメラシステム（先島）光回線変更に
伴う設定変更業務請負

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

平成30年3月6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

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

3,009,744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。

（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　平成30年1月1日～平成30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）

石垣税関支署レイアウト変更（埠頭監視カメラシス
テム移設含む）及びサーバー室拡張業務請負

平成30年1月31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

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

4,771,332円 - 1

石垣税関支署レイアウト変更（埠頭監視カメラシステム用
サーバー移設含む）及びサーバー室拡張業務請負について
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。

監視艇「さきしま」海水ポンプ交換修繕請負業務 平成30年2月5日
株式会社沖縄機械整備
沖縄県糸満市西崎町4-8

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

1,479,600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（船舶整備）」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。

埠頭監視カメラシステム（先島）光回線変更に伴う
設定変更業務請負

平成30年3月6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

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

3,009,744円 - 1

埠頭監視カメラシステム（先島（与那国監視署））光回線
変更に伴う設定変更業務請負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。

（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）


