公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表
（物品役務等）
物品役務等の名称及 契約担当官等の氏名並びにその
契約の相手方の商号又は名
契約を締結した日
所属する部局の名称及び所在地
称及び住所

1 タクシー供給

2 タクシー供給

3 タクシー供給

4 タクシー供給

沖縄振興開発金融公庫
会計役 新垣 尚之
東京都港区西新橋2－1－1

沖縄振興開発金融公庫
会計役 新垣 尚之
東京都港区西新橋2－1－1

沖縄振興開発金融公庫
会計役 新垣 尚之
東京都港区西新橋2－1－1

沖縄振興開発金融公庫
会計役 新垣 尚之
東京都港区西新橋2－1－1

5

沖縄振興開発金融公庫
東京本部事務所借料 会計役 新垣 尚之
東京都港区西新橋2－1－1

6

沖縄振興開発金融公庫
東京本部事務所共益
会計役 新垣 尚之
費
東京都港区西新橋2－1－1

7

沖縄振興開発金融公庫
東京本部事務所清掃
会計役 新垣 尚之
費
東京都港区西新橋2－1－1

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

再就職の
役員の数

備考

令和2年4月1日

公募を行い、要件を満たす
全ての者と契約を締結する
東京無線協同組合
ものであり、契約相手方の選
東京都新宿区百人町2丁目18
定を許さないことから、経理
番12号
規程第43条第1項第二号に
該当するため。

－

単価契約

－

－

関東運輸局認
可料金

令和2年4月1日

公募を行い、要件を満たす
全ての者と契約を締結する
東都タクシー無線協同組合
ものであり、契約相手方の選
東京都豊島区西池袋5丁目13
定を許さないことから、経理
番13号
規程第43条第1項第二号に
該当するため。

－

単価契約

－

－

関東運輸局認
可料金

令和2年4月1日

公募を行い、要件を満たす
全ての者と契約を締結する
東京四社営業委員会
ものであり、契約相手方の選
東京都中央区日本橋本町4丁
定を許さないことから、経理
目15番11号
規程第43条第1項第二号に
該当するため。

－

単価契約

－

－

関東運輸局認
可料金

令和2年4月1日

公募を行い、要件を満たす
全ての者と契約を締結する
東京都個人タクシー協同組合
ものであり、契約相手方の選
東京都中野区弥生町5丁目6
定を許さないことから、経理
番6号
規程第43条第1項第二号に
該当するため。

－

単価契約

－

－

関東運輸局認
可料金

令和2年4月1日

必要とする物品又はサービ
日鉄興和不動産株式会社
スの提供者が他に存在しな
東京都港区南青山1丁目15番 いことから、経理規程第43条 67,114,344円
5号
第1項第二号に該当するた
め。

67,114,344円 100.0%

－

令和2年4月1日

必要とする物品又はサービ
日鉄興和不動産株式会社
スの提供者が他に存在しな
東京都港区南青山1丁目15番 いことから、経理規程第43条 15,253,260円
5号
第1項第二号に該当するた
め。

15,253,260円 100.0%

－

令和2年4月1日

必要とする物品又はサービ
興和不動産ファシリティーズ株
スの提供者が他に存在しな
式会社
いことから、経理規程第43条
東京都港区西新橋3丁目8番3
第1項第二号に該当するた
号
め。

3,672,240円 100.0%

－

№ び数量

3,672,240円

物品役務等の名称及 契約担当官等の氏名並びにその
契約の相手方の商号又は名
契約を締結した日
所属する部局の名称及び所在地
称及び住所

№ び数量

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

企画競争を行い、契約相手
方の提案内容が最も優秀な
ものとして選定されたもので
あり、競争を許さないことか
ら、経理規程第43条第1項第
二号に該当するため。

（注）

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

－

－

令和2年4月1日

株式会社ディスコ
東京都文京区後楽2丁目5番1
号
飯田橋ファーストビル9階

令和2年4月1日

契約の性質又は目的が競争
富士ゼロックス株式会社沖縄
を許さないことから、経理規
営業所
程第43条第1項第二号に該
沖縄県那覇市久茂地1-7-1
当するため。

－

単価契約

-

-

令和2年4月1日

必要とする物品又はサービ
弁護士法人粟澤・山本法律事
スの提供者が他に存在しな
務所
いことから、経理規程第43条
東京都千代田区飯田橋2丁目
第1項第二号に該当するた
1番5号 4階
め。

-

1,320,000円

－

－

令和2年4月3日

緊急の必要により競争に付
富士通株式会社沖縄支店
する暇がないことから、経理
沖縄県那覇市久茂地1-12-12 規程第43条第1項第三号に
該当するため。

－

1,555,646円

-

-

新型コロナウイルス対 沖縄振興開発金融公庫
12 策に向けた事業継続 本店会計役 金城 光俊
対応作業
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

令和2年4月7日

緊急の必要により競争に付
富士通株式会社沖縄支店
する暇がないことから、経理
沖縄県那覇市久茂地1-12-12 規程第43条第1項第三号に
該当するため。

－

2,750,000円

-

-

新型コロナウイルス対 沖縄振興開発金融公庫
13 応に伴うシステム運用 本店会計役 金城 光俊
管理業務の要員追加 沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

緊急の必要により競争に付
富士通株式会社沖縄支店
する暇がないことから、経理
令和2年4月21日
沖縄県那覇市久茂地1-12-12 規程第43条第1項第三号に
該当するため。

－

3,943,131円

-

-

沖縄振興開発金融公庫
本店会計役 金城 光俊
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

緊急の必要により競争に付
リンクス株式会社
する暇がないことから、経理
令和2年4月23日 大阪府大阪市北区梅田1-11規程第43条第1項第三号に
4-1000
該当するため。

－

5,890,500円

-

-

公庫情報システムに
沖縄振興開発金融公庫
係るシステム運用管
15 理業務委託の休日対 本店会計役 金城 光俊
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26
応（令和2年5月）

緊急の必要により競争に付
富士通株式会社沖縄支店
する暇がないことから、経理
令和2年4月27日
沖縄県那覇市久茂地1-12-12 規程第43条第1項第三号に
該当するため。

－

1,901,345円

-

-

令和3年度職員採用

8 に係る業務委託

9

沖縄振興開発金融公庫
会計役 新垣 尚之
東京都港区西新橋2－1－1

富士ゼロックス社製複
沖縄振興開発金融公庫
合機33台に係る保守
本店会計役 金城 光俊
及び消耗品等の供給
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26
に関する契約

10 法律顧問契約

沖縄振興開発金融公庫
本店会計役 金城 光俊
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

公庫情報システムに
沖縄振興開発金融公庫
係るシステム運用管
11 理業務委託の休日対 本店会計役 金城 光俊
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26
応

14 不織布マスクの調達

2,214,335円

備考

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

再就職の
役員の数

緊急の必要により競争に付
する暇がないことから、経理
規程第43条第1項第三号に
該当するため。

－

2,310,000円

-

-

緊急の必要により競争に付
株式会社大塚商会
する暇がないことから、経理
東京都千代田区飯田橋2-18規程第43条第1項第三号に
4
該当するため。

－

2,254,560円

－

－

物品役務等の名称及 契約担当官等の氏名並びにその
契約の相手方の商号又は名
契約を締結した日
所属する部局の名称及び所在地
称及び住所

№ び数量

16 不織布マスクの調達

沖縄振興開発金融公庫
本店会計役 金城 光俊
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

ハンディー型体表面
17 温度計測カメラの購
入

沖縄振興開発金融公庫
本店会計役 金城光俊
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

株式会社YUKAZE
令和2年4月27日 沖縄県島尻郡与那原町字上
与那原39-1

令和2年5月8日

「債権書類管理システ 沖縄振興開発金融公庫
18 ム用機器等のリース 本店会計役 金城光俊
調達」
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

株式会社ＪＥＣＣ
令和2年5月15日 東京都千代田区丸の内三丁
目４番１号

一般競争入札において、入
札を実施しても落札者となる
べき者がないことから、経理
規程第44条に該当するた
め。

（注）

994,400
（円/月）

－

－

直貸（延滞パッケージ
沖縄振興開発金融公庫
システム）におけるカ
19 スタマイズ運用支援 本店会計役 金城光俊
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26
の契約について

株式会社おきぎんエス・ピー・
オー
令和2年5月22日
沖縄県宜野湾市真志喜1-1316

契約の性質又は目的が競争
を許さないことから、経理規
程第43条第1項第二号に該
当するため。

－

5,105,304円

－

－

公庫情報システムに
沖縄振興開発金融公庫
係るシステム運用管
20 理業務委託の休日対 本店会計役 金城光俊
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26
応（令和2年6月）

契約の性質又は目的が競争
富士通株式会社沖縄支店
を許さないことから、経理規
令和2年5月29日
沖縄県那覇市久茂地1-12-12 程第43条第1項第二号に該
当するため。

－

1,382,796円

－

－

新型コロナウイルス対
沖縄振興開発金融公庫
応に伴うシステム運用
21 管理業務の要員追加 本店会計役 金城光俊
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26
（6、7月）

契約の性質又は目的が競争
富士通株式会社沖縄支店
を許さないことから、経理規
令和2年5月29日
沖縄県那覇市久茂地1-12-12 程第43条第1項第二号に該
当するため。

－

7,065,227円

－

－

新型コロナウィルス対 沖縄振興開発金融公庫
22 応に伴うシステム運用 本店会計役 金城光俊
管理業務の要員追加 沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

競争に付することが不利又
富士通株式会社沖縄支店
は困難と認められることか
令和2年7月29日
沖縄県那覇市久茂地1-12-12 ら、経理規程第43条第1項第
一号に該当するため。

-

1,566,449円

-

-

新型コロナウィルス対 沖縄振興開発金融公庫
23 応に伴うシステム運用 本店会計役 金城光俊
管理業務の要員追加 沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

競争に付することが不利又
富士通株式会社沖縄支店
は困難と認められることか
令和2年8月28日
沖縄県那覇市久茂地1-12-12 ら、経理規程第43条第1項第
一号に該当するため。

-

1,566,449円

-

-

備考

物品役務等の名称及 契約担当官等の氏名並びにその
契約の相手方の商号又は名
契約を締結した日
所属する部局の名称及び所在地
称及び住所

№ び数量

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

再就職の
役員の数

新型コロナウィルス対 沖縄振興開発金融公庫
24 応に伴うシステム運用 本店会計役 金城光俊
管理業務の要員追加 沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

競争に付することが不利又
富士通株式会社沖縄支店
は困難と認められることか
令和2年9月28日
沖縄県那覇市久茂地1-12-12 ら、経理規程第43条第1項第
一号に該当するため。

-

4,936,800円

-

-

債権書類管理システ 沖縄振興開発金融公庫
25 ム用のRFIDタグシート 本店会計役 金城光俊
等消耗品の購入
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

令和2年10月20日 都築電気株式会社

契約の性質又は目的が競争
を許さない場合であることか
ら、経理規程第43条第1項第
二号に該当するため。

-

5,126,000円

-

-

「自動引落データ集配 沖縄振興開発金融公庫
26 信システム運用業務」 本店会計役 金城 光俊
に係る業務委託契約 沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

必要とする物品又はサービ
株式会社HS情報システムズ
スの提供者が他に存在しな
東京都文京区小石川一丁目１
令和2年12月25日
いことから、経理規程第43条
番17号
第1項第二号に該当するた
日本生命春日駅前ビル4階
め。

（注）

単価契約

－

－

新型コロナウィルス対 沖縄振興開発金融公庫
27 応に伴うシステム運用 本店会計役 金城光俊
管理業務の要員追加 沖縄県那覇市おもろまち1-2-26

競争に付することが不利又
富士通株式会社沖縄支店
は困難と認められることか
令和2年12月24日
沖縄県那覇市久茂地1-12-12 ら、経理規程第43条第1項第
一号に該当するため。

-

4,752,000円

-

-

「顧客要項（海外関連
企業に関する登録）開
沖縄振興開発金融公庫
発作業」に係るﾕｰｻﾞｰ
28 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ設計（UI） 本店会計役 金城光俊
沖縄県那覇市おもろまち1-2-26
からﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃｽﾄ（PT）
業務委託契約

株式会社 システムウィング
令和3年1月25日 沖縄県那覇市泉崎1-12-7
沖縄県不動産会館ビル5階

契約の性質又は目的が競争
を許さないことから、経理規
程第43条第1項第二号に該
当するため。

（注）

1,320,000円

－

－

企画競争を行い、契約相手
方の提案内容が最も優秀な
ものとして選定されたもので
あり、競争を許さないことか
ら、経理規程第43条第1項第
二号に該当するため。

（注）

2,959,000円

－

－

令和４年度職員採用

沖縄振興開発金融公庫

29 に係る業務委託契約 会計役 新垣 尚之

東京都港区西新橋2-1-1

令和3年3月1日

株式会社ディスコ
東京都文京区後楽2-5-1
飯田橋ファーストビル9階

（注）同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。

備考

予定総価
2,244,000円

