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）
再就職
の
落札率
役員の
数

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

随意契約によることとした会
契約の相手方の商号又は名
契約を締結した日
計法令の根拠条文及び理由
称及び住所
（企画競争又は公募）

予定価格

契約金額

沖縄振興開発金融公庫
会計役 屋比久 盛徳
東京都港区西新橋2－1－1

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
平成31年4月1日 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

沖縄振興開発金融公庫
会計役 屋比久 盛徳
東京都港区西新橋2－1－1

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
平成31年4月1日 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

沖縄振興開発金融公庫
会計役 屋比久 盛徳
東京都港区西新橋2－1－1

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
平成31年4月1日 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

沖縄振興開発金融公庫
会計役 屋比久 盛徳
東京都港区西新橋2－1－1

公募を行い、要件を満たす
全ての者と契約を締結する
日の丸自動車株式会社
ものであり、契約相手方の選
平成31年4月1日 東京都文京区後楽1丁目1番8
定を許さないことから、経理
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

5 タクシー供給

沖縄振興開発金融公庫
会計役 屋比久 盛徳
東京都港区西新橋2－1－1

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
平成31年4月1日 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

6 東京本部事務所借料

沖縄振興開発金融公庫
会計役 屋比久 盛徳
東京都港区西新橋2－1－1

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
平成31年4月1日 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 65,894,076円
5号
第1項第二号に該当するた
め。

物品役務等の名称及
№ び数量

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

65,894,076円 100.0%

－

備考

物品役務等の名称及
№ び数量

東京本部事務所共益

7 費

東京本部事務所清掃

8 費

9

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

随意契約によることとした会
契約の相手方の商号又は名
契約を締結した日
計法令の根拠条文及び理由
称及び住所
（企画競争又は公募）

沖縄振興開発金融公庫
会計役 屋比久 盛徳
東京都港区西新橋2－1－1

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
平成31年4月1日 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 14,975,928円
5号
第1項第二号に該当するた
め。

沖縄振興開発金融公庫
会計役 屋比久 盛徳
東京都港区西新橋2－1－1

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
スの提供者が他に存在しな
株式会社
平成31年4月1日
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。

2020年度職員採用に
係るWEB上での応募学 沖縄振興開発金融公庫
生データ管理システム 会計役 屋比久 盛徳
関連及び筆記試験関 東京都港区西新橋2－1－1
連業務

富士ゼロックス社製複
合機32台に係る保守及
10 び消耗品等の供給に関
する契約

沖縄振興開発金融公庫
会計役 新垣 尚之
沖縄県那覇市おもろまち1-226

11 ガソリン等供給業務

沖縄振興開発金融公庫
会計役 新垣 尚之
沖縄県那覇市おもろまち1-226

社内ネットワーク向け
12 新聞記事電子クリッピ
ングサービス業務

沖縄振興開発金融公庫
会計役 新垣 尚之
沖縄県那覇市おもろまち1-226

予定価格

3,605,472円

契約金額

再就職
の
落札率
役員の
数

14,975,928円 100.0%

－

3,605,472円 100.0%

－

3,390,580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）

必要とする物品又はサービ
富士ゼロックス株式会社沖縄
スの提供者が他に存在しな
営業所
平成31年4月1日
いことから、経理規程第43条
沖縄県那覇市久茂地一丁目
第1項第二号に該当するた
７番1号
め。

（注）

単価契約

－

－

（注）

単価契約

－

－

（注）

単価契約

－

－

株式会社ディスコ
東京都文京区後楽2丁目5番1
平成31年4月1日
号
飯田橋ファーストビル9階

株式会社りゅうせきエネル
ギー
公募を行い、要件を満たす
沖縄県浦添市西洲2丁目2番 全ての者と契約を締結する
地3
ものであり、契約相手方の選
平成31年4月1日
定を許さないことから、経理
オーケイ運輸合資会社
規程第43条第1項第二号に
沖縄県那覇市泊2丁目2番地 該当するため。
11
株式会社エレクトロニック・ラ
イブラリー
公募を行い、要件を満たす
東京都品川区西五反田八丁 全ての者と契約を締結する
目１１番１３号
ものであり、契約相手方の選
平成31年4月1日
定を許さないことから、経理
株式会社日本経済新聞社
規程第43条第1項第二号に
東京都千代田区大手町一丁 該当するため。
目３番７号

備考

予定総価
20,497,650円

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

随意契約によることとした会
契約の相手方の商号又は名
契約を締結した日
計法令の根拠条文及び理由
称及び住所
（企画競争又は公募）

企業危機管理に関する
サポート業務及び反社
13 会的勢力に関するオン
ライン検索サービス提
供業務

沖縄振興開発金融公庫
会計役 新垣 尚之
沖縄県那覇市おもろまち1-226

株式会社エス・ピー・ネット
ワーク
平成31年4月1日
東京都杉並区上荻一丁目2番
1号 インテグラルタワー

一般乗用旅客自動車
14 （タクシー）供給業務

沖縄振興開発金融公庫
会計役 新垣 尚之
沖縄県那覇市おもろまち1-226

平成31年度本店ビル設
備更新工事（冷凍機等
15 更新工事）設計監修業
務

沖縄振興開発金融公庫
会計役 新垣 尚之
沖縄県那覇市おもろまち1-226

沖縄振興開発金融公庫
令和元年度本店ビル改
会計役 新垣 尚之
16 修工事（電気）設計監 沖縄県那覇市おもろまち1-2修業務
26

再就職
の
落札率
役員の
数

予定価格

契約金額

（注）

単価契約

－

－

（注）

単価契約

－

－

必要とするサービスについ
株式会社日本設計
て、他に的確な指摘が可能
平成31年4月5日 東京都新宿区西新宿二丁目1 な者がないことから、経理規
番1号
程第43条第1項第二号に該
当するため

（注）

3,693,600円

－

－

必要とするサービスについ
株式会社日本設計
て、他に的確な指摘が可能
東京都新宿区西新宿二丁目1 な者がないことから、経理規
番1号
程第43条第1項第二号に該
当するため

（注）

2,052,000円

－

－

（注）

単価契約

－

－

公募を実施した結果、業務
の履行可能な者が1者であっ
て、その者との契約であり競
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。
公募を行い、要件を満たす
沖縄乗用自動車事業協同組 全ての者と契約を締結する
合
ものであり、契約相手方の選
平成31年4月1日
沖縄県那覇市西３丁目１１番 定を許さないことから、経理
４９号
規程第43条第1項第二号に
該当するため。

令和1年7月3日

パーソルキャリア株式会社
東京都千代田区丸の内２－４
－１ 丸の内ビルディング２７
階・２８階
株式会社マイナビ
東京都中央区京橋三丁目７
番１号

令和元年度職員中途

沖縄振興開発金融公庫

17 採用に係る人材紹介業 会計役 屋比久 盛徳
務

東京都港区西新橋2－1－1

企画競争を行い、契約相手
方の提案内容が優秀なもの
として選定されたものであ
令和1年8月16日 株式会社リクルートキャリア
り、競争を許さないことから、
東京都千代田区丸の内１－９
経理規程第43条第1項第二
－２ グラントウキョウサウス
号に該当するため。
タワー
株式会社ジェイエイシーリク
ルートメント
東京都千代田区神田神保町
１－１０５ 神保町三井ビル
ディング１４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

沖縄総合事務
局認可料金

