
オープンカウンター方式って何？

見積りを頂く企業様を特定することなく、見積り合わせに参加を希望される
企業様から見積りを頂き、契約の相手方を決定する方式をいいます。

イメージは、
下の図のと
おりです。

舞鶴地方総監部

企業様
Ａ

企業様
Ｂ

企業様
Ｃ

従来（企業様を指定して依頼）

①見積り依頼

②見積り提出
☓

舞鶴地方総監部の取組（オープンカウンター方式）

舞鶴地方総監部

企業様

企業様 企業様

オープンカウンター方式
（参加意思のある企業様から提出）

見積り提出

調達情報を公表

参加
しよう。

忙しいか
らダメ

企業様

企業様

企業様



どんな発注があるのだろう？

実施中

日用雑貨 バケツ（ステンレス製）、アイロン台、ビニール袋、傘袋、ゴム手袋、防
塵マスク、ゴミ箱、カラーコーン、コンセントキャップ等

家電等 冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、掃除機、電子レンジ、ルームエアコン、液晶
テレビ、充電式ＬＥＤライト、アイロン、デジタルカメラ等

工具、鋼材 刃（波形研磨）、缶（角缶 鋼製２ＬＩ）、ホイールドリル大型、アクリル樹
脂板、メッシュパレット等

室内装飾品
（家具、カーテン等）

テーブル、応接セット、ラック、事務用机、椅子、脚立、キャビネット、
パーテーション、靴箱、テーブルクロス、タイルカーペット等

装飾・記念品 メダル、トロフィー、部隊識別帽、盾等

印刷製本 パンフレット、リーフレット等

武道・運動用品 剣道防具セット、バレーボール、フットサルゴールポスト、コースロープ
等

事務用品、電算機
用品

ファイル、コピー用紙、トナーカートリッジ、クリアフォルダ、付箋紙、マグ
ネットフック、ノート等

２９．１２月
から実施

油脂 塗料、シンナー、潤滑油等

車両等用品 バッテリー等

今後も導入可能な分野については、ｵｰﾌﾟﾝ
ｶｳﾝﾀｰ方式を実施する予定です。



どうすれば海上自衛隊舞鶴地方総監部と取引できるの？

海上自衛隊のホームページを見てみましょう。

まず、ホームページで調達内容を確認してください。
１ 「海上自衛隊調達情報」で検索
２ 舞鶴商工会議所ホームページからでも閲覧できます。

どんな発注があるのだろう？

「要求件名リスト」から企業様の取扱い可能な案件がないか確認して
ください。

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ２

毎日チェックするのがポイントです。



見積書の提出その前に・・・

はじめて自衛隊などの国の機関と取引をされる方は「全省庁統一資格審査」の申請が
必要です。オープンカウンター方式に参加頂く企業様は、近畿地区の競争参加をお持
ちで等級がＣ、Ｄの方となります。

①インターネットで「全省庁統一資格審査」を検索してください。
②「インターネットによる申請」をクリックし申請手続きを始めます。
③舞鶴地方総監部も「全省庁統一資格審査」の窓口になっています。
不明な点は、ご連絡ください。

案件内容を確認してください。

取引可能な案件があったらまずは、総監部契約課へお電話ください。
（６２－２２５０ 内線２２５３、２２５５）

１ 詳細な内容が記載されている「仕様書」等を入手しましょう。
２ 契約担当者から、取引開始までの必要書類について説明いたします。

ＳＴＥＰ３

申請手続きを
お願いします。



全省庁統一資格の申請にあたって

①統一参加資格申請・調達情報検索サイト

・URL:http://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html

②申請場所について

・全省庁に共通して有効な資格となりますので、省庁ごとに申請する必要はありませ
ん。申請者の方は、いずれか一か所（インターネット申請も含む。）に申請してください。

③資格の有効期間

・定期申請期間（平成２８年１月６日～１月２９日）が終了すると随時審査期間になりま
す。（平成２８、２９、３０年度有効）
・随時審査は、資格を付与された時点から平成３１年３月３１日まで有効となります。

http://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html


全省庁統一資格審査の流れ

申請者

・申請書を記入、または
インターネット申請
・添付書類の準備

受付・審査機関
（各府省窓口）

・申請内容と添付書類
の確認及び資格審査

統一資格ヘルプデスク
（全省庁統一資格審査事

務処理センター）

・資格審査システムによ
る入力等事務

・「結果通知書」の発行、
郵送

①提出
（郵送・持参・電子送付）

②転送

③郵送

資格審査結果
通知書



海上自衛隊調達情報

赤枠の部分を
クリックしてください。

入札公告

公募公示
各部隊等の公示がご覧になれます。

入札公告
各部隊等の入札公告がご覧になれます。

東京地区
東京業務隊

舞鶴地区
舞鶴地方総監部

・・・・

舞鶴地方総監部

・一般競争 入札公告

・一般競争 入札公告
（政府調達）

お知らせ
物品等の調達における「オープンカウンター方
式による公募型見積り合わせ」導入について

オープンカウンター 「オープンカウンター方式による要求件名リスト」

海上自衛隊調達情報 検索

１ ２ ３

４



「舞鶴地方総監部」平成２８年度オープンカウンター方式要求件名リスト
※本リストは舞鶴地方総監部が定める実施要領に基づく手続きが必要です。

お問い合わせ及び書類提出先は「舞鶴地方総監部契約課」まで ０７７３－６２－２２５０（内線２２５３、２２５５）
【平成２８年〇月〇日 現在】

番
号

調達要求番号
件名

（※印は内訳内容を示す。）
数量・単位 履行期限

本リスト
掲載日

見積書提出期限
（本リスト公開終了日）

要求元

１ 〇〇〇〇〇〇〇
ペーパータオル
※衛生用品

１８箱 28.１１.30 28.9.16 ２８．９．３０ □□□

２ 〇〇〇〇〇〇〇 電子レンジほか ３件 28.１１.30 28.9.16 ２８．９．３０ □□□

３ 〇〇〇〇〇〇〇 自転車、実用車２６インチほか ３件 28.12.7 28.9.16 ２８．９．３０ □□□

４ 〇〇〇〇〇〇〇 付箋紙ほか ２０件 28.12.7 28.9.16 ２８．９．３０ □□□

５ 〇〇〇〇〇〇〇 デジタルカメラ １０個 28.12.7 28.9.16 ２８．９．３０ □□□

６ 〇〇〇〇〇〇〇 ティッシュペーパーほか １５件 28.12.7 28.9.16 ２８．９．３０ □□□

翌日が見積り合わせ日です。
（土・日・祝日を除く。）



舞鶴地方総監部契約課へ提出

１ 正門に警衛が居ます。まずは、受付をしてください。
２ 正門を通り右の坂道を進んでいくと、左側の２番目の建物の１Ｆが契約課
になります。
３ 契約課へ入ると、カウンター越しに担当がいます。
「オープンカウンターの見積書の提出」についてと声をかけてください。

４ これで、見積書の提出は完了です。
※総監部へは車での移動も可能です。
一旦車から降りて警衛に用件を伝えてください。
臨時駐車場を案内されます。警衛の指示に従ってください。

ＳＴＥＰ５

いよいよ見積書の提出です。

全省庁統一資格審査の申請が完了したら、所定の「見積書」を提出期限
内に総監部契約課へ提出してください。見積書は原本に限ります。郵送で
もかまいません。ただし、期限内に到着しない場合は無効になります。ご注
意 ください。（ＦＡＸやメールでの提出は認められません。）
〒６２５－８５１０ 京都府舞鶴市字余部下１１９０番地 舞鶴地方総監部契約課

「オープンカウンター見積書在中」

ＳＴＥＰ４



入札・見積書

調達要求番号 〇〇－〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇

貴通知・公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承諾の上、上記のとおり提出します。

平成○○年○○月○○日
（契約担当官等） 住 所 □□□□１－２２－３３３

会社名 △△△（株）
殿 代表者 〇〇 〇〇〇

記入例
です。

￥３００，０００

履行期限 ２８．１２．１ 履行場所
舞鶴造修補給所
資材部倉庫

件名・規格等 単位 数量 単価 金額 備考

掃除機 ３００，０００

金 額 ３００，０００

捨
印 総価（税抜）を記入し

てください。

税抜金額

税抜金額

社印と代表者印を押印
してください。印

印契約担当官等は
当方で記入します。

１７桁の番号を記入
してください。

見積合せの日付を
記入してください。



ＳＴＥＰ６

ＳＴＥＰ７

多数のご参加
お待ちしてい
ます。

結果の通知

見積書提出期限の翌日（土・日・祝日を除く。）契約課から決定企業様へ連
絡いたします。
※決定されなかった企業様への連絡はありませんのでご了承ください。

契約締結後

契約の決定後、納品までの流れについて確認します。
それぞれの契約によって、異なる点がありますので契約課にご確認ください。

気軽に

お声をかけて
ください。


