
(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 委員長 検疫係長 須野　大介

委　員 検疫専門官 江平　俊治

委　員 食品衛生専門官 伊藤　敦　

委　員 食品衛生専門官 齊田　亜矢子

３  審査対象期間

４　審査契約件数

（１）公共工事

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 0 件

　　・審議件数 0 件

うち、低入札価格調査の対象となったもの 0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 0 件

　　・審議件数 0 件

（２）物品・役務等

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 4 件

　　・審議件数 4 件

うち、契約金額が500万円以上のもの 1 件

うち、参加者が一者しかないもの　　　　　　　 2 件

うち、委託契約金額に占める際委託金額の割合が２分の１を超えるもの　　　　　　　　　　　　0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 3 件

　　・審議件数 3 件

　うち、直近の随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行して

いないもの 0 件

　うち、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの 0 件

　うち、企画競争又は公募をしたが、参加者（応募者）が一者しかいないもの 0 件

　うち、委託契約金額に占める際委託金額の割合が２分の１を超えるもの 0 件

５　審査案件の抽出方法

６　審査結果

不適切等と判断した件数 0 件

結果内容及び措置状況（具体的な内容を記載するとともに、審査を行った際の書類も併せて提出すること。）

審査対象案件について特段の所見なし

平成28年10月1日～平成28年12月31日契約締結分

全案件を対象とした。

公共調達審査会活動状況報告書

関西空港検疫所

平成２９年１月１２日（木）



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考

公共調達審査会審議
結果状況（所見）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

関西空港検疫所平成28年10月1日～平成28年12月31日契約締結分

審査対象案件なし 



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数
（人）

備　考
公共調達審査会審議結

果状況（所見）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

関西空港検疫所平成28年10月1日～平成28年12月31日契約締結分

審査対象案件なし 



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考

公共調達審査会審議
結果状況（所見）

検査機器等のGLP定期点検等業務

支出負担行為担当官
関西空港検疫所総務
課長
加藤　千晴
大阪府泉南郡田尻町
泉州空港中１番地

平成28年10月12日
株式会社関薬
大阪府大阪市西区京
町堀1丁目12番30号

5120001042421 一般競争入札 8,627,173 8,480,415 98.3% 所見なし

BSL3検査室及びダルトン製検査機器
等のGLP定期検査等業務

支出負担行為担当官
関西空港検疫所総務
課長
加藤　千晴
大阪府泉南郡田尻町
泉州空港中１番地

平成28年10月12日

株式会社ダルトンメ
ンテナンス
大阪府大阪市中央区
本町1-8-12

5010001143354 一般競争入札 2,387,232 2,194,560 91.9% 所見なし

第2タ－ミナル電話設備等整備業務

支出負担行為担当官
関西空港検疫所総務
課長
加藤　千晴
大阪府泉南郡田尻町
泉州空港中１番地

平成28年11月21日

東通ネットワーク
(株)
東京都中央区築地2-
11-26

6010001092261 一般競争入札 7,430,670 3,763,897 50.7% 所見なし

病原菌自動検出システム賃貸借

支出負担行為担当官
関西空港検疫所総務
課長
加藤　千晴
大阪府泉南郡田尻町
泉州空港中１番地

平成28年11月21日
日立キャピタル(株)
東京都港区西新橋1-
3-1

6010401024970 一般競争入札 2,579,887 2,464,538 95.5% 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

関西空港検疫所平成28年10月1日～平成28年12月31日契約締結分



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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（円） 契約金額（円） 落札率(%)

再就職の
役員の数
（人）

備　考
公共調達審査
会審議結果状
況（所見）

第３ターミナルビル検疫検査場等の什
器の調達

支出負担行為担当官
関西空港検疫所総務課長
加藤　千晴
大阪府泉南郡田尻町泉州
空港中１番地

平成28年10月17日
株式会社藤光商会
兵庫県神戸市兵庫区湊
町3丁目2番2号

7140001014078
予算決算及び会計令第99条の2
入札を実施したが不落札であったため、随意契約とし
た。

7,347,044 7,191,504 97.9% 0人 所見なし

土地賃貸借契約
（第２ターミナルビル内CIQ庁舎（区
分所有建物）敷地）

支出負担行為担当官
関西空港検疫所総務課長
加藤　千晴
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中１番地

平成28年11月30日
関西エアポート株式会社
大阪府大阪市西区西本町1
丁目4番1号

9120001194911

会計法第29条の3第4項
予算決算及び会計令第102条の4第3号
関西国際空港旅客第２ターミナルビルの敷地について
は、関西エアポート株式会社が管理する土地であること
から、契約の性質が競争を許すものではなく、当該契約
相手方と随意契約するものである。

5,219,308 5,219,308 100.0% 0人 所見なし

第2ターミナルビル官民共有施設及び官
庁占有施設維持管理（管理費及び空調
費）

支出負担行為担当官
関西空港検疫所総務課長
加藤　千晴
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中１番地

平成28年11月30日
関西エアポート株式会社
大阪府大阪市西区西本町1
丁目4番1号

9120001194911

会計法第29条の3第4項
予算決算及び会計令第102条の4第3号
関西国際空港第２ターミナルビルの維持管理及び空調
については、同ビルの管理者である関西エアポート株式
会社が行っていることから、契約の性質が競争を許すも
のではなく、当該契約相手方と随意契約するものであ
る。

5,381,171 5,381,171 100.0% 0人 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

関西空港検疫所平成28年10月1日～平成28年12月31日契約締結分


