
別紙１

(部局名)

１　開催日開催日

２　委員の氏名及び役職等 委　員 藤谷　正 　上席空港検疫管理官

委　員 須藤博光 　検疫係長 （欠席）

委　員 中川　栄代子 　衛生係長

委　員 諏訪　映代 　調査係長

委　員

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

          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 0 件

　　・審議件数 0 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 0 件

　　うち、参加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再委託金額の割合が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 14 件

　　・審議件数 14 件

0 件

0 件

0 件

　　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が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。）

　　うち、低入札価格調査の対象となったもの

　　うち、直近の随意契約見直し計画で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

　　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

　　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

審査案件すべてを抽出

公共調達審査会活動状況報告書

成田空港検疫所

令和２年４月２４日（金）

長島　渡　　　検査第一係長

令和２年１月１日　～　令和２年３月３１日契約締結分



別紙様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名 成田空港検疫所

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）

該当なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　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とされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

令和２年１月１日～３月３１日契約締結分



別紙様式２

〔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）

該当なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　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とされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

成田空港検疫所令和２年１月１日～３月３１日契約締結分



別紙様式３

〔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）

該当なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　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とされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

成田空港検疫所令和２年１月１日～３月３１日契約締結分



別紙様式４

〔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）

健康カード等の印刷

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年1月23日
三陽メディア(株)
千葉県成田市飯田町
１２４－５９

9040001053992 緊急随契 5,907,594 5,907,594

応援者用作業服の調達

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年2月21日
(株)シューエイ商行
千葉県千葉市中央区
亀井町４－１５

8040001003263 〃 1,117,457 1,117,457

ベルトパーテーションの調達

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年2月27日
(株)二宮総行
千葉県千葉市中央区
問屋町１５－３

6040001005880 〃 1,133,000 1,133,000

検査消耗品の調達

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年2月28日
(株)アベ科学
千葉県千葉市若葉区
みつわ台１－２９－７

1040001009779 〃 1,622,445 1,622,445

テーブルの調達

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年3月3日
(株)シューエイ商行
千葉県千葉市中央区
亀井町４－１５

8040001003263 〃 1,361,140 1,361,140

検査機器の購入
（EZ1Advanced XL,system 他1

点）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年3月12日
(株)アベ科学
千葉県千葉市若葉区
みつわ台１－２９－７

1040001009779 〃 4,070,000 4,070,000

検査消耗品の調達

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年3月31日
(株)アベ科学
千葉県千葉市若葉区
みつわ台１－２９－７

1040001009779 〃 1,063,590 1,063,590

乗客案内業務
（２／１０－２／１６）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年2月7日

綜合警備保障株式会
社
東京都港区赤坂１－６
－６

3010401016070 〃 1,316,700 1,316,700

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

成田空港検疫所令和２年１月１日～３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）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

成田空港検疫所令和２年１月１日～３月３１日契約締結分

乗客案内業務
（２／１０－２／２９）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年2月7日
株式会社アイム
千葉県成田市本三里
塚２２５－１７

1040001042689 〃 4,865,850 4,865,850

乗客案内業務
（３／１－３／３１）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年2月7日
株式会社アイム
千葉県成田市本三里
塚２２５－１７

1040001042689 〃 16,265,700 16,265,700

待機者警備業務
（３／１９－３／３１）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年3月19日
株式会社アイム
千葉県成田市本三里
塚２２５－１７

1040001042689 〃 7,775,212 7,775,212

検体搬送

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年3月13日

エル・シー・エス株式会
社
東京都江戸川区臨海
町３－６－２　タジマヤ
臨海町ビル４階

4110001006626 〃 1,453,152 1,453,152

新型コロナウイルス検査待機者
バス輸送

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年3月16日

東京空港交通株式会
社
東京都中央区日本橋
箱崎町４２－１

8010001061264 〃 2,816,000 2,816,000

検査結果待機者用の食事提供

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　梅澤　雅男
成田市古込字古込１－１

令和2年3月20日

ゲートグルメジャパン
(有)
千葉県成田市三里塚
１－７２０

1040002059006 〃 2,224,731 2,224,731

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　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とされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 1

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 健康カード等の印刷

②契約の相手方
三陽メディア(株)
千葉県成田市飯田町
１２４－５９

③契約の概要
新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に係る検疫対
応について、乗客等へ健康カード等を配布する必要があるた
め、大量の印刷が必要である。

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 5,907,594円

⑥契約金額 5,907,594円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 2

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 応援者用作業服の調達

②契約の相手方
(株)シューエイ商行
千葉県千葉市中央区亀井町４－１５

③契約の概要
新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に係る検疫対
応について、各所、他所より多数の応援者が来所し、作業服
が必要となったため

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 1,117,457円

⑥契約金額 1,117,457円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 3

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 ベルトパーテーションの調達

②契約の相手方
(株)二宮総行
千葉県千葉市中央区問屋町１５－３

③契約の概要
新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に係る検疫対
応において、乗客等の動線を仕分ける必要があるため

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 1,133,000円

⑥契約金額 1,133,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 4

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 検査消耗品の調達

②契約の相手方
(株)アベ科学
千葉県千葉市若葉区みつわ台１－２９－７

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症の検査にかかる消耗品が多数必
要となった

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 1,622,445円

⑥契約金額 1,622,445円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 5

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 テーブルの調達

②契約の相手方
(株)シューエイ商行
千葉県千葉市中央区亀井町４－１５

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症の対応について、本邦に来航する
便の乗客の質問票の提出が必要となり、サテライトに記載台
が必要となったため。

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 1,361,140円

⑥契約金額 1,361,140円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 6

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
検査機器の購入
（EZ1Advanced XL,system 他1点）

②契約の相手方
(株)アベ科学
千葉県千葉市若葉区みつわ台１－２９－７

③契約の概要 新型コロナウイルス感染症の検査効率をあげるため

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 4,070,000円

⑥契約金額 4,070,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 7

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 検査消耗品の調達

②契約の相手方
(株)アベ科学
千葉県千葉市若葉区みつわ台１－２９－７

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症の検査にかかる消耗品が多数必
要となった

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 1,063,590円

⑥契約金額 1,063,590円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 8

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
乗客案内業務
（２／１０－２／１６）

②契約の相手方
綜合警備保障株式会社
東京都港区赤坂１－６－６

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症対応として、本邦に到着する乗客
の混乱を避け、動線を案内する必要があるため

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 1,316,700円

⑥契約金額 1,316,700円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 9

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
乗客案内業務
（２／１０－２／２９）

②契約の相手方
株式会社アイム
千葉県成田市本三里塚２２５－１７

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症対応として、本邦に到着する乗客
の混乱を避け、動線を案内する必要があるため

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 4,865,850円

⑥契約金額 4,865,850円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 10

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
乗客案内業務
（３／１－３／３１）

②契約の相手方
株式会社アイム
千葉県成田市本三里塚２２５－１７

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症対応として、本邦に到着する乗客
の混乱を避け、動線を案内する必要があるため

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 16,265,700円

⑥契約金額 16,265,700円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 11

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
待機者警備業務
（３／１９－３／３１）

②契約の相手方
株式会社アイム
千葉県成田市本三里塚２２５－１７

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症の検査結果待機者の待機場所に
安全面等の観点から警備員を配置する必要があるため

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 7,775,212円

⑥契約金額 7,775,212円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 12

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 検体搬送

②契約の相手方
エル・シー・エス株式会社
東京都江戸川区臨海町３－６－２　タジマヤ臨海町ビル４階

③契約の概要

新型コロナウイルス感染症の流行地域が増えたことにより検
査対象が増加した。当所で採取した検体を他所でPCR検査を
実施し、検査効率を上げるため、当所から他所へ検体を搬送
する必要がある

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 1,453,152円

⑥契約金額 1,453,152円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 13

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルス検査待機者バス輸送

②契約の相手方
東京空港交通株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町４２－１

③契約の概要
政府の意向により流行地域からの乗客は、公共交通機関を
利用できないため、空港とPCR検査結果待機者用の待機施
設間の送迎を民間バス借り上げで実施する必要がある

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 2,816,000円

⑥契約金額 2,816,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 14

対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月３１日

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 検査結果待機者用の食事提供

②契約の相手方
ゲートグルメジャパン(有)
千葉県成田市三里塚
１－７２０

③契約の概要
PCR検査結果待機者は検査結果が出るまで数時間待機する
必要があることから、待機中の食事を提供する必要がある

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102の4
第3号
緊急の必要により競争に付することができない場合のため

⑤予定価格 2,224,731円

⑥契約金額 2,224,731円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

新規案件

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない
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