
［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 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（欠席）

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 3 件

　　・審議件数 3 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 1 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 18 件

　　・審議件数 18 件

0 件

7 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。）

公共調達審査会活動状況報告書

成田空港検疫所

令和３年１月１８日（月）

令和２年９月1日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

長島　渡　　　検査第一係長

　　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

所見なし



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式２

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間

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）

新型コロナウイルス感染症対策に係る無
症状陽性者用療養施設の運営に関わる
支援業務について

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年9月28日
株式会社FMG
千葉県成田市不動ヶ岡
2118-5

4040001044732 一般競争入札 11,085,599 11,085,599 100.0% 応札；３者

新型コロナウイルス感染症対策に係る人
感センサー付き７インチ電子POPモニター
150台の調達について

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年11月20日

マイクロシステム株式
会社
東京都中央区日本橋
堀留町1-9-11

9010001057591 一般競争入札 3,685,000 3,685,000 100.0% 応札；３者

成田空港検疫所仮眠室整備作業一式

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年12月14日

株式会社シューエイ商
行
千葉県千葉市中央区
亀井町４番１５号

3040001043297 一般競争入札 4,584,900 4,237,080 92.4% 応札；２者

※　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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

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）

新型コロナウイルスにおける成田空港検
疫所の応援者にかかる宿泊

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年10月27日

(株)東武ホテルマネジ
メント
東京都墨田区錦糸１
丁目２番２号

5010601027477
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

53,790,000 53,790,000 100.0% 0 所見なし

労働者派遣契約

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年12月1日

オネスティオフィスサ
ポート(株)
千葉県千葉市若葉区
高品町１０７９番２

1040001011735
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

7,153,025 7,153,025 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルス感染症対策に係る検
疫強化のためのPCR検査等結果待機施
設における入退所業務及び配食業務一
式(東横成田、マロウド）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年10月29日

ワールドエンタプライズ
(株)
千葉県成田市東町１２
１番地１１

3040001043297
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

13,982,364 13,982,364 100.0% 0 所見なし

成田空港RAMPエリア内車両誘導業務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年10月29日
株式会社FMG
千葉県成田市不動ヶ
岡2118-5

4040001044732
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

1,268,520 1,268,520 100.0% 0 所見なし

成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃
一式（２PTBサテライト）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年10月30日

株式会社ソピュア
千葉県成田市公津の
杜４丁目１１番地２公
津の杜駅ビル

3040001045070
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

2,970,000 2,970,000 100.0% 0 新規 所見なし

成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃
一式（1PTB南ウイング、２PTB本館）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年11月9日

三栄メンテナンス株式
会社
千葉県山武郡芝山町
香山新田４５番地４

8040001061542
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

8,122,400 8,122,400 100.0% 0 新規 所見なし

成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃
一式（1PTB北ウイング、３PTB）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年11月16日
(株)成田空港美整社
千葉県成田市取香529
番地63

3040001043090
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

7,590,000 7,590,000 100.0% 0 新規 所見なし

無症状陽性者用療養施設の保健医療に
関わる支援業務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和3年11月30日
医療法人鉄蕉会
千葉県鴨川市東町９２
９番地

3040005015656
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

4,999,060 4,999,060 100.0% 0 新規 所見なし

新型コロナウイルス感染拡大に伴う人員
輸送業務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年10月28日
(株)JTB
東京都千代田区霞が
関3-2-5

8010701012863
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

2,015,200 2,015,200 100.0% 0 所見なし

成田国際空港内検疫所管理トイレ消毒
一式

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年12月7日

株式会社環境コント
ロールセンター
千葉県千葉市中央区
宮崎１丁目２２番１０号

9040001001373
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

4,031,500 4,031,500 100.0% 0 新規 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）

令和２年９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分 成田空港検疫所



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

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）

令和２年９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分 成田空港検疫所

成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃
一式（２PTBサテライト）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年10月30日

株式会社ソピュア
千葉県成田市公津の
杜４丁目１１番地２公
津の杜駅ビル

3040001045070
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

14,949,000 14,949,000 100.0% 0 所見なし

PCR待機者用施設の運営に関わる支援
業務(マロウド)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年11月24日 日本航空株式会社 7010701007666
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

3,801,600 3,801,600 100.0% 0 新規 所見なし

新型コロナウイルス感染症対策に係る無
症状陽性者用療養施設の運営に関わる
支援業務（東横原木）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和3年10月30日
株式会社FMG
千葉県成田市不動ヶ
岡2118-5

4040001044732
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

65,083,194 65,083,194 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルス感染症対策に係る無
症状陽性者用療養施設の運営に関わる
支援業務（東横原木）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年12月7日
株式会社FMG
千葉県成田市不動ヶ
岡2118-5

4040001044732
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

61,229,462 61,229,462 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルス感染症対策に係る無
症状陽性者用療養施設の運営に関わる
支援業務（東横原木、マロウド）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年12月7日
株式会社FMG
千葉県成田市不動ヶ
岡2118-5

4040001044732
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

85,395,228 85,395,228 100.0% 0 所見なし

無症状陽性者用療養施設の保健医療に
関わる支援業務(マロウド)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和3年12月25日
医療法人鉄蕉会
千葉県鴨川市東町９２
９番地

3040005015656
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

73,507,500 73,507,500 100.0% 0 新規 所見なし

新型コロナウイルスに関する健康カード
等の印刷業務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年11月30日
三陽メディア株式会社
千葉県千葉市中央区
浜野町１３９７番地

9040001053992 ④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

6,662,117 6,662,117 100.0% 0 所見なし

成田国際空港内検疫所管理トイレ消毒
一式

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年12月28日

株式会社環境コント
ロールセンター
千葉県千葉市中央区
宮崎１丁目２２番１０号

9040001001373
④ 会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

18,544,900 18,544,900 100.0% 0 所見なし

　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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 一般競争入札

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルス感染症対策に係る無症状陽性者用療養施
設の運営に関わる支援業務について

②契約の相手方
株式会社FMG
千葉県成田市不動ヶ岡2118-5

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症対策に係る無症状陽性者用療養施
設の運営に関わる支援業務について

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成31.32.33年度厚生労働省競争参加資格において関東・甲
信越地域で「役務の提供等」でＡ・ＢまたはＣ等級。
「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについ
て」（平成13年1月10日付会発第35号）別記3の13による。

⑤参加者数 ３者

⑥参加資格によって排除
された者がいた場合の排
除理由

該当なし

⑦入札経緯及び結果（低
入札価格調査の対象と
なったものの内容及び調
査結果を含む。）

入札第1回目で（株）FMGが落札した。

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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 一般競争入札

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルス感染症対策に係る人感センサー付き７インチ
電子POPモニター150台の調達について

②契約の相手方
マイクロシステム株式会社
東京都中央区日本橋堀留町1-9-11

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症対策に係る人感センサー付き７イン
チ電子POPモニター150台の調達について

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成31.32.33年度厚生労働省競争参加資格において関東・甲
信越地域で「役務の提供等」でＡ・ＢまたはＣ等級。
「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについ
て」（平成13年1月10日付会発第35号）別記3の13による。

⑤参加者数 ３者

⑥参加資格によって排除
された者がいた場合の排
除理由

該当なし

⑦入札経緯及び結果（低
入札価格調査の対象と
なったものの内容及び調
査結果を含む。）

入札第1回目でマイクロシステム株式会社が落札した。

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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 一般競争入札

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 成田空港検疫所仮眠室整備作業一式

②契約の相手方
株式会社シューエイ商行
千葉県千葉市中央区亀井町４番１５号

③契約の概要 成田空港検疫所仮眠室整備作業一式

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成31.32.33年度厚生労働省競争参加資格において関東・甲
信越地域で「役務の提供等」でＡ・ＢまたはＣ等級。
「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについ
て」（平成13年1月10日付会発第35号）別記3の13による。

⑤参加者数 ２者

⑥参加資格によって排除
された者がいた場合の排
除理由

該当なし

⑦入札経緯及び結果（低
入札価格調査の対象と
なったものの内容及び調
査結果を含む。）

入札第1回目で株式会社シューエイ商行が落札した。

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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

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における成田空港検疫所の応援者にか
かる宿泊

②契約の相手方
(株)東武ホテルマネジメント
東京都墨田区錦糸１丁目２番２号

③契約の概要
新型コロナウイルスにおける成田空港検疫所の応援者にか
かる宿泊

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 53,790,000円

⑥契約金額 53,790,000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

該当無し

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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 労働者派遣契約

②契約の相手方
オネスティオフィスサポート(株)
千葉県千葉市若葉区高品町１０７９番２

③契約の概要 労働者派遣契約

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 7,153,025円

⑥契約金額 7,153,025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

該当無し

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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

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感染症対策に係る検疫強化のための
PCR検査等結果待機施設における入退所業務及び配食業務
一式(東横成田、マロウド）

②契約の相手方
ワールドエンタプライズ(株)
千葉県成田市東町１２１番地１１

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症対策に係る検疫強化のための
PCR検査等結果待機施設における入退所業務及び配食業務
一式(東横成田、マロウド）

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 13,982,364円

⑥契約金額 13,982,364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

該当無し

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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 成田空港RAMPエリア内車両誘導業務

②契約の相手方
株式会社FMG
千葉県成田市不動ヶ岡2118-5

③契約の概要 成田空港RAMPエリア内車両誘導業務

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 1,268,520円

⑥契約金額 1,268,520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

該当無し

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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃一式（２PTBサテライ
ト）

②契約の相手方
株式会社ソピュア
千葉県成田市公津の杜４丁目１１番地２公津の杜駅ビル

③契約の概要
成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃一式（２PTBサテライ
ト）

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 2,970,000円

⑥契約金額 2,970,000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

該当無し

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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃一式（1PTB南ウイン
グ、２PTB本館）

②契約の相手方
三栄メンテナンス株式会社
千葉県山武郡芝山町香山新田４５番地４

③契約の概要
成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃一式（1PTB南ウイン
グ、２PTB本館）

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 8,122,400円

⑥契約金額 8,122,400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

該当無し

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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃一式（1PTB北ウイン
グ、３PTB）

②契約の相手方
(株)成田空港美整社
千葉県成田市取香529番地63

③契約の概要
成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃一式（1PTB北ウイン
グ、３PTB）

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 7,590,000円

⑥契約金額 7,590,000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

該当無し

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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 無症状陽性者用療養施設の保健医療に関わる支援業務

②契約の相手方
医療法人鉄蕉会
千葉県鴨川市東町９２９番地

③契約の概要 無症状陽性者用療養施設の保健医療に関わる支援業務

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 4,999,060円

⑥契約金額 4,999,060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

該当無し

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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

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感染拡大に伴う人員輸送業務

②契約の相手方
(株)JTB
東京都千代田区霞が関3-2-5

③契約の概要 新型コロナウイルス感染拡大に伴う人員輸送業務

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 2,015,200円

⑥契約金額 2,015,200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

該当無し

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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［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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 成田国際空港内検疫所管理トイレ消毒一式

②契約の相手方
株式会社環境コントロールセンター
千葉県千葉市中央区宮崎１丁目２２番１０号

③契約の概要 成田国際空港内検疫所管理トイレ消毒一式

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 4,031,500円

⑥契約金額 4,031,500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

該当無し

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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［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９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃一式（２PTBサテライ
ト）

②契約の相手方
株式会社ソピュア
千葉県成田市公津の杜４丁目１１番地２公津の杜駅ビル

③契約の概要
成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃一式（２PTBサテライ
ト）

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 14,949,000円

⑥契約金額 14,949,000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

該当無し

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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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 15

対象期間 令和２年９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 PCR待機者用施設の運営に関わる支援業務(マロウド)

②契約の相手方 日本航空株式会社

③契約の概要 PCR待機者用施設の運営に関わる支援業務(マロウド)

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 3,801,600円

⑥契約金額 3,801,600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

該当無し

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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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 16

対象期間 令和２年９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

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感染症対策に係る無症状陽性者用療養
施設の運営に関わる支援業務（東横原木）

②契約の相手方
株式会社FMG
千葉県成田市不動ヶ岡2118-5

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症対策に係る無症状陽性者用療養
施設の運営に関わる支援業務（東横原木）

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 65,083,194円

⑥契約金額 65,083,194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

該当無し

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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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 17

対象期間 令和２年９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

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感染症対策に係る無症状陽性者用療養
施設の運営に関わる支援業務（東横原木）

②契約の相手方
株式会社FMG
千葉県成田市不動ヶ岡2118-5

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症対策に係る無症状陽性者用療養
施設の運営に関わる支援業務（東横原木）

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 61,229,462円

⑥契約金額 61,229,462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

該当無し

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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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 18

対象期間 令和２年９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

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感染症対策に係る無症状陽性者用療養
施設の運営に関わる支援業務（東横原木、マロウド）

②契約の相手方
株式会社FMG
千葉県成田市不動ヶ岡2118-5

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症対策に係る無症状陽性者用療養
施設の運営に関わる支援業務（東横原木、マロウド）

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 85,395,228円

⑥契約金額 85,395,228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

該当無し

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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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 19

対象期間 令和２年９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
無症状陽性者用療養施設の保健医療に関わる支援業務(マ
ロウド)

②契約の相手方
医療法人鉄蕉会
千葉県鴨川市東町９２９番地

③契約の概要
無症状陽性者用療養施設の保健医療に関わる支援業務(マ
ロウド)

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 73,507,500円

⑥契約金額 73,507,500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

該当無し

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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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 20

対象期間 令和２年９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

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に関する健康カード等の印刷業務

②契約の相手方
三陽メディア株式会社  千葉県千葉市中央区浜野町１３９７番
地

③契約の概要 新型コロナウイルスに関する健康カード等の印刷業務

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 6,662,117円

⑥契約金額 6,662,117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

該当無し

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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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 21

対象期間 令和２年９月１日　～　令和２年１２月３１日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 成田国際空港内検疫所管理トイレ消毒一式

②契約の相手方
株式会社環境コントロールセンター
千葉県千葉市中央区宮崎１丁目２２番１０号

③契約の概要 成田国際空港内検疫所管理トイレ消毒一式

④随意契約とした理由
④ 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号（緊急随契）

⑤予定価格 18,544,900円

⑥契約金額 18,544,900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

該当無し

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


