
［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 清水　昇 　上席空港検疫管理官

委　員 福田　薫 　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 9 件

　　・審議件数 9 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 3 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 21 件

　　・審議件数 21 件

0 件

10 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

所見なし

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４月１５日（木）

令和３年１月１日　～　令和３年３月３１日契約締結分

長島　渡　　　検査第一係長



［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３年１月１日　～　令和３年３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３年１月１日　～　令和３年３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）

Ｐ３施設内除染及び安全キャビネット等検
査機器８台のＧＬＰ点検等業務一式

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3年1月26日
株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区
末広3丁目12番6号

8040001007537
一般競争入札（最低価
格）

4,383,500 4,284,500 97.7% 応札：2者 所見なし

パナソニック社製検査機器のＧＬＰ点検等
業務一式

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3年1月26日

株式会社アサヒ理化製
作所
千葉県千葉市花見川
区天戸町973番地３

1040001000325
一般競争入札（最低価
格）

1,377,200 1,375,000 99.8% 応札：3者 所見なし

トミー精工社製検査機器のＧＬＰ点検等
業務一式

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3年1月26日
株式会社日栄東海
東京都練馬区石神井
台2丁目35番25号

6011201003719
一般競争入札（最低価
格）

1,394,800 1,381,600 99.1% 応札：2者 所見なし

ウォーターズ社製超高速高分離液体クロ
マトグラフィーのＧＬＰ点検等業務一式

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3年1月26日
三洋科学株式会社
千葉県千葉市若葉区
若松町2156番15

4040001002839
一般競争入札（最低価
格）

2,080,650 2,080,650 100.0% 応札：2者 所見なし

発熱者スクリーニング用赤外線サーモグ
ラフィカメラ５式購入契約

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1－1

令和3年3月3日

加賀ソルネット株式会
社
東京都中央区八丁堀
三丁目27番10号

1010001087332
一般競争入札（最低価
格）

3,025,000 2,695,000 89.1% 応札：1者 所見なし

デジタルフルカラー複合機購入契約

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1－1

令和3年3月10日

富士ゼロックス千葉株
式会社
千葉県千葉市美浜区
中瀬２丁目６番地１

7040001004766
一般競争入札（最低価
格）

697,444 534,820 76.7% 応札：2者 所見なし

トミー精工社製オートクレーブ購入契約

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1－1

令和3年3月10日
株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区
末広３丁目１２番６号

8040001007537
一般競争入札（最低価
格）

1,905,860 1,842,170 96.7% 応札：1者 所見なし

輪転機２台購入契約

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1－1

令和3年3月10日

理想科学工業株式会
社　理想千葉支店
千葉県千葉市中央区
中央港１―２４―１４
SEASCAPE千葉みなと
４階

9010401031452
一般競争入札（最低価
格）

9,952,096 9,864,096 99.1% 応札：1者 所見なし

新型コロナウイルス感染症対策に係るベ
ルトパーテイションスタンド３５０台の調達

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1－1

令和3年3月15日
株式会社　二宮総行
千葉県千葉市中央区
問屋町１５－３

6040001005880
一般競争入札（最低価
格）

4,730,000 3,773,000 79.8% 応札：2者 所見なし

※　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。）。

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３年１月１日　～　令和３年３月３１日契約締結分



〔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）

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３年１月１日　～　令和３年３月３１日契約締結分

　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］ 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）

パルスオキシメーター（品番：OX-101）
1,250台の購入

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

平成33年2月2日 （株）ドリテック 5030001076412
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）

4,375,000 4,375,000 100.0% 0 新規 所見なし

防犯モニター等購入契約

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

平成33年1月22日
エスパテクノ（株）
東京都台東区蔵前３
丁目１番１０号

7010501001398
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）

1,454,000 1,454,000 100.0% 0 新規 所見なし

バリアパウチ等他３点購入契約

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1-1

平成33年3月3日
株式会社ミカミ
東京都墨田区東向島
５丁目４番１２号

8010601024166
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）

2,834,800 2,834,800 100.0% 0 新規 所見なし

電子体温計530個購入契約

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1-1

平成33年3月23日
株式会社アベ科学
千葉県千葉市若葉区
みつわ台1-29-7

1040001009779
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）

1,208,400 1,208,400 100.0% 0 新規 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

平成33年2月1日

株式会社ナースパ
ワー人材センター
東京都千代田区有楽
町１－７－１有楽町電
気ビル南館７F

2330001003306
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）

6,287,765 6,287,765 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り
上げ（東横成田新館）

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

平成33年2月1日
株式会社東横イン
東京都大田区新蒲田
１丁目７番４号

8010801008365
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）

218,774,107 218,774,107 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う
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

平成33年1月13日
(株)JTB霞ヶ関事業部
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）

154,942,050 154,942,050 100.0% 0 所見なし

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)※警備
員増

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

平成33年1月26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）

79,809,510 79,809,510 100.0% 0 所見なし

無症状陽性者用療養施設の運営に関わ
る支援業務(東横イン成田)

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

平成33年2月12日

トランスコスモスフィー
ルドマーケティング(株)
東京都渋谷区代々木
２丁目１３番４号

5011001053675
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）

5,200,800 5,200,800 100.0% 0 新規 所見なし

無症状陽性者用療養施設の運営に関わ
る支援業務(東横イン成田)※データ入力
等増員

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

平成33年3月5日

トランスコスモスフィー
ルドマーケティング(株)
東京都渋谷区代々木
２丁目１３番４号

5011001053675
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）

1,796,850 1,796,850 100.0% 0 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３年１月１日　～　令和３年３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３年１月１日　～　令和３年３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（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

平成33年2月5日
(株)成田空港美整社
千葉県成田市取香５２
９－６３

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）

22,440,000 22,440,000 100.0% 0 所見なし

成田国際空港内検疫所管理トイレ清掃
一式（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

平成33年2月5日
三栄メンテナンス(株)
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）

22,180,400 22,180,400 100.0% 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

平成33年2月5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

男子仮眠室改修工事実施設計業務

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1－1

平成33年2月19日
株式会社唯設計
 東京都港区西麻布２
丁目１１番２号

2010401052496
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）

1,320,000 1,320,000 100.0% 0 新規 所見なし

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)※東横
原木増員

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

平成33年3月17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）

10,548,604 10,548,604 100.0% 0 新規 所見なし

成田国際空港第１旅客ターミナルビル建
物一時賃貸借

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1－1

平成33年3月31日
成田国際空港株式会
社  千葉県成田市古
込字古込１番地１

9040001044645
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）

214,167,566 214,167,566 100.0% 0 所見なし

成田国際空港第２旅客ターミナルビル建
物一時賃貸借

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1－1

平成33年3月31日
成田国際空港株式会
社  千葉県成田市古
込字古込１番地１

9040001044645
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）

198,595,293 198,595,293 100.0% 0 所見なし

厚生労働省LANシステムにおけるファッ
トクライアント端末等の増設一式

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1－1

平成33年3月17日

東芝デジタルソリュー
ションズ(株)
神奈川県川崎市幸区
堀川町７２番地３４

7010401052137
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）

4,964,300 4,964,300 100.0% 0 新規 所見なし

新型コロナウイルス感染症対策に係る厚
生労働省電話相談窓口(コールセンター)
の運営一式～空港内におけるアプリイン
ストール作業及び確認～

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1－1

平成33年3月19日
株式会社ビジョン
東京都新宿区西新宿
６丁目５番１号

9011101033243
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）

1,098,240 1,098,240 100.0% 0 新規 所見なし

空港内におけるスマートフォンアプリのイ
ンストール並びに誓約書に記載された連
絡先の真正性の確認業務一式

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1－1

平成33年3月15日
株式会社ビジョン
東京都新宿区西新宿
６丁目５番１号

9011101033243
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）

60,661,073 60,661,073 100.0% 0 新規 所見なし

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）※電話
応対業務増員

支出負担行為担当官代
理
成田空港検疫所長
田中　一成
成田市古込字古込1－1

平成33年3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）

29,618,743 29,618,743 100.0% 0 所見なし



〔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３年１月１日　～　令和３年３月３１日契約締結分 成田空港検疫所

　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３年１月１日　～　令和３年３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
Ｐ３施設内除染及び安全キャビネット等検査機器８台のＧＬＰ点
検等業務一式

②契約の相手方
株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区末広3丁目12番6号

③契約の概要
Ｐ３施設内除染及び安全キャビネット等検査機器８台のＧＬＰ点
検等業務一式

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）薬研社が落札した。

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 2

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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 パナソニック社製検査機器のＧＬＰ点検等業務一式

②契約の相手方
株式会社アサヒ理化製作所
千葉県千葉市花見川区天戸町973番地３

③契約の概要 パナソニック社製検査機器のＧＬＰ点検等業務一式

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 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回目で株式会社アサヒ理化製作所が落札した。

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３年１月１日　～　令和３年３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 トミー精工社製検査機器のＧＬＰ点検等業務一式

②契約の相手方
株式会社日栄東海
東京都練馬区石神井台2丁目35番25号

③契約の概要 トミー精工社製検査機器のＧＬＰ点検等業務一式

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回目で株式会社日栄東海が落札した。

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３年１月１日　～　令和３年３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
ウォーターズ社製超高速高分離液体クロマトグラフィーのＧＬＰ点
検等業務一式

②契約の相手方
三洋科学株式会社
千葉県千葉市若葉区若松町2156番15

③契約の概要
ウォーターズ社製超高速高分離液体クロマトグラフィーのＧＬＰ
点検等業務一式

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回目で三洋科学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 5

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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
発熱者スクリーニング用赤外線サーモグラフィカメラ５式購入契
約

②契約の相手方
加賀ソルネット株式会社
東京都中央区八丁堀三丁目27番10号

③契約の概要
発熱者スクリーニング用赤外線サーモグラフィカメラ５式購入
契約

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 １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回目で加賀ソルネット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 6

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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 デジタルフルカラー複合機購入契約

②契約の相手方
富士ゼロックス千葉株式会社
千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目６番地１

③契約の概要 デジタルフルカラー複合機購入契約

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回目で富士ゼロックス千葉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 7

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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 トミー精工社製オートクレーブ購入契約

②契約の相手方
株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区末広３丁目１２番６号

③契約の概要 トミー精工社製オートクレーブ購入契約

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 １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回目で株式会社薬研社が落札した。

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 8

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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 輪転機２台購入契約

②契約の相手方
理想科学工業株式会社　理想千葉支店
千葉県千葉市中央区中央港１―２４―１４ SEASCAPE千葉み
なと４階

③契約の概要 輪転機２台購入契約

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 １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回目で理想科学工業株式会社理想千葉支店が落札
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 9

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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ベルトパーテイションスタ
ンド３５０台の調達

②契約の相手方
株式会社　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感染症対策に係るベルトパーテイションス
タンド３５０台の調達

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回目で株式会社二宮総行が落札した。

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 10

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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 パルスオキシメーター（品番：OX-101）1,250台の購入

②契約の相手方 （株）ドリテック

③契約の概要 パルスオキシメーター（品番：OX-101）1,250台の購入

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 4,375,000円

⑥契約金額 4,375,000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３年１月１日　～　令和３年３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 防犯モニター等購入契約

②契約の相手方
エスパテクノ（株）
東京都台東区蔵前３丁目１番１０号

③契約の概要 防犯モニター等購入契約

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 1,454,000円

⑥契約金額 1,454,000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 12

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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 バリアパウチ等他３点購入契約

②契約の相手方
株式会社ミカミ
東京都墨田区東向島５丁目４番１２号

③契約の概要 バリアパウチ等他３点購入契約

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 2,834,800円

⑥契約金額 2,834,800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 13

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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 電子体温計530個購入契約

②契約の相手方
株式会社アベ科学
千葉県千葉市若葉区みつわ台1-29-7

③契約の概要 電子体温計530個購入契約

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 1,208,400円

⑥契約金額 1,208,400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 14

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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
株式会社ナースパワー人材センター
東京都千代田区有楽町１－７－１有楽町電気ビル南館７F

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 6,287,765円

⑥契約金額 6,287,765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 15

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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係る宿泊施設借り上げ（東横成田新
館）

②契約の相手方
株式会社東横イン
東京都大田区新蒲田１丁目７番４号

③契約の概要
新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ（東横成田新
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 218,774,107円

⑥契約金額 218,774,107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 16

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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防止に伴う人員輸送業務

②契約の相手方
(株)JTB霞ヶ関事業部
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防止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 154,942,050円

⑥契約金額 154,942,050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 17

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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運営に関わる支援業務(東横原
木、マロウド)※警備員増

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
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)※警備員増

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 79,809,510円

⑥契約金額 79,809,510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 18

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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運営に関わる支援業務(東横イ
ン成田)

②契約の相手方
トランスコスモスフィールドマーケティング(株)
東京都渋谷区代々木２丁目１３番４号

③契約の概要
無症状陽性者用療養施設の運営に関わる支援業務(東横イ
ン成田)

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 5,200,800円

⑥契約金額 5,200,800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 19

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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運営に関わる支援業務(東横イ
ン成田)※データ入力等増員

②契約の相手方
トランスコスモスフィールドマーケティング(株)
東京都渋谷区代々木２丁目１３番４号

③契約の概要
無症状陽性者用療養施設の運営に関わる支援業務(東横イ
ン成田)※データ入力等増員

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 1,796,850円

⑥契約金額 1,796,850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

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 20

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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５２９－６３

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 22,440,000円

⑥契約金額 22,440,000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 21

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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)
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 22,180,400円

⑥契約金額 22,180,400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
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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 22

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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 23

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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 男子仮眠室改修工事実施設計業務

②契約の相手方
株式会社唯設計
 東京都港区西麻布２丁目１１番２号

③契約の概要 男子仮眠室改修工事実施設計業務

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 1,320,000円

⑥契約金額 1,320,000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 24

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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運営に関わる支援業務(東横原
木、マロウド)※東横原木増員

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
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)※東横原木増員

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 10,548,604円

⑥契約金額 10,548,604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 25

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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 成田国際空港第１旅客ターミナルビル建物一時賃貸借

②契約の相手方 成田国際空港株式会社  千葉県成田市古込字古込１番地１

③契約の概要 成田国際空港第１旅客ターミナルビル建物一時賃貸借

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 214,167,566円

⑥契約金額 214,167,566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 26

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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 成田国際空港第２旅客ターミナルビル建物一時賃貸借

②契約の相手方 成田国際空港株式会社  千葉県成田市古込字古込１番地１

③契約の概要 成田国際空港第２旅客ターミナルビル建物一時賃貸借

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 198,595,293円

⑥契約金額 198,595,293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 27

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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
厚生労働省LANシステムにおけるファットクライアント端末等
の増設一式

②契約の相手方
東芝デジタルソリューションズ(株)
神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

③契約の概要
厚生労働省LANシステムにおけるファットクライアント端末等
の増設一式

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 4,964,300円

⑥契約金額 4,964,300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 28

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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厚生労働省電話相談
窓口(コールセンター)の運営一式～空港内におけるアプリイ
ンストール作業及び確認～

②契約の相手方
株式会社ビジョン
東京都新宿区西新宿６丁目５番１号

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症対策に係る厚生労働省電話相談
窓口(コールセンター)の運営一式～空港内におけるアプリイ
ンストール作業及び確認～

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 1,098,240円

⑥契約金額 1,098,240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 29

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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
空港内におけるスマートフォンアプリのインストール並びに誓
約書に記載された連絡先の真正性の確認業務一式

②契約の相手方
株式会社ビジョン
東京都新宿区西新宿６丁目５番１号

③契約の概要
空港内におけるスマートフォンアプリのインストール並びに誓
約書に記載された連絡先の真正性の確認業務一式

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 60,661,073円

⑥契約金額 60,661,073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 30

対象期間 令和３年１月１日　～　令和３年３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運営に関わる支援業務（東横原
木、マロウド）※電話応対業務増員

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
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）※電話応対業務増員

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 29,618,743円

⑥契約金額 29,618,743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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