
［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

委　員 信太　歩　　　衛生係長

委　員 日原　隆　　　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 7 件

　　・審議件数 7 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 1 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 16 件

　　・審議件数 16 件

0 件

9 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。）

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４年５月６日（金）

長島　渡　　　検査第一係長

令和４年１月１日　～　令和４年３月３１日契約締結分

　　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



［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４年１月１日　～　令和４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）

令和４年１月１日　～　令和４年３月３１日契約締結分 成田空港検疫所



［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５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

3月8日
丸三製薬バイオテック株式会社
神奈川県藤沢市宮原3585番地

7230001003096
一般競争入札（最低価
格）

3,316,500 3,135,000 94.5% 応札：３者 所見なし

ロシュ・ダイアグノスティックス社製検査
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

3月8日
株式会社チヨダサイエンス
東京都千代田区鍛冶町1-8-6

7010001023050
一般競争入札（最低価
格）

1,716,000 1,694,000 98.7% 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

3月8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）

4,275,700 4,275,700 100.0% 応札：２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

3月8日
株式会社日栄東海
東京都練馬区石神井台2-35-25

6011201003719
一般競争入札（最低価
格）

1,423,400 1,423,400 100.0% 応札：３者 所見なし

日本フリーザ社製検査機器の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

3月8日
株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区末広3-12-6

8040001007537
一般競争入札（最低価
格）

1,152,525 1,152,525 100.0% 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

3月8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

食品監視課及び輸入相談室模様替え業
務委託一式

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

2月28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

8040001003263
一般競争入札（最低価
格）

6,282,874 5,956,098 94.8% 応札：１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。）。

　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）

令和４年１月１日　～　令和４年３月３１日契約締結分 成田空港検疫所



［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感染症に対する電話
応対業務一式（単価契約）

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

2月9日

イマジネーション株式会社
神奈川県横浜市中区山下町７
０－１３　パークホームズ横濱山
下公園２０３

6011001104907
会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項（緊急
随契）

3,067,240 3,067,240 100.0%

新規
単価契約（2/9～3/31）
急増するオミクロン株に関する問い
合わせへの対応

所見なし

検疫所宿泊施設の運営に関わる総括補
佐業務（単価契約）

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

1月31日
日本総業株式会社
東京都渋谷区神宮前２－２１－
９

9011001017676
会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項（緊急
随契）

17,576,212 17,576,212 100.0%

新規
単価契約（2/1～3/31）
オミクロン株感染拡大に伴う本部
長業務の増大に対する業務補助
（マロウド）

所見なし

陽性者療養施設の運営に関わる支援業
務（保健医療業務）（単価契約）

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

1月12日
株式会社ＦＭＧ
千葉県成田市不動ヶ岡２１１８
－５

4040001044732
会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項（緊急
随契）

3,059,100 3,059,100 100.0%

新規
単価契約（1/12～3/31）
東横成田の陽性者受け入れに伴う
支援業務

所見なし

新型コロナウイルスに係る入国者の通訳
サービス業務（単価契約）

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

3月8日
株式会社ＦＭＧ
千葉県成田市不動ヶ岡２１１８
－５

4040001044732
会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項（緊急
随契）

1,216,050 1,216,050 100.0%

新規
単価契約（3/8～3/31）
当該言語でしか意思疎通のとれな
い入国者の急増に対する通訳業務

所見なし

宿泊療養施設等の運営に関わる支援業
務（生活支援業務・検体搬送業務・総務
業務・警備業務等）　変更契約（第4回）

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

1月14日
株式会社Ｓ２
東京都渋谷区笹塚１丁目５４番
７号

1011301022078

会計法第29条の3第4項
当該業務を行えるのは契約相
手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

98,083,865 98,083,865 100.0%

単価契約（1/14～3/31）
陽性者の急増に対応するための保
健医療業務に関する人員の増員
（マロウド）

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（単価契約）

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

1月25日

有限会社メディカル・ナビゲー
ター
東京都新宿区西早稲田２－２０
－１５　高田馬場アクセス１１階

1010402026698
会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項（緊急
随契）

4,685,312 4,685,312 100.0%

新規
単価契約（1/25～3/31）
オミクロン株感染拡大による待機
者急増への対応（東京ベイ潮見プ
リンス）

所見なし

新型コロナウイルス感染症に対する検疫
強化に関する待機施設搬送調整業務一
式（単価契約）

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

2月2日

株式会社ＪＴＢビジネストランス
フォーム
東京都品川区東品川二丁目３
－１１号

9013301015946
会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項（緊急
随契）

37,393,465 37,393,465 100.0%

新規
単価契約（2/2～3/31）
オミクロン株感染拡大に伴う陽性
者及び待機者の急増対応のため
の搬送調整業務

所見なし

検疫所宿泊施設の保健医療に関わる支
援派遣業務（単価契約）

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

1月31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丁目
７番１号　有楽町電気ビル南館
７Ｆ

2330001003306
会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項（緊急
随契）

18,724,327 18,724,327 100.0%

新規
単価契約（2/1～3/31）
陽性者の急増に対する看護師派遣
契約（マロウド）

所見なし

成田国際空港内検疫所管理エリア喫煙
室清掃一式（1PTB南ウイング、2PTB連
絡通路）

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

2月21日
三栄メンテナンス株式会社
千葉県山武群芝山町香山新田
４５番地４

8040001061542

会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相
手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

4,092,000 4,092,000 100.0%
新規
NAAからの業者指定 所見なし

成田国際空港内検疫所管理エリア喫煙
室清掃一式（1PTB第５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

2月21日
株式会社成田空港美整社
千葉県成田市取香５２９―６３

3040001043090

会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相
手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

2,475,000 2,475,000 100.0%
新規
NAAからの業者指定 所見なし

検疫所長の指定する待機要請施設にお
ける労働者派遣業務　変更契約

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

2月16日

株式会社メディカル・コンシェル
ジュ
東京都渋谷区恵比寿南１－５
－５ JR恵比寿ビル１１F

9011001035190

会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相
手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

16,991,767 16,991,767 100.0%
単価契約（2/16～3/31）
アパ両国タワーへの看護師派遣料
金の値上げ

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４年１月１日　～　令和４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４年１月１日　～　令和４年３月３１日契約締結分 成田空港検疫所

検疫所長の指定する待機要請施設にお
ける労働者派遣業務　変更契約（第3回）

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

2月16日

株式会社メディカル・コンシェル
ジュ
東京都渋谷区恵比寿南１－５
－５ JR恵比寿ビル１１F

9011001035190

会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相
手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

13,537,914 13,537,914 100.0%
単価契約（2/16～3/31）
アパホテル潮見への看護師派遣料
金の値上げ

所見なし

産業廃棄物収集運搬委託契約　変更契
約（第３回）

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

2月9日
広陽サービス株式会社
東京都江東区辰巳３-７-８

8010001016251

会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相
手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

8,318,299 8,318,299 100.0%

単価契約（2/9～3/31）
東京ベイ潮見プリンスホテルへの
収集・運搬委託、搬出積込作業員
追加

所見なし

新型コロナウイルス対応における陽性者
療養施設等における食事配送提供業務
(単価契約)　変更契約（第4回）

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

3月18日
株式会社JMRS
東京都新宿区市谷本村町３―
２０

2011101073312

会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相
手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

22,557,073 22,557,073 100.0%
単価契約（3/20～3/31）
アパ両国への配送提供業務追加
（ハラル対応）

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（単価契約）　変更契約
（第7回）

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

1月25日
千葉亥鼻診療所
千葉県千葉市中央区亥鼻3-1-
22　志学書店ビル3階

会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相
手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

32,636,957 32,636,957 100.0%
単価契約（2/1～2/28）
各施設保健医療業務委託
1か月ごとの契約期間延長

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（単価契約）　変更契約
（第8回）

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

2月16日
千葉亥鼻診療所
千葉県千葉市中央区亥鼻3-1-
22　志学書店ビル3階

会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相
手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

34,221,080 34,221,080 100.0%
単価契約（3/1～3/31）
各施設保健医療業務委託
1か月ごとの契約期間延長

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。）。

　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４年１月１日　～　令和４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５台のＧＬＰ点
検等業務一式

②契約の相手方
丸三製薬バイオテック株式会社
神奈川県藤沢市宮原3585番地

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５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 応札：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回目で丸三製薬バイオテック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 2

対象期間 令和４年１月１日　～　令和４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
ロシュ・ダイアグノスティックス社製検査機器のＧＬＰ点検等業務
一式

②契約の相手方
株式会社チヨダサイエンス
東京都千代田区鍛冶町1-8-6

③契約の概要
ロシュ・ダイアグノスティックス社製検査機器の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 応札：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回目で株式会社チヨダサイエンス　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４年１月１日　～　令和４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 応札：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 4

対象期間 令和４年１月１日　～　令和４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2-35-25

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 応札：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 5

対象期間 令和４年１月１日　～　令和４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 日本フリーザ社製検査機器のＧＬＰ点検等業務一式

②契約の相手方
株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区末広3-12-6

③契約の概要 日本フリーザ社製検査機器の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 応札：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 6

対象期間 令和４年１月１日　～　令和４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 応札：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 7

対象期間 令和４年１月１日　～　令和４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 食品監視課及び輸入相談室模様替え業務委託一式

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 食品監視課及び輸入相談室模様替え業務委託一式

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 応札：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

13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 8

対象期間 令和４年１月１日　～　令和４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に対する電話応対業務一式（単価契
約）

②契約の相手方
イマジネーション株式会社
神奈川県横浜市中区山下町７０－１３　パークホームズ横濱山
下公園２０３

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症に対する電話応対業務一式（単価
契約）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項（緊急随
契）

⑤予定価格 3,067,240 円

⑥契約金額 3,067,240 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

該当なし

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４年１月１日　～　令和４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 検疫所宿泊施設の運営に関わる総括補佐業務（単価契約）

②契約の相手方
日本総業株式会社
東京都渋谷区神宮前２－２１－９

③契約の概要 検疫所宿泊施設の運営に関わる総括補佐業務（単価契約）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項（緊急随
契）

⑤予定価格 17,576,212 円

⑥契約金額 17,576,212 円

8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

該当なし

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４年１月１日　～　令和４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
陽性者療養施設の運営に関わる支援業務（保健医療業務）（単
価契約）

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
陽性者療養施設の運営に関わる支援業務（保健医療業務）
（単価契約）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項（緊急随
契）

⑤予定価格 3,059,100 円

⑥契約金額 3,059,100 円

9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

該当なし

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４年１月１日　～　令和４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入国者の通訳サービス業務（単価契
約）

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に係る入国者の通訳サービス業務（単価
契約）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項（緊急随
契）

⑤予定価格 1,216,050 円

⑥契約金額 1,216,050 円

10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

該当なし

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４年１月１日　～　令和４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
宿泊療養施設等の運営に関わる支援業務（生活支援業務・検体
搬送業務・総務業務・警備業務等）　変更契約（第4回）

②契約の相手方
株式会社Ｓ２
東京都渋谷区笹塚１丁目５４番７号

③契約の概要
宿泊療養施設等の運営に関わる支援業務（生活支援業務・検
体搬送業務・総務業務・警備業務等）　変更契約（第4回）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項
当該業務を行えるのは契約相手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

⑤予定価格 98,083,865 円

⑥契約金額 98,083,865 円

11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

該当なし

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４年１月１日　～　令和４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保健医療に関わる支援業務（単価
契約）

②契約の相手方
有限会社メディカル・ナビゲーター
東京都新宿区西早稲田２－２０－１５　高田馬場アクセス１１階

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（単
価契約）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項（緊急随
契）

⑤予定価格 4,685,312 円

⑥契約金額 4,685,312 円

12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

該当なし

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４年１月１日　～　令和４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に対する検疫強化に関する待機施設
搬送調整業務一式（単価契約）

②契約の相手方
株式会社ＪＴＢビジネストランスフォーム
東京都品川区東品川二丁目３－１１号

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症に対する検疫強化に関する待機施
設搬送調整業務一式（単価契約）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項（緊急随
契）

⑤予定価格 37,393,465 円

⑥契約金額 37,393,465 円

13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

該当なし

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４年１月１日　～　令和４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 検疫所宿泊施設の保健医療に関わる支援派遣業務（単価契約）

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丁目７番１号　有楽町電気ビル南館
７Ｆ

③契約の概要
検疫所宿泊施設の保健医療に関わる支援派遣業務（単価契
約）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項（緊急随
契）

⑤予定価格 18,724,327 円

⑥契約金額 18,724,327 円

14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

該当なし

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４年１月１日　～　令和４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エリア喫煙室清掃一式（1PTB南ウイ
ング、2PTB連絡通路）

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

③契約の概要
成田国際空港内検疫所管理エリア喫煙室清掃一式（1PTB南
ウイング、2PTB連絡通路）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

⑤予定価格 4,092,000 円

⑥契約金額 4,092,000 円

15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

該当なし

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４年１月１日　～　令和４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エリア喫煙室清掃一式（1PTB第５サ
テライト）

②契約の相手方
株式会社成田空港美整社
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エリア喫煙室清掃一式（1PTB第５
サテライト）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

⑤予定価格 2,475,000 円

⑥契約金額 2,475,000 円

16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

該当なし

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４年１月１日　～　令和４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
検疫所長の指定する待機要請施設における労働者派遣業務　変
更契約

②契約の相手方
株式会社メディカル・コンシェルジュ
東京都渋谷区恵比寿南１－５－５ JR恵比寿ビル１１F

③契約の概要
検疫所長の指定する待機要請施設における労働者派遣業務
変更契約

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

⑤予定価格 16,991,767 円

⑥契約金額 16,991,767 円

17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

該当なし

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４年１月１日　～　令和４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
検疫所長の指定する待機要請施設における労働者派遣業務　変
更契約（第3回）

②契約の相手方
株式会社メディカル・コンシェルジュ
東京都渋谷区恵比寿南１－５－５ JR恵比寿ビル１１F

③契約の概要
検疫所長の指定する待機要請施設における労働者派遣業務
変更契約（第3回）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

⑤予定価格 13,537,914 円

⑥契約金額 13,537,914 円

18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

該当なし

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４年１月１日　～　令和４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 産業廃棄物収集運搬委託契約　変更契約（第３回）

②契約の相手方
広陽サービス株式会社
東京都江東区辰巳３-７-８

③契約の概要 産業廃棄物収集運搬委託契約　変更契約（第３回）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

⑤予定価格 8,318,299 円

⑥契約金額 8,318,299 円

19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

該当なし

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 21

対象期間 令和４年１月１日　～　令和４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対応における陽性者療養施設等における食
事配送提供業務(単価契約)　変更契約（第4回）

②契約の相手方
株式会社JMRS
東京都新宿区市谷本村町３―２０

③契約の概要
新型コロナウイルス対応における陽性者療養施設等における
食事配送提供業務(単価契約)　変更契約（第4回）

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項
当該業務を行えるのは契約相手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

⑤予定価格 22,557,073 円

⑥契約金額 22,557,073 円

20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

該当なし

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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