
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 佐藤　修 　上席空港検疫管理官

委　員 城　義隆 　検疫係長

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 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 0 件

　　・審議件数 0 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。）

公共調達審査会活動状況報告書

成田空港検疫所

平成３１年４月１９日（金）

長島　渡　　　検査第一係長

平成31年1月1日　～　平成31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

所見なし



資料番号 1

対象期間 平成３１年１月１日　～　平成３１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)日栄東海
東京都中野区中野6-15-13

③契約の概要
当所検査課検査室で使用中のトミー精工社製検査機器のＧＬ
Ｐ点検性能検査

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成28・29・30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B・CまたはD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）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



資料番号 2

対象期間 平成３１年１月１日　～　平成３１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外２点のＧＬＰ点
検等業務一式

②契約の相手方
(株)チヨダサイエンス
東京都千代田区鍛治町1－8－6

③契約の概要
当所検査課検査室で使用中のロシュ・ダイアグノスティックス
社製検査機器外２点のGLP点検性能検査

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成28・29・30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B・CまたはD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)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



資料番号 3

対象期間 平成３１年１月１日　～　平成３１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4台のＧＬＰ
点検等業務一式

②契約の相手方
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区末広3-12-6

③契約の概要
当所検査課検査室で使用中のＰ３施設内除染及び安全キャ
ビネット等検査機器4台のＧＬＰ点検性能検査

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成28・29・30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B・CまたはD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）薬研社が落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



資料番号 4

対象期間 平成３１年１月１日　～　平成３１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ＧＬ
Ｐ点検等業務一式

②契約の相手方
三洋科学（株）
千葉県千葉市若葉区若松町2156-15

③契約の概要
当所検査課検査室で使用中の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点検性能検査

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成28・29・30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B・CまたはD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)が落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



資料番号 5

対象期間 平成３１年１月１日　～　平成３１年３月３１日　契約締結分

契約方法 一般競争

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 個人防護具購入に係る業務一式

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 当所検疫課で使用中の個人防護具購入に係る業務一式

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成28・29・30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「物品の販売」でB・CまたはD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 ４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）アベ科学が落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



資料番号 6

対象期間 平成３１年１月１日　～　平成３１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 　　　赤外線サーモグラフィ６台購入契約

②契約の相手方
加賀ソルネット（株）
東京都中央区八丁堀３－２７－１０

③契約の概要
検疫課にて、海外からの乗客に対して、検疫業務を実施するこ
とを目的として購入を実施

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成28・29・30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「物品の販売」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）が落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



資料番号 7

対象期間 平成３１年１月１日　～　平成３１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 　検査機器キアゲンQIAcube1点の購入

②契約の相手方
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区末広3-12-6

③契約の概要
当所検査課にて感染症検査に使用する検査機器の購入を実
施した。

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成28・29・30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「物品の販売」でB・CまたはD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）薬研社が落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料
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