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平成30年10月1日

大 阪 航 空 局

１．一般競争入札

番号 官署名 工事の名称 工事の履行場所 工期 工事の概要 工事種別 入札予定時期 参考（公告予定時期）

1-1 中部空港事務所 名古屋対空通信送信空中線鉄塔塗装工事
愛知県西春日井郡豊山町大字

豊場字丸田４４－６
約3ヶ月

名古屋対空通信送信空中線鉄塔の塗装を行
い、鉄塔の維持を図る
第2種ケレン及び塗装面積：708.04平米

塗装工事 第3四半期 第2四半期

1-2 中部空港事務所 三河ＲＣＡＧ空中線鉄塔塗装工事 愛知県蒲郡市坂本町字深山２４ 約4ヶ月
三河ＲＣＡＧ送信空中線鉄塔及び受信空中線鉄
塔の塗装を行い、鉄塔の維持を図る
第3種ケレン及び塗装面積:1506.76平米

塗装工事 第3四半期 第2四半期

1-3 中部空港事務所 富山空港出張所庁舎螺旋階段改修工事 富山県富山市秋ヶ島３５ 約2ヶ月
富山空港出張所庁舎螺旋階段の老朽化に伴い
改修工事を行う。

建築工事 第3四半期 第2四半期

1-4 大阪航空局 福岡空港事務所庁舎改修工事 福岡県福岡市博多区 約4ヶ月
RC造 (一部S造) 7F 7,362.45㎡
内装改修 一式

建築工事 第3四半期 第2四半期

1-5 大阪航空局 福岡空港（奈多地区）管理庁舎新築工事 福岡県福岡市東区 約11ヶ月
RC造　４F　約696㎡
新築工事　一式

建築工事 第3四半期 第2四半期

資料①

平成30年度 発注の見通しについて（平成３０年７月現在）

大阪航空局における平成30年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。

ここに掲載する内容は、平成30年10月1日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載され

ていない工事等が発注される場合があります。

実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。

（http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/)
また、「入札公告等に関するメールによる情報提供（試行）」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認

願います。（http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html）
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1-6 大阪航空局 福江空港・航空路監視ﾚｰﾀﾞｰ事務所庁舎改修工事 長崎県五島市上大津町 約4ヶ月
RC造 5F 1,196㎡
防護対策 一式
植栽撤去 一式

建築工事 第3四半期 第2四半期

1-7 大阪航空局 久米島VORTAC局舎改修工事 沖縄県島尻郡久米島町 約4ヶ月

RC造　1F　128㎡
外壁改修　一式
屋上防水改修　一式
敷地周囲フェンス改修　一式

建築工事 第3四半期 第2四半期

1-8 大阪航空局 屋久島VOR/DME局舎改修工事 鹿児島県熊毛郡上屋久町 約4ヶ月

S造　1F　140㎡
外壁改修　一式
屋上防水改修　一式
カウンターポイズ塗装改修　一式

建築工事 第3四半期 第2四半期

1-9 大阪航空局 信太VOR/DME局舎その他撤去工事 大阪府和泉市 約5ヶ月
S造 1F 140㎡
撤去工事 一式

建築工事 第3四半期 第2四半期

1-10 大阪航空局 武蔵VOR/DMEカウンターポイズ改修工事 大分県国東市武蔵町 約4ヶ月
S造　φ40m　H10m
鉄骨補強改修　一式
鉄骨一部塗装　一式

建築工事 第3四半期 第2四半期
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1-11 高知空港事務所 高知空港旧飛行場灯台跡地舗装等撤去工事
高知県南国市旧飛行場灯台跡

地
約5ヶ月

旧飛行場灯台跡地にあるフェンス、土砂ガラを
撤去し、整地を行う。

土木工事 第3四半期 第2四半期

1-12 高知空港事務所 高知空港ＡＴＩＳ記録再生装置更新その他工事 高知県南国市 約4ヶ月
高知空港ＡＴＩＳ記録再生装置及びＡＴＩＳ－Ａ／
Ｇ装置の機器更新、並びにこれに係る付帯設備
の設置を行う。

電気工事 第3四半期 第2四半期

1-13 那覇空港事務所 那覇空港事務所統合庁舎改修工事 沖縄県那覇市 約5ヶ月 内部改修工事：一式 建築工事 第3四半期 第2四半期

1-14 那覇空港事務所 那覇空港ＧＳＥ通路舗装補修工事 沖縄県那覇市 約4ヶ月

老朽化したGSE道路のアスファルト舗装の健全
化を目的とした切削、打替えによる舗装補修工
事
アスファルト舗装：約2,000m2

舗装工事 第3四半期 第2四半期

1-15 大阪航空局 関西国際空港ＴＡＰＳ運用移行その他工事 大阪府泉南郡田尻町 約6ヶ月
関西国際空港におけるTAPS装置、ＣＣＳ装置、
ＴＤＵ装置の運用移行。

電気通信工事 第3四半期 第2四半期

1-16 大阪航空局 大阪国際空港TAPS運用移行その他工事外２件工事
大阪府豊中市蛍池西町

大阪府八尾市
兵庫県神戸市中央区

約6ヶ月
大阪国際空港におけるTAPS装置、ＣＣＳ装置、
ＴＤＵ装置の運用移行、並びに八尾空港及び神
戸空港におけるTAPS装置の運用移行。

電気通信工事 第3四半期 第2四半期
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1-17 大阪航空局 中部国際空港ＴＡＰＳ運用移行その他工事 愛知県常滑市セントレア 約6ヶ月
中部国際空港におけるTAPS装置、ＣＣＳ装置、
ＴＤＵ装置の運用移行。

電気通信工事 第3四半期 第2四半期

1-18 大阪航空局 小松ＶＯＲ装置更新その他工事 石川県小松市浮柳町 約7ヶ月
小松VOR装置の更新、並びに仮設VOR/ＤＭＥ
装置の撤去。

電気通信工事 第3四半期 第2四半期

1-19 大阪航空局 那覇航空交通管制部無線機器撤去工事外１件工事
沖縄県那覇市
沖縄県南城市

約6ヶ月
那覇航空交通管制部の無線機器及び附帯設備
の撤去。稲福RMLサイトの無線機器の撤去。

電気通信工事 第3四半期 第2四半期

1-20 大阪航空局 高松TACAN装置更新工事
香川県高松市国分寺町
香川県高松市香南町

約6ヶ月 高松TACAN装置の更新及び附帯設備の更新。 電気通信工事 第3四半期 第2四半期

1-21 大阪航空局 福岡空港３４ＬＯＣ装置更新その他工事 福岡県福岡市博多区 約6ヶ月
福岡空港LOC装置更新、旧GS/T-DME装置及
び仮設LOC装置の撤去並びに評価用GS装置の
設置。

電気通信工事 第3四半期 第2四半期

1-22 大阪航空局 宮崎空港ＬＯＣ装置更新その他工事 宮崎県宮崎市大字赤江 約6ヶ月
宮崎空港LOC装置の更新、旧GS/T-DME装置
の撤去、仮設LOC装置の撤去。

電気通信工事 第3四半期 第2四半期
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1-23 大阪航空局 加治木ＶＯＲ／ＤＭＥ装置更新その他工事 鹿児島県霧島市溝辺町 約6ヶ月
加治木VOR装置及びDME装置の更新、仮設
VOR/DME装置の撤去。

電気通信工事 第3四半期 第2四半期

1-24 大阪航空局 屋久島ＶＯＲ／ＤＭＥ装置更新その他工事
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬

田
約6ヶ月

屋久島VOR装置及びDME装置の更新、仮設
VOR/DME装置の撤去。

電気通信工事 第3四半期 第2四半期

1-25 大阪航空局 粟国空港ＲＡＧ装置更新その他工事外２件工事

沖縄県那覇市安次嶺
沖縄県島尻郡粟国村字東厚砂

原
沖縄県島尻郡久米島町字北原

長作原
沖縄県宮古郡多良間村字仲筋

約5ヶ月
粟国RCM装置、粟国RAG装置及び那覇RCM装
置の更新。久米島RCM装置及び多良間RCM装
置の移設。

電気通信工事 第3四半期 第2四半期

1-26 大阪航空局 那覇空港幹線ケーブル布設工事
沖縄県那覇市安次嶺
沖縄県那覇市鏡水
沖縄県那覇市大嶺

約4ヶ月
那覇空港において、幹線ケーブル布設を行うも
のである。

電気通信工事 第3四半期 第2四半期

1-27 大阪航空局 福江ＯＲＳＲ鉄塔改修工事 長崎県五島市富江町 約5ヶ月
福江ORSRサイトにおけるORSR鉄塔（2基）の改
修。

建築工事
鋼構造物工事

第3四半期 第2四半期

1-28 大阪航空局 下地島空港Ａ／Ｇ空中線柱更新工事 沖縄県宮古島市 約5ヶ月
下地島A/Gの空中線鉄塔の更新及び附帯設備
の整備。

建築工事
鋼構造物工事

第3四半期 第2四半期

1-29 大阪航空局 広島空港保安防災総合運用装置更新工事 広島県三原市本郷町善入寺 約5ヶ月
・保安防災総合運用装置の設置
　　制御架、主卓、副卓、
　　その他附帯設備

電気通信工事 第3四半期 第2四半期
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1-30 大阪航空局 長崎空港保安防災総合運用装置更新工事 長崎県大村市箕島町 約5ヶ月
・保安防災総合運用装置の設置
　　制御架、主卓、副卓、
　　その他附帯設備

電気通信工事 第3四半期 第2四半期

1-31 大阪航空局 宮崎空港保安防災総合運用装置更新工事 宮崎県宮崎市大字赤江無番地 約5ヶ月
・保安防災総合運用装置の設置
　　制御架、主卓、副卓、
　　その他附帯設備

電気通信工事 第3四半期 第2四半期

1-32 大阪航空局 対馬空港出張所浄化槽更新工事 長崎県対馬市 約5ヶ月
対馬空港出張所既設浄化槽の更新工事
更新浄化槽５人槽

管工事 第3四半期 第2四半期

1-33 大阪航空局 大阪国際空港給水設備撤去工事 大阪府池田市 約3ヶ月 給水配管撤去工事 水道施設工事 第3四半期 第2四半期

1-34 大阪航空局 小松空港VOR局舎外1カ所空気調和設備工事 石川県小松市 約5ヶ月
空気調和設備の更新
パッケージ型空気調和機４台

管工事 第3四半期 第2四半期

1-35 大阪航空局 岡山空港庁舎EQ室その他空気調和設備工事 岡山県岡山市 約5ヶ月
空気調和設備の更新
パッケージ型空気調和機６台

管工事 第3四半期 第2四半期

1-36 大阪航空局 長崎空港IFR室その他空気調和設備工事 長崎県大村市 約5ヶ月
空気調和設備の更新
パッケージ型空気調和機４台

管工事 第3四半期 第2四半期

1-37 大阪航空局 高知空港庁舎VFR室空気調和設備工事 高知県南国市 約5ヶ月
空気調和設備の更新
パッケージ型空気調和機２台

管工事 第3四半期 第2四半期
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1-38 大阪航空局 加治木VOR/DME局舎空気調和設備工事 鹿児島県霧島市 約5ヶ月
空気調和設備の更新
パッケージ型空気調和機２台

管工事 第3四半期 第2四半期

1-39 大阪航空局
那覇航空交通管制部機械棟特高電気室空気調和設
備工事

沖縄県那覇市 約5ヶ月
特高電気室設置に伴う空気調和設備の追加整
備
パッケージ型空気調和機２台

管工事 第3四半期 第2四半期

1-40 大阪航空局 福岡空港（奈多地区）歩道照明灯設置工事 福岡県福岡市 約2ヶ月
福岡空港滑走路増設事業による回転翼機能移
設に伴う歩道照明灯設置工事
照明施設：一式

電気工事 第3四半期 第2四半期

1-41 大阪航空局 長崎空港誘導路中心線灯改良その他工事 長崎県大村市 約6ヶ月

誘導路改良に伴う、誘導路中心線灯等の撤去・
設置工事及び老朽化に伴う、エプロン照明灯
キュービクルの製造、設置及び撤去工事。
誘導路中心線灯：１式
停止線灯：１式
エプロン照明灯：1式
エプロン照明灯キュービクル：1式

電気工事 第3四半期 第2四半期

1-42 大阪航空局 大分空港滑走路中心線灯改良その他工事 大分県国東市 約5ヶ月

滑走路改良に伴う、滑走路中心線灯等の撤去・
設置工事
滑走路灯：１式
滑走路中心線灯：１式

電気工事 第3四半期 第2四半期

1-43 大阪航空局 鹿児島空港ＲＸキュービクル撤去工事 鹿児島県霧島市 約2ヶ月
ＲＸ局舎廃止に伴うＲＸキュービクルの撤去

キュービクル：1式
電気工事 第3四半期 第2四半期

1-44 福岡空港事務所 福岡空港車両通行帯排水溝等改良工事 福岡県福岡市博多区 約5ヶ月
車両通行帯排水溝及び鋪装補修、埋設排水管
閉塞ならびに場周柵下部改良

土木工事
舗装工事

第3四半期 第2四半期
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1-45 大阪空港事務所 大阪国際空港ATIS-A/G装置更新工事
大阪府豊中市蛍池西町

兵庫県伊丹市西桑津字前
約5ヶ月

大阪国際空港ATIS-A/G装置の機器更新及び
これに係わる附帯設備の設置を行う。
無線電話送信装置及び無線電話受信装置の設
置並びに旧機材の撤去。機器間に電源及び通
信ケーブルを敷設。旧機材の電源及び通信
ケーブル撤去。雷保護設備の設置及び旧雷保
護設備の撤去。

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-46 鹿児島空港事務所 鹿児島空港事務所電話交換機更新工事 鹿児島県霧島市 約3ヶ月
鹿児島空港事務所の電話交換機の更新整備を
行い、通信システムの安定、信頼性の確保を図
ることを目的とする。

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-47 広島空港事務所 広島空港Ａ／Ｇ鉄塔改修工事
広島県三原市本郷町善入寺64

－1　　広島空港ＲＸサイト
約5ヶ月

広島空港ＲＸ鉄塔外５施設鉄塔診断調査（平成
26年度）に基づく改修

基礎根巻き　　６．７立方ｍ
３種ケレン　　 ７７０平方ｍ
塗装　　　　　　７７０平方ｍ

建築工事 第3四半期 第3四半期

1-48 広島空港事務所 玖珂VORTACサイト防犯灯設置工事 山口県岩国市六呂師545番地6 約5ヶ月 防犯灯２機の設置 電気工事 第3四半期 第3四半期

1-49 大阪航空局 中部国際空港庁舎改修工事 愛知県常滑市 約3ヶ月
S造　5F　10,835㎡
内装改修　一式

建築工事 第3四半期 第3四半期

1-50 大阪航空局 高知空港電源局舎外1棟改修工事 高知県南国市物部 約4ヶ月

【電源局舎】
　RC造　1F　1,125㎡
　屋上防水改修　一式
【消防車庫】
　RC造　1F　199㎡
　外壁改修　一式

建築工事 第3四半期 第3四半期
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1-51 大阪航空局 高松VORTAC局舎改修工事 香川県高松市国分寺町 約3ヶ月
S造　1F　126㎡
外壁改修　一式
防水改修　一式

建築工事 第3四半期 第3四半期

1-52 大阪航空局 宮崎空港消防車庫外1棟改修工事 宮崎県宮崎市大字赤江 約5ヶ月

【消防車庫改修】
RC造　１Ｆ　875㎡
屋上防水改修　一式
外壁改修　一式
【庁舎改修】
RC造　6Ｆ　3,445㎡
内部改修　一式
耐震改修　一式

建築工事 第3四半期 第3四半期

1-53 大阪航空局 稲福中継所撤去工事
沖縄県南城市大里大城1645番

地
約4ヶ月

RC造　1F　152㎡
撤去工事　一式

建築工事 第3四半期 第3四半期

1-54 大阪航空局 沖永良部VORTAC局舎改修工事 鹿児島県大島郡和泊町 約4ヶ月

RC造　　２F　140㎡
外壁改修　一式
屋上防水改修　一式
屋外階段柵塗装改修　一式
カウンターポイズブレース交換　一式

建築工事 第3四半期 第3四半期

1-55 大阪航空局 関西国際空港庁舎改修工事 大阪府泉南郡田尻町 約4ヶ月
S造 8F 15,137㎡
内部改修 一式

建築工事 第3四半期 第3四半期

1-56 大阪航空局 鹿児島空港RX局舎撤去工事 鹿児島県霧島市溝辺町 約4ヶ月
S造　1F　54㎡
撤去工事　一式

建築工事 第3四半期 第3四半期

1-57 大阪航空局 八尾空港事務所庁舎外1棟改修工事 大阪府八尾市 約4ヶ月

【庁舎】
　RC造　4F　1,129㎡
　外壁改修　一式
【電源局舎】
　RC造　1F　476㎡
　外壁改修　一式

建築工事 第3四半期 第3四半期
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1-58 大阪航空局 福江空港可搬形発電装置格納庫改修工事 長崎県五島市富江町 約3ヶ月
S・膜造　1F　50㎡
建具改修　一式
鉄部塗装改修　一式

建築工事 第3四半期 第3四半期

1-59 大阪航空局 玖珂VORTAC局舎改修工事 山口県岩国市 約4ヶ月
RC造　1F　199㎡
外壁改修　一式

建築工事 第3四半期 第3四半期

1-60 大阪航空局 福岡航空交通管制部雁ノ巣宿舎改修工事 福岡県福岡市東区 約4ヶ月

104棟
　RC造　4F　1,083㎡
105棟
　RC造　4F　1,103㎡
 外壁改修　一式

建築工事 第3四半期 第3四半期

1-61 大阪航空局 広島空港貯水槽設置工事 広島県三原市 約3ヶ月
土工1式
貯水槽1基

土木工事 第3四半期 第3四半期

1-62 大阪航空局 大分空港貯水槽設置工事 大分県国東市 約4ヶ月
土工１式
貯水槽１基

土木工事 第3四半期 第3四半期

1-63 大阪航空局 鹿児島空港消防車車庫前舗装改良工事 鹿児島県霧島市 約5ヶ月
コンクリート舗装工 1,100m2
アスファルト舗装工 1,000m2

舗装工事 第3四半期 第3四半期

1-64 関西空港事務所 関西空港TEAM端末設置工事(仮称） 大阪府泉南郡田尻町 約4ヶ月 ＴＡＰＳ工事関連に伴い設置・撤去を行う。 電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-65 関西空港事務所 NK情報表示端末移設工事(仮称） 大阪府泉南郡田尻町 約4ヶ月
ＴＡＰＳ工事関連に伴い現卓から新卓へNK情報
表示端末を移設

電気通信工事 第3四半期 第3四半期
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1-66 関西空港事務所 関西第一RX鉄塔アンカーボルト交換工事 大阪府泉南郡田尻町 約4ヶ月 第一RX鉄塔のアンカーボルトを交換する。 建築工事 第3四半期 第3四半期

1-67 那覇空港事務所 那覇空港事務所消火補給水槽交換その他工事 沖縄県那覇市 約2ヶ月
消火補給水槽の交換及び連結送水管の設置
（移設）

消防施設工事 第3四半期 第3四半期

1-68 那覇空港事務所 那覇第１TSR敷地アスファルト舗装工事　　　（仮称） 沖縄県那覇市安次嶺 約3ヶ月
TSR鉄塔下部の盛り土部分の一部にアスファル
トを敷く。盛り土部分の整地及びアスファルト敷
設面積約５０㎡

舗装工事 第3四半期 第3四半期

1-69 那覇空港事務所 那覇空港第1TSR雷害対策工事 沖縄県那覇市安次嶺 約5ヶ月 空中線系の誘導雷対策を行う。 電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-70 那覇空港事務所 那覇空港DREC装置更新工事 沖縄県那覇市安次嶺 約5ヶ月 那覇空港ＤＲＥＣ装置の更新工事を行う。 電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-71 那覇空港事務所
那覇VORサイドバンド空中線配管補修その他工事（仮
称）

沖縄県那覇市安次嶺 約3ヶ月
VORサイドバンド空中線ケーブル配館の劣化
（塩害）部分に錆止塗装等の処置を行う。

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-72 那覇空港事務所 慶良間空港外１空港RAG装置更新その他工事
沖縄県島尻郡座間味村慶留間

沖縄県八重山郡竹富町
沖縄県那覇市安次嶺

約5ヶ月

慶良間空港ＲＡＧ装置及びＲＣＭ装置、波照間
空港ＲＡＧ装置及びＲＣＭ装置、並びに那覇空
港ＲＣＭ装置（慶良間・波照間）の更新、またこ
れに係る附帯設備の設置、撤去を行う

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-73 熊本空港事務所 熊本空港Ａ／Ｇ装置更新工事 熊本県上益城郡益城町 約5ヶ月 熊本空港Ａ／Ｇ装置の機器更新 航空無線工事 第3四半期 第3四半期

1-74 大阪航空局 中部国際空港第１ＴＳＲ装置更新工事 愛知県常滑市セントレア 約10ヶ月
中部第１TSR装置の更新、それに伴う附帯設備
の更新。

電気通信工事 第3四半期 第3四半期
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1-75 大阪航空局 大阪国際空港第１ＴＳＲ装置更新工事 大阪府豊中市蛍池西町 約10ヶ月
大阪第１TSR装置の更新、それに伴う附帯設備
の更新。

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-76 大阪航空局 高知空港ＬＯＣ装置更新その他工事 高知県南国市物部 約7ヶ月
高知空港ＬＯＣ装置及び附帯設備の更新、並び
にＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置及び仮設ＬＯＣ装置の撤
去。

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-77 大阪航空局 福岡VOR装置更新その他工事
福岡県福岡市東区

福岡県福岡市博多区
約7ヶ月

福岡VOR装置の更新及び附帯設備の更新、仮
設VOR/DME装置の撤去。

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-78 大阪航空局 長崎空港ＬＯＣ装置更新その他工事 長崎県大村市箕島町 約6ヶ月
長崎空港LOC装置の更新、旧GS/T-DME装置
の撤去、仮設LOC装置の撤去。

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-79 大阪航空局 那覇空港ＡＳＤＥ装置設置工事外３件工事
沖縄県那覇市安次嶺
沖縄県那覇市鏡水
沖縄県那覇市大嶺

約7ヶ月
那覇ASDE装置の設置、旧PAR施設（無線機
器、空調機器、機械設備）の撤去。

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-80 大阪航空局 那覇空港移動物件監視装置更新工事
沖縄県那覇市安次嶺
沖縄県那覇市鏡水
沖縄県那覇市大嶺

約4ヶ月 那覇空港におけるMOMS装置の更新。 電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-81 大阪航空局 那覇空港ＴＡＰＳ整備その他工事外１件工事
沖縄県那覇市安次嶺
沖縄県那覇市鏡水
沖縄県那覇市大嶺

約9ヶ月
那覇空港におけるTAPS装置、CCS装置及び
TDU装置の設置及び附帯設備の設置。嘉手納
基地IP化に伴うCCS装置の設置。

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-82 大阪航空局 那覇空港Ａ／Ｇ装置更新工事外１件工事
沖縄県那覇市安次嶺
沖縄県那覇市鏡水
沖縄県那覇市大嶺

約4ヶ月 那覇A/G装置の更新。旧第1ASR鉄塔の撤去。 電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-83 大阪航空局 那覇空港場周柵防護システムセンサー設置工事 沖縄県那覇市安次嶺 約5ヶ月
・警報センサーの設置
　フェンス長 約１５００ｍ

電気通信工事 第3四半期 第3四半期
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1-84 大阪航空局
福岡空港東側場周柵防護システムセンサー設置その
他工事

福岡市博多区上臼井 約5ヶ月
・警報センサーの設置
　フェンス長 約6００ｍ

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-85 大阪航空局 熊本空港防護システムセンサー設置工事
熊本県上益城郡益城町大字小

谷
約5ヶ月

・警報センサー設置
　フェンス長約１８０ｍ

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-86 大阪航空局 美保空港防護システム整備外１件工事 鳥取県境港市佐斐神町 約5ヶ月

・空港防護システム
　　警報処理装置１式
　　警報表示装置２式（主卓・副卓）
　　フェンス長 約６００ｍ
・場周監視カメラシステム
　　監視カメラ４台
　　監視制御装置１式
　　操作装置２式（主卓・副卓）
・ケーブル・管路 １式

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-87 大阪航空局 福岡航空交通管制部外1カ所上下水道工事 福岡県福岡市 約5ヶ月 回転翼機能移設に伴う上下水道新設工事 土木工事 第3四半期 第3四半期

1-88 大阪航空局
中部国際空港第1ASR/SSR局舎外1カ所空気調和設
備工事

愛知県常滑市 約5ヶ月
空気調和設備の更新
パッケージ型空気調和機１０台

管工事 第3四半期 第3四半期

1-89 大阪航空局
大阪国際空港第1ASR/SSR･TX局舎外1カ所空気調和
設備工事

大阪府豊中市 約5ヶ月
空気調和設備の更新
パッケージ型空気調和機４台

管工事 第3四半期 第3四半期

1-90 大阪航空局 久米島空港庁舎EQ室空気調和設備工事 沖縄県島尻郡 約5ヶ月
空気調和設備の更新
パッケージ型空気調和機２台

管工事 第3四半期 第3四半期

1-91 大阪航空局 屋久島VOR/DME局舎空気調和設備工事 鹿児島県熊毛郡 約5ヶ月
空気調和設備の更新
パッケージ型空気調和機２台

管工事 第3四半期 第3四半期
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1-92 大阪航空局 小松空港場周監視カメラシステム設置工事 石川県小松市 約5ヶ月 場周監視カメラの新設工事 電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-93 大阪航空局 長崎空港場周監視カメラシステム設置工事 長崎県大村市 約5ヶ月 場周監視カメラの新設工事 電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-94 大阪航空局 大分空港場周監視カメラシステム設置工事 大分県国東市 約5ヶ月 場周監視カメラの新設工事 電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-95 大阪航空局 広島空港場周監視カメラシステム設置工事 広島県三原市 約6ヶ月 場周監視カメラの新設工事 電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-96 大阪航空局 松山空港場周監視カメラシステム設置工事 愛媛県松山市 約5ヶ月 場周監視カメラの新設工事 電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-97 大阪航空局 宮崎空港場周監視カメラシステム設置工事 宮崎県宮崎市 約5ヶ月 場周監視カメラの新設工事 電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-98 大阪航空局 鹿児島空港場周監視カメラシステム設置工事 鹿児島県霧島市 約5ヶ月 場周監視カメラの新設工事 電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-99 大阪航空局 那覇空港アンダーパス排水設備工事 沖縄県那覇市 約5ヶ月 アンダーパス整備に伴う排水ポンプ整備 管工事 第3四半期 第3四半期

1-100 大阪航空局 熊本空港ASR/TX局舎外1カ所空気調和設備工事 熊本県上益城郡 約5ヶ月
空気調和設備の更新
パッケージ型空気調和機４台
マルチ型空気調和機３系統

管工事 第3四半期 第3四半期
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1-101 大阪航空局
システム開発評価･危機管理センター空気調和設備工
事（仮称）

大阪府池田市 約5ヶ月
空気調和設備の更新
マルチ型空気調和機17系統

管工事 第3四半期 第3四半期

1-102 大阪航空局 海上保安庁庁舎機械設備工事 福岡県北九州市 約12ヶ月
海上保安庁移転補償整備に伴う空気調和設
備、給油設備、消火設備等の新設

管工事 第3四半期 第3四半期

1-103 大阪航空局 福岡空港西側管理地区上水道改修工事 福岡県福岡市 約5ヶ月 管理地区米軍施設用給水配管布設替え工事 土木工事 第3四半期 第3四半期

1-104 大阪航空局 美保空港庁舎空気調和設備その他工事 鳥取県境港市 約5ヶ月
空気調和設備の更新
　一般用空調系統

管工事 第3四半期 第3四半期

1-105 大阪航空局 鹿児島空港庁舎空気調和設備その他工事　（仮称） 鹿児島県霧島市 約5ヶ月
空気調和設備の更新
　一般用空調系統

管工事 第3四半期 第3四半期

1-106 大阪航空局 南紀白浜空港庁舎空気調和設備工事 和歌山県西牟婁郡 約5ヶ月
空気調和設備の更新
一般用空調系統

管工事 第3四半期 第3四半期

1-107 大阪航空局 福岡空港回転翼機能管理庁舎機械設備工事 福岡県福岡市 約11ヶ月
回転翼機能庁舎移設に伴う空気調和設備、昇
降機、給排水設備、消火設備等の新設

管工事 第3四半期 第3四半期

1-108 大阪航空局 高松TACAN局舎空気調和設備工事 香川県高松市 約5ヶ月
空気調和設備の更新
パッケージ型空気調和機2台

管工事 第3四半期 第3四半期

1-109 大阪航空局 松山空港エプロン監視用ＩＴＶ装置更新工事 愛媛県松山市南吉田町 約5ヶ月
松山空港事務所に設置されているＩＴＶカメラ２
式の更新工事を実施するもの。

電気通信工事 第3四半期 第3四半期
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1-110 大阪航空局 福岡空港運航情報業務機器移設工事 福岡県福岡市博多区 約4ヶ月
福岡空港事務所では運航情報業務に必要な端
末類１式を移設するもの。

電気通信工事 第3四半期 第3四半期

1-111 大阪航空局 松山空港誘導路灯改良その他工事 愛媛県松山市 約5ヶ月

エプロン整備に伴う、誘導路灯の撤去、仮設、
設置工事。
誘導路灯：１式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-112 大阪航空局 福岡空港駐機位置指示灯設置その他工事 福岡県福岡市 約5ヶ月

誘導路整備に伴う、駐機位置指示灯及びスポッ
ト番号表示灯の設置。民営化事業に伴い、電力
量計の設置、ＣＮＳ障害通報装置の改造、消防
庁舎への高圧ケーブルの切換。
駐機位置指示灯: 1式
スポット番号表示灯: 1式
受配電設備: 1式
ケーブル: 1式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-113 大阪航空局 福岡空港平行誘導路中心線灯設置その他工事 福岡県福岡市 約3ヶ月

ターミナル整備に伴う、平行誘導路の設置工事

誘導路中心線灯: 1式
定電流変圧器: 1式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-114 大阪航空局 福岡空港国際線エプロン照明灯設置その他工事 福岡県福岡市 約5ヶ月

滑走路増設事業に伴う、エプロン照明灯の設
置。

誘導路灯：1式
エプロン照明灯: 1式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-115 大阪航空局
福岡空港国際線エプロン照明灯設置その他工事(その
2)

福岡県福岡市 約9ヶ月

滑走路増設事業に伴う、エプロン照明灯の設
置。

エプロン照明灯: 1式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-116 大阪航空局
福岡空港エプロン照明灯監視制御装置設置その他工
事

福岡県福岡市 約4ヶ月

エプロン照明灯の監視制御装置、キュービクル
及び安定器収納盤の更新。
エプロン照明灯監視制御装置: 1式
受配電設備: 1式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-117 大阪航空局 海上保安庁庁舎・格納庫電気設備工事 福岡県北九州市 約10ヶ月

海上保安庁庁舎・格納庫の付帯電気設備等の
設置工事
庁舎付帯電気設備：１式
受配電設備設置：１式

電気工事 第3四半期 第3四半期
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1-118 大阪航空局 熊本空港エプロン照明灯設置その他工事 熊本県上益城郡益城町 約7ヶ月

エプロン整備に伴う、エプロン照明灯等の設置
工事及び場外航空障害灯の撤去工事
エプロン照明灯：１式
誘導路灯：１式
誘導路中心線灯：１式
受配電設備設置：１式
場外航空障害灯：１式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-119 大阪航空局 熊本空港道路照明灯設置その他工事 熊本県上益城郡益城町 約3ヶ月
構内道路整備に伴う、道路照明灯の設置工事
道路照明灯設置：１式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-120 大阪航空局 大分空港進入灯設置その他工事 大分県国東市 約6ヶ月

進入灯橋梁化に伴う、進入灯等の設置・撤去工
事
進入灯：１式
連鎖式閃光灯：１式
滑走路末端識別灯：１式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-121 大阪航空局 宮崎空港エプロン照明灯設置その他工事 宮崎県宮崎市 約4ヶ月

老朽化に伴うエプロン照明灯及び道路照明灯
の更新工事。

エプロン照明灯：１式
道路照明灯：1式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-122 大阪航空局
那覇空港ＰＡＲキュービクル用ケーブル切換その他工
事

沖縄県那覇市 約4ヶ月
PAR更新に伴う、ケーブル切換工事
高圧ケーブル：１式
低圧ケーブル：１式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-123 大阪航空局 那覇空港増設滑走路用進入灯設置その他工事 沖縄県那覇市 約12ヶ月

増設滑走路整備に伴う、進入灯等の設置工事
進入灯：１式
連鎖式閃光灯：１式
進入角指示灯：１式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-124 大阪航空局 那覇空港増設滑走路用滑走路灯設置その他工事 沖縄県那覇市 約12ヶ月

増設滑走路整備に伴う、滑走路灯等の設置工
事
滑走路灯：１式
滑走路中心線灯：１式
滑走路末端灯：１式
滑走路末端補助灯：１式
過走帯灯：１式

電気工事 第3四半期 第3四半期
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1-125 大阪航空局 那覇空港増設滑走路用誘導路灯設置その他工事 沖縄県那覇市 約12ヶ月

増設滑走路整備に伴う、誘導路灯等の設置工
事
誘導路灯：１式
誘導路中心線灯：１式
誘導案内灯：１式
航空機接近警告灯：１式
風向灯：１式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-126 大阪航空局 那覇空港取付誘導路中心線灯基台設置その他工事 沖縄県那覇市 約4ヶ月

誘導路整備に伴う、誘導路灯基台及び灯火設
置工事
誘導路灯：１式
誘導路中心線灯：1式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-127 大阪航空局 那覇空港アンダーパス用照明設備設置その他工事 沖縄県那覇市 約3ヶ月
アンダーパス整備に伴う、トンネル照明設備の
設置工事
照明設備：１式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-128 大阪航空局
那覇空港国際線エプロン誘導路中心線灯設置その他
工事

沖縄県那覇市 約4ヶ月

沖止エプロン整備に伴う、誘導路中心線灯の設
置工事
誘導路中心線灯：1式
スポット番号表示灯：1式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-129 大阪航空局 那覇空港瞬時電圧低下補償装置設置その他工事 沖縄県那覇市 約4ヶ月
瞬時電圧低下補償装置の設置工事
受配電設備設置：１式

電気工事 第3四半期 第3四半期

1-130 福岡空港事務所 福岡空港事務所統合庁舎消防設備更新工事 福岡県福岡市博多区 約4ヶ月
統合庁舎内P型受信機、P型福表示器の更新
（GR型受信機（自立型）、R型表示器）

消防施設工事 第3四半期 第3四半期

1-131 福岡空港事務所
福岡空港消防水利キュービクル配線用遮断器交換工
事（仮称）

福岡県福岡市博多区 約4ヶ月 配線用遮断器3式交換 電気工事 第3四半期 第3四半期

1-132 福岡空港事務所 福岡空港道路照明灯設置その他工事 福岡県福岡市博多区 約4ヶ月
道路照明陶灯２基更新、照明器具２７台更新、
接地極改修４式、低圧ケーブル交換７０ｍ、その
他付属配線一式

電気工事 第3四半期 第3四半期
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1-133 鹿児島空港事務所 中種子ＶＯＲ　ＣＨ３モニタアンテナ舗装工事 鹿児島県熊毛郡中種子町 約2ヶ月
中種子ＶＯＲ施設のCH3モニタアンテナ付近の
舗装。約1,200㎡

舗装工事 第4四半期 第3四半期

1-134 鹿児島空港事務所 奄美宿舎ブロック塀撤去その他工事（仮称） 鹿児島県奄美市笠利町 約2ヶ月
ブロック塀撤去：20.3㎥
フェンス設置：199ｍ

建築工事 第4四半期 第3四半期

1-135 大阪航空局 米子VOR/DME局舎その他新築工事 鳥取県境港市 約8ヶ月

局舎：RC造　１F　160㎡
ｶｳﾝﾀｰﾎﾟｲｽﾞ：S造　φ30m　H5.2m
新築工事　一式
外構工事　一式

建築工事 第4四半期 第3四半期

1-136 大阪航空局
小松空港土木施設維持修繕工事
［H31-33d］

石川県小松市 約36ヶ月
巡回点検工、草刈工１式、清掃工１式、飛行場標識
工１式、植木手入れ工１式、緊急補修工１式、除雪工
１式

舗装工事 第4四半期 第3四半期

1-137 大阪航空局
美保空港土木施設維持修繕工事
［H31-33d］

鳥取県境港市 約36ヶ月
巡回点検工、草刈工１式、清掃工１式、飛行場標識
工１式、植木手入れ工１式、緊急補修工１式、除雪工
１式

舗装工事 第4四半期 第3四半期

1-138 大阪航空局
徳島空港土木施設維持修繕工事
［H31-33d］

徳島県徳島市 約36ヶ月
巡回点検工、草刈工１式、清掃工１式、飛行場標識
工１式、植木手入れ工１式、緊急補修工１式

舗装工事 第4四半期 第3四半期

1-139 大阪航空局
高知空港土木施設維持修繕工事
［H31-33d］

高知県南国市 約36ヶ月
巡回点検工、草刈工１式、清掃工１式、飛行場標識
工１式、植木手入れ工１式、緊急補修工１式

舗装工事 第4四半期 第3四半期

1-140 大阪航空局
大分空港土木施設維持修繕工事
［H31-33d］

大分県国東市 約36ヶ月
巡回点検工、草刈工１式、清掃工１式、飛行場標識
工１式、植木手入れ工１式、緊急補修工１式

舗装工事 第4四半期 第3四半期
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1-141 大阪航空局
長崎空港土木施設維持修繕工事
［H31-33d］

長崎県大村市 約36ヶ月
巡回点検工、草刈工１式、清掃工１式、飛行場標識
工１式、植木手入れ工１式、緊急補修工１式

舗装工事 第4四半期 第3四半期

1-142 大阪航空局
那覇空港土木施設維持修繕工事
［H31-33d］

沖縄県那覇市 約36ヶ月
巡回点検工、草刈工１式、清掃工１式、飛行場標識
工１式、植木手入れ工１式、緊急補修工１式

舗装工事 第4四半期 第3四半期

1-143 大阪航空局 平成31年度 岩国空港土木施設維持修繕工事 山口県岩国市 約12ヶ月
巡回点検工、草刈工１式、清掃工１式、飛行場標識
工１式、植木手入れ工１式、緊急補修工１式

舗装工事 第4四半期 第3四半期

1-144 大阪航空局
那覇空港国際線エプロン
照明灯ケーブルダクト等設置工事

沖縄県那覇市 約12ヶ月
土工１式
ケーブルダクト工　330ｍ
コンクリート舗装撤去・復旧 １式

土木工事 第4四半期 第3四半期

1-145 那覇空港事務所 那覇空港誘導路舗装補修工事 沖縄県那覇市 約3ヶ月
老朽化した誘導路のアスファルト舗装の健全化
を目的とした切削、打替えによる舗装補修工事
アスファルト舗装：約2,000m2

舗装工事 第4四半期 第3四半期

1-146 那覇空港事務所 那覇空港ブラストフェンス塗装補修工事 沖縄県那覇市 約3ヶ月
腐食が発生したブラストフェンスの健全化を目
的とした塗装塗替え工事
塗装塗替え：約700m2

土木工事 第4四半期 第3四半期

1-147 大阪航空局 長崎空港ＴＡＰＳ運用移行その他工事 長崎県大村市箕島町 約6ヶ月
長崎空港におけるTAPS装置、ＣＣＳ装置、ＴＤＵ
装置の運用移行。

電気通信工事 第4四半期 第3四半期

1-148 大阪航空局 熊本空港ＴＡＰＳ運用移行その他工事 熊本県上益城郡益城町 約6ヶ月
熊本空港におけるTAPS装置、ＣＣＳ装置、ＴＤＵ
装置の運用移行。

電気通信工事 第4四半期 第3四半期

1-149 大阪航空局 那覇空港誘導路灯改良その他工事 沖縄県那覇市 約3ヶ月

誘導路灯LED化に伴う、誘導路灯の改良工事
及び飛行場灯台の移設工事
誘導路灯：1式
飛行場灯台：１式

電気工事 第4四半期 第3四半期
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1-150 那覇空港事務所 那覇空港 航空灯火用ケーブル交換その他工事 沖縄県那覇市 約3ヶ月 航空灯火用ケーブル交換約3000m 電気工事 第3四半期 第4四半期

1-151 大阪航空局 高知空港事務所庁舎外2棟改修工事 高知県南国市物部 約5ヶ月

【事務所庁舎】
　RC造　2F　982㎡
【管制塔庁舎】
　S(一部SRC)造　4F　559㎡
【IFR庁舎】
　RC造　2F　1,002㎡
　外壁改修　一式

建築工事 第4四半期 第4四半期

1-152 関西空港事務所 関西国際空港非常用レーダー等展開工事（仮称） 大阪府泉南郡田尻町 約4ヶ月
TRCS-13型　非常用ターミナルレーダー管制装
置一式の運搬・設置及び展開訓練終了後の撤
去・運搬を行う。

電気通信工事 第4四半期 第4四半期

1-153 関西空港事務所 FIHS撤去工事(仮称） 大阪府泉南郡田尻町 約4ヶ月 TAPS工事関連に伴う撤去工事 電気通信工事 第4四半期 第4四半期

1-154 大阪航空局 米子VOR/DME局舎空気調和設備工事 鳥取県境港市 約8ヶ月 局舎新築に伴う空気調和設備の新設 管工事 第4四半期 第4四半期

1-155 大阪航空局 松山空港航空灯火施設維持工事 愛媛県松山市 約12ヶ月
航空灯火施設等を常時良好な状態に保つよう
に保守を行い、機能維持を図る。

電気工事 第4四半期 第4四半期
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2-1 該当なし
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３．通常指名競争入札

番号 官署名 工事の名称 工事の履行場所 工     期 工事の概要 工事種別 入札予定時期 参考（公告予定時期）

3-1 該当なし


	全体（一般）
	全体（工事希望）
	全体（指名）

