
番号 官署名 工事の名称 工事の場所 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 東京航空局
平成２８年度常陸太田航空衛星センター庁
舎敷地草刈その他工事

常陸太田航空衛星
センター

約５ヶ月
常陸太田庁舎センター内の草刈（樹木手入
れや芝刈など）及び排水溝清掃

造園工事 第２四半期 第２四半期

1-2 東京航空局
東京国際空港場周警備設備（新消防庁舎
西側）設置工事

東京国際空港内 2ヶ月
所要の場所に再使用のセンサー、カメラ、
伝送制御装置を設置する。

電気通信工事 第１四半期 第１四半期

1-3 東京航空局
東京国際空港場周警備設備（VOR/DME護
岸地区）移設工事

東京国際空港内 2ヶ月
現在設置している仮設センサーを移設す
る。

電気通信工事 第２四半期 第１四半期

1-4 東京航空局
東京国際空港出入監視設備（C-1ゲート
他）改良工事

東京国際空港 5ヶ月
出入ゲート内にカメラ等の監視設備を設置
する。

電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-5 東京航空局
東京国際空港場周警備設備（旧整備地区）
更新工事

東京国際空港内 4ヶ月
現在設置しているセンサー、カメラ、伝送制
御装置を更新し所要の場所に設置する。

電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-6 東京航空局
東京国際空港国際線SRA検査設備通信機
器設置工事

東京国際空港内 4ヶ月 SRA検査施設に通信機器を設置する。 電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-7 東京航空局 函館空港防護設備切替工事 函館空港内 2ヶ月
新設される立入禁止柵にセンサーケーブル
を切替設置する。

電気通信工事 第２四半期 第２四半期

東京航空局における平成28年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお､ここに掲載する内容は､平成28年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

平成28年度 発注の見通しの公表について(平成28年4月現在）【工事】

１．一般競争入札

東京航空局

平成28年4月1日
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1-8 東京航空局 東京国際空港離着陸監視装置移設工事 東京都大田区 約４ヶ月
東京国際空港に設置している離着陸監視
装置の移設工事

電気通信工事業 第１四半期 第１四半期

1-9 東京航空局
航空機騒音測定局（浦安局、大宮台局）移
設工事

千葉県浦安市、千
葉市

約３ヶ月
浦安市、千葉市に設置している航空機騒音
測定局の移設工事

電気通信工事業 第２四半期 第２四半期

1-10 東京航空局
東京国際空港離着陸監視装置光ケーブル
更新工事

東京都大田区 約４ヶ月
東京国際空港に設置している離着陸監視
装置において敷設されている光ケーブルの
更新工事

電気通信工事業 第３四半期 第３四半期

1-11 東京航空局 新潟空港土木施設維持修繕工事 新潟空港 36ヶ月 土木施設等の維持管理・除雪作業 土木工事 第４四半期 第３四半期

1-12 東京航空局 函館空港土木施設維持修繕工事 函館空港 36ヶ月 土木施設等の維持管理・除雪作業 土木工事 第４四半期 第３四半期

1-13 東京航空局
新千歳空港ローディングエプロン排水溝改
良工事

新千歳空港 7ヶ月 旅客エプロン内の排水溝を改良する。 土木工事 第１四半期 第１四半期

1-14 東京航空局 仙台空港27側進入灯橋梁（左岸）付替工事 仙台空港 10ヶ月
貞山掘左岸側の進入灯橋梁の付替及び護
岸工等を行う。

土木工事 第１四半期 第１四半期

1-15 東京航空局 新潟空港構内道路等舗装補修工事 新潟空港 6ヶ月
構内道路、進入道路及び除雪車庫周辺の
舗装補修を行う。

土木工事 第１四半期 第１四半期

1-16 東京航空局 新潟空港28側進入灯橋梁架替工事 新潟空港 26ヶ月 阿賀野川側の進入灯橋梁を架替を行う。 土木工事 第３四半期 第２四半期
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1-17 東京航空局 東京国際空港誘導路舗装補修工事 東京国際空港 5ヶ月 誘導路の舗装補修を行う。 土木工事 第３四半期 第３四半期

1-18 東京航空局 東京国際空港構内道路舗装補修その他工事東京国際空港 5ヶ月 構内道路の舗装補修及び橋梁補修を行う。土木工事 第３四半期 第３四半期

1-19 東京航空局 東京国際空港Ｎ地区場周柵改良その他工事東京国際空港 5ヶ月 場周柵の改良及び貯水槽の設置等を行う。土木工事 第３四半期 第３四半期

1-20 東京航空局
東京国際空港環八公益共同溝上水道設備
その他工事

東京都大田区
東京国際空港
環八公益共同溝

約８ヶ月 給水設備工事、消火栓設備工事 管工事 第２四半期 第２四半期

1-21 東京航空局
東京国際空港環八公益共同溝機械設備そ
の他工事

東京都大田区
東京国際空港
環八公益共同溝

約３ヶ月 換気設備工事、排水設備工事 管工事 第１四半期 第１四半期

1-22 東京航空局 東京国際空港東側電源局舎機械設備工事
東京都大田区
東京国際空港
東側電源局舎

約７ヶ月 空気調和設備工事、排水設備工事 管工事 第２四半期 第２四半期

1-23 東京航空局
東京国際空港管制訓練棟ACTSサーバー
室空気調和設備工事

東京都大田区
東京国際空港
管制訓練棟

約３ヶ月 空気調和設備工事 管工事 第３四半期 第２四半期

1-24 東京航空局
東京国際空港第1庁舎総合対策室空気調
和設備工事

東京都大田区
東京国際空港
第1庁舎

約６ヶ月 空気調和設備工事 管工事 第３四半期 第２四半期

1-25 東京航空局
成田国際空港NAVCOM機器室外空気調
和設備工事

千葉県成田市
成田国際空港
庁舎

約８ヶ月 空気調和設備工事 管工事 第２四半期 第１四半期
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1-26 東京航空局 成田国際空港貴賓室空気調和設備工事
千葉県成田市
成田国際空港
庁舎

約５ヶ月 空気調和設備工事 管工事 第３四半期 第３四半期

1-27 東京航空局 三沢空港電動ゲート基礎改修工事
青森県三沢市
三沢空港内

約４ヶ月 架台製作設置工事、基礎改修工事 土木工事 第１四半期 第１四半期

1-28 東京航空局
仙台空港統合管制情報処理システム空気
調和設備工事

宮城県名取市
仙台空港内

約６ヶ月 空気調和設備工事 管工事 第１四半期 第１四半期

1-29 東京航空局
函館空港統合管制情報処理システム空気
調和設備工事

北海道函館市
函館空港内

約６ヶ月 空気調和設備工事 管工事 第１四半期 第１四半期

1-30 東京航空局 釧路空港VFR室外空気調和設備工事
北海道釧路市
釧路空港内

約５ヶ月 空気調和設備工事 管工事 第２四半期 第１四半期

1-31 東京航空局
旭川空港VFR室外空気調和設備外1か所
工事

北海道上川郡東神楽町
旭川空港内
山形県酒田市
庄内空港内

約６ヶ月 空気調和設備工事 管工事 第１四半期 第１四半期

1-32 東京航空局 帯広SSR局舎空気調和設備工事
北海道帯広市
帯広空港内

約４ヶ月 空気調和設備工事 管工事 第２四半期 第２四半期

1-33 東京航空局
函館空港統合管制情報システム用50kVA
無停電電源装置設置工事

函館空港事務所 約４ヶ月 無停電電源装置の更新工事 電気工事 第１四半期 第１四半期

1-34 東京航空局
横津岳ARSR局15kVA無停電電源装置設
置工事

横津岳ARSR局 約４ヶ月 無停電電源装置の更新工事 電気工事 第２四半期 第１四半期
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1-35 東京航空局
仙台空港無線施設用625kVA発電装置設
置工事

仙台空港事務所 約５ヶ月 発電装置の設置工事
電気工事
機械器具設置工
事

第２四半期 第１四半期

1-36 東京航空局
仙台空港無線施設用500kVA発電装置撤
去その他工事

仙台空港事務所 約９ヶ月 発電装置の撤去及び改造工事
電気工事
機械器具設置工
事

第１四半期 第１四半期

1-37 東京航空局 仙台空港15kVA無停電電源装置移設工事
仙台空港事務所
八丈島ORSR局

約５ヶ月 無停電電源装置の撤去及び移設工事 電気工事 第３四半期 第２四半期

1-38 東京航空局
東京国際空港統合管制情報システム用
100kVA無停電電源装置設置工事

東京空港事務所 約６ヶ月 無停電電源装置２式の新設工事 電気工事 第２四半期 第２四半期

1-39 東京航空局
東京国際空港中央受配電所3000kVA発電
装置設置工事

東京空港事務所 約６ヶ月 発電装置の更新工事
電気工事
機械器具設置工
事

第２四半期 第２四半期

1-40 東京航空局
仙台空港統合管制情報処理システム設置
工事（函館対応）

宮城県名取市下増
田字南原

約10ヶ月
本工事は、仙台空港に統合管制情報処理
システムを設置するとともに、関連する付
帯設備の設置を行うものである。

電気通信工事 第１四半期 第１四半期

1-41 東京航空局 函館空港統合管制情報処理システム設置工事
北海道函館市高松
町511

約10ヶ月

本工事は、函館空港に統合管制情報処理
システムを設置するとともに、関連する付
帯設備の設置及び撤去工事を行うもので
ある。

電気通信工事 第１四半期 第１四半期

1-42 東京航空局 帯広空港SSR装置設置工事
北海道帯広市泉町
西９線中８－４０

約10ヶ月
本工事は、帯広空港にSSR装置を設置す
るとともに、関連する付帯設備の設置工事
を行うものである。

電気通信工事 第１四半期 第１四半期

1-43 東京航空局 鵡川VOR/DME更新工事
北海道勇払郡むか
わ町225-4

約7ヶ月

本工事は、鵡川ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の老朽
化に伴う機器更新およびこれに係る付帯設
備の設置を行うほか、鵡川仮設ＶＯＲ／Ｄ
ＭＥの撤去を行うものである。

電気通信工事 第２四半期 第１四半期
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1-44 東京航空局 紋別VOR/DME更新工事
北海道紋別市小向
９１３－４

約7ヶ月

本工事は、紋別ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の老朽
化に伴う機器更新およびこれに係る付帯設
備の設置を行うほか、紋別仮設ＶＯＲ／Ｄ
ＭＥの撤去を行うものである。

電気通信工事 第２四半期 第１四半期

1-45 東京航空局 稚内VOR/DME更新工事
北海道稚内市大字
声問村字声問６７４
４

約7ヶ月

本工事は、稚内ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の老朽
化に伴う機器更新およびこれに係る付帯設
備の設置を行うほか、稚内仮設ＶＯＲ／Ｄ
ＭＥの撤去を行うものである。

電気通信工事 第２四半期 第１四半期

1-46 東京航空局 女満別空港対空通信設備更新その他工事
北海道網走郡大空
町女満別中央２５４
－１

約4ヶ月
本工事は、女満別空港において、対空通信
設備の更新を行うものである。

電気通信工事 第３四半期 第３四半期

1-47 東京航空局 大館能代空港CCP撤去工事
秋田県北秋田市脇
神からむし字21-
144

約4ヶ月
本工事は、大館能代空港において、CCP装
置の撤去を行うものである。

電気通信工事 第３四半期 第３四半期

1-48 東京航空局 旭川空港CCP更新工事
北海道上川郡東神
楽町東二線15-96

約4ヶ月
本工事は、旭川空港において、CCP装置の
更新を行うものである。

電気通信工事 第３四半期 第３四半期

1-49 東京航空局 大館能代RAG空中線更新工事
秋田県北秋田市脇
神からむし字21-
144

約5ヶ月
本工事は、大館空港庁舎において、対空通
信装置の空中線の移設及びこれに係る付
帯設備の設置を行うものである。

電気通信工事 第３四半期 第３四半期

1-50 東京航空局
東京国際空港統合管制情報処理システム
設置工事

東京都大田区羽田
空港３－３－１

約15ヶ月
本工事は、東京国際空港に統合管制情報
処理システムを設置するとともに、関連す
る付帯設備の設置を行うものである。

電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-51 東京航空局
成田国際空港統合管制情報処理システム
設置工事

千葉県成田市古込
字込前１３３

約１5ヶ月
本工事は、成田空港事務所に統合管制情
報処理システムを設置するとともに、関連
する付帯設備の設置を行うものである。

電気通信工事 第３四半期 第３四半期

1-52 東京航空局
東京国際空港管制訓練システム更新その
他工事他１件工事

東京都大田区羽田
空港３－３－１

約１5ヶ月

本工事は、東京国際空港及び成田国際空
港への飛行場管制システムの設置、東京
国際空港の空港管制訓練システムの更新
及び移設を行うとともに、関連する付帯設
備の設置をおこなうものである。

電気通信工事 第２四半期 第２四半期
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1-53 東京航空局 東京国際空港無線LAN中継局増設工事
東京都大田区羽田
空港３－３－１

3ヶ月
本工事は、東京国際空港において、ＡＲ－
ＬＡＮ装置の中継局を増設するものである。

電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-54 東京航空局 関宿仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事
千葉県野田市木間
ケ瀬５２５０

約4ヶ月

本工事は、関宿ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の機器
更新工事に伴い、その代替施設として関宿
仮設ＶＯＲ／ＤＭＥの設置およびこれに係る
付帯設備の設置を行うものである。

電気通信工事 第１四半期 第１四半期

1-55 東京航空局 釧路ＡＲＳＲ更新その他工事
北海道釧路郡釧路
町字遠野２１０

約１０ヶ月

本工事は、釧路ＡＲＳＲ装置の老朽化に伴
う機器更新、これに係る付 帯設備の設置
及び釧路航空路監視レーダー事務所の保
守巡回化に伴う無線施設等の維持管理を
新千歳空港事務所にて行うための所要の
整備を行うほか、釧路航空路監視レーダー
事務所に整備した釧路仮設ＳＳＲ設備の撤
去を行うものである。

電気通信工事 第１四半期 第１四半期

1-56 東京航空局 山形ＶＯＲ／ＤＭＥその他更新工事
山形県天童市大字
大清水字行段

約7ヶ月

本工事は、山形ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の老朽
化に伴う機器更新およびこれに係る付帯設
備の設置を行うほか、山形仮設ＶＯＲ／Ｄ
ＭＥの撤去を行うものである。

電気通信工事 第１四半期 第１四半期

1-57 東京航空局 館山ＤＭＥ更新その他工事
千葉県館山市大字
神余字船ヶ作

約7ヶ月

本工事は、館山ＤＭＥ装置の老朽化に伴う
機器更新工事およびこれに係る付帯設備
の設置を行うほか、運用停止された館山Ｖ
ＯＲ装置の撤去を行うものである。

電気通信工事 第１四半期 第１四半期

1-58 東京航空局 阿見ＤＭＥ更新その他工事
茨城県稲敷郡阿見
町大字鈴木６０－１
５

約7ヶ月

本工事は、阿見ＤＭＥ装置の老朽化に伴う
機器更新工事およびこれに係る付帯設備
の設置を行うほか、運用停止された阿見Ｖ
ＯＲ装置の撤去を行うものである。

電気通信工事 第２四半期 第１四半期

1-59 東京航空局 横須賀ＤＭＥ更新工事
神奈川県三浦郡葉
山町下山口茅木山

約7ヶ月
本工事は、横須賀ＤＭＥ装置の老朽化に伴
う機器更新およびこれに係る付帯設備の設
置を行うものである。

電気通信工事 第２四半期 第２四半期

1-60 東京航空局 関宿ＶＯＲ／ＤＭＥ更新その他工事
千葉県野田市木間
ケ瀬字新堤

約7ヶ月

本工事は、関宿ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の老朽
化に伴う機器更新およびこれに係る付帯設
備の設置を行うほか、関宿仮設ＶＯＲ／Ｄ
ＭＥ及び銚子ＶＯＲの撤去を行うものであ
る。なお、更新するＶＯＲ装置は撤去した銚
子ＶＯＲを利用する。

電気通信工事 第２四半期 第２四半期
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1-61 東京航空局
友部／坂戸国際対空通信設備更新その他
工事

茨城県笠間市平町
１７１８
埼玉県鶴ヶ島市脚
折１００

約6ヶ月

本工事は友部ＨＦ装置、坂戸ＨＦ装置の老
朽化に伴う機器更新を行うほか、危機管理
用ＲＣＭ装置についても更新を行うもので
ある。

電気通信工事 第２四半期 第２四半期

1-62 東京航空局 山梨ＡＥＩＳ子局化整備工事
山梨県中巨摩郡昭
和町飯喰字村西
1085

約4ヶ月

本工事は、山梨ＡＥＩＳの子局化更新にあた
り装置の設置及び付帯設備の設置を行うも
のである。

電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-63 東京航空局 新島ＴＡＣＡＮ更新その他工事 東京都新島村向山 約5ヶ月

本工事は、新島ＴＡＣＡＮ装置の老朽化に
伴う機器更新工事およびこれに係る付帯設
備の設置を行うほか、運用停止された新島
ＶＯＲ装置の撤去を行うものである。

電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-64 東京航空局 箱根ＡＥＩＳ更新その他工事

神奈川県足柄郡箱
根町大字箱根字石
垣岩６１１
神奈川県足柄下郡
湯河原町大字鍛冶
屋字辰沢９５４－６

約5ヶ月
本工事は、箱根ＡＥＩＳの老朽化に伴う機器
更新及びこれに係る付帯設備の設置、箱
根トロッポ装置の撤去を行うものである。

電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-65 東京航空局 大子ＶＯＲ撤去その他工事
茨城県久慈郡大子
町大字大子字太郎
沢２２０９－４０

約3ヶ月

本工事は、大子ＶＯＲの廃止に伴う機器及
び付帯設備の撤去並びに大子ＴＡＣＡＮ空
中線レドームの着雪防止塗装を行うもので
ある。

電気通信工事 第３四半期 第３四半期

1-66 東京航空局 御宿ＶＯＲ撤去工事
千葉県夷隅郡御宿
町岩和田字戸渡山
２２０６

約4ヶ月
本工事は、御宿ＶＯＲの廃止に伴う機器及
び付帯設備の撤去を行うものである。

電気通信工事 第３四半期 第３四半期

1-67 東京航空局 仙台ＡＥＩＳ撤去工事
宮城県名取市下増
田字南原

約4ヶ月
本工事は、仙台ＡＥＩＳの廃止に伴う機器及
び付帯設備の撤去を行うものである。

電気通信工事 第４四半期 第３四半期

1-68 東京航空局 青森空港ILS施設等除雪工事 青森空港内 約5ヶ月

本工事は、青森空港出張所が管理するILS
施設等の無線施設が正常に運用できるよ
うに、これらの施設を構成する箇所及びそ
の付帯部分の除雪を行うものである。

ほ装工事 第３四半期 第２四半期
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1-69 東京航空局 秋田空港ILS施設等除雪工事 秋田空港内 約4ヶ月

本工事は、秋田空港・航空路監視レーダー
事務所が管理するILS施設等の無線施設
が正常に運用できるように、これらの施設
を構成する箇所及びその付帯部分の除雪
及び圧雪を行うものである。

ほ装工事 第３四半期 第３四半期

1-70 東京航空局 稚内空港滑走路中心線灯設置その他工事 稚内空港 約４か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第１四半期 第１四半期

1-71 東京航空局
稚内空港ILS用キュービクル設置その他工
事

稚内空港 約５か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第１四半期 第１四半期

1-72 東京航空局 函館空港滑走路中心線灯設置その他工事 函館空港 約４か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第２四半期 第２四半期

1-73 東京航空局 函館滑走路灯改良その他工事 函館空港 約４か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第１四半期 第１四半期

1-74 東京航空局 函館空港進入灯改良その他工事 函館空港 約６か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第１四半期 第１四半期

1-75 東京航空局 函館空港庁舎受配電設備設置その他工事 函館空港 約６か月 受配電設備の撤去、設置等の工事 電気工事 第２四半期 第２四半期

1-76 東京航空局 釧路空港滑走路中心線灯改良その他工事 釧路空港 約４か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第２四半期 第２四半期

1-77 東京航空局 釧路空港滑走路灯改良その他工事 釧路空港 約４か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第１四半期 第１四半期
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1-78 東京航空局
新千歳空港A滑走路中心線灯改良その他
工事

新千歳空港 約５か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第１四半期 第１四半期

1-79 東京航空局 仙台空港進入灯改良その他工事 仙台空港 約５か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第１四半期 第１四半期

1-80 東京航空局 仙台空港滑走路中心線灯改良その他工事 仙台空港 約４か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第２四半期 第２四半期

1-81 東京航空局 新潟空港滑走路中心線灯改良その他工事 新潟空港 約５か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第１四半期 第１四半期

1-82 東京航空局
新潟空港小型機エプロン照明灯改良その
他工事

新潟空港 約５か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第１四半期 第１四半期

1-83 東京航空局 新潟空港進入灯撤去その他工事 新潟空港 約４か月 航空灯火の撤去、設置等の工事 電気工事 第２四半期 第２四半期

1-84 東京航空局
中標津空港ILSキュービクル設置その他工
事

中標津空港 約４か月 受配電設備の撤去、設置等の工事 電気工事 第１四半期 第１四半期

1-85 東京航空局 稚内空港管制塔屋上点検口改修外1件工事 北海道稚内市 約5ヶ月

管制塔：
点検口改修 一式

VOR/DME局舎：
耐震改修 一式

建築工事 第1四半期 第1四半期

1-86 東京航空局 紋別空港出張所庁舎防護対策その他工事 北海道紋別市 約6ヶ月
防護対策 一式
外壁改修 一式

建築工事 第1四半期 第1四半期
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1-87 東京航空局 女満別空港出張所庁舎改修工事 北海道網走郡大空町約7ヶ月
耐震改修 一式
外壁、防水改修 一式
旧管制塔撤去 一式

建築工事 第２四半期 第1四半期

1-88 東京航空局 帯広空港ＳＳＲ局舎新築工事 北海道帯広市 約9ヶ月
新築 一式
RC造平屋建 130.00m2

建築工事 第1四半期 第1四半期

1-89 東京航空局 釧路ＡＲＳＲ局舎外1棟改修工事 北海道釧路郡 約7ヶ月
ARSR局舎：ﾚｰﾀﾞｰ更新に伴う改修 一式

外壁、防水改修 一式
対空送受信局舎：外壁、防水改修 一式

建築工事 第1四半期 第1四半期

1-90 東京航空局 旭川空港出張所庁舎改修工事 北海道旭川市 約9ヶ月 耐震改修 一式 建築工事 第1四半期 第1四半期

1-91 東京航空局 札幌航空交通管制部庁舎玄関改修工事 北海道札幌市 約3ヶ月 内部改修 一式 建築工事 第1四半期 第1四半期

1-92 東京航空局 札幌航空交通管制部庁舎外壁東面改修工事 北海道札幌市 約2ヶ月 外壁改修 一式 建築工事 第3四半期 第2四半期

1-93 東京航空局 新千歳空港除雪車庫Ｂ棟給油所施設改修工事 北海道千歳市 約5ヶ月 改修 一式 建築工事 第3四半期 第2四半期

1-94 東京航空局 新千歳空港電源局舎屋上防水改修工事 北海道千歳市 約3ヶ月 防水改修 一式 建築工事 第2四半期 第2四半期

1-95 東京航空局 鵡川ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎外壁改修工事
北海道勇払郡むか
わ町

約2ヶ月 外壁改修 一式 建築工事 第2四半期 第2四半期
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1-96 東京航空局 新千歳空港事務所春日寮外壁改修工事 北海道千歳市 約3ヶ月 外壁改修 一式 建築工事 第2四半期 第2四半期

1-97 東京航空局 横津岳TX/RX局舎改修工事 北海道亀田郡 約5ヶ月 外壁、防水改修 一式 建築工事 第1四半期 第1四半期

1-98 東京航空局 青森ＶＯＲ／ＤＭＥカウンターポイズ耐震改修工事 青森県青森市 約5ヶ月 耐震改修 一式 建築工事 第1四半期 第1四半期

1-99 東京航空局 花巻空港出張所庁舎改修工事 岩手県花巻市 約8ヶ月
耐震改修 一式
外壁、防水改修 一式

建築工事 第1四半期 第1四半期

1-100 東京航空局 大館能代空港庁舎耐震改修外１件工事 秋田県北秋田市 約8ヶ月
庁舎、VOR/DME局舎：
耐震改修 一式

建築工事 第1四半期 第1四半期

1-101 東京航空局 庄内空港出張所庁舎防護対策工事 山形県酒田市 約5ヶ月 防護対策 一式 建築工事 第1四半期 第1四半期

1-102 東京航空局 山形ＶＯＲ／ＤＭＥカウンターポイズ耐震改修工事 山形県天童市 約9ヶ月 耐震改修 一式 建築工事 第1四半期 第1四半期

1-103 東京航空局 大子ＶＯＲＴＡＣ局舎屋上防水改修工事 茨城県久慈郡大子町約3ヶ月 防水改修 一式 建築工事 第3四半期 第3四半期

1-104 東京航空局 関宿ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎改修工事 千葉県野田市 約5ヶ月 防水改修 一式 建築工事 第2四半期 第2四半期
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1-105 東京航空局 阿見ＶＯＲ／ＤＭＥカウンターポイズ解体工事 茨城県稲敷郡 約6ヶ月
解体 一式
RC造 1階 157.78㎡、ｶｳﾝﾀｰﾎﾟｲｽﾞ

建築工事 第2四半期 第2四半期

1-106 東京航空局 成田国際空港貴賓室改修工事 千葉県成田市 約5ヶ月 内部改修 一式 建築工事 第3四半期 第2四半期

1-107 東京航空局 成田国際空港仮設庁舎新築工事 千葉県成田市 約15ヶ月
新築 一式
S造3階 2,649.36㎡

建築工事 第3四半期 第2四半期

1-108 東京航空局 東京航空交通管制部庁舎ＧＩＣ棟・業務棟改修工事 埼玉県所沢市 約8ヶ月 内部改修 一式 建築工事 第1四半期 第1四半期

1-109 東京航空局 東京航空局庁舎改修工事 東京都千代田区 約11ヶ月 内部改修 一式 建築工事 第1四半期 第1四半期

1-110 東京航空局 東京国際空港第1庁舎内部改修工事 東京都大田区 約6ヶ月 内部改修 一式 建築工事 第2四半期 第2四半期

1-111 東京航空局 東京国際空港西側電源局舎増築工事 東京都大田区 約11ヶ月
増築 一式
RC造、2階建て、延床面積約500㎡

建築工事 第1四半期 第1四半期

1-112 東京航空局 東京国際空港旧整備場地区建物解体工事 東京都大田区 約10ヶ月

解体 一式
T101格納庫：S造1階3952.56㎡、T102格納
庫：S造1階3998.22㎡、消防車庫：RC造
1348.38㎡、貴賓室：S造1階196.56㎡、器材
庫（非常用発電装置用）：S造1階330.00㎡、
器材庫（非常用ﾚｰﾀﾞｰ設備用）：S造1階
286.00㎡、器材庫（非常用管制塔設備用）：
S造1階110.00㎡

建築工事 第4四半期 第4四半期
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（公告予定時期）

1-113 東京航空局 東京国際空港ＳＲＡ保安検査場新築工事 東京都大田区 約11ヶ月
土木 一式
新築 一式
膜構造 1階 約100㎡ 3棟

建築工事 第1四半期 第1四半期

1-114 東京航空局 糀谷宿舎改修工事 東京都大田区 約5ヶ月 外壁改修 一式 建築工事 第3四半期 第3四半期

1-115 東京航空局 横須賀ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎外壁改修工事 神奈川県三浦郡 約5ヶ月 外壁改修 一式 建築工事 第2四半期 第2四半期

1-116 東京航空局 館山ＶＯＲ／ＤＭＥカウンターポイズ解体工事 千葉県館山市 約5ヶ月
撤去 一式
RC造 1階 140.44㎡、ｶｳﾝﾀｰﾎﾟｲｽﾞ

建築工事 第2四半期 第2四半期

1-501
新千歳空港事務
所

誘導案内灯補修工事
北海道千歳市
新千歳空港内

約５ヶ月 除雪で破損した誘導案内灯の補修を行う 電気工事 第２四半期 第２四半期

1-502
新千歳空港事務
所

誘導路灯改良工事
北海道千歳市
新千歳空港内

約３ヶ月
埋込型誘導路灯を地上型誘導路灯に改良
する

電気工事 第２四半期 第２四半期

1-503
新千歳空港事務
所

Ｔ－２改良工事
北海道千歳市
新千歳空港内

約３ヶ月 T-2標識灯の改良工事を行う 電気工事 第２四半期 第２四半期

1-504
新千歳空港事務
所

新千歳空港エプロン目地補修工事
北海道千歳市
新千歳空港内

約３ヶ月
エプロンコンクリート版の目地の補修を行う
ものである。

舗装工事 第１四半期 第１四半期

1-505
新千歳空港事務
所

新千歳空港構内道路舗装補修工事
北海道千歳市
新千歳空港内

約２ヶ月
構内道路のアスファルト舗装の補修を行う
ものである。

舗装工事 第２四半期 第２四半期
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番号 官署名 工事の名称 工事の場所 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）

1-506
新千歳空港事務
所

丘珠空港調整池土砂撤去工事
北海道札幌市
丘珠空港内

約１ヶ月 調整池内の土砂の撤去を行うものである。 土木工事 第１四半期 第１四半期

1-507
新千歳空港事務
所

札幌VOR/DME塗装工事 札幌VOR/DME 約1ヶ月
経年劣化しているカウンターポイズ及び支
柱の塗装修復

塗装工事 第３四半期 第３四半期

1-508
新千歳空港事務
所

千歳VOR/DME塗装工事 千歳VOR/DME 約1ヶ月
経年劣化しているカウンターポイズ及び支
柱の塗装修復

塗装工事 第３四半期 第３四半期

1-509
新千歳空港事務
所

旭川空港ＩＬＳ施設等除雪工事 旭川空港内 約４ヶ月
本工事は、無線施設の正常運用及び進入
道路／駐車場の確保のため除雪を行う

除雪工事 第３四半期 第３四半期

1-510
新千歳空港事務
所

平成２８年度 女満別空港ＩＬＳ施設等除雪
工事

女満別空港内 約４ヶ月

女満別空港出張所が管理する無線関係施
設を、冬期間においても運用及び維持管理
するため、無線関係施設の敷地、侵入道
路、アンテナの除雪等をするものである。

除雪工事 第３四半期 第３四半期

1-511 釧路空港事務所 南側法面補修工事
釧路市鶴丘
釧路空港

約３ヶ月 崩壊した南側法面の補修工事を実施する。 土木工事 第２四半期 第１四半期

1-512 仙台空港事務所 仙台空港ATIS音声自動化装置更新工事 仙台空港事務所 約３ヶ月
仙台空港ATIS音声自動化装置老朽化に伴
う機器更新およびAEIS放送卓、AEIS音声
自動化装置の撤去

電気通信工事 第２四半期 第２四半期

1-513 仙台空港事務所 山形空港ＩＬＳ施設等除雪工事（仙台）
山形空港出張所他
３箇所

約５ヶ月
山形空港における航空保安無線施設の運
用確保および山形空港出張所庁舎機能維
持のため行う除雪工事

土木工事 第３四半期 第３四半期

1-514 成田空港事務所 阿見DME更新その他工事
成田空港事務所、
阿見VOR/DME

約8ヶ月
本工事は、DMEの老朽化に伴う機器更新
及び付帯設備の工事を行うものである。

電気通信工事 第２四半期 第１四半期
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番号 官署名 工事の名称 工事の場所 工期 工事の概要 工事種別 入札予定時期 参考
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1-515 成田空港事務所 無線関係施設除草・竹伐採工事

成田空港事務所、
阿見・守谷・佐倉
VOR/DME、山田
ARSR

約9ヶ月

本工事は、当所各施設の敷地内の除草を
行うものである。また、佐倉VOR/DMEサイ
トにおいては、竹藪の伐根（アスファルト下
部含む）を行うものである。

造園工事業 第１四半期 第１四半期

1-516 成田空港事務所 非常用管制塔展開撤収工事
東京空港事務所、
成田空港事務所

約4ヶ月

本工事は、非常用管制塔設備を東京国際
空港内の保管場所から成田国際空港内の
所定の場所まで運搬し、展開、及び撤収を
おこなうものである。

電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-517 東京空港事務所 滑走路等縁標識塗り替え等工事 東京国際空港 約６ヶ月
滑走路及び誘導路縁標識の明瞭度が低下
しているため、標識の再塗装等を行い視認
性の向上を図るものである。

舗装工事 第１四半期 第１四半期

1-518 東京空港事務所 車両通行帯排水側溝等補修工事 東京国際空港 約６ヶ月
車両通行帯部排水側溝において、経年劣
化による破損に伴う段差が生じていること
から、補修を行うものである。

舗装工事 第２四半期 第１四半期

1-519 東京空港事務所
東京国際空港雨水排水ポンプ（RP-7）交換
工事

東京国際空港内 約４ヶ月 雨水排水ポンプの交換 機械設備工事 第２四半期 第１四半期

1-520 東京空港事務所
第1送信鉄塔他2鉄塔塗装工事

第一TX局舎、第二
TX局舎、第二RX局
舎

9か月
本工事は、第1送信鉄塔他2鉄塔への防錆
塗装を施すものである。

維持工事 第２四半期 第１四半期

1-521 東京空港事務所
江東LDA他1ヶ所地質改良その他工事 江東LDAサイト、第

二RX局舎
9か月

本工事は、地盤沈下によって、階段等の構
造物の基礎部分が地面から浮いている状
況であるため、当該部分の補修を行うもの
である。

維持工事 第２四半期 第１四半期

1-522 東京空港事務所 散水設備管路敷設その他工事
空港場内A/B/C滑
走路LOC設置場所

4か月
本工事は、ILS装置のアンテナへの着雪を
防止するために設置している散水設備に必
要な管路等の敷設を行うものである。

維持工事 第２四半期 第１四半期

1-523 東京空港事務所
東京国際空港MLAT(No.22)受信局移設工
事

空港場内 9か月
本工事は、東京国際空港に設置されている
MLAT(No.22)受信局の移設を行うものであ
る。

整備工事 第２四半期 第１四半期
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1-524 東京空港事務所 国内線貨物地区道路舗装補修工事 東京国際空港 約５ヶ月
国内線貨物地区道路の経年劣化に伴う舗
装補修を行うものである。

舗装工事 第２四半期 第１四半期

1-525 東京空港事務所
平成28年度非常用レーダー展開設置その
他工事

空港場内非常用
レーダー展開場所

5か月
本工事は、展開訓練に伴い非常用のレー
ダー施設の展開設置・撤去を行うものであ
る。

維持工事 第２四半期 第２四半期

1-526 東京空港事務所
東京国際空港対空通信設備（第4航空局）
更新その他工事

第一庁舎 7か月
本工事は、東京国際空港に設置されている
第4航空局の老朽化に伴う更新を行うもの
である。

整備工事 第２四半期 第２四半期

1-527 東京空港事務所 箱根ＡＥＩＳ更新その他工事
神奈川県足柄郡箱
根町、神奈川県足
柄下郡湯河原町

約6ヶ月
箱根ＡＥＩＳ装置の更新、ＥＲ－ＶＨＦ装置の
撤去、鉄塔付帯設備の補修工事

電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-528 東京空港事務所 大子ＶＯＲ撤去その他工事
茨城県久慈郡大子
町

約3ヶ月
大子ＶＯＲ装置の撤去、その他付帯設備の
移設、補修工事

電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-529 東京空港事務所 御宿ＶＯＲ撤去その他工事
千葉県夷隅郡御宿
町

約3ヶ月
御宿ＶＯＲ装置の撤去、その他付帯設備の
移設、補修工事

電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-530 東京空港事務所 八丈島ORSR鉄塔補修工事
東京都八丈島八丈
町

約6ヶ月
八丈島ＯＲＳＲ鉄塔のケレン塗装、鋼材の
交換を行う

建築工事 第３四半期 第２四半期

1-531 東京空港事務所 友部可搬型装置撤去その他工事 茨城県笠間市 約2ヶ月
友部送信所に保管中の可搬型装置シェル
タを撤去処分、進入道路脇の側溝の補修
工事を実施する。

電気通信工事 第３四半期 第２四半期

1-532 東京空港事務所
第2ASR/TX局舎ハロン撤去その他工事

第二ASRSSR局舎 6か月
本工事は、 第2ASR/TX局舎に設置されて
いるハロン消火設備の撤去を行うものであ
る。

維持工事 第３四半期 第２四半期
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1-533 東京空港事務所 友部送信所枯木伐木工事 茨城県笠間市 約2ヶ月
友部送信所敷地内の立ち枯れした高木及
び切り株を撤去する。

土木工事 第４四半期 第３四半期

1-534 東京空港事務所
東京国際空港APPSセンター付帯設備設置
工事

UPS棟 3か月
本工事は、APPSセンターの移転に必要な
設備の設置を行うものである。

整備工事 第４四半期 第３四半期

該当なし

該当なし

該当なし

３．指名競争契約

４．随意契約

２．公示希望型競争契約
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