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大分空港航空機騒音・飛行経路・地上運用
実態調査

干山　善幸
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成28年7月1日
（株）ＣＴＩウイング
大阪市中央区道修町１－６
－７

一般競争入札 10,480,829円 7,500,000円 71.6% 

春日市立教育施設航空機騒音実態調査

干山　善幸
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成28年7月5日
（株）中央クリエイト
東京都新宿区早稲田町８１

一般競争入札 4,760,618円 2,077,920円 43.6% 

松山ＳＳＲロータリージョイント等オー
バーホールその他作業外3件作業

干山　善幸
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成28年7月14日
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

一般競争入札 29,250,088円 27,000,000円 92.3% 

那覇空港航空機騒音・飛行経路・地上運用
実態調査

干山　善幸
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成28年7月26日
（株）ＣＴＩウイング
大阪市中央区道修町１－６
－７

一般競争入札 23,572,124円 12,636,000円 53.6% 

高松空港真空遮断器精密点検作業

干山　善幸
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成28年7月28日

東芝電機サービス（株）
四国支店
香川県高松市朝日町２－２
－２２

一般競争入札 5,177,162円 5,162,400円 99.7% 

空港用６０００立級化学消防車３台基本性
能劣化診断作業

干山　善幸
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成28年7月29日
帝國纎維（株）
東京都中央区日本橋２－１
－１０

一般競争入札 4,673,259円 4,617,000円 98.8% 

能登空港真空遮断機精密点検

谷口　安弘
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア１
－１

平成28年7月19日
東芝電機サービス（株）北
陸支店金沢営業所
石川県金沢市南町５－２０

一般競争入札 3,481,883円 2,484,000円 71.3% 

平成２８年度　能登ARSR発電設備精密保守

谷口　安弘
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア１
－１

平成28年7月19日

三菱重工エンジンシステム
（株）
名古屋市中区丸の内３丁目
２１－２５

一般競争入札 1,774,704円 1,728,000円 97.4% 

中部国際空港第１ＡＳＲペデスタル他交換
その他作業

谷口　安弘
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア１
－１

平成28年7月27日

（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１
代理（株）信光
神奈川県横浜市中区不老町
１－１－５

一般競争入札 9,390,614円 8,100,000円 86.3% 

鳥取ＶＯＲ／ＤＭＥサイト除草作業

松永博英
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町３－
３７１

平成28年7月4日
（株）グリーンテクノクリ
エイト　鳥取県鳥取市湖山
町北２－５４２

一般競争入札 1,199,575円 842,499円 70.2% 

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）



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

一般競争入札・指名
競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備考

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

岡山空港無線施設敷地除草作業

松永博英
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町３－
３７１

平成28年7月4日
観空産業（株）　岡山市北
区三和１３７５－１４

一般競争入札 2,486,338円 1,566,000円 63.0% 

大阪空港事務所無線施設サイト４ヶ所除草
作業

松永博英
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町３－
３７１

平成28年7月13日
（有）青林　奈良県奈良市
四条大路２－３－５０－４

一般競争入札 2,920,378円 930,960円 31.9% 

岡山ＡＰＩＤロータリージョイントオー
バーホール作業

松永博英
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町３－
３７１

平成28年7月29日
日本電気（株）東京都港区
芝５－７－１

一般競争入札 2,090,369円 2,019,600円 96.6% 

平成28年度隠岐空港無線施設敷地除草作業

髙松　廣幸
美保空港事務所
鳥取県境港市佐斐神町２０
６４

平成28年7月7日
（有）水野工務店
島根県隠岐郡隠岐の島町犬
来７２－１

一般競争 1,629,184円 1,522,800円 93.5% 

小豆ＶＯＲ／ＤＭＥ施設敷地除草その他作
業

伊藤　正
高松空港事務所
香川県高松市香南町由佐３
４７３－３

平成28年7月8日
(有)大塚造園土木
香川県小豆郡小豆長神懸通
甲３２４－８

一般競争入札 1,754,761円 1,188,000円 67.7% 

松山空港定電流調整器用無停電電源装置精
密点検作業

谷本　明敏
松山空港事務所
愛媛県松山市南吉田町

平成28年7月5日

サンケン電気（株）大阪支
店
大阪府大阪市北区梅田３－
３－２０

一般競争入札 1,111,976円 1,077,840円 96.9% 

松山空港航空保安用受配電設備精密点検作
業

谷本　明敏
松山空港事務所
愛媛県松山市南吉田町

平成28年7月13日

東芝電機サービス（株）四
国支店
香川県高松市朝日町２－２
－２２

一般競争入札 2,659,917円 2,656,800円 99.9% 

平成28年度松山空港照明用発電装置外1台
精密保守

谷本　明敏
松山空港事務所
愛媛県松山市南吉田町

平成28年7月28日

ダイハツディーゼル四国
（株）
愛媛県今治市近見町３－６
－４２

一般競争入札 2,991,696円 2,808,000円 93.9% 

福岡空港真空遮断器等精密点検作業

里見　泰三
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井
字屋敷２９５

平成28年7月20日

東芝電機サービス（株）九
州支店
福岡市中央区長浜２－４－
１

一般競争入札 5,748,027円 5,616,000円 97.7% 

平成２８年度福岡ＳＭＣ無線施設除草その
他作業

里見　泰三
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井
字屋敷２９５

平成28年7月26日
（株）ビッグストーン
福岡市南区長住１－５－１

一般競争入札 9,759,234円 2,311,200円 23.6% 
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平成28年度対馬空港無線施設除草作業

里見　泰三
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井
字屋敷２９５

平成28年7月29日
（有）対馬ビルサービス
長崎県対馬市美津島町根緒
４６８－８０

一般競争入札 1,538,148円 1,512,000円 98.3% 

平成28年度　長崎空港化学消防車（長崎８
００は２８７）他１台定期点検整備

小川　順平
長崎空港事務所
長崎県大村市箕島町593-2

平成28年7月20日
コマツ建機販売（株）　西
日本カンパニー

一般競争入札 1,321,035円 1,151,608円 87.1% 

無線施設除草その他作業

土方　秀行
大分空港事務所
大分県国東市武蔵町糸原大
海田

平成28年7月11日
東陽緑化株式会社
大分県大分市大字南２９０
番地の３

一般競争入札 1,304,973円 1,242,000円 98.0% 

空港用１２５００立級化学消防車（大分８
３０ち１５００）定期点検整備

土方　秀行
大分空港事務所
大分県国東市武蔵町糸原大
海田

平成28年7月12日

九州日野自動車（株）大分
支店
大分県大分市三佐一丁目２
番２９号

一般競争入札 1,491,004円 1,490,400円 99.9% 

平成２８年度空港用８０００立級給水車
（大分８００は６１８）定期点検整備

土方　秀行
大分空港事務所
大分県国東市武蔵町糸原大
海田

平成28年7月12日
有限会社八幡自動車工業
大分県大分市大字横瀬４０
０－１

一般競争入札 333,452円 329,400円 98.7% 

奄美無線施設敷地除草作業（奄美）

井ノ口　寛
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓
838

平成28年7月5日
（有）郷田建設
鹿児島県奄美市笠利町

一般競争入札 3,059,159円 2,160,000円 70.6% 

鹿児島空港事務所消防用設備等点検その他
作業

井ノ口　寛
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

平成28年7月22日
（株）鹿児島消防防災
鹿児島県鹿児島市南林寺町

一般競争入札 6,434,343 4,514,400 70.2% 

平成２８年度　徳之島空港外２カ所発電設
備精密保守

井ノ口　寛
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓
838

平成28年7月27日
ヤンマー沖縄（株）
沖縄県宜野湾市大山

一般競争入札 4,344,548円 4,255,200円 97.9% 

平成２８年度　鹿児島空港無停電電源設備
点検整備

井ノ口　寛
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓
838

平成28年7月27日
三菱電機プラントエンジニ
アリング（株）
福岡県福岡市博多区

一般競争入札 4,361,371円 4,287,600円 98.3% 

平成28年度　久米島ＶＯＲＴＡＣ等敷地内
除草作業

近藤　尚樹
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

平成28年7月5日
（株）ひらた産業
沖縄県島尻群久米島町字仲
泊６４１

一般競争入札 3,957,367円 2,527,200円 63.8% 
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平成28年度　与那国RAG等敷地内除草作業
近藤　尚樹
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

平成28年7月11日

（株）琉球人材派遣セン
ター
沖縄県沖縄市室川２丁目８
番１３号１０３

一般競争入札 2,501,712円 2,322,000円 92.8% 

平成28年度　石垣空港出張所無線施設除草
作業

近藤　尚樹
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

平成28年7月12日
（有）大里建設
沖縄県石垣市新川２２７４
－９

一般競争入札 4,364,964円 2,700,000円 61.8% 

平成28年度　知念VORTAC他２ヶ所敷地内除
草作業

近藤　尚樹
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

平成28年7月12日

（株）琉球人材派遣セン
ター
沖縄県沖縄市室川２丁目８
番１３号１０３

一般競争入札 5,808,337円 2,376,000円 40.9% 

平成28年度　多良間VOR/DME敷地内除草作
業

近藤　尚樹
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

平成28年7月25日

（株）マクス
沖縄県那覇市首里石嶺町４
－３７２－６石嶺ガーデン
３０１号

一般競争入札 2,001,994円 1,836,000円 91.7% 

平成28年度　南大東VOR/DME等敷地内除草
作業

近藤　尚樹
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

平成28年7月25日

（株）マクス
沖縄県那覇市首里石嶺町４
－３７２－６石嶺ガーデン
３０１号

一般競争入札 2,894,605円 2,700,000円 93.2% 

福江空港無線施設除草作業

井上　潔
福江空港・航空路監視レー
ダー事務所
長崎県五島市上大津町2192
番地

平成28年7月25日
(株)萩原組
長崎県五島市吉久木町1454
番地1

一般競争入札 2,557,279円 2,376,000円 92.9% 

平成２８年度下地島空港無線施設等除草作
業

池村　宏一
宮古空港・航空路監視レー
ダー事務所
沖縄県宮古島市平良字下里
１６５７

平成28年7月12日
下地島空港施設(株)
沖縄県宮古島市伊良部佐和
田１７２７

一般競争入札 2,353,822円 2,160,000円 91.8% 

平成２８年度宮古空港無線施設等除草作業

池村　宏一
宮古空港・航空路監視レー
ダー事務所
沖縄県宮古島市平良字下里
１６５７

平成28年7月12日
(株)平良土建
沖縄県宮古島市平良荷川取
２５６－１

一般競争入札 2,853,046円 2,754,000円 96.5% 


