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令和2年度許可承認事務補助業務への労働者派遣
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
ポートスタッフ（株）
兵庫県神戸市中央区磯上通７－１－３
０

一般競争入札 14,501,025円 13,004,145円 89.6% 

令和2年度　関西空港事務所庁舎警備業務
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
首都圏ビルサービス（協組）
東京都港区赤坂１－１－１６

一般競争入札 44,671,717円 35,640,000円 79.7% 

令和2年度　関西空港外5ヵ所機械設備保全業務
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
南海ビルサービス（株）
大阪府大阪市中央区難波５－１－６０

一般競争入札 47,461,224円 47,300,000円 99.6% 

令和2年度　福岡空港周辺移転補償跡地等点検等
業務

梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）ビッグストーン
福岡県福岡市南区長住１－５－１

一般競争入札 11,167,350円 6,600,000円 59.1% 

令和2年度　福岡空港周辺移転補償跡地等維持管
理業務

梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）ビッグストーン
福岡県福岡市南区長住１－５－１

一般競争入札 144,292,858円 52,580,000円 36.4%

令和2年度　小松空港空港運用業務委託
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）サンネクト関西支店
大阪府大阪市都島区片町２－２－４０

一般競争入札 34,307,945円 34,210,000円 99.7% 

令和2年度　美保空港空港運用業務委託
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）サンネクト関西支店
大阪府大阪市都島区片町２－２－４０

一般競争入札 34,307,945円 34,210,000円 99.7% 

令和2年度広島空港警備業務請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
首都圏ビルサービス（協組）
東京都港区赤坂１－１－１６

一般競争入札 56,257,861円 42,860,400円 76.1% 

令和2年度　徳島空港空港運用業務委託
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）サンネクト関西支店
大阪府大阪市都島区片町２－２－４０

一般競争入札 33,251,975円 33,077,000円 99.4% 
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令和2年度松山空港警備業務請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）ＫＳＰ・ＷＥＳＴ
東京都千代田区岩本町１－３－８

一般競争入札 56,162,734円 53,545,360円 95.3% 

令和2年度高知空港警備業務請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
ＡＬＳＯＫ高知（株）
高知県高知市本町４－２－４０

一般競争入札 45,547,524円 45,314,500円 99.4% 

令和2年度　高知空港周辺移転補償跡地等維持管
理業務

梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）双葉造園
高知県高知市山ノ端町２１９番地９

一般競争入札 40,539,928円 27,170,000円 67.0% 

令和2年度北九州空港警備業務請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
首都圏ビルサービス（協組）
東京都港区赤坂１－１－１６

一般競争入札 54,562,765円 46,845,920円 85.8% 

令和2年度長崎空港警備業務請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）全日警長崎支社
長崎県長崎市魚の町２－２６

一般競争入札 48,431,175円 47,375,328円 97.8% 

令和2年度大分空港警備業務請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）全日警大分支社
大分県大分市千代町３－１－７

一般競争入札 47,939,221円 40,711,000円 84.9% 

令和2年度宮崎空港警備業務請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）あんしんＣｏ．，Ｌｔｄ．
熊本県熊本市北区四方寄町５６２－１

一般競争入札 47,353,153円 33,751,278円 71.2% 

令和2年度　宮崎空港周辺移転補償跡地等維持管
理業務

梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）東海
宮崎県宮崎市大字島之内２２７０－３

一般競争入札 32,232,998円 31,900,000円 98.9% 

令和2年度岩国空港電動門扉保守点検作業
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
応緑（株）
兵庫県姫路市京町１－１１

一般競争入札 5,997,369円 5,500,000円 91.7% 
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令和2年度　岩国空港空港運用業務委託
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）サンネクト関西支店
大阪府大阪市都島区片町２－２－４０

一般競争入札 34,307,945円 34,210,000円 99.7% 

令和2年度　宮古空港機械警備請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
セコム琉球（株）
沖縄県那覇市久茂地１－７－１

一般競争入札 1,177,308円 1,019,304円 86.5% 

大阪SMC管轄航空交通管制機器等保守請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）東京電気技術サービス
東京都江戸川区一之江３－２－３８

一般競争入札
（総合評価）

677,568,471円 663,960,000円 97.9% 

福岡SMC管轄航空交通管制機器等保守請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（一財）航空保安施設信頼性センター
東京都大田区羽田空港１－７－１

一般競争入札
（総合評価）

636,388,245円 617,100,000円 96.9% 

令和2年度航空管制官訓練教官業務作業員の派遣
(中部空港事務所他3官署)

梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）ユビキタス
東京都中央区湊３－６－１

一般競争入札 62,163,816円 59,329,908円 95.4% 

令和2年度航空管制官訓練教官業務作業員の派遣
(福岡空港事務所他3官署)

梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）ユビキタス
東京都中央区湊３－６－１

一般競争入札 46,622,862円 44,497,431円 95.4% 

令和2年度航空管制官訓練教官業務作業員(英語)
の派遣(中部空港事務所他4官署)

梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（一財）航空保安研究センター
東京都中央区日本橋小伝馬町１５－１
８

一般競争入札 28,314,283円 27,344,790円 96.5% 

令和2年度　カウンセリング業務
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
ソーシャルアドバンス（株）
兵庫県神戸市中央区東町１２３－１

一般競争入札 6,443,800円 3,924,800円 60.9% 

令和2年度　小松空港他3空港救急医療等業務請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（一財）航空保安協会
東京都港区虎ノ門１－１６－４

一般競争入札 305,670,172円 303,380,000円 99.2% 
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令和2年度　広島空港他1空港消防等業務請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（一財）航空保安協会
東京都港区虎ノ門１－１６－４

一般競争入札 228,578,733円 227,480,000円 99.5% 

令和2年度　松山空港他1空港消防等業務請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（一財）航空保安協会
東京都港区虎ノ門１－１６－４

一般競争入札 249,525,476円 248,160,000円 99.4% 

令和2年度　北九州空港他2空港消防等業務請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（一財）航空保安協会
東京都港区虎ノ門１－１６－４

一般競争入札 478,342,827円 472,780,000円 98.8%

令和2年度　鹿児島空港他2空港消防等業務請負
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（一財）航空保安協会
東京都港区虎ノ門１－１６－４

一般競争入札 460,042,147円 457,380,000円 99.4% 

令和2年度大阪航空局健康管理業務
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
医療法人日研会
大阪府枚方市楠葉並木２－２２－１

一般競争入札 1,980,000円 1,848,000円 93.3%

令和2年度　小口荷物等の宅配契約（単価契約）
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
日本郵便（株）
大阪府大阪市中央区備後町１－３－８

一般競争入札 2,133,830円 1,567,170円 73.4% 

令和2年度　宮古空港・航空路監視レーダー事務
所庁舎等昇降機設備保全業務

梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
沖縄菱電ビルシステム（株）
沖縄那覇市久茂地１－３－１

一般競争入札 1,640,558円 1,623,600円 98.9% 

令和2年度　下地島空港庁舎等し尿浄化設備保守
等請負

梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
下地島空港施設（株）
沖縄県宮古島市伊良部字佐和田１７２
７

一般競争入札 2,999,533円 2,629,000円 87.6% 

令和2年度　宮古空港・航空路監視レーダー事務
所庁舎等清掃作業

梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
（株）ＪＳＢ
沖縄県那覇市真嘉比２－１６－１７

一般競争入札 2,424,647円 2,391,400円 98.6% 
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大阪航空局関西空港事務所で使用する電気
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
関西電力（株）
大阪府大阪市北区中之島３－６－１６

一般競争入札 88,193,871円 70,994,968円 80.4% 

コピー用紙（Ａ4)外3点購入（単価契約)
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月1日
フタバフォーム印刷（株）
大阪府東大阪市本庄西１－４－３１

一般競争入札 4,175,072円 3,892,804円 93.2% 

令和2年度 中部空港事務所庁舎警備業務
井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
愛知県警備業（協組）
愛知県名古屋市北区平安２－１－１４

一般競争入札 47,276,788円 47,217,500円 99.8% 

令和2年度 中部空港事務所庁舎等清掃作業請負
井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
（株）宣光
愛知県北名古屋市九之坪長堀５２－２

一般競争入札 8,885,576円 6,491,100円 73.0% 

令和2年度　中部空港事務所庁舎外3か所エレベー
ター点検保守作業

井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
ジャパンエレベーターサービス東海
（株）
愛知県名古屋市中区錦２－１５－１５

一般競争入札 4,263,004円 2,310,000円 54.1% 

令和2年度　能登空港航空保安用電気設備保守点
検

井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
（一財）北陸電気保安協会
富山県富山市新庄本町２－９－９８

一般競争入札 2,499,557円 2,043,800円 81.7% 

令和2年度　富山空港航空保安用電気設備保守点
検

井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
（一財）北陸電気保安協会
富山県富山市新庄本町２－９－９８

一般競争入札 1,445,818円 1,309,000円 90.5% 

令和2年度　富山空港機械設備保全業務
井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
富山空調電設（株）
富山県富山市新庄本町２－８－７

一般競争入札 1,405,350円 1,320,000円 93.9% 

令和2年度　小松空港外2カ所機械設備保全業務
井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
北陽エンヂニアリング（株）
石川県小松市園町ホ１２３－１

一般競争入札 3,457,692円 3,130,600円 90.5% 
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令和2年度　中部空港空調用監視制御設備点検整
備

井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
ジョンソンコントロールズ（株）
愛知県名古屋市中村区名駅南１－２４
－３０

一般競争入札 3,869,904円 3,795,000円 98.0% 

令和2年度　中部空港外4カ所発電設備等保守業務
井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
（一財）中部電気保安協会
愛知県岡崎市竜美新町２７番地

一般競争入札 7,482,213円 7,260,000円 97.0% 

令和2年度　小松空港外4カ所発電設備等保守業務
井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
（一財）北陸電気保安協会
富山県富山市新庄本町２－９－９８

一般競争入札 2,636,783円 2,114,970円 80.2%

令和2年度　旧名古屋空港移転補償跡地等維持作
業

井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
八光造園（株）
愛知県名古屋市守山区大字中志段味字
南原２６８５－３００

一般競争入札 13,888,604円 8,129,000円 58.5% 

令和2年度　旧名古屋空港移転補償跡地等巡回点
検業務

井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
池田建設（株）
愛知県名古屋市昭和区鶴舞２－１９－
１０

一般競争入札 3,330,729円 1,540,000円 46.2% 

令和2年度　航空交通管制職員の身体検査(中部空
港事務所)

井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
（一財）名古屋公衆医学研究所
愛知県名古屋市中村区長筬町４丁目２
３番地

一般競争入札 1,402,940円 1,044,780円 74.4% 

令和2年度　名古屋ASR・TX局舎外3施設機械警備
業務請負

井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－６

一般競争入札 1,038,380円 448,800円 43.2% 

令和2年度 福井RAG局舎外4施設機械警備業務請負
井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
北陸綜合警備保障（株）
石川県金沢市松島１－４１

一般競争入札 1,052,203円 498,300円 47.3%

令和2年度　富山空港出張所庁舎清掃作業請負
井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
（株）不二ビル
富山県富山市黒瀬１４４－２

一般競争入札 1,297,750円 1,243,000円 95.7%
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令和2年度　トナー購入
井ノ口　寛
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア1-1

令和2年4月1日
（株）アタック
東京都荒川区町屋７－７－１１

一般競争入札 3,641,495円 2,962,278円 81.3% 

令和2年度大阪空港事務所庁舎警備業務
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
首都圏ビルサービス（協組）
東京都港区赤坂１－１－１６

一般競争入札 44,633,134円 36,498,000円 81.7% 

令和2年度大阪空港事務所庁舎等清掃作業
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（株）ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町３５２番
地２

一般競争入札 6,824,273円 6,468,000円 94.7% 

令和2年度大阪空港事務所ゴンドラ設備保守業務
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
日本ビソー（株）本設ゴンドラ大阪支
店
大阪府大阪市此花区酉島５－８－３０

一般競争入札 1,823,800円 1,758,900円 96.4% 

令和2年度八尾空港機械設備保全業務
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（株）三冷社　西日本支社
大阪府大阪市西区京町堀２－９－８
野澤ビル３階

一般競争入札 1,679,520円 1,540,000円 91.6% 

令和2年度神戸空港機械設備保全業務
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（株）三冷社　西日本支社
大阪府大阪市西区京町堀２－９－８
野澤ビル３階

一般競争入札 2,706,609円 2,288,000円 84.5% 

令和2年度岡山空港機械設備保全業務
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（株）三冷社　西日本支社
大阪府大阪市西区京町堀２－９－８
野澤ビル３階

一般競争入札 1,583,904円 1,320,000円 83.3%

令和2年度美保空港機械設備保全業務
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（株）木下組
広島県広島市佐伯区五日市町大字石内
５９９８番地１

一般競争入札 4,084,251円 3,850,000円 94.2% 

令和2年度出雲空港外1カ所機械設備保全業務
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
シンセイ技研（株）
島根県松江市平成町１８２番地３７

一般競争入札 2,121,073円 1,650,000円 77.7% 
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令和2年度美保空港外4カ所発電設備等保守業務
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（一財）中国電気保安協会
広島県広島市東区二葉の里三丁目５番
７号

一般競争入札 3,459,640円 3,388,000円 97.9% 

令和2年度大阪国際空港電力監視制御装置保守請
負

河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
東芝インフラシステムズ（株）電機
サービスセンター関西支店
大阪府大阪市北区角田町８番１号

一般競争入札 2,720,110円 2,640,000円 97.0% 

令和2年度西日本地区ブロック管理装置保守請負
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号

一般競争入札 2,172,661円 2,090,000円 96.1% 

令和2年度神戸空港航空保安用電気設備保守点検
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
三和電気土木工事（株）
大阪府大阪市北区南森町１丁目４番１
９号

一般競争入札 3,436,077円 3,410,000円 99.2% 

令和2年度鳥取空港航空保安用電気設備保守点検
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（一財）中国電気保安協会
広島県広島市東区二葉の里三丁目５番
７号

一般競争入札 1,694,655円 1,683,110円 99.3%

令和2年度八尾空港飛行場灯火・電力監視制御装
置保守請負

河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号

一般競争入札 2,807,806円 2,640,000円 94.0% 

令和2年度美保空港飛行場灯火・電力監視制御装
置保守請負

河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号

一般競争入札 3,800,657円 3,630,000円 95.5% 

令和2年度徳島空港飛行場灯火・電力監視制御装
置保守請負

河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
東芝インフラシステムズ（株）電機
サービスセンター四国支店
香川県高松市２－２－２２

一般競争入札 1,491,430円 1,419,000円 95.1% 

令和2年度サテライト空港運航管理卓保守請負作
業

河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
日本電気（株）関西支社
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番２
４号

一般競争入札 10,208,661円 10,120,000円 99.1% 
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令和2年度石見空港RAG空港用ITV装置定期点検作
業

河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（株）サンネクト関西支店
大阪府大阪市都島区片町２丁目２－４
０　京橋大発ビル３階

一般競争入札 1,014,228円 1,012,000円 99.7%

令和2年度スポット情報表示部保守請負作業
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
日本電気（株）関西支社
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番２
４号

一般競争入札 1,512,916円 1,430,000円 94.5% 

令和2年度大阪空港事務所庁舎・管制塔エレベー
ター保守点検作業

河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（株）エレベーターテクノス
大阪府大阪市西淀川区野里２丁目２０
番７号

一般競争入札 4,383,935円 1,267,200円 28.9% 

令和2年度隠岐RAG・VOR/DME施設機械警備業務請
負

河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
富士綜合警備保障（株）
鳥取県鳥取市商栄町４０５番地１

一般競争入札 2,233,968円 2,059,200円 92.1% 

令和2年度美保TACAN・RCAG施設機械警備業務請負
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
富士綜合警備保障（株）
鳥取県鳥取市商栄町４０５番地１

一般競争入札 1,927,200円 1,874,400円 97.2% 

令和2年度岡山空港出張所庁舎清掃作業
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（株）研美社
岡山県岡山市北区新屋敷町２丁目２番
２０号

一般競争入札 1,160,955円 1,095,600円 94.3%

令和2年度出雲空港出張所庁舎清掃作業
河合　良則
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3-371

令和2年4月1日
（株）さんびる
島根県松江市乃白町薬師前３番地３

一般競争入札 1,394,410円 1,266,540円 90.8% 

関西空港事務所庁舎等清掃作業一式

滝沢　裕
関西空港事務所
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番
地

令和2年4月1日
（株）ソーケン
和歌山県和歌山市三木町中ノ丁１５番
地

一般競争入札 8,930,900円 6,490,000円 72.6% 

エレベータ点検保守

滝沢　裕
関西空港事務所
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番
地

令和2年4月1日
（株）エイビック
大阪府和泉市黒鳥町３丁目４番８号

一般競争入札 2,785,200円 2,560,800円 91.9% 
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航空交通管制職員身体検査及び再検査

滝沢　裕
関西空港事務所
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番
地

令和2年4月1日
（医）健人会　那須クリニック
大阪府大阪市淀川区西中島４丁目４－
２１

一般競争入札 1,424,500円 1,421,200円 99.7% 

令和2年度関西空港外5カ所無停電電源設備等保守
業務

滝沢　裕
関西空港事務所
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番
地

令和2年4月1日
（一財）関西電気保安協会
大阪府貝塚市半田７４５－１

一般競争入札 7,224,640円 7,150,000円 98.9%

令和2年度南紀白浜空港外3カ所発電設備等保守業
務

滝沢　裕
関西空港事務所
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番
地

令和2年4月1日
（有）テクノコンゴー
大阪府堺市美原区平尾２４０５番地１

一般競争入札 2,527,109円 2,475,000円 97.9%

令和2年度南紀白浜空港外4カ所機械設備保全業務

滝沢　裕
関西空港事務所
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番
地

令和2年4月1日
東芝テクノシステム（株）　大阪支店
大阪府大阪市北区天神橋３－６－２６

一般競争入札 2,403,665円 2,398,000円 99.7% 

関西国際空港電力監視制御装置保守請負

滝沢　裕
関西空港事務所
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番
地

令和2年4月1日
東芝インフラシステムズ（株）　電機
サービスセンター関西支店
大阪府大阪市北区角田町８番１号

一般競争入札 7,423,416円 7,260,000円 97.7% 

関西国際空港スポット情報表示部保守請負作業

滝沢　裕
関西空港事務所
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番
地

令和2年4月1日
日本電気（株）　関西支社
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番２
４号

一般競争入札 1,849,937円 1,837,000円 99.3% 

令和2年度福岡空港機械設備保全業務

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（有）熊南空調システム
熊本市南区城南町丹生宮９９４－１

一般競争入札 10,107,133円 7,920,000円 78.3% 

令和2年度福岡空港事務所庁舎エレベーター点検
保守作業

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
東芝エレベータ（株）　九州支社
福岡県福岡市中央区長浜２－４－１

一般競争入札 1,582,416円 1,531,200円 96.7% 

令和2年度福江空港機械設備保全業務

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
太平ビルサービス（株）
福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－８

一般競争入札 2,329,549円 2,310,000円 99.1% 



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）

令和2年度北九州空港機械設備保全業務

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（株）菱熱
福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－
１３

一般競争入札 4,433,203円 4,015,000円 90.5% 

令和2年度佐賀空港機械設備保全業務

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（株）菱熱
福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－
１３

一般競争入札 1,569,811円 1,045,000円 66.5% 

令和2年度山口宇部空港機械設備保全業務

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
山陽空調工業（株）山口支店
山口県山口市大内長野４４４－３

一般競争入札 1,877,008円 1,353,000円 72.0% 

令和2年度壱岐空港外1か所発電設備等保守業務

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（一財）九州電気保安協会　福岡支部
福岡県福岡市博多区美野島４－１－７
１

一般競争入札 1,144,514円 1,067,000円 93.2% 

令和2年度福江空港外3か所無停電電源設備等保守
業務

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（一財）九州電気保安協会　長崎支部
長崎県長崎市田中町５９１－５

一般競争入札 3,871,059円 3,586,000円 92.6% 

令和2年度化学消防車（北九州800は1217）定期点
検整備

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
コマツカスタマーサポート（株）九州
沖縄カンパニー
福岡県福岡市東区箱崎４－１４－３４

一般競争入札 1,748,735円 1,705,000円 97.4% 

令和2年度給水車（北九州800は952）外1台定期点
検整備

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
九州日野自動車（株）北九州支店
福岡県北九州市小倉北区西港町９３－
１

一般競争入札 1,133,803円 1,100,000円 97.0% 

令和2年度福江空港航空保安用電気設備保守点検
作業

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（一財）九州電気保安協会　長崎支部
長崎県長崎市田中町５９１－５

一般競争入札 2,598,513円 2,145,000円 82.5% 

令和2年度佐賀空港航空保安用電気設備保守点検
作業

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（株）有明電設
佐賀県佐賀市兵庫北５－１６－１１

一般競争入札 2,334,013円 2,310,000円 98.9% 



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
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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）

令和2年度山口宇部空港航空保安用電気設備保守
点検作業

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（株）タイカメンテナンス
山口県周南市大字粟屋１６０－４

一般競争入札 2,130,042円 1,595,000円 74.8% 

令和2年度壱岐空港航空保安用電気設備保守点検
作業

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（一財）九州電気保安協会　福岡支部
福岡県福岡市博多区美野島４－１－７
１

一般競争入札 1,112,487円 1,100,000円 98.8% 

令和2年度福岡VORTAC施設敷地内樹木管理

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（株）ビッグストーン
福岡県福岡市南区長住１－５－１

一般競争入札 1,560,225円 1,518,000円 97.2% 

令和2年度福岡空港事務所庁舎警備業務

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
熊本県セキュリティ（協組）
熊本県熊本市北区四方寄町５６２－１

一般競争入札 38,212,551円 35,653,200円 93.3% 

令和2年度化学消防車（北九州800は647）定期点
検整備

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
九州日野自動車（株）北九州支店
福岡県北九州市小倉北区西港町９３－
１

一般競争入札 4,052,767円 3,799,999円 93.7% 

令和2年度化学消防車（北九州800は798）定期点
検整備

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（株）筑豊製作所　北九州支店
福岡県北九州市小倉北区西港町８６－
２

一般競争入札 4,542,461円 4,523,387円 99.5% 

令和2年度山口宇部空港出張所庁舎清掃作業

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（株）白清社
山口県宇部市大字東岐波字大石１６９
７

一般競争入札 1,253,764円 1,107,687円 88.3% 

令和2年度佐賀空港出張所庁舎清掃作業

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（有）オークス
佐賀県佐賀市神野東４丁目１２－２７

一般競争入札 1,175,787円 1,056,000円 89.8% 

令和2年度福岡空港事務所庁舎等清掃作業

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（株）にしけいメンテナンス
福岡県福岡市中央区清川３－４－１１

一般競争入札 9,943,673円 9,009,000円 90.6% 
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令和2年度対馬空港外1か所発電設備等保守業務

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和2年4月1日
（一財）九州電気保安協会　福岡支部
福岡県福岡市博多区美野島４－１－７
１

一般競争入札 1,317,587円 1,287,000円 97.6% 

令和2年度　鹿児島VORTAC局舎外19ヶ所機械警備
請負

谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
鹿児島綜合警備保障（株）
鹿児島県鹿児島市与次郎１丁目２番１
号

一般競争入札 12,031,345円 10,780,000円 89.5% 

令和2年度　鹿児島SMC技術管理支援業務請負
谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
鹿児島綜合警備保障（株）
鹿児島県鹿児島市与次郎１丁目２番１
号

一般競争入札 3,251,166円 2,970,000円 91.3% 

令和2年度鹿児島空港事務所庁舎昇降機点検保守
作業

谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日

三菱電機ビルテクノサービス（株）九
州支社
福岡県福岡市博多区住吉１丁目２番２
５号

一般競争入札 1,554,960円 1,452,000円 93.3% 

令和2年度　鹿児島空港スポット管理システム保
守請負作業

谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
富士通（株）関西支店
大阪府大阪市中央区城見２－２－６

一般競争入札 1,533,535円 1,430,000円 93.2% 

令和2年度　鹿児島空港航空管制運航情報業務用
ITV装置定期点検作業

谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
（株）中崎電子工業
鹿児島県鹿児島市武三丁目２０番１８
号

一般競争入札 1,335,237円 1,155,000円 86.5% 

令和2年度種子島空港航空保安用電気設備保守点
検

谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
（株）南日本電設
鹿児島県鹿児島市下荒田２丁目３８番
１７号

一般競争入札 1,922,781円 1,793,000円 93.2% 

令和2年度徳之島空港航空保安用電気設備保守点
検

谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
（株）南日本電設
鹿児島県鹿児島市下荒田２丁目３８番
１７号

一般競争入札 1,247,328円 1,232,000円 98.7% 

令和2年度奄美空港航空保安用電気設備保守点検
谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
（株）南電工
鹿児島県鹿児島市下荒田二丁目４１番
６号

一般競争入札 2,101,902円 2,079,000円 98.9% 
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令和2年度　鹿児島空港　官用車9台定期点検整備
谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
（有）中間モータース
鹿児島県姶良市加治木町朝日町１５６
番地

一般競争入札 1,260,322円 1,254,000円 99.4% 

令和2年度　鹿児島空港電源局舎外9カ所無停電電
源設備等保守業務

谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
（一財）九州電気保安協会鹿児島支部
鹿児島県鹿児島市田上町４３６２−５

一般競争入札 9,444,574円 9,240,000円 97.8% 

令和2年度　鹿児島空港外10カ所機械設備保全業
務

谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
（株）フジヤマ
鹿児島県鹿児島市七ツ島１丁目４番１
２

一般競争入札 14,258,605円 14,080,000円 98.7% 

令和2年度　奄美空港外9カ所機械設備保全業務
谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
隈元冷熱工業（株）
鹿児島県奄美市名瀬柳町９番４５号

一般競争入札 7,156,188円 7,062,000円 98.6% 

令和2年度　鹿児島空港事務所庁舎等清掃業務
谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
（株）利光新陽サービス
鹿児島県鹿児島市城山町１６番２６号

一般競争入札 3,552,061円 2,035,000円 57.2% 

令和2年度　奄美空港庁舎エレベーター保守点検
請負

谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
（株）日立ビルシステム 西日本支社
福岡市博多区上呉服町１０番１０号

一般競争入札 1,017,975円 924,000円 90.7% 

令和2年度　奄美空港出張所庁舎等清掃作業
谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
日本管財（株）
兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号

一般競争入札 1,301,371円 1,273,800円 97.8% 

令和2年度　鹿児島空港警備業務請負
谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
（株）セノン南九州支社
鹿児島県鹿児島市中央町９番地１

一般競争入札 78,997,868円 71,940,000円 91.0% 

令和2年度 5000立級化学消防車（鹿児島800は
1990）外1台定期点検整備

谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
南九州日野自動車（株）
鹿児島県鹿児島市宇宿２－２８－２４

一般競争入札 4,440,661円 4,180,000円 94.1% 
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令和2年度　鹿児島空港　救急医療作業車定期点
検整備

谷本　明敏
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和2年4月1日
（有）中間モータース
鹿児島県姶良市加治木町朝日町１５６
番地

一般競争入札 1,025,628円 1,012,000円 98.6% 

令和2年度　石垣空港出張所庁舎等清掃作業
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
八重山ビル管理(株)
沖縄県石垣市字真栄里３８３－２

一般競争入札 2,773,643円 2,772,000円 99.9% 

令和2年度　那覇空港事務所電話交換設備等保守
業務

伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
光通信工業（株）
沖縄県浦添市牧港五丁目４番１０号

一般競争入札 6,600,000円 6,072,000円 92.0% 

令和2年度 那覇空港事務所航空交通管制職員の身
体検査

伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
医療法人沖縄徳洲会
徳洲会新都心クリニック
沖縄県那覇市銘苅２丁目２番１号

一般競争入札 2,148,850円 2,140,600円 99.6% 

令和2年度　石垣空港外7カ所発電設備等保守業務
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
（株）大輝
沖縄県豊見城市字我那覇４４５－１２

一般競争入札 4,515,363円 4,400,000円 97.4% 

令和2年度 宮古空港外5カ所発電設備等保守業務
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
下地島空港施設（株）
沖縄県宮古島市伊良部字佐和田１７２
７

一般競争入札 3,589,306円 3,520,000円 98.0% 

令和2年度　宮古空港外4カ所機械設備保全業務
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
沖縄電興（株）
沖縄県那覇市西３丁目４番２７号

一般競争入札 2,421,501円 2,310,000円 95.3% 

令和2年度 下地島空港機械設備保全業務
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
下地島空港施設（株）
沖縄県宮古島市伊良部字佐和田１７２
７

一般競争入札 2,508,005円 2,475,000円 98.6% 

令和2年度那覇空港スポット管理システム保守請
負作業

伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
日本電気（株）
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番２
４号

一般競争入札 1,874,969円 1,859,000円 99.1% 
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令和2年度　那覇空港外10カ所発電設備等保守業
務

伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
沖縄電興（株）
沖縄県那覇市西３丁目４番２７号

一般競争入札 12,928,512円 12,760,000円 98.6% 

令和2年度　石垣空港外7カ所機械設備保全業務
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
（有）エコラインサービス
沖縄県石垣市字真栄里３７５－１０

一般競争入札 3,503,858円 3,500,000円 99.8% 

那覇空港事務所トナーカートリッジ外14点購入
（単価契約）（R2.4～R2.9）

伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
（有）デーコム
沖縄県那覇市田原１－４－１

一般競争入札 1,727,462円 1,538,636円 89.0% 

令和2年度　那覇空港事務所庁舎等清掃業務
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
（株）ジャパンビル総合ビル管理
沖縄県那覇市古島１－２４－１３

一般競争入札 12,916,757円 9,746,000円 75.4% 

令和2年度 那覇空港業務車両法定点検整備
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
ＪＡＬスカイエアポート沖縄（株）
沖縄県那覇市字鏡水１５０

一般競争入札 1,838,297円 1,800,000円 97.9%

令和2年度　那覇空港外6カ所機械設備保全業務
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
沖縄電興（株）
沖縄県那覇市西３丁目４番２７号

一般競争入札 17,770,630円 17,050,000円 95.9%

那覇空港沖縄ブロック管理装置保守請負
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
三菱電機プラントエンジニアリング
（株）九州本部
福岡県博多区上牟田一丁目１７番１号

一般競争入札 2,804,595円 1,947,000円 69.4%

令和2年度 那覇空港10000立級化学消防車(沖縄
800は1323)外1台法定点検整備

伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
沖縄日野自動車（株）
沖縄県豊見城市字豊崎３－６８

一般競争入札 3,729,186円 3,597,070円 96.4%

令和2年度 那覇空港救急医療作業車(沖縄100は
1606)外2台法定点検整備

伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
沖縄日野自動車（株）
沖縄県豊見城市字豊崎３－６８

一般競争入札 1,051,701円 1,035,300円 98.4%
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那覇空港電力監視制御装置保守請負
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
（株）日立製作所　関西支社
大阪府大阪市北区中之島２－３－１８

一般競争入札 24,568,336円 23,100,000円 94.0%

那覇空港飛行場灯火・電力監視制御装置保守請負
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日

東芝インフラシステムズ（株）沖縄支
店
沖縄県那覇市久茂地１－７－１（琉球
リース総合ビル１２Ｆ）

一般競争入札 30,558,924円 29,700,000円 97.1%

令和2年度　那覇空港航空管制運航情報業務用ITV
装置定期点検作業

伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
（株）サンネクト
大阪府大阪市都島区片町２－２－４０
京橋大発ビル３F

一般競争入札 8,912,083円 8,800,000円 98.7%

令和2年度　久米島ORSR・対空受信局舎等機械警
備請負

伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
沖縄綜合警備保障（株）
沖縄県宜野湾市大山７丁目１１番１０
号

一般競争入札 2,955,110円 2,112,000円 71.4%

久米島空港航空保安用電気設備保守点検
伊藤　聡司
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和2年4月1日
（株）きゃん電研
沖縄県那覇市金城２－３－５

一般競争入札 2,410,498円 2,046,000円 84.8%

令和2年度広島空港事務所庁舎等清掃作業
力丸　安幸
広島空港事務所
広島県三原市本郷町善入寺64-34

令和2年4月1日
（有）スマイルクリーン
岡山県岡山市北区今２－３－２７

一般競争入札 1,461,314円 1,232,000円 84.3%

令和2年度　広島空港機械設備保全業務
力丸　安幸
広島空港事務所
広島県三原市本郷町善入寺64-34

令和2年4月1日
山陽空調工業（株）
広島県広島市南区大須賀町１９－１３

一般競争入札 4,195,634円 2,189,000円 52.1%

令和2年度　広島空港庁舎等エレベータ保守業務
力丸　安幸
広島空港事務所
広島県三原市本郷町善入寺64-34

令和2年4月1日
東芝エレベータ（株）中国支社
広島県広島市中区大手町２－７－１０

一般競争入札 1,465,135円 1,320,000円 90.0%

石見空港航空保安用電気設備保守点検
力丸　安幸
広島空港事務所
広島県三原市本郷町善入寺64-34

令和2年4月1日
（株）八興電気
島根県出雲市浜町２４８－３

一般競争入札 2,219,684円 2,200,000円 99.1%
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令和2年度　玖珂無線施設機械警備請負
力丸　安幸
広島空港事務所
広島県三原市本郷町善入寺64-34

令和2年4月1日
広島綜合警備保障(株)
広島県広島市安佐南区西原８丁目３４
番３号

一般競争入札 1,018,670円 801,900円 78.7%

高松空港電力監視制御装置保守請負
小谷　浩一
高松空港事務所
香川県高松市香南町由佐3473-3

令和2年4月1日
東芝インフラシステムズ（株）電機
サービスセンター四国支店
高松市朝日町２－２－２２

一般競争入札 2,846,781円 2,640,000円 92.7%

高松空港事務所庁舎清掃作業
小谷　浩一
高松空港事務所
香川県高松市香南町由佐3473-3

令和2年4月1日
オリーブ美家工業（株）
香川県高松市天神前４番３１号

一般競争入札 2,981,221円 1,584,000円 53.1%

令和2年度徳島空港機械設備保全業務
小谷　浩一
高松空港事務所
香川県高松市香南町由佐3473-3

令和2年4月1日
三信電気水道（株）
香川県高松市中央町１５－２０－２１

一般競争入札 1,067,036円 946,000円 88.6%

令和2年度高松空港機械設備保全業務
小谷　浩一
高松空港事務所
香川県高松市香南町由佐3473-3

令和2年4月1日
雉鳥工業（株）
香川県高松市上福岡町１２０１

一般競争入札 4,505,206円 4,455,000円 98.8%

令和2年度松山空港機械設備保全業務
林 絹子
松山空港事務所
愛媛県松山市南吉田町

令和2年4月1日
（株）木下組
広島県広島市佐伯区五日市町大字石内
５９９８－１

一般競争入札 2,671,636円 2,640,000円 98.8%

令和2年度松山空港6000立級化学消防車(愛媛800
は5394)定期点検整備

林 絹子
松山空港事務所
愛媛県松山市南吉田町

令和2年4月1日
コマツカスタマーサポート（株）
近畿四国カンパニー
大阪府豊中市服部寿町５－１３３

一般競争入札 1,725,032円 1,705,000円 98.8%

令和2年度松山空港10000立級化学消防車(愛媛800
は6107)外1台定期点検整備

林 絹子
松山空港事務所
愛媛県松山市南吉田町

令和2年4月1日
愛媛日野自動車（株）
愛媛県松山市高岡町３４２

一般競争入札 1,780,098円 1,761,694円 98.9%

令和2年度松山空港救急医療搬送車(愛媛100は
8354)外2台定期点検整備

林 絹子
松山空港事務所
愛媛県松山市南吉田町

令和2年4月1日
（株）和泉モータース
愛媛県松山市南吉田町２７９８－５９

一般競争入札 1,114,141円 1,100,000円 98.7%
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令和2年度松山空港沖灯標点検調整業務
林 絹子
松山空港事務所
愛媛県松山市南吉田町

令和2年4月1日
（株）ゼニライトブイ中四国営業所
広島県広島市中区小町１－２５

一般競争入札 3,341,603円 3,300,000円 98.7%

令和2年度高知空港12500立級化学消防車（高知
800は560）定期点検整備

平位　頼幸
高知空港事務所
高知県南国市物部

令和2年4月1日
UDトラックス（株）高知カスタマーセ
ンター
高知県高知市大津乙１１１９－１

一般競争入札 1,486,684円 1,419,000円 95.4%

高知空港事務所庁舎等清掃作業
平位　頼幸
高知空港事務所
高知県南国市物部

令和2年4月1日
（有）よさこい管理
高知県高知市八反町１－４－２２

一般競争入札 1,580,251円 1,182,500円 74.8%

令和2年度今の山ARSR外3カ所受配電設備保守業務
平位　頼幸
高知空港事務所
高知県南国市物部

令和2年4月1日
（株）中央電気保安協会
愛媛県松山市松ノ木１－５－４０

一般競争入札 1,766,590円 1,188,000円 67.2%

令和2年度今の山ARSR外3カ所機械設備保全業務
平位　頼幸
高知空港事務所
高知県南国市物部

令和2年4月1日
（有）高橋設備
高知県高知市北竹島町４７６

一般競争入札 1,416,577円 1,254,000円 88.5%

令和2年度高知空港機械設備保全業務
平位　頼幸
高知空港事務所
高知県南国市物部

令和2年4月1日
（有）高橋設備
高知県高知市北竹島町４７６

一般競争入札 3,475,227円 1,760,000円 50.6%

令和2年度長崎空港事務所エレベーター保守作業
山内　諒
長崎空港事務所
長崎県大村市箕島町593-2

令和2年4月1日

三菱電機ビルテクノサービス（株）九
州支社
福岡県福岡市博多区住吉１丁目２番２
５号

一般競争入札 1,369,368円 1,359,600円 99.2%

令和2年度　長崎空港機械設備保全業務
山内　諒
長崎空港事務所
長崎県大村市箕島町593-2

令和2年4月1日
（株）菱熱　長崎支店
長崎県長崎市梁川町５－９

一般競争入札 8,490,330円 6,578,000円 77.4%

令和2年度熊本空港事務所庁舎清掃作業
占部　誠一
熊本空港事務所
熊本県上益城郡益城町大字小谷

令和2年4月1日
（株）明光
熊本市中央区南熊本５－１０－４

一般競争入札 1,391,556円 1,320,000円 94.8%
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令和2年度熊本空港機械設備保全業務
占部　誠一
熊本空港事務所
熊本県上益城郡益城町大字小谷

令和2年4月1日
（有）熊南空調システム
熊本市南区城南町丹生宮９９４－１

一般競争入札 5,409,484円 1,815,000円 33.5%

令和2年度大分空港事務所庁舎等清掃作業
河内　一
大分空港事務所
大分県国東市武蔵町糸原大海田

令和2年4月1日
（株）大分空港メンテナンス
大分県国東市安岐町下原１３

一般競争入札 2,815,036円 2,805,000円 99.6%

令和2年度エレベータ－保守点検作業（大分空港
事務所）

河内　一
大分空港事務所
大分県国東市武蔵町糸原大海田

令和2年4月1日
（株）日立ビルシステム
福岡市博多区上呉服町１０－１０

一般競争入札 1,579,383円 1,465,200円 92.7%

令和2年度大分空港機械設備保全業務
河内　一
大分空港事務所
大分県国東市武蔵町糸原大海田

令和2年4月1日
（株）菱熱
福岡市博多区博多駅南１－８－１３

一般競争入札 4,821,433円 1,958,000円 40.6%

令和2年度武蔵VOR/DME外1カ所発電設備等保守業
務

河内　一
大分空港事務所
大分県国東市武蔵町糸原大海田

令和2年4月1日
ヤンマーエネルギーシステム（株）
福岡市博多博多区駅前１－２－５

一般競争入札 1,081,663円 990,000円 91.5%

大分空港飛行場灯火・電力監視制御装置保守業務
河内　一
大分空港事務所
大分県国東市武蔵町糸原大海田

令和2年4月1日
東芝インフラシステムズ（株)電機
サービスセンター
福岡市中央区長浜２－４－１

一般競争入札 4,989,563円 4,895,000円 98.1%

令和2年度宮崎空港事務所庁舎等清掃作業
古堅　厚弘
宮崎空港事務所
宮崎市大字赤江無番地

令和2年4月1日
（有）親生ビルサービス
宮崎県宮崎市天満１－３－６

一般競争入札 2,168,189円 2,090,000円 96.3%

令和2年度航空管制運航情報業務用ITV装置定期点
検作業

古堅　厚弘
宮崎空港事務所
宮崎市大字赤江無番地

令和2年4月1日
（株）中崎電子工業
鹿児島県鹿児島市新栄町１８－２７

一般競争入札 1,514,557円 1,144,000円 75.5%

令和2年度　宮崎空港機械設備保全業務
古堅　厚弘
宮崎空港事務所
宮崎市大字赤江無番地

令和2年4月1日
（株）フジヤマ
鹿児島県鹿児島市七ツ島１－４－１２

一般競争入札 5,700,273円 5,390,000円 94.5%
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令和2年度　宮崎空港発電設備等保守業務
古堅　厚弘
宮崎空港事務所
宮崎市大字赤江無番地

令和2年4月1日
（株）明光社
宮崎県宮崎市江平中町７－10

一般競争入札 1,519,925円 1,485,000円 97.7%

令和2年度宮崎空港停止線灯監視制御装置保守請
負

古堅　厚弘
宮崎空港事務所
宮崎市大字赤江無番地

令和2年4月1日
東芝インフラシステムズ（株）電機
サービスセンター九州支店
福岡県福岡市中央区長浜２丁目４－１

一般競争入札 5,535,592円 5,280,000円 95.3%

令和2年度　松山空港周辺移転補償跡地等維持管
理業務

梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月21日
ミヤオ産業（有）
広島県広島市中区小町２－２９

一般競争入札 31,890,687円 30,253,190円 94.8% 

トナー10個外19点購入（単価契約）
梅野　修一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和2年4月28日
リコージャパン（株）
東京都大田区中馬込１－３－６

一般競争入札 6,405,988円 5,486,844円 85.6%


