
番号 調達要求番号 件名
（※印は内訳内容を示す。）

数量・単位 要求元

40 05-1-2501-0430-0012-00 作業灯，ハンディ型　ほか 20件 令和5年8月31日 (木) 令和5年4月24日 (月) 令和5年5月31日 (水) 電整隊

41 05-1-3152-0570-0008-00 根管清掃剤　ほか 2件 令和5年7月31日 (月) 令和5年4月24日 (月) 令和5年5月31日 (水) 衛生隊

53 05-1-2501-0420-0004-00 アルミ平板（磨きなし）　ほか ４件 令和5年6月30日 (金) 令和5年4月27日 (木) 令和5年5月30日 (火) 航整隊

58 05-1-2063-0532-0001-00
２方ボールコック　平レバー　ほ
か

4件 令和5年10月10日 (火) 令和5年4月27日 (木) 令和5年5月30日 (火) 車両班

59 05-1-2505-0440-0005-00
高圧空気圧縮機用安全弁の校
正

１式 令和5年12月22日 (金) 令和5年4月28日 (金) 令和5年6月2日 (金) 武整隊

60 05-1-2505-0440-0006-00
窒素・ヘリウム充てん装置用安
全弁の校正

１式 令和5年12月22日 (金) 令和5年4月28日 (金) 令和5年6月2日 (金) 武整隊

61 05-1-2505-0440-0007-00
炭酸ガス充てん装置用安全弁の
校正

１式 令和5年12月22日 (金) 令和5年4月28日 (金) 令和5年6月2日 (金) 武整隊

62 05-1-2505-0420-0018-00 油圧機（２０CPM)の修理 １式 令和5年8月31日 (木) 令和5年4月28日 (金) 令和5年6月6日 (火) 航整隊

67 05-1-4001-0570-0001-00 簡易水質検査キット １ＰＫ 令和5年6月30日 (金) 令和5年5月2日 (火) 令和5年6月1日 (木) 衛生隊

68 05-1-1787-0200-0004-00 降下救助器 ２EA 令和5年11月17日 (金) 令和5年5月9日 (火) 令和5年5月31日 (水) 第22航空隊

69 05-1-1870-0470-0001-00 自記温湿度計 １EA 令和5年6月30日 (金) 令和5年5月9日 (火) 令和5年5月31日 (水) 補給隊

70 05-1-1787-0200-0001-00 ナス環　ほか 14件 令和5年11月30日 (木) 令和5年5月9日 (火) 令和5年6月1日 (木) 第22航空隊

「大村航空基地」令和５年度オープンカウンター方式要求件名リスト
※本リストは大村航空基地隊が定める実施要領に基づく手続きが必要です。

お問い合わせ及び書類提出先は「大村経理隊」まで　℡0957-52-3131（内線：685又は686）fax0957-52-2017

令和５年５月２６日

履行期限 本リスト掲載日
見積書提出期限

（本リスト公開終了
日）



番号 調達要求番号 件名
（※印は内訳内容を示す。）

数量・単位 要求元

71 05-1-1787-0200-0002-00 ヘルメット用防水ライト　ほか 5件 令和5年10月27日 (金) 令和5年5月9日 (火) 令和5年6月1日 (木) 第22航空隊

72 05-1-1021-0560-6002-00 山椒パウダー（卓上） 30EA 令和5年6月23日 (金) 令和5年5月10日 (水) 令和5年6月6日 (火) 給養班

73 05-1-1021-0560-6003-00 バター 15EA 令和5年6月23日 (金) 令和5年5月10日 (水) 令和5年6月6日 (火) 給養班

74 05-1-1021-0560-6004-00 ラード 12EA 令和5年6月23日 (金) 令和5年5月10日 (水) 令和5年6月6日 (火) 給養班

75 05-1021-0560-2001-00 七夕用ゼリー 200EA 令和5年7月4日 (火) 令和5年5月10日 (水) 令和5年5月23日 (火) 給養班

76 05-1-2505-0430-0011-00
ＭＳ２８３０Ａ－０４３シグナルアナ
ライザの修理

１式 令和5年10月27日 (金) 令和5年5月10日 (水) 令和5年6月8日 (木) 電整隊

78 05-1-2000-0430-0003-00 シグナル・アナライザほかの校正 １式 令和5年10月31日 (火) 令和5年5月12日 (金) 令和5年6月6日 (火) 電整隊

79 05-1-2505-0430-0010-00
MT9090A光ロステストセットの修
理

１式 令和5年10月27日 (金) 令和5年5月12日 (金) 令和5年6月6日 (火) 電整隊

80 05-1-4743-0100-0001-00 デザイン付箋紙 500EA 令和5年8月10日 (木) 令和5年5月12日 (金) 令和5年6月2日 (金) 司令部

81 05-1-2274-0570-0001-00 ＡＥＤパッド 9ＥＡ 令和5年7月31日 (月) 令和5年5月16日 (火) 令和5年6月8日 (木) 衛生隊

82 05-1-3152-0570-0007-00 充填用コンポジットレジン　ほか １７件 令和5年7月31日 (月) 令和5年5月16日 (火) 令和5年6月8日 (木) 衛生隊

83 05-1-2505-0430-0032-00
AIR CONDITIONERの不具合調
査

１式 令和5年8月31日 (木) 令和5年5月16日 (火) 令和5年6月13日 (火) 電整隊
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見積書提出期限
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番号 調達要求番号 件名
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数量・単位 要求元

84 05-1-3152-0570-0013-00 パルスオキシメーター　ほか ４件 令和5年7月31日 (月) 令和5年5月16日 (火) 令和5年6月8日 (木) 衛生隊

85 05-1-2505-0430-0027-00 天井クレーンの修理 １式 令和5年9月1日 (金) 令和5年5月17日 (水) 令和5年6月8日 (木) 電整隊

86 05-1-2251-0200-0001-00 ドライスーツ等の整備 １式 令和5年11月17日 (金) 令和5年5月17日 (水) 令和5年6月14日 (水) ２２空

87 05-1-2251-0200-0004-00 船外機の点検整備 １式 令和5年10月31日 (火) 令和5年5月17日 (水) 令和5年6月14日 (水) ２２空

88 05-1-2000-0430-0004-00 ワットメーターの校正 １式 令和5年10月31日 (火) 令和5年5月17日 (水) 令和5年6月14日 (水) 電整隊

89 05-1-3152-0570-0009-00 アンダーラップテープ　ほか ２１件 令和5年7月31日 (月) 令和5年5月17日 (水) 令和5年6月16日 (金) 衛生隊

90 05-1-3152-0570-0010-00 心電図電極　ほか ４件 令和5年7月31日 (月) 令和5年5月17日 (水) 令和5年6月16日 (金) 衛生隊

91 05-1-3152-0570-0012-00 綿棒　ほか ９件 令和5年7月31日 (月) 令和5年5月17日 (水) 令和5年6月16日 (金) 衛生隊

92 05-1-2274-0420-0003-00 Vベルト　ほか 2件 令和5年9月29日 (金) 令和5年5月19日 (金) 令和5年6月22日 (木) 航整隊

93 05-1-1787-0200-0003-00 ウエットスーツ ４EA 令和5年12月22日 (金) 令和5年5月19日 (金) 令和5年6月9日 (金) ２２空

94 05-1-1832-0420-0002-00 超音波洗浄機 １EA 令和5年11月30日 (木) 令和5年5月19日 (金) 令和5年6月9日 (金) 航整隊

95 05-1-1994-0700-0001-00 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ用ｽﾀﾝﾄﾞ(１台用)　ほか 7件 令和5年9月29日 (金) 令和5年5月19日 (金) 令和5年6月19日 (月) 村シ通

「大村航空基地」令和５年度オープンカウンター方式要求件名リスト
※本リストは大村航空基地隊が定める実施要領に基づく手続きが必要です。

お問い合わせ及び書類提出先は「大村経理隊」まで　℡0957-52-3131（内線：685又は686）fax0957-52-2017

令和５年５月２６日

履行期限 本リスト掲載日
見積書提出期限

（本リスト公開終了
日）



番号 調達要求番号 件名
（※印は内訳内容を示す。）

数量・単位 要求元

96 05-1-2274-0700-0002-00 ワイヤレスマイク 6EA 令和5年8月31日 (木) 令和5年5月19日 (金) 令和5年6月19日 (月) 村シ通

97 05-1-3969-0560-0002-00 使い捨て手袋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製　ほか 6件 令和5年8月31日 (木) 令和5年5月19日 (金) 令和5年6月20日 (火) 給養班

98 05-1-3980-0470-0003-00
空気調和装置（天井埋込型）の
修理

１式 令和5年7月14日 (金) 令和5年5月19日 (金) 令和5年6月9日 (金) 補給隊

99 05-1-3969-0470-0002-00 エレメントアセンブリ　ほか 15件 令和5年8月31日 (木) 令和5年5月22日 (月) 令和5年6月14日 (水) 補給隊

100 05-12505-0430-0002-00
チェーンブロック，１ｔ，電動トロリ
結合型の年次点検

１式 令和5年10月27日 (金) 令和5年5月22日 (月) 令和5年6月13日 (火) 電整隊

101 05-1-2505-0430-0003-00
電気チェーンブロックの年次点
検

１式 令和5年10月27日 (金) 令和5年5月22日 (月) 令和5年6月13日 (火) 電整隊

102 05-1-3980-0520-0005-00
地下タンク貯蔵所の定期整備
ほか

１式 令和5年12月15日 (金) 令和5年5月22日 (月) 令和5年6月13日 (火) 管理隊

103 05-1-3980-0560-0005-00 自動給茶機の修理 １式 令和5年9月29日 (金) 令和5年5月23日 (火) 令和5年6月26日 (月) 給養班

104 05-1-3980-0560-0004-00
冷蔵ショーケース，２０１～５００L
ほかの冷媒ガス回収及び破壊

１式 令和5年10月31日 (火) 令和5年5月23日 (火) 令和5年6月26日 (月) 給養班

105 05-1-2069-0532-0005-00
救急車（２ベット型）４×２の車検
整備

１式 令和5年8月1日 (火) 令和5年5月23日 (火) 令和5年6月22日 (木) 車両班

106 05-1-2069-0532-0006-00
フォークリフト２ｔ（ディーゼル式）
の車検整備

１式 令和5年8月1日 (火) 令和5年5月23日 (火) 令和5年6月22日 (木) 車両班

107 05-1-2069-0532-0004-00 四輪車軽（バン）の車検整備 １式 令和5年8月1日 (火) 令和5年5月23日 (火) 令和5年6月22日 (木) 車両班

「大村航空基地」令和５年度オープンカウンター方式要求件名リスト
※本リストは大村航空基地隊が定める実施要領に基づく手続きが必要です。

お問い合わせ及び書類提出先は「大村経理隊」まで　℡0957-52-3131（内線：685又は686）fax0957-52-2017

令和５年５月２６日

履行期限 本リスト掲載日
見積書提出期限

（本リスト公開終了
日）



番号 調達要求番号 件名
（※印は内訳内容を示す。）

数量・単位 要求元

108 05-1-2069-0532-0003-00 四輪車軽（バン型）の車検整備 １式 令和5年8月1日 (火) 令和5年5月23日 (火) 令和5年6月22日 (木) 車両班

109 05-1-2142-0470-0004-00
産業廃棄物（可燃，不燃物等）
の処分

１式 令和5年10月20日 (金) 令和5年5月23日 (火) 令和5年6月19日 (月) 補給隊

110 05-1-4085-0470-0001-00 布テープ　ほか 6件 令和5年7月28日 (金) 令和5年5月24日 (水) 令和5年6月22日 (木) 補給隊

111 05-1-4296-0470-0001-00
大型特殊自動車免許等取得の
ための教習

１式 令和5年12月22日 (金) 令和5年5月24日 (水) 令和5年6月19日 (月) 補給隊

112 05-1-2069-0532-0002-00
トラック３／４ｔ　４×２ほかの車検
整備

１式 令和5年8月1日 (火) 令和5年5月24日 (水) 令和5年6月29日 (木) 車両班

113 05-1-2065-0532-0005-00
燃料給油車　８０００L　１形の車検整
備

１式 令和5年8月1日 (火) 令和5年5月24日 (水) 令和5年6月29日 (木) 車両班

114 05-1-1021-0560-3001-00
ちゃんぽん麺（焼きそば玉）
※単価契約

41KG
令和5年7月1日～
令和5年9月30日

令和5年5月24日 (水) 令和5年6月12日 (月) 給養班

115 05-1-1021-0560-3302-00
ごま豆腐　ほか
※単価契約

2件
令和5年7月1日～
令和5年9月30日

令和5年5月24日 (水) 令和5年6月12日 (月) 給養班

116 05-1-4303-0570-0001-00
部外カウンセラーによるカウンセ
リング実務委託
※　単価契約

１式 令和6年3月29日 (金) 令和5年5月24日 (水) 令和5年6月19日 (月) 衛生隊

117 05-1-1870-0532-0001-00
粉末消火器，ＡＢＣ，１．８ｋｇ，加
圧式，自動車用　ほか

2件 令和5年6月20日 (火) 令和5年5月24日 (水) 令和5年6月1日 (木) 車両班【再度】

118 05-1-3969-0470-0001-00 バッテリ　ほか 28件 令和5年9月29日 (金) 令和5年5月24日 (水) 令和5年6月26日 (月) 補給隊

119 05-1-2274-0100-0001-00 メンテナンスタンク　ほか 8件 令和5年8月30日 (水) 令和5年5月25日 (木) 令和5年6月23日 (金) 司令部

履行期限 本リスト掲載日
見積書提出期限

（本リスト公開終了
日）

「大村航空基地」令和５年度オープンカウンター方式要求件名リスト
※本リストは大村航空基地隊が定める実施要領に基づく手続きが必要です。
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番号 調達要求番号 件名
（※印は内訳内容を示す。）

数量・単位 要求元

120 05-1-2274-0100-0002-00
バッテリーパック，デジタルカメラ
用，各種

8EA 令和5年9月29日 (金) 令和5年5月25日 (木) 令和5年6月23日 (金) 司令部

121 05-1-2501-0430-0009-00 バッテリー 3EA 令和5年10月27日 (金) 令和5年5月25日 (木) 令和5年6月27日 (火) 電整隊

122 05-1-2274-0470-0007-00 車両阻止アングル 3EA 令和5年8月31日 (木) 令和5年5月25日 (木) 令和5年6月29日 (木) 補給隊

123 05-1-2274-0470-0008-00 トランク　ほか 2件 令和5年10月31日 (火) 令和5年5月25日 (木) 令和5年6月29日 (木) 補給隊

124 05-1-2505-0430-0004-00
高周波電源装置及び自動電圧
調整器の撤去

１式 令和5年10月27日 (金) 令和5年5月26日 (金) 令和5年6月6日 (火) 電整隊【再度】

履行期限 本リスト掲載日
見積書提出期限

（本リスト公開終了
日）

「大村航空基地」令和５年度オープンカウンター方式要求件名リスト
※本リストは大村航空基地隊が定める実施要領に基づく手続きが必要です。

お問い合わせ及び書類提出先は「大村経理隊」まで　℡0957-52-3131（内線：685又は686）fax0957-52-2017

令和５年５月２６日


