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Media Engineering 
進化を続ける映像・通信メディアに確かな技術で貢献します。 

 

現在では放送及び通信メディアはデジタルの時代を迎え、放送と通信のさらなる融合化

に向けて動いており、メディア確信は日進月歩の勢いです。 

弊社は、テレビ共同受信システムの専門業者としてスタートしましたが、時代の多様化、

高度化に対するニーズに応えるべく現在では、共同受信システムのほか CATV システム・                  

移動体無線通信設備・防災無線設備・消防無線設備・映像ネットワークシステム等のコン

サルタント業務、調査設計業務、施工管理業務、及び工事施工並びにメンテナンス業務ま

でをトータルにサポートし、更なる進化を遂げるデジタル情勢社会に対応できるシステム

つくりに取り組んでおります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

放送と通信との融合が進み、その発展は目を見張

るものがあります。 

社会全体の活動及び個人レベルにおいても、多様化

し、個人レベルでの情報の個性化が今後ますます進

むものと考えられます。 

このような状況の中での当社の役割といたしまし

て、ケーブルテレビ・電波障害対策・デジタル放送・

移動体無線通信設備・ネットワーク関連技術に於け

る永年の経験と高度な技術により皆様の信頼にお

応えし、今までのノウハウを生かし更なる変革を遂

げる情報通信社会の要請に柔軟なサービスを提供

します。 

当社の役割 



 

 

 

昭和 43 年 6 月 テレビ共聴設備工事会社として、出資者 3 名で共伸電波開発社を都島

区内代町に設立。 

昭和 45 年 12 月 株式会社共伸電波として法人設立し、資本金 50 万円でスタート。 

昭和 50 年 9 月 業務拡大に伴い、資本金 1,500 万円に増資。 

昭和 56 年 9 月 初代代表者が共同受信サービス株式会社を設立し、当社の常勤役員を

外れる。 

昭和 58 年 3 月 創立 15周年を記念し、都島区都島中通 1 丁目 4番 7 号に土地購入後、

本社事務所を新築（現在の場所）。 

昭和 58 年 5 月 業務拡大に伴い、資本金 2,000 万円に増資。 

昭和 60 年 5 月 業務拡大に伴い、資本金 3,000 万円に増資。 

昭和 60 年 5 月 業務拡大に伴い、社屋増築（CAD 室及び会議室を追加）CATV 用 CAD

システムの導入を行なう。 

昭和 62 年 6 月 新関西通信システム株式会社（のちに株式会社テクノス）を資本金

1,000 万円で設立。 

平成 2 年 4 月 株式会社共伸電波の代表者に辻本泰宏（現相談役）が就任する。 

先代代表者が株式会社テクノスの代表者に就任し、当社の常勤役員を

外れる。 

平成 6 年 12 月 共伸システム株式会社を資本金 1,000 万円で工事会社として設立（共

伸電波 100%出資）。代表者は辻本泰宏（現相談役）が就任。 

平成 8 年 12 月 共伸システム株式会社の社屋として、都島区都島中通 1 丁目 3 番 32 号

に事務所兼倉庫を購入。 

平成 18 年 6 月 本社社屋を改装、商談室を新設。 

平成 24 年 12 月 株式会社共伸電波及び共伸システム株式会社の代表者に辻本和也が

就任。 

平成 25 年 10 月 特定労働者派遣事業を届出。 

平成 25 年 12 月 産業廃棄物収集運搬業許可を取得。 

平成 26 年 4 月 建設業の許可について、電気通信工事業を一般から特定へ変更。 

平成 26 年 6 月 大阪市都島区大規模災害時における協力事業所への登録。 

平成 27 年 10 月 

 

一般労働者派遣事業許可を取得。 

令和 3 年 4 月 

 

建設業の許可について、電気工事業を一般から特定へ変更(仮) 

現在に至る 

会社沿革 



 

 

 

調査設計グループ 

当社では、CATV 専用 CAD システムや大型スキャナーによる緻密な地図入力システム

など、常に最新技術を導入。 

より正確な電波調査や設計、積算、図面作成業務には尽力を惜しみません。 

また、設計業務等に関する総合的なプランニング提案や、CATV 設計をも含めたトータル

なサービスを提供しています。 

主なサービス 

・電波障害予測検討及び調査業務 

・電波障害対策施設の設計 

・CATV 施設の設計 

・システム設計提案書の作成 

・システム総合設計コンサルタント業務 

・各種電波調査業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術管理グループ 

経験と実績のある技術管理者を派遣し、電波障害対策施設から CATV 施設、無線通信

システム、移動体工事等における工事管理をおこないます。 

また地域住民への説明・理解協力、配線等に関する電力会社との折衝、 

官公庁への許認可申請など、工事に伴うあらゆる手配を請け負います。 

主なサービス 

・電波障害、CATV 通信工事 

・移動体無線通信工事、防災無線工事、消防無線工事 

・ＩＴＶカメラ設備工事 

・積算業務ならびに工事管理委託 

・技術管理者派遣 

事業の案内 

電波測定車 



 

施工グループ 

調査に基づいた電波障害対策から CATV 通信工事までの、ケーブル伝送技術に関する

工事全般を担当します。 

工事にあたるのは、高度な工事技術と専門知識を身につけた優秀な人材ばかり。 

急速に進歩する技術にも精通したスタッフが、丁寧に施工をいたしますので、安心してお

任せいただけます。 

主なサービス 

・電波障害対策工事 

・CATV 工事 

・移動体無線工事 

・多目的情報システム工事 

・各種弱電工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス保守グループ 

当社では、施工だけでなく工事完了後の維持管理や定期点検、整備、またその提案など、

アフターサービスまで力を入れています。 

メンテナンスのシステム化、コンピュータ・データベース化が、より高度な維持管理を可

能にしています。 

主なサービス 

・工事完了後の維持管理サービス 

・定期点検 

・緊急保守業務 

・トータルコンサルタント業務 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＡＴＶ工事 

無線基地工事 

画像伝送装置点検 



 

 
 

・大阪市営地下鉄谷町線「都島」下車、徒歩 6 分 

・JR 大阪環状線「桜ノ宮」下車、徒歩 8 分 

・JR 大阪環状線/JR 学研都市線/京阪電鉄「京橋」下車、徒歩 12 分 

 
 

株式会社 共伸電波 

 

 TEL：06‐6925‐1571（代表） 

 FAX：06‐6925‐1573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社へのアクセス方法 



Ｐ 

 
 

商号 株式会社 共伸電波 

本社所在地 
大阪府大阪市都島区都島中通 1‐4‐7 
TEL 06‐6925‐1571／FAX 06‐6925‐1573 
URL:http://www.kyoshindenpa.co.jp 

第 2 事務所・倉庫 大阪府大阪市都島区都島中通 1‐3‐32 

創業 昭和 43 年 6 月  

設立 昭和 45 年 12 月（現在第 51 期） 

代表取締役 辻本 和也 

資本金 3000 万円 

事業内容 
テレビ電波障害対策設備･衛星放送受信システム・ＣＡＴＶ放 
送受信設備・移動体及び防災無線通信設備・ITV カメラの調査・
設計・施工・点検・保守管理業務 

従業員数 10 名 

協力業者 20 社（60 名） 

関連会社 共伸システム株式会社（１００％出資子会社） 

建設業許可 
電気通信工事業  大阪府知事 特定 3 第 96135 号 
電気工事業    大阪府知事 特定 3 第 96135 号 

産業廃棄物収集運搬業許可 大阪府 02700174590 

労働者派遣事業許可 派 27‐302141 

諸官庁入札指名 大阪府 大阪市 兵庫県 神戸市 住都公団 その他 

取引銀行 
三菱 UFJ 銀行 都島支店 
三井住友銀行 天六支店 

防災活動協力 大阪市都島区 

所属団体 
(社)日本 CATV 技術協会 会員 
大阪電気設備協同組合  会員 
大阪商工会議所     会員 

技術資格保有者 

第 1 級 CATV 技術者 
第 1 種電気工事士 
第 1 級電気工事施工管理技士 
第 1 級電気通信工事施工管理技士 
監理技術者（電気・電気通信） 
工事担任者(DD第一種) 
第 1 級陸上特殊無線技士 
消防設備士 甲種 4 類 

4 名 
5 名 
2 名 

 1 名
 5 名 

1 名 
2 名 
2 名 

 

労働安全関係（講習資格） 

修了者 

低圧電気取扱者 
職長教育修了者 
高所作業車運転技能講習修了者 

3 名 
7 名 
4 名 

 
 
 

各種所有設備等 

CATV‐CAD システム 
大型スキャナー 
大型カラープロッター 
事務用 PC（ネットワーク） 
サーバー（ネットワーク） 

1 台 
1 台 
1 台 

15 台 
1 台 

 
 
 
 
 

各種計測器関係 

スペクトラムアナライザー 
同上 付属プロッター 
レベルチェッカー 
試験用パソコン（改造品） 
光ファイバー融着器 
メガー、接地抵抗計等 

5 台 
1 台 

10 台 
5 台 
3 台 
4 台 

 
 
 
 
 
 

保有車両関係 
電波測定車 
作業車 

1 台 
5 台 

 
 

 

会社概要 



第30期：平成11年4月～平成12年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 宝塚駅前開発電波障害対策工事（第2期） 兵庫県 民間 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約500戸

2 大阪府住宅供給公社萱島東2団地電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約350戸

3 大阪市営苅田北住宅建設に伴う電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約400戸

4 住都公団松ノ木町団地衛星放送設備工事 京都府 公官庁 テレビ共聴改修工事（入札案件請負） 約250戸

5 大阪府営枚方南船橋第3期工事に伴う電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（施工管理及び施工）　 約250戸

6 中ノ島MTビルに伴う電波障害対策工事 大阪府 民間 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約1000戸

7 大阪府営大東末広住宅に伴う電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（施工管理及び施工）　 約160戸

8 ラフォーレ南紀白浜新築工事に伴う電波障害対策工事 和歌山県 民間 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約80戸

9 川西能勢口駅前再開発に伴う電波障害対策工事 兵庫県 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約100戸

10 大阪ケーブルテレビ第3期本体建設幹線工事 大阪府 民間 CATV幹線工事（調査・設計・施工管理） 約20km

11 茨木学園建築に伴う電波障害対策工事 大阪府 民間 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約350戸

12 熊野幹線敷設に伴う電波障害調査業務（送電線障害） 大阪府 民間 テレビ電障電波調査（調査・設計）　

工　事　経　歴　書



第31期：平成12年4月～平成13年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 泉大津ケーブルテレビ（IOC-TV)伝送路工事 大阪府 民間 CATV幹線工事（調査・設計・施工管理） 約40km

2 宝塚駅前開発電波障害対策工事（第3期） 兵庫県 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約400戸

3 売布地区再開発電波障害対策工事 兵庫県 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約３00戸

4 京橋駅前集合住宅電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ共聴改修工事（入札案件請負） 約60戸

5 熊野幹線電波障害対策工事（送電線障害） 大阪府 民間 テレビ電障対策工事（施工管理及び施工）　 約３50戸

6 大阪教育大学天王寺キャンパス電波障害対策工事 大阪府 民間 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約250戸

7 住都公団新千里東町外1団地衛星放送受信設備改修工事 大阪府 公官庁 テレビ共聴改修工事（入札案件請負） 約1500戸

8 大阪ケーブルテレビ集合住宅CATV導入工事 大阪府 民間 CATV導入工事（調査・設計・施工） 約300棟

工　事　経　歴　書



第32期：平成13年4月～平成14年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 北神戸ケーブルテレビ幹線新設工事 兵庫県 民間 CATV幹線工事（調査・設計・施工管理） 約50km

2 坂田地区第1テレビ共同受信設備工事 大阪府 民間 テレビ共聴新設工事（調査・設計・施工管理）　 約200戸

3 ソリオ宝塚電波障害対策施設改修工事 兵庫県 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約450戸

4 NTTドコモ関西大阪ビル鉄塔新設電障対策工事 大阪府 民間 テレビ電障対策工事（施工管理及び施工）　 約300戸

5 住都公団新千里東町外1団地生放送受信設備改修工事 大阪府 公官庁 テレビ共聴新設工事（調査・設計・施工管理）　 約1500戸前年度続行

6 大阪府営門真四宮鉄筋住宅（建替）電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ共聴改修工事（入札案件請負） 約180戸

7 大阪ケーブルテレビ集合住宅及び幹線流合雑音調査改修工事 大阪府 民間 CATV附帯工事（調査・設計・施工管理） 約280箇所

8 日本通運㈱吹田支店茨木新倉庫建設に伴う電波障害工事 大阪府 民間 テレビ共聴改修工事（調査・設計・施工） 約200戸

工　事　経　歴　書



第33期：平成14年4月～平成15年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 KCV北神戸CATV新設工事 兵庫県 公官庁 CATV幹線工事（調査・設計・施工管理） 約15km

2 KCV北神戸CATV引宅関係工事 兵庫県 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約300戸

3 KCVひよどり台CATV新設工事 兵庫県 公官庁 CATV導入工事（調査・設計・施工） 約600戸

4 関西電力ハ尾木地区電波障害施設CATV工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策改修工事（施工管理及び施工）　 約1000戸

5 河内長野市営三日市住宅電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ共聴新設工事（調査・設計・施工管理）　 約350戸

6 ファミール伏見桃山マンション電波障害対策工事 京都府 民間 テレビ共聴改修工事（入札案件請負） 約100戸

7 KCV北神戸3期、4期、CATV新設工事 兵庫県 公官庁 CATV導入工事（調査・設計・施工） 約500戸

8 KCVひよどり台CATV伝送路新設工事 兵庫県 公官庁 CATV幹線工事（調査・設計・施工管理） 約60km

9 吹田ケーブルテレビCATV導入工事 大阪府 民間 CATV導入工事（施工） 約500戸

10 岡山CATV設計業務（ONIﾋﾞｼﾞｮﾝ） 岡山県 民間 CATV施設設計業務（調査・設計） 約40ｋｍ

工　事　経　歴　書



第34期：平成15年4月～平成16年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 住都公団千里津雲台衛星放送改修工事 大阪府 公官庁 CATV幹線工事（調査・設計・施工管理） 約20km

2 大阪モノレール電障施設CATV導入工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約300戸

3 府営青山台、津雲台CATV導入工事 大阪府 公官庁 CATV導入工事（調査・設計・施工） 約600戸

4 トリベール堺幹線アップグレード工事 大阪府 民間 テレビ電障対策改修工事（施工管理及び施工）　 約20km

5 トリベール堺アップグレード引宅工事 大阪府 民間 テレビ共聴新設工事（施工管理・施工）　 約350戸

6 メイプルスクエアーCATV導入工事 大阪府 民間 約1000戸

7 大阪府営門真四宮住宅電障対策工事（追加工事） 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約500戸

8 イトーピア高槻松ヶ丘改修撤去工事 大阪府 民間 CATV幹線工事（調査・設計・施工管理） 約60km

9 KCV施設支障移設関係工事 大阪府 公官庁 CATV導入工事（施工） 約500戸

10 ソリオ宝塚電障施設改修工事 兵庫県 公官庁 テレビ電障対策改修工事（施工管理及び施工）　 約300戸

11 テレビ放送アナログ周波数変更工事 奈良県 公官庁 テレビ共聴改修工事（施工管理・施工）　 約1500戸

工　事　経　歴　書



第35期：平成16年4月～平成17年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 グローバル遠里小野新築工事に伴う電波障害対策工事 大阪府 民間 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約270戸

2 大阪府安威川ダム車作地区電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約260戸

3 奈良北工区アナログ周波数変更対策工事 奈良県 公官庁 テレビ共聴改修工事（施工管理・施工）　 約1500戸

4 南阪奈道路太子地区電波障害対策工事 奈良県 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約120戸

5 松下記念病院テレビ電波障害対策施設更改工事 大阪府 民間 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約220戸

6 関西大学法科大学院増築に伴う電波障害対策工事 大阪府 民間 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約150戸

7 住都公団金剛団地衛星放送受信設備改修工事 大阪府 公官庁 テレビ共聴改修工事（施工管理・施工）　 約1500戸

8 大阪府営門真下馬伏住宅電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約150戸

9 吉野・玉川地区KCV　施設更改工事 大阪府 公官庁 テレビ共聴新設工事（施工管理・施工）　 約100戸

10 東門真団地共同受信施設更改工事　その１ 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約800戸

11 東門真団地共同受信施設更改工事　その２ 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約600戸

12 NTTドコモ新設基地局折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約30局

工　事　経　歴　書



第36期：平成17年4月～平成18年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 グローバル二上駅前電波障害対策工事 奈良県 民間 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約300戸

2 大阪府営大東寺川住宅CATV導入工事 大阪府 公官庁 CATV導入工事（施工管理及び施工） 約500戸

3 ハイネス岸和田春木電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約80戸

4 KCV北大阪センター保守関係工事 大阪府 公官庁 緊急保守関係工事 約350箇所

5 三井佐保山住宅地テレビ共同受信施設 奈良県 民間 民間住宅地共同受信施設地デジ対応工事 約1000戸

6 大阪府営門真住宅CATV導入工事 大阪府 民間 CATV導入工事（施工管理及び施工） 約150戸

7 グローバル祝園電波障害対策工事 京都府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約50戸

8 寝屋川打上自治会テレビ共同受信施設更改工事 大阪府 公官庁 テレビ電障改修工事（調査・設計・施工管理）　 約250戸

9 大和八木新築工事に伴う電波障害対策工事 奈良県 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約240戸

10 NTTドコモ新設基地局折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約50局

工　事　経　歴　書



第37期：平成18年4月～平成19年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 第二京阪道路建設電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約2500戸

2 阪神電鉄西大阪線延伸計画電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約750戸

3 香里園駅前開発電波障害対策工事 大阪府 公官庁 CATV導入工事（施工管理及び施工） 約550戸

4 阪神南・北地域電障対策施設地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送調査設計業務 大阪府 公官庁 地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送電波状況調査・設計業務 約150箇所

5 府営萱島住宅建替えに伴う電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・設計・施工管理）　 約400戸

6 兵庫県営長田天神高層他53住宅電障改修工事設計提案 兵庫県 公官庁 電波障害施設デジタル改修調査コンサル業務 約50施設

7 兵庫県営垂水高丸鉄筋住宅他84電障改修工事設計提案 兵庫県 公官庁 電波障害施設デジタル改修調査コンサル業務 約80施設

8 クローバル池田住吉新築工事に伴う電波障害対策工事 兵庫県 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約280戸

9 大阪府営井高野住宅外14住宅電障施設改修工事 大阪府 公官庁 テレビ共聴改修工事（入札案件請負） 約1500戸

10 NTTドコモ新設基地局テレビ電波調査業務 関西 民間 テレビ電障調査業務（設計・調査）　 約100局

11 NTTドコモ新設基地局折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約50局

工　事　経　歴　書



第38期：平成19年4月～平成20年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 第二京阪道路建設電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約2500戸

2 大和御所道路御所区間環境保全対策検討 奈良県 公官庁 テレビ電障調査業務（設計・調査）　 約200箇所

3 大阪府営門真御堂住宅37住宅電波障害施設改修工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約2500戸

4 大阪府営松原岡住宅外3住宅電波障害施設改修工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約600戸

5 香芝市五位堂駅前北計画電波障害対策工事 奈良県 民間 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約330戸

6 ハイネスクラウズ山科電波障害対策工事 京都府 民間 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約150戸

7 公社加守団地外4団地電波障害施設改修工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約800戸

8 枚方市出口町電波障害対策工事 大阪府 民間 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約230戸

9 ハイネスクラウズ南材木町電波障害対策工事 和歌山県 民間 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約250戸

10 大阪府営住宅地上デジタル改修設計業務 大阪府 公官庁 電波障害施設デジタル改修調査コンサル業務 約80施設

11 大阪市営住宅テレビ共聴設備保守メンテナンス業務 大阪府 公官庁 市営住宅テレビ共聴保守業務 全80施設

12 神戸市交通局海岸線画像伝送システム保守メンテナンス業務 兵庫県 公官庁 画像伝送装置維持管理 車両10編成

13 なんばパークスITVカメラ保守メンテナンス業務 大阪府 民間 ITVカメラ設備保守業務 約250台

14 NTTドコモ新設基地局テレビ電波調査業務 関西 民間 テレビ電障調査業務（設計・調査）　 約80局

15 NTTドコモ新設基地局折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約50局

工　事　経　歴　書



第39期：平成20年4月～平成21年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 大阪府営狭山住宅電障施設改修工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約3500戸

2 大阪府営岸和田天神山住宅電障施設改修工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約1500戸

3 グローバル二上駅前Ⅱ新築工事に伴う電波障害対策工事 奈良県 民間 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約260戸

4 グローバル下田新築工事に伴う電波障害対策工事 奈良県 民間 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約150戸

5 グローバル高槻西冠新築工事に伴う電波障害対策工事 大阪府 民間 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約180戸

6 八尾市営住宅テレビ共聴設備改修工事 大阪府 公官庁 テレビ共聴施設改修工事（施工管理及び施工）　 約750戸

7 県営姫路高層他54住宅電障姫路網他22施設調査設計業務 兵庫県 公官庁 電波障害施設デジタル改修調査コンサル業務 約3000戸

8 三菱重工業難視対策光ＴＶ再送信引込工事 兵庫県 民間 電障施設改修工事（施工管理） 約650戸

9 ウィルコム基地局デジタル対応工事 大阪府 公官庁 携帯電話基地局改修工事（施工管理及び施工） 約50基地

10 デジタル個別受信可否簡易連続調査 大阪府 公官庁 電波測定業務（管理及び調査） 約500施設

11 神戸市交通局海岸線画像伝送システム保守メンテナンス業務 兵庫県 公官庁 画像伝送装置維持管理 車両10編成

12 なんばパークスITVカメラ保守メンテナンス業務 大阪府 民間 ITVカメラ設備保守業務 約250台

13 NTTドコモ新設基地局テレビ電波調査業務 関西 民間 テレビ電障調査業務（設計・調査）　 約80局

14 NTTドコモ新設基地局折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約50局

工　事　経　歴　書



第40期：平成21年4月～平成22年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 大阪府立西野田工科高等学校外3校電障施設改修工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約3500戸

2 大阪府営河内長野木戸住宅外2電障施設改修工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約1500戸

3 高野口町大野地区共同受信設備設置工事 奈良県 民間 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約260戸

4 ジブラルタ生命34物件TV電波受信障害発生エリア地デジ化調査 兵庫県 民間 電波障害施設デジタル改修調査コンサル業務 約650戸

5 大阪府営淡路住宅外5住宅地上デジタル放送対応その他工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約750戸

6 新明神高速道路甲南地区電波障害調査 大阪府 公官庁 電波障害施設デジタル改修調査コンサル業務 約150箇所

7 大阪府立四條畷高等学校外3校調査業務 大阪府 公官庁 電波障害施設デジタル改修調査コンサル業務

8 三菱ＵＦＪ信託銀行大阪ビル電波障害対策工事 大阪府 民間 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約550戸

9 アミティエ新大阪テレビ共聴施設改修工事 大阪府 民間 テレビ電障対策工事（調査・施工管理・施工）　 約250戸

10 ホテル日航姫路受信状況調査 兵庫県 民間 電波障害施設デジタル改修調査コンサル業務

11 神戸市交通局海岸線画像伝送システム保守メンテナンス業務 兵庫県 公官庁 画像伝送装置維持管理 車両10編成

12 なんばパークスITVカメラ保守メンテナンス業務 大阪府 民間 ITVカメラ設備保守業務 約250台

13 NTTドコモ新設基地局テレビ電波調査業務 関西 民間 テレビ電障調査業務（設計・調査）　 約80局

14 NTTドコモ新設基地局折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約50局

工　事　経　歴　書



第41期：平成22年4月～平成23年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 新神戸オリエンタルシティC3デジタル化対応工事 兵庫県 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約5000戸

2 大阪府立障がい者交流促進センター外１件地上波デジタル受信設備改修工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 大阪府庁を含む

3 エルト桜井テレビ電波障害施設改修工事 奈良県 民間 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約400戸

4 ポルタス堺電波障害地上デジタル放送対応改修工事 大阪府 民間 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約3000戸

5 １２３長吉店新築工事テレビ電波障害対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約100戸

6 羽衣学院電波障害施設改修工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約320戸

7 日立物流大阪営業所デジタル改修工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約150戸

8 大阪府営富田林楠第３期住宅（建て替え）外１件電障対策工事 大阪府 民間 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約550戸

9 多武峰区テレビ共同受信施設工事 奈良県 民間 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約80戸

10 ﾗｳﾝﾄﾞｺｰﾄ星が丘ﾃﾚﾋﾞ共聴改修工事 兵庫県 民間 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約150戸

11 ソフトバンクモバイルＩＭＴ基地地局電気通信設備新設工事 兵庫県 民間 携帯電話基地局改修工事（設計・施工） 15基地

12 神戸市交通局海岸線画像伝送システム保守メンテナンス業務 兵庫県 公官庁 画像伝送装置維持管理 車両10編成

13 なんばパークスITVカメラ保守メンテナンス業務 大阪府 民間 ITVカメラ設備保守業務 約250台

14 NTTドコモ新設基地局テレビ電波調査業務 関西 民間 テレビ電障調査業務（設計・調査）　 約80局

15 NTTドコモ新設基地局折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約50局

工　事　経　歴　書



第42期：平成23年4月～平成24年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 ORC200電障施設撤去工事 大阪府 公官庁 テレビ電障施設撤去工事（施工管理及び施工）　 約2000戸

2 宝塚ソリオ電障施設撤去工事 兵庫県 公官庁 テレビ電障施設撤去工事（施工管理及び施工）　 約1500戸

3 ホテル日航姫路電波障害施設改修工事 兵庫県 民間 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 約400戸

4 逆瀬川駅前開発ビル電障施設撤去工事 兵庫県 民間 テレビ電障施設撤去工事（施工管理及び施工）　 約1000戸

5 四国地区テレビ送信周波数変更対応業務（リパック） 愛媛県 公官庁 テレビ電波周波数変更対応（調査・施工管理） 対象世帯50000世帯

6 アルザ泉大津電障施設撤去工事 大阪府 民間 テレビ電障施設撤去工事（施工管理及び施工）　 約800世帯

7 京阪電鉄駅施設テレビ共聴施設改修工事 大阪府 民間 テレビ電障施設改修工事（施工管理及び施工）　 15駅

8 ソフトバンクモバイル基地局プラチナバンド改修工事 兵庫県 民間 携帯電話基地局改修工事（設計・施工） 15基地

9 四国放送送信アンテナ改修に伴う受信エリア測定 徳島県 民間 放送波電波調査（調査業務） 約100ヵ所

10 神戸市交通局海岸線画像伝送システム保守メンテナンス業務 兵庫県 公官庁 画像伝送装置維持管理 車両10編成

11 なんばパークスITVカメラ保守メンテナンス業務 大阪府 民間 ITVカメラ設備保守業務 約250台

12 NTTドコモ新設基地局折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約50局

工　事　経　歴　書



第43期：平成24年4月～平成25年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 四国地区テレビ送信周波数変更対応業務（リパック） 愛媛・徳島 公官庁 テレビ電波周波数変更対応（調査・施工管理） 対象世帯30000世帯

2 愛知県営住宅電障施設撤去工事 愛知県 公官庁 テレビ電障施設撤去工事（施工管理及び施工）　 約4500世帯

3 NHK共聴施設部分撤去工事 京都・兵庫 公官庁 テレビ共聴施設撤去工事（施工管理及び施工）　 23基地

4 東京MXテレビ送信周波数変更対策業務（リパック） 東京都 民間 テレビ電波周波数変更対応（調査・施工管理） 対象世帯1200万世帯

5 大阪駅北地区先行開発区域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄCﾌﾞﾛｯｸﾃﾚﾋﾞ共聴施設検査測定 大阪府 民間 テレビ電波測定業務（調査・コンサル） 525世帯

6 四條畷市防災無線デジタル改修工事（同報系） 大阪府 公官庁 防災無線デジタル改修工事（調査・施工） 40基地

7 大阪市防災無線260MHZデジタル改修工事 大阪府 公官庁 防災無線デジタル改修工事（施工管理） 20基地

8 特定ラジオマイク浮遊電波電界強度調査測定業務 京都・滋賀 公官庁 無線電波測定業務（調査・測定） 約30基地

9 ソフトバンクモバイル基地局プラチナバンド増設工事 兵庫県 民間 携帯電話基地局改修工事（設計・施工） 約40基地

10 神戸市交通局海岸線画像伝送システム保守メンテナンス業務 兵庫県 公官庁 画像伝送装置維持管理 車両10編成

11 なんばパークスITVカメラ保守メンテナンス業務 大阪府 民間 ITVカメラ設備保守業務 約250台

12 NTTドコモ基地局折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約50局

13 ソフトバンクモバイル基地局折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約30局

14 鉄道軌道内及び駅構内監視カメラ保守点検業務 大阪・京都 民間 ITVカメラ設備保守業務 約200台/年２回

工　事　経　歴　書



第44期：平成25年4月～～平成26年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 ソフトバンクモバイル基地局プラチナバンド増設工事 兵庫県 民間 携帯電話基地局改修工事（施工） 約40局

2 ソフトバンクモバイル基地局電源部交換工事 兵庫県 民間 携帯電話基地局改修工事（施工） 約40局

3 KDDI基地局設置折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約50局

4 ソフトバンクモバイル基地局設置折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約30局

5 枚方市防災無線デジタル改修工事（同報系） 大阪府 公官庁 防災無線デジタル改修工事（調査・施工） 70基地

6 なんばパークスITVカメラ保守メンテナンス業務 大阪府 民間 ITVカメラ設備保守業務 約250台

7 神戸市交通局海岸線画像伝送システム保守メンテナンス業務 兵庫県 公官庁 画像伝送装置維持管理 車両10編成/10駅

8 東京MXテレビ周波数変更に伴う、受信施設改修工事（ビル共聴） 東京・神奈川 民間 周波数変更に伴う、テレビ受信施設改修 大型商業施設20施設

9 東京MXテレビ周波数変更に伴う、受信施設改修工事（ビル共聴） 関東全域 民間 周波数変更に伴う、テレビ受信施設改修 一般戸建住宅２００戸

10 東京スカイツリー電波移行支援業務 関東全域 民間 送信所変更に伴う、テレビ受信施設改修 商業施設300施設

11 商業施設太陽光発電設備施工 岐阜・愛知 民間 太陽光発電設備施工 商業施設50個所

12 紀勢線建設に伴うテレビ電波障害防除対策工事 和歌山県 公官庁 高速道路延伸に伴う、テレビ電波障害対策 約300端子

13 （某）太陽光発電所【2MW】AMラジオ障害調査業務 鹿児島県 民間 太陽光発電施設近隣に於ける電波測定業務 -

14 山口ケーブルビジョン保守メンテナンス業務委託 山口県 民間 都市型CATV保守メンテナンス業務委託 -

15 鉄道軌道内及び駅構内監視カメラ保守点検業務 大阪・京都 民間 ITVカメラ設備保守業務 約200台/年２回

16 天川村防災無線改修工事（同報系） 奈良県 公官庁 防災無線中継局据換え工事 山頂中継局

17 大阪ガスラインディジタル移動無線新設工事 兵庫・姫路 民間 業務用無線新設工事 4中継局

18 大阪地下無線通信補助設備改修工事 大阪府 民間 消防無線デジタル改修工事 京阪電鉄駅舎3駅

19 大阪市内駐車場無線通信補助設備更新工事 大阪府 公官庁 消防無線デジタル改修工事 駐車場4施設

20 ハービス大阪消防無線通信補助設備改修工事 大阪府 民間 消防無線デジタル改修工事 大型複合商業施設

21 西梅田地下歩行道路消防無線通信補助設備改修工事 大阪府 民間 消防無線デジタル改修工事 約600m

工　事　経　歴　書



第45期：平成26年4月～～平成27年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 ソフトバンクモバイル基地局工事 兵庫県 民間 携帯電話基地局改修工事（施工） 約88局

2 UQ WiMAX基地局工事 兵庫県 民間 モバイルインターネット基地局改修工事（施工） 約17局

3 UQ WiMAX基地局設置折衝業務 関西 民間 携帯電話基地局建設折衝業務 約60局

4 枚方市防災無線デジタル改修工事（同報系） 大阪府 公官庁 防災無線デジタル改修工事（調査・施工） 枚方市全域

5 関西国際空港機械警備システム更新 大阪府 民間 ITV設備警備システム更新業務 -

6 山口ケーブルビジョン代替ルート整備業務 山口県 民間 ケーブルテレビ設備工事 -

7 京都市交東西線50系02編成画像伝送装置　車上OH取付点検作業 京都府 公官庁 画像伝送装置維持管理 -

8 京丹波町デジタル防災行政無線（移動系）電波測定調査 京都府 公官庁 移動無線設備改修工事 -

9 KOPT回線開通業務に伴う無線機設定変更作業 関西 民間 光ファイバーネットワーク設備工事 -

10 平成26年度　神戸市交車上点検一式（0３編成） 兵庫県 公官庁 画像伝送装置維持管理 -

11 小野市防災行政無線車載無線機撤去 兵庫県 公官庁 車載無線機撤去業務 -

12 阪奈トンネル移動無線設備改修工事 大阪府 民間 移動無線設備改修工事 -

13 総合医療センター防災行政無線設備工事 大阪府 公官庁 防災無線デジタル改修工事（調査・施工） 総合病院

14 京都縦貫自動車（丹波綾部道路）道路新設工事（有料）移動無線設備工事 京都府 公官庁 移動無線設備改修工事 -

15 阪神高速堺線堺地区施設更改工事（B工区） 大阪府 公官庁 ケーブルテレビ設備工事 -

16 魚島受信点調査業務 愛媛県 民間 テレビ受信点調査 -

17 大阪市内駐車場無線通信補助設備更新工事 大阪府 公官庁 消防無線デジタル改修工事 駐車場4施設

18 大阪市津守下水処理場無線通信補助設備改修工事 大阪府 公官庁 消防無線デジタル改修工事 下水処理場

19 大阪市立大阪プール無線通信補助設備改修工事 大阪府 公官庁 消防無線デジタル改修工事 大型施設

20 公社　赤坂台団地　BSアンテナ設置工事 大阪府 公官庁 BS放送共聴工事 1棟107世帯

工　事　経　歴　書



第46期：平成27年4月～平成28年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 大阪市同報系屋外子局工事 大阪府 公官庁 防災無線子局新設工事・折衝 約40局（新設）

2 平成27年度山添村防災行政無線（同報系）デジタル化整備工事 奈良県 公官庁 防災無線デジタル改修工事（調査・施工） 山添村全域

3 大阪市中央体育館無線通信補助設備改修工事 大阪府 公官庁 消防、警察用補助無線デジタル改修工事 アンテナ15基

4 大阪府咲洲庁舎消防隊専用無線設備改修工事 大阪府 公官庁 消防、警察用補助無線デジタル改修工事 漏洩同軸約3000ｍ

5 千里阪急無線通信補助設備改修 大阪府 公官庁 消防、警察用補助無線デジタル改修工事 漏洩同軸約1000ｍ

6 京都縦貫自動車（丹波綾部道路）道路新設工事（有料）移動無線設備工事 京都府 公官庁 移動無線設備新規工事 　-

7 北大路タウン消防補助無線デジタル改修工事 大阪府 民間 消防、警察用補助無線デジタル改修工事 漏洩同軸約1000ｍ

8 浅草ビューホテル電波障害対策設備取り外し工事 東京都 民間 テレビ電波障害設備撤去工事・折衝 約500端子

9 阪神高速堺線堺地区施設更改工事（B工区） 大阪府 民間 テレビ電波障害設備更新工事 約200端子

10 西之山台テレビ共同受信施設　テレビ受信施設撤去工事 大阪府 民間 テレビ電波障害設備撤去工事・折衝 約100端子

11 K-OPTeo光テレビ基幹系ＩＰ伝送工事（機器調整・対向試験） 大阪府 民間 光ファイバーネットワーク設備工事 　-

12 ソフトバンクモバイル セクターアンテナ交換工事 近畿2府4県 民間 モバイルインターネット基地局改修工事 約300局

13 ＮＥＸＣＯ　漏洩同軸約伝搬調査 和歌山県 民間 移動無線調査測定業務 　-

14 新神戸オリエンタルシティ点検業務 兵庫県 民間 テレビ電波障害設備点検業務 約1500端子

15 福崎町防災無線拡声子局柱移設工事 兵庫県 公官庁 防災無線デジタル改修工事（調査・施工） 　-

16 ルーナ五月田に於ける近隣テレビ電波障害施設撤去工事 大阪府 民間 テレビ電波障害設備撤去工事・折衝 　-

17 香寺町香呂防災無線拡声子局柱移設工事 兵庫県 公官庁 防災無線デジタル改修工事（調査・施工） 　-

18 大阪府営吹田古江台第４期住宅テレビ電波受信障害調査業務 大阪府 公官庁 テレビ電波障害調査測定業務 　-

19 扇町公園地下駐車場無線通信 大阪府 公官庁 消防、警察用補助無線デジタル改修工事 漏洩同軸約500ｍ

20 弁天抽水所 MCAアンテナ移設工事 大阪府 公官庁 移動無線設備改修工事 　-

工　事　経　歴　書



第47期：平成28年4月～平成29年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 大阪市防災行政無線同報系屋外子局設置工事 大阪府 公官庁 防災無線子局新設工事・折衝 約30局（新設）

2 ＮＨＫ共聴施設大規模改修工事 京都府・兵庫県 民間 FTTH化大規模改修工事 3施設/200端子

3 りんくう共同溝無線通信補助設備工事 大阪府 公官庁 無線通信補助設備 LCX 2,000ｍ

4 関西管内移動無線通信装置一式製造 三重県 民間 移動無線通信工事 10施設

5 大阪府営羽曳野古市第１期住宅（建て替え）電障対策工事 大阪府 公官庁 テレビ電波障害設備設置工事（新設） 104世帯

6 ソフトバンクPLBアンテナ点検改修業務 近畿2府4県 民間 携帯電話基地局点検業務 239局

7 トランクアンプ電源ユニット雑音対策工事 山口県 民間 ケーブルテレビ保守工事 約500台

8 市営地下鉄8号線ネットワーク工事 大阪府 公官庁 地下鉄隧道内通信機器交換工事 11駅　33ヶ所

9 Wireless City Planning 3.5GHz帯工事 大阪府 民間 携帯電話基地局改修工事（施工） 約30局

10 NHK受信形態調査 大阪府　他 民間 受信形態調査 3万世帯

11 京都市烏丸公共地下道整備工事 京都府 公官庁 無線通信補助設備改修工事 LCX 200ｍ

12 ポルタス堺湊小アンテナ基地移設 大阪府 民間 テレビ電波障害設備改修工事 600端子

13 ＮＨＫ共聴施設大規模改修に於ける申請支援業務 甲府・関東 民間 諸官庁申請業務 17施設

14 ソフトバンク　PB-NEXT900M開設計画 兵庫県 民間 携帯電話基地局改修工事（施工） 54局

15 奈良テレビお天気カメラ取付 奈良県 民間 テレビ放送用お天気カメラ取付 -

16 青垣町防災行政無線固定系東芦田奥サイレン塔局柱移設工事 兵庫県 公官庁 防災無線子局改修工事 -

17 ＮＥＸＣＯ　ＬＣＸ現地調整 兵庫県　他 公官庁 電波調査 -

18 神戸市交車上点検一式 兵庫県 公官庁 画像伝送装置維持管理 -

工　事　経　歴　書



第48期：平成29年4月～平成30年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1
京都市西京極総合運動公園プール施設整備工事
ただし,無線通信補助設備改修工事 京都府 官公庁 消防、警察用補助無線デジタル改修工事 漏洩同軸約12,000ｍ

2 大阪高速鉄道株式会社列車無線装置更新工事 大阪府 民間 列車無線基地、車載無線改修工事 大阪モノレール全駅

3 草津駅前地下駐車場無線通信補助設備改修工事 滋賀県 官公庁 消防、警察用補助無線デジタル改修工事 漏洩同軸約500ｍ

4 NHKテレビ共同受信施設　大規模改修工事 京都府・兵庫県 民間 FTTH化大規模改修工事 3施設/200端子

5 室生ダムＣＣＴＶ設備工事 奈良県 官公庁 ＣＣＴＶ設備工事 設備全面改修

6 Wireless City Planning 屋外　FY17　3.5G　8T8R既設局併設新設工事 兵庫県 民間 携帯電話基地局改修工事 89局

7 北薩トンネル無線通信補助設備工事 鹿児島県 民間 消防、警察用補助無線測定業務 設備デジタル改修

8 もと西淡路小学校分校防災行政無線設備工事 大阪府 官公庁 防災無線子局新設工事 1局（新設）

9 ソフトバンクモバイル支持柱点検 兵庫県 民間 携帯電話基地局点検業務 96局

10 海岸線ITV設備用制御信号IP化改修工事 兵庫県 官公庁 画像伝送装置維持管理 全駅対応

11 高石市同報系屋外子局移設工事 大阪府 官公庁 防災無線子局移設工事 1局（移設）

12 清水町防災行政無線（同報系）デジタル化基本・実施設計業務 静岡県 官公庁 防災無線子局実施設計業務 清水町全域

13 岡山空港TAPS整備工事 岡山県 官公庁 TAPS整備工事 管制装置等入替え

14 京阪電鉄八幡市八幡大谷付近土砂崩壊状況監視カメラ設置工事 京都府 民間 監視カメラ設置工事 軌道内カメラ6台設置

工　事　経　歴　書



第49期：平成30年4月～平成31年3月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 日本万国博覧会記念公園園内放送設備改修工事 大阪府 公官庁 放送設備改修工事 園内放送設備一式

2 加賀屋小学校外3校情報設備工事 大阪府 公官庁 情報設備工事 4校設備新設一式

3 真住中学校外1校情報設備工事 大阪府 公官庁 情報設備工事 2校設備新設一式

4 大阪市営地下鉄6･7号線コネクタ取付及び測定工事 大阪府 公官庁 地下鉄ずい道内通信機器交換工事 全6駅区間

5 大阪高速鉄道株式会社列車無線装置更新工事 大阪府 民間 列車無線装置更新工事 全区間

6 神戸･西脇FM送受信空中線系更新工事 兵庫県 民間 FM送受信空中線系更新工事 FM空中線一式

7 四條畷市防災行政無線屋外子局新設工事 大阪府 公官庁 防災無線子局新設工事 3局増設

8 姫路市香寺町屋外防災無線拡声子局柱移設工事 兵庫県 公官庁 防災無線拡声子局柱移設工事

9 阪急三番街無線補助設備改修工事 大阪府 民間 無線補助設備改修工事

10 Wireless City Planning 屋外FY17_3.5G8T8R基地局工事 兵庫県 民間 携帯電話基地局工事 67局

11 ZTV滋賀彦根放送局FTTH引宅工事 滋賀県 民間 FTTH引宅工事 225件

12 岡山空港CCS装置更新その他工事 岡山県 民間 CCS装置更新工事

13 中部空港FACE運用端末装置その他工事 愛知県 民間 FACE運用端末装置工事

14 平成30年度関西空港事務所通信端末整備工事 大阪府 民間 通信端末整備工事

15 ソフトバンク屋外FY17RAN_PJ基地局工事 兵庫県 民間 携帯電話基地局改修工事 151件

工　事　経　歴　書



第50期：平成３１年４月～令和２年３月（主要案件抜粋） 株式会社共伸電波

番号 工　事　件　名 都道府県 公官庁・民間 工　事　内　容　 規模等

1 警察移動無線通信システム更新整備工事 和歌山県 公官庁 移動無線通信システム更新整備工事 県全域中継局９箇所

2 大阪市防災行政無線設備同報系システムデジタル化整備工事 大阪府 公官庁 行政無線設備同報系システムデジタル化整備工事 親局・中継局・子局

3 淡路市デジタル防災行政無線システム 兵庫県 公官庁 防災行政無線設備同報系システムデジタル化整備工事 親局・中継局・子局

4 羽曳野市防災行政無線（同報系）デジタル化整備工事 大阪府 公官庁 防災行政無線設備同報系システムデジタル化整備工事 親局・中継局・子局

5 警察移動無線車載無線機搭載工事 和歌山県 公官庁 車載無線機搭載工事 県警車両２３０台

6 弁天町駅誘導無線電話基地局装置製作据付工事 大阪府 民間 誘導無線電話基地局装置製作据付工事 地上無線装置移設

7 塚本小学校外３校情報設備工事 大阪府 公官庁 情報設備工事 4校設備新設一式

8 玉造小学校外１校情報設備工事 大阪府 公官庁 情報設備工事 2校設備新設一式

9 芦屋市防災行政無線改良工事 兵庫県 公官庁 防災行政無線設備同報系システムデジタル化整備工事 子局

10 ホテル浦島ビル共聴設備改修工事 和歌山県 民間 館内テレビ共聴設備改修工事 テレビ共聴改修

11 空港第2ビル駅ホーム柵簡易連携システム新設工事 岡山県 民間 連携システム新設工事

12 大阪府営羽曳野古市第２期中層・高層住宅テレビ電波調査 大阪府 公官庁 テレビ電波調査

13 ソフトバンク屋外FY17RAN_PJ基地局工事　IMT芦屋南宮 兵庫県 民間 携帯電話基地局改修工事

14 ミカサ商事テレビ電波障害施設撤去工事 大阪府 民間 テレビ電波障害施設撤去工事

15 有田海南道路に伴うテレビ電波測定調査 和歌山県 公官庁 テレビ電波測定調査

工　事　経　歴　書


