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＜独立行政法人の契約に係る情報の公表（公表様式）＞

再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

競争入札 パソコンのリース（新規）：18式 平成23年8月4日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

2,046,240 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上

競争入札 ２次系ナトリウム漏えい検出設備等点検：1式 平成23年8月5日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

51,240,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札
ITER用ジャイロトロン用電源システムの最適
化検討：1式

平成23年8月5日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

11,497,500 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札 JT-60SA用NBI装置用電源機器の改造：1式 平成23年8月5日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

12,390,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札
プリンタ（カラー複合機）のリース（新規リー
ス）：1式

平成23年8月8日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

957,600 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上

競争入札
平成23年度J-PARCセンター放射線エリアモ
ニタの定期保守点検業務：1式

平成23年8月8日
（特財）放射線計測協
会

茨城県那珂郡東海村白方
白根２－４

2,236,500 2人
専務理事
監事

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　放射線管理部長
監事

165,288
1/3以上1/2

未満
一者応札

競争入札
放射性廃棄物処理設備及び燃取設備点検：
1式

平成23年8月8日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

87,780,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 屋外設備機器等点検：1式 平成23年8月10日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

52,500,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 平成23年度　計器類の点検調整：1式 平成23年8月11日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

1,312,500 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,873,086 2/3以上

競争入札
研究施設等廃棄物に関する収集情報の分
析：1式

平成23年8月11日
（特財）原子力研究
バックエンド推進セン
ター

東京都港区虎ノ門１－７－
６　升本ビル３階

15,855,000 1人 専務理事 核燃料サイクル技術開発部門長 57,924
1/3以上1/2

未満

随意契約 計量分析に関するデータ評価作業：1式 平成23年8月11日 （株）ペスコ
東京都港区東新橋２－５
－１２

2,399,250 2人
取締役
取締役

敦賀本部高速増殖炉研究開発センター
上級技術主席
敦賀本部　経営企画部　技術主席

597,754 2/3以上
一者応募
公募

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）を踏まえ、次の要件に該当する契約先について、契約先の協力を得て、各契約ごとに、当機構OBの再就職に係る情報及び当機構と
の取引に係る情報を公表するものです。

　（公表対象の要件）
　　①当機構の役員経験者が再就職している、又は当機構の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。
　　②総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が３分の１以上である。

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札
Ｂ－原子炉補機冷却海水ポンプ点検部品の
購入：1式

平成23年8月11日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

5,985,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札 Linuxサーバー用OSライセンス等の購入：1式 平成23年8月11日 （株）ＮＥＳＩ 福井県敦賀市白木２－１ 2,698,500 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札
ITER NBI用高電圧ブッシングの構造解析作
業：1式

平成23年8月12日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

3,349,500 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上

競争入札
開閉所内緊急対策用ケーブル繋ぎ込み対
策：1式

平成23年8月18日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

3,129,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札
原子炉補機冷却海水系凍結防止ヒータ他修
繕：1式

平成23年8月18日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

8,169,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 ミキサセトラ試験に係る業務：1式 平成23年8月22日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県ひたちなか市足崎
西原１４７６－１９

25,019,400 1人 代表取締役社長
敦賀本部原子炉廃止措置研究開発セン
ター所長

3,123,332 2/3以上

競争入札 出入管理装置部品交換作業：1式 平成23年8月22日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

4,200,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札 ＮＳＲＲ受変電設備点検作業：1式 平成23年8月24日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

1,417,500 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札 照射済み燃料を用いたMA回収試験：1式 平成23年8月24日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

3,798,900 4人

代表取締役社長
取締役青森事業所長
取締役業務統括本部
長
取締役大洗事業所長

大洗研究開発センター　副所長
核燃料サイクル工学研究所　再処理技
術開発センター　技術主席
大洗研究開発センター　安全管理部長
大洗研究開発センター　環境保全部
技術主席

3,656,138 2/3以上

競争入札
測定理論構築のための厳密体系によるγ線
到達確率解析：1式

平成23年8月24日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

2,394,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

競争入札 放射性廃棄物の核種分析作業：1式 平成23年8月24日 （株）ペスコ
東京都港区東新橋２－５
－１２

22,050,000 2人
取締役
取締役

敦賀本部高速増殖炉研究開発センター
上級技術主席
敦賀本部　経営企画部　技術主席

597,754 2/3以上

競争入札
ＪＲＲ－３施設２次冷却系配管の補修等作
業：1式

平成23年8月25日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

6,825,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,873,086 2/3以上 一者応札
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札 白金族元素の分離・回収試験：1式 平成23年8月25日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

3,798,900 4人

代表取締役社長
取締役青森事業所長
取締役業務統括本部
長
取締役大洗事業所長

大洗研究開発センター　副所長
核燃料サイクル工学研究所　再処理技
術開発センター　技術主席
大洗研究開発センター　安全管理部長
大洗研究開発センター　環境保全部
技術主席

3,656,138 2/3以上

競争入札 デウォータリング設備定期点検他作業：1式 平成23年8月25日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

2,835,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 碍子洗浄設備点検：1式 平成23年8月25日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

16,170,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 取水口スクリーン設備点検（計装分）：1式 平成23年8月26日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

6,300,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 クレーン設備定期点検：1式 平成23年8月26日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

13,125,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札
ＩＴＥＲ－ＴＦコイル導体品質検査用冷凍機制
御弁調整作業：1式

平成23年8月26日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

1,260,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,873,086 2/3以上

随意契約 核物質防護設備保守点検作業：1式 平成23年8月29日
（株）原子力セキュリ
ティサービス

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

8,347,500 2人
代表取締役社長
常務取締役

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　保安管理部　上級技術主席
財務部　経理課長

1,135,050 2/3以上

随意契約 緊急時環境試料の核種分析業務：1式 平成23年8月29日 エイ・ティ・エス（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

2,709,000 2人
代表取締役
取締役営業部長

契約部長
大洗研究開発センター　燃料材料試験
部　主幹

279,943
1/2以上2/3

未満
不落随契

競争入札
IFERC CSCサポートスタッフ用パソコンの購
入：1式

平成23年8月29日 （株）ＮＥＳＩ
青森県上北郡六ヶ所村大
字尾駮字野附１－３５

2,884,350 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札 Intra-Martシステム適用ガイドの作成：1式 平成23年8月30日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県ひたちなか市新光
町３８

2,604,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札 コンテナの製作：1式 平成23年8月30日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県ひたちなか市足崎
西原１４７６－１９

6,699,000 1人 代表取締役社長
敦賀本部原子炉廃止措置研究開発セン
ター所長

3,123,332 2/3以上

競争入札 ミニミキサセトラ試験に係る分析業務：1式 平成23年8月30日 （株）アセンド
茨城県那珂郡東海村大字
村松３１１５－６

13,781,250 4人

代表取締役社長
取締役
取締役
相談役

研究技術情報部長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　上席参事
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　工務技術室長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所長

2,467,079 2/3以上
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札
平成23年度　空調換気設備等の定期保守点
検：1式

平成23年8月31日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

2,026,500 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,873,086 2/3以上

競争入札 情報共有機器等の賃貸借（3）：1式 平成23年8月31日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

5,061,420 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上

競争入札 図形処理システムの賃貸借（その49）：1式 平成23年8月31日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

805,140 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上

随意契約
冷却系機器開発試験施設の運転条件・運転
法に関する検討作業：1式

平成23年8月31日 （株）アセンド
茨城県那珂郡東海村大字
村松３１１５－６

10,815,000 4人

代表取締役社長
取締役
取締役
相談役

研究技術情報部長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　上席参事
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　工務技術室長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所長

2,467,079 2/3以上 不落随契

競争入札 試験片の加工及び機械特性測定作業：1式 平成23年8月31日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

26,145,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札 Ａ・Ｂ復水器等の解体撤去作業：1式 平成23年8月31日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

187,950,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札 アルゴンガス、窒素ガス供給設備点検：1式 平成23年9月1日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

24,780,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札
排気筒モニタサンプリング配管の保温材の
補修作業：1式

平成23年9月1日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

1,407,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 硫酸第一鉄注入装置Ａ・Ｂ定例点検：1式 平成23年9月1日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

5,964,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札
第二アスファルト固化体貯蔵施設セル内搬
送装置の点検・補修：1式

平成23年9月2日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県ひたちなか市足崎
西原１４７６－１９

2,499,000 1人 代表取締役社長
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長

3,123,332 2/3以上

随意契約
自然循環崩壊熱除去　ナトリウム試験装置
運転に係る作業：1式

平成23年9月2日 （株）アセンド
茨城県那珂郡東海村大字
村松３１１５－６

8,715,000 4人

代表取締役社長
取締役
取締役
相談役

研究技術情報部長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　上席参事
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　工務技術室長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所長

2,467,079 2/3以上 不落随契



5

再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札 技術計算ソフトウエアの購入：1式 平成23年9月5日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県ひたちなか市新光
町３８

5,932,500 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上 一者応札

競争入札
航空機サーベイ用データ転送用サーバー及
びノートパソコンの購入：1式

平成23年9月5日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県ひたちなか市新光
町３８

2,667,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上 一者応札

競争入札 H23-9　パーソナルコンピュータのリース：1式 平成23年9月5日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

1,568,304 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上

競争入札 構内研究施設前期誘導灯点検作業：1式 平成23年9月5日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

1,260,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札 ＪＭＴＲ放射線管理監視装置の更新：1式 平成23年9月5日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

11,865,000 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上

競争入札 福島支援業務用パソコンの購入：1式 平成23年9月7日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

3,074,400 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上

競争入札
セルボックス内試験機器等の解体撤去に係
る調査、検討：1式

平成23年9月7日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県ひたちなか市足崎
西原１４７６－１９

2,992,500 1人 代表取締役社長
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長

3,123,332 2/3以上

競争入札
CSC大型計算機システム利用者支援業務：1
式

平成23年9月7日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

29,925,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

随意契約
モックアップ試験室建家の南北方向の共同
溝及び汚染土壌の撤去作業：1式

平成23年9月8日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

49,350,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,873,086 2/3以上 不落随契

競争入札
環境中の放射性核種に対する外部被ばく線
量換算係数計算用PCクラスタシステムの購
入：1式

平成23年9月8日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

1,827,000 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上 一者応札

随意契約
冷却水配管交換及び伸縮継手点検保守：1
式

平成23年9月8日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

3,937,500 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上 不落随契



6

再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札
大洗わくわく科学館の運営管理業務（下期）：
1式

平成23年9月8日 （株）ペスコ
東京都港区東新橋２－５
－１２

21,987,000 2人
取締役
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　上級技術主席
敦賀本部　経営企画部　技術主席

597,754 2/3以上 一者応札

競争入札 JT-60建屋分電盤保安点検：1式 平成23年9月8日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

1,575,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

随意契約
軸対称磁気流体コードTSCを用いたITER放
電シミュレーション：1式

平成23年9月9日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

7,476,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上 不落随契

競争入札 計算機の購入：1式 平成23年9月12日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

2,142,000 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上

競争入札
入射陽子ビーム系冷却水設備20系排水移送
設備の遠隔化：1式

平成23年9月13日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

4,882,500 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

随意契約 ラビットの組立作業：1式 平成23年9月13日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

4,410,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,873,086 2/3以上 不落随契

競争入札 高圧受電盤点検作業：1式 平成23年9月14日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

1,879,500 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,873,086 2/3以上

随意契約 映像放送受信設備更新：1式 平成23年9月14日
（株）原子力セキュリ
ティサービス

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

1,575,000 2人
代表取締役社長
常務取締役

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　保安管理部　上級技術主席
財務部　経理課長

1,135,050 2/3以上 不落随契

競争入札 原子力施設用燈火等の点検：1式 平成23年9月14日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

4,725,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札
使用済燃料輸送容器定期自主検査（ＪＲＣ－
８０Ｙ－２０Ｔ型輸送容器）：1式

平成23年9月15日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

1,459,500 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,873,086 2/3以上



7

再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札
流動・減肉解析結果及びCADデータ登録と
GUI等のアップグレード作業：1式

平成23年9月15日 （株）ＮＥＳＩ 福井県敦賀市白木２－１ 8,400,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札
BA原型炉R&D棟トリチウム実験装置用電源
盤の製作：1式

平成23年9月15日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

6,772,500 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,873,086 2/3以上

競争入札
原子力施設の仮想振動台実験のための一
次冷却設備内部構造のデータ作成：1式

平成23年9月16日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

8,977,500 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上 一者応札

競争入札
アスファルト固化体貯蔵施設屋外梯子の更
新：1式

平成23年9月16日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県那珂郡東海村村松
４－３３

1,365,000 1人 代表取締役社長
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長

3,123,332 2/3以上

競争入札 厚生施設周辺の緑地管理作業：1式 平成23年9月16日 （株）アセンド
茨城県那珂郡東海村村松
４－３３

5,250,000 4人

代表取締役社長
取締役
取締役
相談役

研究技術情報部長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　上席参事
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　工務技術室長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所長

2,467,079 2/3以上

競争入札 高崎研用パケットキャプチャ装置の購入：1式 平成23年9月21日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

2,664,900 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上 一者応札

随意契約
J-PARCリニアック棟低圧分電盤等の点検作
業：1式

平成23年9月21日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

1,995,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上 不落随契

随意契約 PIE-SA型輸送容器の定期自主検査：1式 平成23年9月22日 エイ・ティ・エス（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

11,340,000 2人
代表取締役
取締役営業部長

契約部長
大洗研究開発センター　燃料材料試験
部　主幹

279,943
1/2以上2/3

未満
一者応募
公募

随意契約
ＵＦ６容器の健全性確認及び管理区域エリア
サーベイ：1式

平成23年9月26日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県ひたちなか市足崎
西原１４７６－１９

8,715,000 1人 代表取締役社長
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長

3,123,332 2/3以上 不落随契

競争入札 Windows搭載計算機の賃貸借(3)：1式 平成23年9月26日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

1,149,120 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上

競争入札
平成２３年度Ａ重油(第１種１号)売買単価契
約（第３四半期）：1式

平成23年9月27日
（株）原子力セキュリ
ティサービス

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

127,470,000 2人
代表取締役社長
常務取締役

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　保安管理部　上級技術主席
財務部　経理課長

1,135,050 2/3以上
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札 Kr施設指定扉の整備：1式 平成23年9月27日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県那珂郡東海村村松
４－３３

1,312,500 1人 代表取締役社長
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長

3,123,332 2/3以上

競争入札
燃料集合体内部ダクトを通じた溶融燃料流
出に関する試験解析作業：1式

平成23年9月27日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県東茨城郡大洗町成
田町４００２

4,998,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札 水・蒸気系中継端子箱交換作業：1式 平成23年9月27日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

1,281,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

随意契約 放射性固体廃棄物収容容器切断作業：1式 平成23年9月27日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

6,510,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上 不落随契

競争入札
グローブボックス№40の床固定部の補修作
業：1式

平成23年9月28日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県ひたちなか市足崎
西原１４７６－１９

2,457,000 1人 代表取締役社長
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長

3,123,332 2/3以上

競争入札
埋設施設の設置に向けた地点選定に用いる
情報整備：1式

平成23年9月29日
（特財）原子力研究
バックエンド推進セン
ター

茨城県那珂郡東海村豊白
１－３－３７

9,975,000 1人 専務理事
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル技術開発部門長

57,924
1/3以上1/2

未満

競争入札
確証改良溶融炉試験及び関連工事に係わる
保安管理業務：1式

平成23年9月29日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

27,300,000 4人

代表取締役社長
取締役青森事業所長
取締役業務統括本部
長
取締役大洗事業所長

大洗研究開発センター　副所長
核燃料サイクル工学研究所　再処理技
術開発センター　技術主席
大洗研究開発センター　安全管理部長
大洗研究開発センター　環境保全部
技術主席

3,656,138 2/3以上

随意契約 緊急時環境試料の核種分析業務：1式 平成23年9月29日 エイ・ティ・エス（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

2,719,500 2人
代表取締役
取締役営業部長

契約部長
大洗研究開発センター　燃料材料試験
部　主幹

279,943
1/2以上2/3

未満
不落随契

競争入札
BA原型炉R&D棟トリチウム水試料採取装置
の製作・組み立て作業：1式

平成23年9月29日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

7,854,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,873,086 2/3以上

競争入札
東南アジア地域における原子力人材データ
収集調査に係る業務：1式

平成23年9月30日
（特財）放射線利用振
興協会

茨城県那珂郡東海村白方
白根２－４

1,564,500 1人 専務理事
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　副所長

454,669 2/3以上

競争入札
福島住民の内部被ばく測定対応に係る作
業：1式

平成23年9月30日 （株）アセンド
茨城県那珂郡東海村大字
村松３１１５－６

14,490,000 4人

代表取締役社長
取締役
取締役
相談役

研究技術情報部長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　上席参事
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　工務技術室長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所長

2,467,079 2/3以上



9

再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

随意契約
福島県民健康管理調査に伴うホールボディ
カウンタ検査に関する問合せ対応作業：1式

平成23年9月30日 （株）ペスコ
東京都港区東新橋２－５
－１２

3,990,000 2人
取締役
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　上級技術主席
敦賀本部　経営企画部　技術主席

597,754 2/3以上 不落随契

競争入札 パソコン&プリンタのリース [新規リース]：1式 平成23年9月30日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

805,140 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上

随意契約 北地区ＣＡＳ核物質防護設備の更新：1式 平成23年9月30日
（株）原子力セキュリ
ティサービス

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

14,910,000 2人
代表取締役社長
常務取締役

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　保安管理部　上級技術主席
財務部　経理課長

1,135,050 2/3以上
一者応募
公募

競争入札 デスクトップパソコンのリース：1式 平成23年9月30日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

1,156,680 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上

競争入札 計算機シミュレーション解析作業：1式 平成23年9月30日 （株）ＮＥＳＩ 福井県敦賀市白木２－１ 9,975,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札 ABAQUSライセンスの購入：12式 平成23年10月3日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

2,026,500 1人 取締役総務部長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長

1,623,420 2/3以上 一者応札

競争入札 焼却設備補助排風機部品の購入：1式 平成23年10月6日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

2,992,500 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札 フラッシュタンク出口圧力計装配管交換：1式 平成23年10月6日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

2,467,500 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札 ラドタンク開放点検作業：1式 平成23年10月6日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

8,295,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札
国際センターネットワークスイッチの更新：1
式

平成23年10月6日 （株）ＮＥＳＩ 福井県敦賀市白木２－１ 3,360,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札
技術展開活動成果データ集約管理システム
の構築：1式

平成23年10月6日 （株）ＮＥＳＩ 福井県敦賀市白木２－１ 3,675,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札
詳細二相流解析コードTPFITの加速度付加
解析機能の改良：1式

平成23年10月11日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

4,515,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札
液体・固体廃棄物処理設備定期点検作業：1
式

平成23年10月12日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

36,750,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札 漏えい監視用ＩＴＶ設備点検：1式 平成23年10月12日 （株）ペスコ
東京都港区東新橋２－５
－１２

12,075,000 2人
取締役
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　上級技術主席
敦賀本部　経営企画部　技術主席

597,754 2/3以上

競争入札
非常用炉心冷却系配管模擬配管の製作：1
式

平成23年10月14日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

8,925,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上 一者応札

競争入札 廃棄体評価に係る分析データ整備作業：1式 平成23年10月17日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

7,560,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上

競争入札 ＭＭＦ建屋内壁等の補修作業：1式 平成23年10月18日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

2,310,000 4人

代表取締役社長
取締役青森事業所長
取締役業務統括本部
長
取締役大洗事業所長

大洗研究開発センター　副所長
核燃料サイクル工学研究所　再処理技
術開発センター　技術主席
大洗研究開発センター　安全管理部長
大洗研究開発センター　環境保全部
技術主席

3,656,138 2/3以上

随意契約 高周波工学試験装置定期点検作業：1式 平成23年10月18日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

3,990,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上 不落随契

競争入札 グローブボックスの設計，製作及び据付：1式 平成23年10月21日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県ひたちなか市足崎
西原１４７６－１９

49,875,000 2人
代表取締役社長
環境事業部長

敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　副所長

3,123,332 2/3以上

競争入札
原子力材料シミュレーション用高精度周波数
展開ルーチンの開発：1式

平成23年10月21日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

1,464,750 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

競争入札
J-PARC中性子ビームシャッター及び陽子
ビーム輸送機器の保守作業：1式

平成23年10月21日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

1,449,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札 コリメータ予備遮蔽体の製作：1式 平成23年10月25日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

7,245,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上 一者応札

競争入札 技術資料作成用パソコンの購入：1式 平成23年10月26日 （株）ＮＥＳＩ 福井県敦賀市白木２－１ 4,561,200 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札 増強設備用ボイラー性能検査：1式 平成23年10月28日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

1,995,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札
SG音響測定用加速度センサー及び接続
ケーブルの購入：1式

平成23年10月28日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

3,034,500 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 居室セキュリティシステムの構築：1式 平成23年10月31日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

7,455,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札 情報セキュリティ用監視カメラの増設：1式 平成23年11月2日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県ひたちなか市新光
町３８

1,869,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札 トリチウムプロセスモニター定期点検：1式 平成23年11月4日
（特財）放射線計測協
会

茨城県那珂郡東海村白方
白根２－４

1,749,300 2人
専務理事
監事

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　放射線管理部長
監事

165,288
1/3以上1/2

未満

競争入札 パソコン等の賃貸借2：1式 平成23年11月4日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

1,156,680 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

競争入札
換排気運転条件に係る管理区域境界の補
修：1式

平成23年11月7日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

3,990,000 4人

代表取締役社長
取締役青森事業所長
取締役業務統括本部
長
取締役大洗事業所長

大洗研究開発センター　副所長
核燃料サイクル工学研究所　再処理技
術開発センター　技術主席
大洗研究開発センター　安全管理部長
大洗研究開発センター　環境保全部
技術主席

3,656,138 2/3以上

競争入札

誘導灯の更新工事
場所：福井県敦賀市白木2丁目1番地
期間：平成23年11月7日～平成24年2月29日
種別：電気工事

平成23年11月7日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

18,795,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 非常用ガス処理系点検作業：1式 平成23年11月7日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

13,597,500 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札
荷電変換フォイル観測系のメンテナンス作
業：1式

平成23年11月8日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

4,830,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上 一者応札

競争入札 使用器材処理票管理システムの再構築：1式 平成23年11月9日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県那珂郡東海村村松
４－３３

13,965,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札
原子炉格納容器ポーラクレーン旋回電動機
交換他作業：1式

平成23年11月9日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

11,655,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札
原子力人材育成ネットワークの広報に係る
可視化適用システム事例調査、製作及び試
行：1式

平成23年11月10日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県ひたちなか市新光
町３８

4,095,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札 焼却設備定期点検：1式 平成23年11月10日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

12,547,500 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

随意契約 ＨＥＰＡフィルターの購入：1式 平成23年11月10日 エイ・ティ・エス（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

4,672,500 2人
代表取締役
取締役営業部長

契約部長
大洗研究開発センター　燃料材料試験
部　主幹

279,943
1/2以上2/3

未満
不落随契

競争入札 第2倉庫重量棚の設置：1式 平成23年11月10日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

4,830,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

随意契約 重水ⅡⅢトリチウム系冷凍機点検：1式 平成23年11月11日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

7,350,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上 不落随契

競争入札
ＶＲ（バーチャル・リアリティ）訓練環境整備の
ための備品製作と据付：1式

平成23年11月14日
（株）原子力セキュリ
ティサービス

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

7,362,600 3人
代表取締役社長
常務取締役
顧問

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　保安管理部　上級技術主席
財務部　経理課長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　副所長

776,714 2/3以上 一者応札

競争入札 補助蒸気設備等低圧電動機点検：1式 平成23年11月14日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

6,825,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 BA原型炉熱流動解析ソフトの購入：1式 平成23年11月14日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

2,205,000 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

競争入札
Windows Server CALのアシュアランス更新：
1式

平成23年11月15日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県那珂郡東海村村松
４－３３

2,104,410 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札
β・γ焼却装置回転機器類保守点検作業：1
式

平成23年11月15日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

3,465,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上

競争入札 北門断線センサー他の移設作業：1式 平成23年11月15日
（株）原子力セキュリ
ティサービス

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

1,711,500 3人
代表取締役社長
常務取締役
顧問

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　保安管理部　上級技術主席
財務部　経理課長
東海研究開発センター　原子力科学研
究所　副所長

776,714 2/3以上
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札
IFMIF/EVEDA加速器制御系　制御用信号
ケーブルの敷設：1式

平成23年11月15日 （株）ＮＥＳＩ
青森県上北郡六ヶ所村大
字尾駮字野附１－３５

4,725,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札 ＪＲＲ－２排気筒の躯体健全性調査：1式 平成23年11月16日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

2,782,500 4人

代表取締役社長
取締役青森事業所長
取締役業務統括本部
長
取締役大洗事業所長

大洗研究開発センター　副所長
核燃料サイクル工学研究所　再処理技
術開発センター　技術主席
大洗研究開発センター　安全管理部長
大洗研究開発センター　環境保全部
技術主席

3,656,138 2/3以上

競争入札 圧力容器用架台修理作業：1式 平成23年11月16日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

14,490,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上

随意契約
福島県内における除染モデル実証事業推進
のためのスクリーニング拠点運営業務：1式

平成23年11月18日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県ひたちなか市足崎
西原１４７６－１９

286,650,000 2人
代表取締役社長
環境事業部長

敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　副所長

3,123,332 2/3以上 不落随契

競争入札
Ｂ－原子炉補機冷却海水ポンプ点検作業：1
式

平成23年11月18日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

10,972,500 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札
原子炉補機冷却海水系海水ポンプ屋外点検
設備の設置及び海水ポンプピット点検：1式

平成23年11月18日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

17,325,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札
JT-60超伝導化に伴うNBI装置の再据付に関
する検討：1式

平成23年11月18日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

1,470,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札
JT-60SA高周波加熱装置ジャイロトロン保護
装置の製作：1式

平成23年11月18日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

10,284,750 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

競争入札 高性能及び中性能フィルタ：1式 平成23年11月21日 エイ・ティ・エス（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

59,535,000 2人
代表取締役
取締役営業部長

契約部長
大洗研究開発センター　燃料材料試験
部　主幹

279,943
1/2以上2/3

未満

競争入札
平成23年度永年勤続者表彰賞品（旅行券）：
1式

平成23年11月22日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

8,610,000 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上 一者応札

随意契約 廃止措置文献情報システムの更新：1式 平成23年11月22日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

3,465,000 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上
不落随契
一者応札
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

随意契約
PIE-SA型輸送容器の設計変更安全解析：1
式

平成23年11月22日 エイ・ティ・エス（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

26,250,000 2人
代表取締役
取締役営業部長

契約部長
大洗研究開発センター　燃料材料試験
部　主幹

279,943
1/2以上2/3

未満
一者応募

公募

競争入札
詳細二相流解析コードTPFITによる流体加振
実験解析：1式

平成23年11月24日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

2,625,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

競争入札
軽水冷却スーパー高速炉の燃料集合体内
のクロスフロー量への流量の影響評価のた
めの解析作業：1式

平成23年11月24日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

2,310,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

競争入札
重水循環ポンプ用熱交換器CP除染後の状
況調査：1式

平成23年11月24日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

2,835,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札 ＦＣＡ模擬物質収納キャビネットの復旧：1式 平成23年11月25日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

5,235,300 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上

随意契約 ＩＶＴＭ引抜復旧後作業：1式 平成23年11月25日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

12,495,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上 不落随契

競争入札
負イオンソース部改良試験ケーブル敷設作
業：1式

平成23年11月25日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

3,444,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札
JT-60SA高周波加熱装置ジャイロトロン周辺
機器の製作及び据付：1式

平成23年11月25日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

14,700,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札 遮断器評価用試験機器：1式 平成23年11月25日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

1,596,000 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

随意契約 JLAN用SSL-VPN装置：1式 平成23年11月28日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

5,932,500 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上
不落随契
一者応札

競争入札 緊急時環境試料の核種分析業務：1式 平成23年11月28日 エイ・ティ・エス（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

2,415,000 2人
代表取締役
取締役営業部長

契約部長
大洗研究開発センター　燃料材料試験
部　主幹

279,943
1/2以上2/3

未満

競争入札
MOXバイパック燃料集合体の信頼性に係る
検討：1式

平成23年11月29日 （株）ペスコ
東京都港区東新橋２－５
－１２

1,995,000 2人
取締役
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　上級技術主席
敦賀本部　経営企画部　技術主席

597,754 2/3以上
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札 「もんじゅ」ＳＧ音響計据付作業：1式 平成23年11月29日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

4,515,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札
気体廃棄物処理系配管カバー製作・取付け
作業：1式

平成23年11月29日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

3,412,500 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

随意契約
福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物
質の第二次分布状況等に関する調査研究
一式

平成23年11月29日
財団法人放射線計測
協会

茨城県那珂郡東海村白方
字白根2-4

2,194,244  2人
専務理事
監事

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　放射線管理部長
監事

165,288
1/3以上1/2

未満

随意契約
輸送容器安全解析用計算コードの移設整備
作業：1式

平成23年11月30日 エイ・ティ・エス（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

4,830,000 2人
代表取締役
取締役営業部長

契約部長
大洗研究開発センター　燃料材料試験
部　主幹

279,943
1/2以上2/3

未満
一者応募

公募

競争入札
ISプロセス試験装置用電気設備定期点検作
業：1式

平成23年11月30日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

1,470,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上

競争入札
ITER NBI用超高電圧電源及び1MeV静電加
速器の解析作業：1式

平成23年12月2日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

3,349,500 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上 一者応札

競争入札
第２・第３荷電変換装置真空チャンバー交換
部品の製作：1式

平成23年12月5日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

95,550,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札 使用済燃料水中外観観察装置の製作：1式 平成23年12月5日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

9,975,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札 中央制御室等非常用電源設置：1式 平成23年12月5日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

5,848,500 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 大物搬入扉（DA5-97)補修他作業：1式 平成23年12月5日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

4,347,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 圧力開放蓋受け架台他補修作業：1式 平成23年12月5日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

4,935,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 ＡＥＧＩＳ基盤システムの運用・管理：1式 平成23年12月6日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

3,969,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札 燃料部材検査設備等の移設作業：1式 平成23年12月6日 エイ・ティ・エス（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

16,695,000 2人
代表取締役
取締役営業部長

契約部長
大洗研究開発センター　燃料材料試験
部　主幹

279,943
1/2以上2/3

未満

競争入札 人事情報システム　入力画面の改良：1式 平成23年12月7日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県ひたちなか市新光
町３８

1,890,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札
原科研ネットワーク接続認証サーバの購入：
1式

平成23年12月9日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

4,187,400 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上 一者応札

競争入札 MACアドレス認証サーバの購入：1式 平成23年12月9日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

3,990,000 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上 一者応札

競争入札 照射準備室ダクト撤去作業：1式 平成23年12月9日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

2,047,500 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上

競争入札
ファイルサーバ用ＨＤＤのデータ復旧作業：1
式

平成23年12月9日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県ひたちなか市新光
町３８

1,244,250 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上 一者応札

競争入札
拡張型電磁流体コードの並列化及び動作特
性調査：1式

平成23年12月9日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

4,599,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

随意契約
汚染状況等調査のための試料採取等作業：
1式

平成23年12月13日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

4,987,500 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上 不落随契

競争入札 所内通信設備点検：1式 平成23年12月14日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

2,478,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 特殊扉用気密パッキン取替え作業：1式 平成23年12月14日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

2,079,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札
BA原型炉R&D棟トリチウム実験装置用ユー
ティリティ配管の製作：1式

平成23年12月14日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

4,935,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上

競争入札 能動粒子線装置用設備の解体・撤去：1式 平成23年12月15日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

19,740,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札
ディスラプション解析に向けたRMHD_4F_CYL
コードの並列化・性能評価・可視化：1式

平成23年12月16日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

4,620,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

競争入札
核融合炉への応用に向けた逃走電子軌道シ
ミュレーションの並列化及び並列化効率の評
価：1式

平成23年12月16日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

4,620,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

随意契約
HTTR核物質防護用特殊扉点検整備作業：1
式

平成23年12月16日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

3,885,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上
一者応募

公募

競争入札
原子炉格納容器アニュラスシール点検作業：
1式

平成23年12月16日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

6,510,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 復水器伝熱管等点検：1式 平成23年12月16日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

23,730,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札
安全性の向上のための炉心設計解析に係る
作業：1式

平成23年12月19日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県ひたちなか市新光
町３８

2,362,500 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札 トリチウム除去用除湿機の設置：1式 平成23年12月19日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

22,260,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札
原型炉プラズマ核燃焼制御解析コード
ATLAS の開発：1式

平成23年12月19日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

3,769,500 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

競争入札 サーバー及びソフト開発用機器：1式 平成23年12月20日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

10,497,900 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

随意契約
原子力施設全体の挙動解析のための三次
元仮想振動台における流体解析機能の高度
化：1式

平成23年12月21日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

4,200,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上
不落随契
一者応札

競争入札
原子力施設全体の挙動解析用モデルのＶ＆
Ｖ：1式

平成23年12月21日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

2,572,500 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

競争入札
原子力施設全体の挙動解析のための仮想
振動台実験結果可視化作業：1式

平成23年12月21日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

2,572,500 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札 テレメータデータ公開装置の高度化：1式 平成23年12月21日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県那珂郡東海村村松
４－３３

3,958,500 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札
物質情報3次元可視化装置遮蔽体遮蔽能評
価：1式

平成23年12月21日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

3,412,500 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

競争入札
システム計算科学センター研究成果公開シ
ステムの改修および運用・保守：1式

平成23年12月22日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

4,725,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

競争入札 H23-15 パソコンのリース：1式 平成23年12月22日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

1,504,440 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

競争入札
輸送管理用パソコンの賃貸借（新規リース）：
1式

平成23年12月22日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

1,859,760 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

随意契約 バグフィルタ設備及び送風機類の補修：1式 平成23年12月22日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県ひたちなか市足崎
西原１４７６－１９

9,492,000 2人
代表取締役社長
環境事業部長

敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　副所長

3,123,332 2/3以上 不落随契

競争入札
地震耐力予測シミュレーションの柏ネットワー
ク環境におけるグリッド連携作業の実施：1式

平成23年12月26日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

2,289,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

随意契約
三次元仮想振動台プロトタイプコードのベン
チマーク作業：1式

平成23年12月26日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

4,494,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上 不落随契

随意契約 焼却施設建屋内壁面等の補修：1式 平成23年12月27日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

6,814,500 4人

代表取締役社長
取締役青森事業所長
取締役業務統括本部
長
取締役大洗事業所長

大洗研究開発センター　副所長
核燃料サイクル工学研究所　再処理技
術開発センター　技術主席
大洗研究開発センター　安全管理部長
大洗研究開発センター　環境保全部
技術主席

3,656,138 2/3以上 不落随契

競争入札
リスクメッセージ作成のための福島県におけ
る「放射線に関するご質問に答える会」の参
加者意見の解析評価：1式

平成23年12月27日 （株）ペスコ
東京都港区東新橋２－５
－１２

4,725,000 2人
取締役
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　上級技術主席
敦賀本部　経営企画部　技術主席

597,754 2/3以上 一者応札

競争入札
リスクメッセージ作成のためのWBC来訪者意
見解析評価（その２）：1式

平成23年12月27日 （株）ペスコ
東京都港区東新橋２－５
－１２

8,925,000 2人
取締役
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　上級技術主席
敦賀本部　経営企画部　技術主席

597,754 2/3以上 一者応札
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札 利用者支援サーバの導入：1式 平成23年12月27日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県ひたちなか市新光
町３８

1,837,500 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

随意契約
放射線物質・放射線取扱への正しい理解を
持った若手教育者のためのフォローアップ研
修対応作業：1式

平成23年12月27日 （株）ペスコ
東京都港区東新橋２－５
－１２

1,942,500 2人
取締役
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　上級技術主席
敦賀本部　経営企画部　技術主席

597,754 2/3以上 不落随契

競争入札
OFMCコードの非定常化基本アルゴリズムの
開発：1式

平成23年12月27日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

3,675,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札
もんじゅ安全性に関する総合評価の耐震に
係る評価・結果等の整理作業：1式

平成23年12月28日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

4,935,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札
原子力防災情報データベースシステムで用
いる地図情報の購入：1式

平成24年1月6日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県ひたちなか市新光
町３８

4,935,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上 一者応札

随意契約 災害時における緊急作業体制の整備：1式 平成24年1月10日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

6,510,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上 不落随契

競争入札
研究施設等廃棄物・廃棄体の輸送に関する
ロードマップ作成等：1式

平成24年1月11日 エイ・ティ・エス（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

5,460,000 2人
代表取締役
取締役営業部長

契約部長
大洗研究開発センター　燃料材料試験
部　主幹

279,943
1/2以上2/3

未満

随意契約
ガス冷却塔用冷却水設備及び誘引送風機入
口ダンパ等の補修：1式

平成24年1月12日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県ひたちなか市足崎
西原１４７６－１９

8,568,000 2人
代表取締役社長
取締役事業展開部長

敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　副所長

3,123,332 2/3以上 不落随契

随意契約
ITERポロイダル偏光計測装置用レトロリフレ
クターの試作：1式

平成24年1月12日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

7,455,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上 不落随契

競争入札
３GeVシンクロトロン制御用UPS予備品の購
入：1式

平成24年1月17日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

4,147,500 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

競争入札
Windows PC 及び計算・データサーバの賃貸
借：1式

平成24年1月17日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

3,287,844 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

競争入札 NIMモジュールの製作：1式 平成24年1月18日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

10,972,500 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上 一者応札
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競争入札 中性能フィルタの購入：1式 平成24年1月18日 エイ・ティ・エス（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

13,996,500 2人
代表取締役
取締役営業部長

契約部長
大洗研究開発センター　燃料材料試験
部　主幹

279,943
1/2以上2/3

未満

競争入札 N-NBI高周波整流器用変圧器の補修：1式 平成24年1月18日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

4,935,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

随意契約
CPF脱硝・転換装置及びグローブボックスの
製作・据付：1式

平成24年1月19日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県ひたちなか市足崎
西原１４７６－１９

95,550,000 2人
代表取締役社長
取締役事業展開部長

敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　副所長

3,123,332 2/3以上
不落随契
一者応札

競争入札
廃棄体化に係る分析技術の開発に関する作
業：1式

平成24年1月20日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

1,522,500 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上

競争入札 非常用ガス処理系用交換部品の購入：1式 平成24年1月20日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

3,885,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札
JT-60本体室貫通口内導波管等の放射化機
器解体保管作業：1式

平成24年1月20日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

32,025,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札 ルーツ型ブロワ：2台 平成24年1月24日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

2,341,500 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上

競争入札 制御用シミュレータ盤の製作：1式 平成24年1月24日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

11,497,500 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争入札
原子力教育大学連携ネットワーク遠隔教育
システムの増設：1式

平成24年1月25日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県ひたちなか市新光
町３８

6,510,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札 B-プール水冷却循環ポンプ点検作業：1式 平成24年1月26日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

3,990,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札
B-プール水冷却循環ポンプ用電動機点検作
業：1式

平成24年1月26日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

1,575,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

随意契約 爆発物探知装置の点検：1式 平成24年1月27日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

2,992,500 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上 不落随契
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合
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契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争入札
燃料棒群特性試験部圧力容器開放点検作
業：1式

平成24年1月27日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

3,990,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上

競争入札 予備焼結設備制御用計算機等の購入：1式 平成24年1月31日 （株）ＮＥＳＩ
茨城県ひたちなか市新光
町３８

1,554,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

競争入札 MMF建屋外壁等の補修作業：1式 平成24年1月31日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

2,677,500 4人

代表取締役社長
取締役青森事業所長
取締役業務統括本部
長
取締役大洗事業所長

大洗研究開発センター　副所長
核燃料サイクル工学研究所　再処理技
術開発センター　技術主席
大洗研究開発センター　安全管理部長
大洗研究開発センター　環境保全部
技術主席

3,656,138 2/3以上

競争入札
ＤＧ屋外燃料貯蔵タンク基礎ボルト防食材補
修：1式

平成24年1月31日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

4,935,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

競争入札 EPD携帯チェックゲートの購入：1台 平成24年1月31日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

2,814,000 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

競争入札 管理区域用つなぎ服等の製作：1式 平成24年1月31日 （株）ＴＡＳ
福井県敦賀市昭和町２－
２－２２

2,992,500 2人
代表取締役社長
担当役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　所長代理
敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター　管理課　技術主幹

1,597,762 2/3以上

随意契約
短パルス管電源用遮断器のIGBTディバイス
交換作業：1式

平成24年2月1日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

1,522,500 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上 不落随契

競争入札
ＮＳＲＲ排気筒構造躯体の詳細調査設計業
務：1式

平成24年2月3日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

4,599,000 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上

競争入札 分析試料の運搬：1式 平成24年2月6日 エイ・ティ・エス（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

1,155,000 2人
代表取締役
取締役営業部長

契約部長
大洗研究開発センター　燃料材料試験
部　主幹

279,943
1/2以上2/3

未満

競争入札 パソコン等の賃貸借[１１－１]（新規ﾘｰｽ)：1式 平成24年2月7日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

1,703,520 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

随意契約 スプレー塔耐火物の製作：1式 平成24年2月7日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県ひたちなか市足崎
西原１４７６－１９

3,780,000 2人
代表取締役社長
取締役事業展開部長

敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　副所長

3,123,332 2/3以上
不落随契
一者応札
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日
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競争入札 作業管理事務所電力積算装置の購入：1式 平成24年2月7日
高速炉技術サービス
（株）

福井県敦賀市中央町２－
２－２

1,638,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　高速増殖炉研究開発セン
ター　もんじゅ開発部長
敦賀本部　業務統括部　技術主席

3,249,243 2/3以上

随意契約
ＮＳＲＲ原子炉棟内部構造躯体詳細調査設
計業務：1式

平成24年2月16日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

7,717,500 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上 不落随契

競争入札
放射性廃棄物情報管理システムに係る核燃
料物質情報他の追加整備：1式

平成24年2月17日
（特財）高度情報科学
技術研究機構

茨城県那珂郡東海村大字
白方字白根２－４

6,132,000 3人
会長
理事長
理事

特別顧問
那珂核融合研究所長、核融合研究開発
部門長
安全研究センター長

486,716 2/3以上

競争入札 既存設備の撤去及び跡地の整備：1式 平成24年2月20日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

1,344,000 4人

代表取締役社長
取締役青森事業所長
取締役業務統括本部
長
取締役大洗事業所長

大洗研究開発センター　副所長
核燃料サイクル工学研究所　再処理技
術開発センター　技術主席
大洗研究開発センター　安全管理部長
大洗研究開発センター　環境保全部
技術主席

3,656,138 2/3以上

競争入札 MTF 排気系設備の安全点検・修理：1式 平成24年2月21日
原子力エンジニアリン
グ（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－２９

1,942,500 2人
常務取締役
取締役

東海研究開発センター　管理部　参事
大洗研究開発センター　照射試験炉セ
ンター　原子炉施設管理部　次長

1,721,203 2/3以上

競争入札
H23-13　パーソナルコンピュータのリース：1
式

平成24年2月29日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

1,190,700 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

競争入札 安全工学研究棟エレベーターの修理：1式 平成24年2月29日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

6,090,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上 一者応札

競争入札
放管業務用ワープロシステム(新規リース)：1
式

平成24年2月29日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

1,175,580 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

競争入札 設計支援システム入出力機のリース：1式 平成24年2月29日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

4,611,600 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

競争入札 情報共有機器等の賃貸借(5)：1式 平成24年2月29日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

5,859,000 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

競争契約 平成24年度複写機等レンタル契約：1式 平成24年3月1日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

130,947,084 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上
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再就職者
の人数

現在の職名 機構での最終職名 取引高（千円） 取引割合

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（当該契約が

一者応札・応募
であったか等）

契約方式の区
分

「競争入札
又は随意契

約」

工事の名称、場所、期間及び種別、
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

契約相手方の住所 契約金額(円）

競争契約
個別詳細モニタリング閲覧システム「ふるさ
と」用PCサーバ等の購入：1式

平成24年3月5日
（株）トータル・サポー
ト・システム

茨城県那珂郡東海村舟石
川駅西３－１０－１１

4,113,900 3人
取締役総務部長
常務取締役
取締役業務部長

東海研究開発センター　原子力科学研
究所　バックエンド技術部　業務課長
国際部長
東海研究開発センター　管理部　次長

1,323,133 2/3以上

競争契約 ITER原型YAGレーザー輸出用梱包作業：1式 平成24年3月6日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

2,887,500 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上

競争契約 主排気筒ダクトの補修：1式 平成24年3月7日
（株）Ｅ＆Ｅテクノサー
ビス

茨城県那珂郡東海村村松
４－３３

17,850,000 2人
代表取締役社長
取締役事業展開部長

敦賀本部　原子炉廃止措置研究開発セ
ンター所長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　副所長

3,123,332 2/3以上

競争契約 MMF建屋内柱梁等の補修作業：1式 平成24年3月7日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

4,683,000 4人

代表取締役社長
取締役青森事業所長
取締役業務統括本部
長
取締役大洗事業所長

大洗研究開発センター　副所長
核燃料サイクル工学研究所　再処理技
術開発センター　技術主席
大洗研究開発センター　安全管理部長
大洗研究開発センター　環境保全部
技術主席

3,656,138 2/3以上 一者応札

競争契約
ＲＥＴＦ試験棟　震災復旧作業に関する監理
業務：1式

平成24年3月21日 （株）アセンド
茨城県那珂郡東海村村松
３１１５－６

4,166,400 4人

代表取締役社長
取締役
取締役
相談役

研究技術情報部長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　上席参事
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所　工務技術室長
東海研究開発センター　核燃料サイク
ル工学研究所長

2,467,079 2/3以上

競争契約 ロボット用通信制御装置の製作：1式 平成24年3月22日 （株）ＮＥＳＩ
東京都台東区根岸１－２
－１７

2,100,000 2人
代表取締役社長
取締役

敦賀本部　経営企画部長
敦賀本部　参事

2,106,513 2/3以上

随意契約
ITERにおける高エネルギー粒子閉じ込めに
及ぼすELM 抑制コイルの影響評価：1式

平成24年3月29日
日本アドバンストテク
ノロジー（株）

茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－４５

2,856,000 4人

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

監事
大洗研究開発センター　副所長
核融合研究開発部門　研究主席
人事部　参事

1,814,165 2/3以上 不落随契

随意契約

23本部　東北地方太平洋沖地震に伴う震災
建築物被災度判定等調査業務（その７）
場所：茨城県水戸市五軒町1-4　他
期間：平成24年3月30日～平成委24年7月31
日
種別：建築関係設計業務

平成24年3月30日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

9,660,000 4人

代表取締役社長
取締役青森事業所長
取締役業務統括本部
長
取締役大洗事業所長

大洗研究開発センター　副所長
核燃料サイクル工学研究所　再処理技
術開発センター　技術主席
大洗研究開発センター　安全管理部長
大洗研究開発センター　環境保全部
技術主席

3,656,138 2/3以上 不落随契

競争契約

23本部　東北地方太平洋沖地震に伴う震災
建築物被災度判定等調査業務（その９）
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002
他
期間：平成24年3月30日～平成委24年7月31
日
種別：建築関係設計業務

平成24年3月30日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村松
字平原３１２９－３７

8,295,000 4人

代表取締役社長
取締役青森事業所長
取締役業務統括本部
長
取締役大洗事業所長

大洗研究開発センター　副所長
核燃料サイクル工学研究所　再処理技
術開発センター　技術主席
大洗研究開発センター　安全管理部長
大洗研究開発センター　環境保全部
技術主席

3,656,138 2/3以上

＜注＞
1 「当機構OBの再就職に係る情報」の各欄には、契約締結日時点の情報を掲載しています。
2
「当機構との取引に係る情報」の「取引高」欄には、契約締結時点での契約先の直近の事業年度における当機構との取引高を、「取引割合」欄には、当該事業年度における総売上高又は事業収入に占
める当機構との取引高の割合につき、1/3以上1/2未満、1/2以上2/3未満、または2/3以上のいずれに該当するかを掲載しています。
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