
工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無

アトムプラザ改修工事
場所：福井県敦賀市木崎65-20
期間：平成21年5月11日～平成21年6月26日
種別：建具

田那部　俊勝　敦賀本部
業務統括部長　福井県敦
賀市木崎65-20

平成21年5月11日 （株）堤サッシュ工業 福井県敦賀市木崎４－２３ 一般競争入札 無 3,055,500 2,992,500 97.94%

21原科研　大強度陽子加速器施設　仮設道路及
び仮設橋撤去他工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根２－４他
期間：平成21年6月4日～平成22年2月26日
種別：土木一式工事

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年6月4日 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－２
－３３

一般競争入札 無 94,447,500 82,740,000 87.60%

21核サ研　中間開閉所・第2中間開閉所地盤補強
工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４-３３
期間：平成21年6月10日～平成21年12月25日
種別：とび・土工・コンクリート

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年6月10日 日特建設（株）
東京都中央区明石町13-
18

一般競争入札 無 308,805,000 264,600,000 85.69%

「も」屋上ハッチ塗装改修工事
場所：福井県敦賀市白木２丁目1
期間：平成21年6月15日～平成21年10月30日
種別：塗装

田那部　俊勝　敦賀本部
業務統括部長　福井県敦
賀市木崎65-20

平成21年6月15日 （株）岡本ペンキ店
福井県敦賀市中央町２－
１１－３０

一般競争入札 無 9,954,000 8,820,000 88.61%

「も」排気筒支持構造改良に伴う地盤改良工事
場所：福井県敦賀市白木２丁目1
期間：平成21年6月18日～平成22年2月26日
種別：土木一式

田那部　俊勝　敦賀本部
業務統括部長　福井県敦
賀市木崎65-20

平成21年6月18日 （株）塩浜工業
福井県敦賀市観音町１２
－１

一般競争入札 無 30,009,000 28,875,000 96.22%

鏡野共同社宅Ｄ棟内装補修ほか工事
場所：岡山県苫田郡鏡野町竹田1150番地　鏡野
社宅
期間：平成21年6月19日～平成21年12月25日
種別：建築一式

黒沼　長助　人形峠環境
技術センター所長　岡山県
苫田郡鏡野町上齋原1550

平成21年6月19日 （株）日本旭東興業 岡山県岡山市浅越２１ 一般競争入札 無 7,133,700 5,145,000 72.12%

北門等周辺整備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年7月8日～平成22年2月26日
種別：建築工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年7月8日 （株）戸塚建設
茨城県水戸市平戸町６５６
－１

一般競争入札 無 16,033,500 15,750,000 98.23%

落札率 備考契約相手方の住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の有無） 予定価格 契約金額工事の名称、場所、期間及び種別
契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称
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夏海寮寮室改装（Ⅳ）工事
場所：大洗町大貫町1212-22(夏海寮）
期間：平成21年7月8日～平成21年10月30日
種別：建築工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年7月8日 （株）田口工務店
茨城県東茨城郡大洗町磯
浜町８２７－３

一般競争入札 無 4,599,000 4,095,000 89.04%

センター構内道路舗装補修及び区画線設置工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年7月8日～平成21年10月30日
種別：土木一式

黒沼　長助　人形峠環境
技術センター所長　岡山県
苫田郡鏡野町上齋原1550

平成21年7月8日 梶岡建設（株） 岡山県真庭市上市瀬１６６ 一般競争入札 無 4,231,500 3,045,000 71.96%

21大洗研　冷却系機器開発試験施設建家新築電
気設備工事
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002
期間：平成21年7月9日～平成23年11月30日
種別：電気

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年7月9日 川北電気工業（株）
愛知県名古屋市中区栄４
－６－２５

一般競争入札 有 893,130,000 656,250,000 73.48%

21大洗研　冷却系機器開発試験施設建家新築機
械設備工事
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002
期間：平成21年7月9日～平成23年11月30日
種別：管

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年7月9日 （株）テクノ菱和
東京都豊島区南大塚２－
２６－２０

一般競争入札 有 423,360,000 341,250,000 80.61%

「も」気象観測鉄塔塗装改修工事
場所：福井県敦賀市白木２丁目１
期間：平成21年7月15日～平成21年9月30日
種別：塗装

田那部　俊勝　敦賀本部
業務統括部長　福井県敦
賀市木崎65-20

平成21年7月15日 （株）三紅
福井県敦賀市木崎３６東
中道２－１

一般競争入札 無 6,678,000 5,460,000 81.76%

21那珂研　保管用地（1）及び保管用地（2）整備工
事
場所：茨城県那珂市向山801-1
期間：平成21年7月21日～平成21年10月30日
種別：土木一式

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年7月21日 （株）大須賀工務店
茨城県ひたちなか市相金
町１１－１

一般競争入札 無 52,636,500 31,290,000 59.45%

21原科研　阿漕ヶ浦既設ポンプ施設他解体撤去
工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松字阿漕ヶ浦
621番地他
期間：平成21年7月24日～平成22年1月29日
種別：土木一式

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年7月24日 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１－
１１－３１

一般競争入札 無 65,982,000 65,100,000 98.66%
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21大洗研　冷却系機器開発試験施設建家新築工
事
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002
期間：平成21年7月31日～平成23年11月30日
種別：建築一式

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年7月31日 前田建設工業（株）
東京都千代田区富士見二
丁目１０－２６

一般競争入札 有 4,273,500,000 3,024,000,000 70.76%
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旧図書館内装改修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４番地３３
期間：平成21年8月3日～平成22年1月20日
種別：建築

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年8月3日 （株）イチゲ電設
茨城県笠間市鯉渕６７３２
－６

一般競争入札 無 20,422,500 17,745,000 86.89%

第2UWSF消火栓ポンプ非常用電源供給工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４番地３３
期間：平成21年8月3日～平成22年1月27日
種別：電気

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年8月3日 （株）太陽防設
茨城県日立市多賀町５－
７－３

一般競争入札 無 3,925,950 3,141,600 80.02%

JT-60実験棟AC101空調機補修工事
場所：茨城県那珂市向山801番地の1
期間：平成21年8月5日～平成21年9月30日
種別：管工事

佐藤　隆司　那珂核融合
研究所管理部長　茨城県
那珂市向山801番地の1

平成21年8月5日 （株）テックワン 茨城県土浦市乙戸５－２３ 一般競争入札 無 3,632,895 2,625,000 72.26%

並榎住宅A棟屋上防水改修工事
場所：群馬県高崎市並榎町170-1
期間：平成21年8月7日～平成21年10月15日
種別：防水工

岡部　隆　高崎量子応用
研究所管理部長　群馬県
高崎市綿貫町1233番地

平成21年8月7日 （株）浜田屋
群馬県高崎市小八木町２
０２４－９

一般競争入札 無 5,995,500 3,045,000 50.79%

工学試験棟高層部屋根補修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４番地３３
期間：平成21年8月10日～平成22年1月29日
種別：建築

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年8月10日 （株）矢口
茨城県ひたちなか市表町
９－１

一般競争入札 無 9,954,000 8,253,000 82.91%

高場団地手摺補修その他工事
場所：茨城県ひたちなか市高場２０７６
期間：平成21年8月10日～平成21年12月21日
種別：建築

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年8月10日 （株）大栄建設
茨城県ひたちなか市中根
六ツ野４８１７－１３

一般競争入札 無 3,630,900 2,782,500 76.63%

旧第2〜6廃棄物倉庫解体撤去工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４番地３３
期間：平成21年8月11日～平成22年1月29日
種別：建築

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年8月11日 横建工業（株）
茨城県ひたちなか市元町
２－８

一般競争入札 無 31,510,500 16,800,000 53.32%
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浄水場5号ろ過池改修工事
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番
期間：平成21年8月11日～平成22年1月29日
種別：管工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年8月11日 大川設備工業（株）
茨城県東茨城郡大洗町大
貫町９５１０－６

一般競争入札 無 9,219,000 7,276,500 78.93%

ＤＣＡ解体材保管倉庫設置工事
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番
期間：平成21年8月11日～平成22年2月26日
種別：建築工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年8月11日 （株）大貫工務店
茨城県東茨城郡大洗町磯
浜町２４１０

一般競争入札 無 24,003,000 23,625,000 98.43%

ＪＭＴＲ機械室内装補修工事
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番
期間：平成21年8月11日～平成22年2月26日
種別：建築工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年8月11日 テクノジャパン（株）
茨城県那珂郡東海村村松
３３３１－４

一般競争入札 無 13,776,000 12,432,000 90.24%

21原科研開発試験室解体撤去工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年8月17日～平成22年2月26日
種別：建築工事

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年8月17日 大木建設（株）
茨城県常陸太田市岡田町
１５－３

一般競争入札 無 30,996,000 19,719,000 63.62%

柳沢住宅屋上防水他改修工事
場所：日本原子力研究開発機構　　柳沢住宅
期間：平成21年8月18日～平成21年11月30日
種別：建築工事

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年8月18日 小野建設（株）
東京都世田谷区池尻２－
１２－３

一般競争入札 無 14,448,000 13,965,000 96.66%

第２・第３研究棟ＬＡＮケーブル他敷設工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年8月18日～平成22年1月29日
種別：電気設備工事

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年8月18日 （株）太陽防設
茨城県日立市多賀町５－
７－３

一般競争入札 無 17,535,000 16,380,000 93.41%

事務１棟屋上防水改修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年8月18日～平成21年11月30日
種別：建築工事

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年8月18日 小野防水（株）
茨城県石岡市谷向町４－
２５

一般競争入札 無 9,691,500 6,169,800 63.66%
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JT-60実験棟放射線管理測定室実験盤設置工事
場所：茨城県那珂市向山801番地の1
期間：平成21年8月21日～平成22年1月29日
種別：電気工事

佐藤　隆司　那珂核融合
研究所管理部長　茨城県
那珂市向山801番地の1

平成21年8月21日 金沢産業（株）
茨城県日立市東金沢町３
－２１－３

一般競争入札 無 4,745,895 4,704,000 99.12%

「も」消火設備代替水源機械設備工事
場所：福井県敦賀市白木２丁目１
期間：平成21年8月25日～平成22年2月26日
種別：消防施設工事

田那部　俊勝　敦賀本部
業務統括部長　福井県敦
賀市木崎65-20

平成21年8月25日 東京防災設備（株）
東京都新宿区北新宿１－
８－１

一般競争入札 無 81,007,500 79,800,000 98.51%

21東海セ荒谷台住宅解体撤去工事
場所：日本原子力研究開発機構　第1荒谷台住宅
内
期間：平成21年8月27日～平成22年1月29日
種別：建築工事

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年8月27日 大木建設（株） 茨城県常陸太田市 一般競争入札 無 19,488,000 12,600,000 64.66%

21原科研冶金特別研究棟解体撤去工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年8月27日～平成22年2月26日
種別：建築工事

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年8月27日 （株）飯塚工務店
茨城県鉾田市安房１６７０
－３３

一般競争入札 無 22,890,000 15,435,000 67.43%

新・旧図書館屋上防水改修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年8月27日～平成21年11月30日
種別：建築工事

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年8月27日 植田防水工業（株）
茨城県水戸市八幡町１０
－７１

一般競争入札 無 17,902,500 14,595,000 81.52%

「も」ディーゼル建物外壁塗装改修工事
場所：福井県敦賀市白木２丁目１
期間：平成21年8月27日～平成22年1月29日
種別：建築一式

田那部　俊勝　敦賀本部
業務統括部長　福井県敦
賀市木崎65-20

平成21年8月27日 （株）塩浜工業
福井県敦賀市観音町１２
－１

一般競争入札 無 31,132,500 28,875,000 92.75%

「も」消火設備代替水源設置に伴う連絡階段等改
修工事
場所：福井県敦賀市白木２丁目１
期間：平成21年8月31日～平成22年2月13日
種別：土木

田那部　俊勝　敦賀本部
業務統括部長　福井県敦
賀市木崎65-20

平成21年8月31日 岸本建設（株）
福井県敦賀市堂４５－４－
１

一般競争入札 無 20,916,000 20,265,000 96.89%
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工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無

落札率 備考契約相手方の住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の有無） 予定価格 契約金額工事の名称、場所、期間及び種別
契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

21原科研　再処理試験室解体撤去工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年9月3日～平成22年3月30日
種別：建設工事

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年9月3日 ナカヤ建設（株）
茨城県水戸市杉崎町字宮
前９２６

一般競争入札 無 8,043,000 6,751,500 83.94%

21本部　保谷社宅屋上防水工事
場所：東京都西東京市柳沢6-9-17
期間：平成21年9月7日～平成21年12月25日
種別：建築一式

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年9月7日 中山技研（株）
茨城県土浦市永国７４８－
３

一般競争入札 無 12,978,000 9,030,000 69.58%

ＮＵＣＥＦ実験棟気体廃棄設備電磁接触器他更新
工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年9月10日～平成21年11月30日
種別：電気設備工事

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年9月10日 （株）国分電機
東京都品川区東五反田２
－７－１８

一般競争入札 無 4,903,500 4,830,000 98.50%

PWTF排気筒塗装補修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４番地３３
期間：平成21年9月10日～平成21年12月25日
種別：建築

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年9月10日 （有）創美社
茨城県日立市東滑川町３
－１６－５

一般競争入札 無 7,047,600 4,630,500 65.70%

FBR棟･構内食堂受変電設備接地改修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４番地３３
期間：平成21年9月10日～平成22年2月26日
種別：電気

高木　周二　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成21年9月10日 東陽電設（有）
茨城県那珂郡東海村大字
村松３３６２－３

一般競争入札 無 3,058,650 2,919,000 95.43%

21 本部 草加社宅受水槽更新工事
場所：埼玉県草加市吉町3-4-10
期間：平成21年9月18日～平成21年12月25日
種別：建築一式

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年9月18日 東京建設（株）
東京都千代田区神田小川
町２－１４

一般競争入札 無 3,318,000 2,938,425 88.56%

JMTR特定施設機械室屋根補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年9月18日～平成21年12月25日
種別：建築

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年9月18日 （有）田山工務店
茨城県東茨城郡大洗町大
貫町９６３－１

一般競争入札 無 17,881,500 14,017,500 78.39%
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工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無

落札率 備考契約相手方の住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の有無） 予定価格 契約金額工事の名称、場所、期間及び種別
契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

JMTR特定施設二次系ポンプ室屋根補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年9月18日～平成21年12月25日
種別：建築

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年9月18日 テクノジャパン（株）
茨城県那珂郡東海村村松
３３３１－４

一般競争入札 無 10,437,000 8,379,000 80.28%

科学と水の広場（仮称）整備工事
場所：大洗町港中央地先
期間：平成21年9月28日～平成22年2月26日
種別：土木

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年9月28日 （株）大貫工務店
茨城県東茨城郡大洗町磯
浜町２４１０

一般競争入札 無 49,014,000 47,250,000 96.40%

α一時格納庫他２棟排気ダクト塗装補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：：平成21年9月28日～平成21年11月20日
種別：塗装

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年9月28日 （株）丸川技研工業
茨城県石岡市大字石岡４
５４１－５

一般競争入札 無 3,496,500 2,058,000 58.86%

北受電所発電機起動盤機器更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年9月28日～平成22年2月26日
種別：電気

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年9月28日 （株）オカダ電機
茨城県東茨城郡大洗町磯
浜町１７０１－１

一般競争入札 無 3,349,500 3,255,000 97.18%

JT-60実験棟排気モニタ用変圧器盤設置工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年9月30日～平成22年1月29日
種別：電気工事

佐藤　隆司　那珂核融合
研究所管理部長　茨城県
那珂市向山801番地の1

平成21年9月30日 イガラシ電気工事（株）
茨城県日立市幸町２－９
－２

一般競争入札 無 3,706,395 2,877,000 77.62%

気象観測塔補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年10月5日～平成22年2月26日
種別：建築一式工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年10月5日 （株）田口工務店
茨城県東茨城郡大洗町磯
浜町８２７－３

一般競争入札 無 13,408,500 13,335,000 99.45%

阿漕ヶ浦クラブ本館アスベスト除去工事
場所：茨城県那珂郡東海村真砂山４－４５
期間：平成21年10月6日～平成22年2月26日
種別：建設工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年10月6日
（株）横浜オペレーショ
ン

神奈川県横浜市保土ヶ谷
区岩井町１－７

一般競争入札 無 11,581,500 10,261,618 88.60%
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工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無

落札率 備考契約相手方の住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価
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名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

CPF給気フィルタ室外壁補修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４番地３３
期間：平成21年10月9日～平成22年1月29日
種別：建築一式工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年10月9日 テクノジャパン（株）
茨城県那珂郡東海村村松
３３３１－４

一般競争入札 無 4,131,750 1,963,500 47.52%

使用器材置場新設工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４番地３３
期間：平成21年10月14日～平成21年12月25日
種別：建築一式工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年10月14日 大木建設（株）
茨城県常陸太田市岡田町
１５－３

一般競争入札 無 13,660,500 10,762,500 78.79%

研究炉実験管理棟階段裏アスベスト除去工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年10月15日～平成22年1月22日
種別：建設工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年10月15日 東康建設工業（株）
茨城県那珂郡東海村白方
５３８－２

一般競争入札 無 6,226,500 4,147,500 66.61%

ＪＭＴＲ居室実験室棟屋上防水工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年10月19日～平成22年1月29日
種別：防水工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年10月19日 小野防水（株）
茨城県石岡市谷向町４－
２５

一般競争入札 無 13,744,500 6,961,500 50.65%

JMTR原子炉建家等補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年10月19日～平成22年2月26日
種別：建築一式工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年10月19日 常磐塗装（株）
茨城県日立市宮田町３－
３－８

一般競争入札 無 11,697,000 4,662,000 39.86%

ウラン濃縮研究棟アスベスト除去工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年10月20日～平成22年2月15日
種別：建設工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年10月20日 （株）アトックス
茨城県那珂郡東海村大字
村松白根１６１－２

一般競争入札 無 6,405,000 4,725,000 73.77%

21那珂研　保管用地（1）及び保管用地（2）整備工
事
場所：茨城県那珂市向山801-1
期間：平成21年7月21日～平成21年12月18日
種別：土木一式

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年10月23日 （株）大須賀工務店
茨城県ひたちなか市相金
町１１－１

一般競争入札 無 ― 5,355,000 ― 変更契約
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工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無

落札率 備考契約相手方の住所
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「も」屋上ハッチ塗装改修工事
場所：福井県敦賀市白木２丁目1
期間：平成21年6月15日～平成21年11月30日
種別：塗装

中村　忠嗣　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成21年10月23日 （株）岡本ペンキ店
福井県敦賀市中央町２－
１１－３０

一般競争入札 無 ― 0 ― 変更契約

21核サ研　中間開閉所・第2中間開閉所地盤補強
工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４-３３
期間：平成21年6月10日～平成22年2月26日
種別：とび・土工・コンクリート

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年10月28日 日特建設（株）
東京都中央区明石町13-
18

一般競争入札 無 ― 78,750,000 ― 変更契約

安全工学研究棟玄関ホール他アスベスト除去工
事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年10月28日～平成22年2月15日
種別：建設工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年10月28日 （株）サトウ塗工社
茨城県水戸市笠原町９７５
－３

一般競争入札 無 9,397,500 5,134,500 54.64%

構内売店空調機更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年10月28日～平成22年2月15日
種別：機械設備工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年10月28日 （株）テックワン
茨城県土浦市小山田２－
８７

一般競争入札 無 5,974,500 3,150,000 52.72%

構内売店アスベスト除去工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年10月29日～平成22年2月19日
種別：建設工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年10月29日 平成理研（株）
茨城県常総市新石下３６１
１

一般競争入札 無 11,644,500 9,194,850 78.96%

21那珂研　真空容器組立棟　新築工事
場所：茨城県那珂市向山８０１番地の１
期間：平成21年10月30日～平成22年6月30日
種別：建築一式工事

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年10月30日 （株）要建設
茨城県水戸市白梅１－２
－３６

一般競争入札 無 128,152,500 98,227,500 76.65%

２１那珂研　ＪＴ－６０整流器棟屋上階防水改修工
事
場所：茨城県那珂市向山８０１番地の１
期間：平成21年10月30日～平成22年2月26日
種別：建築一式工事

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年10月30日 （株）岡部工務店
茨城県日立市多賀町２－
１０－７

一般競争入札 無 85,396,500 83,475,000 97.75%
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工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無

落札率 備考契約相手方の住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の有無） 予定価格 契約金額工事の名称、場所、期間及び種別
契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

廃液貯留施設Ⅱ排気ダクト他１棟塗装補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年11月2日～平成22年1月29日
種別：塗装工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年11月2日 常磐塗装（株）
茨城県日立市宮田町３－
３－８

一般競争入札 無 3,475,500 3,129,000 90.03%

ＪＴ－６０廃棄物保管棟高圧ケーブル更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年11月5日～平成22年2月26日
種別：電気工事

佐藤　隆司　那珂核融合
研究所管理部長　茨城県
那珂市向山801番地の1

平成21年11月5日 金沢産業（株）
茨城県日立市東金沢町３
－２１－３

一般競争入札 無 3,055,500 2,116,800 69.28%

HENDEL棟大実験室アスベスト除去工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方字白根２番地の４
期間：平成21年11月6日～平成22年2月17日
種別：建築一式工事

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年11月6日 東康建設工業（株）
茨城県那珂郡東海村白方
５３８－２

一般競争入札 無 55,345,500 31,395,000 56.73%

ＪＭＴＲ居室実験室電力用太陽光発電システム導
入工事
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番
期間：平成21年11月12日～平成22年1月29日
種別：電気工事

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年11月12日 栗山電気（株）
茨城県竜ヶ崎市若柴町３
０７０－１

一般競争入札 無 63,567,000 52,395,000 82.42%

応用試験棟･第2応用試験棟　屋内消火栓用水槽
設置工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４番地３３
期間：平成21年11月17日～平成22年2月26日
種別：管工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年11月17日 （株）鴨志田設備
茨城県水戸市元山町１－
２－６２

一般競争入札 無 9,140,250 8,811,981 96.41%

箕輪第二集会所 解体撤去工事
場所：茨城県那珂郡東海村照沼谷原１２６７
期間：平成21年11月17日～平成22年2月26日
種別：建築一式工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年11月17日 （株）日立ＴＳ建設
茨城県日立市鮎川町４－
３－１１

一般競争入札 無 3,207,750 2,583,000 80.52%

輸送容器保管施設補修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４番地３３
期間：平成21年11月18日～平成22年2月26日
種別：建築一式工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年11月18日 （株）梅原工務店
茨城県常陸太田市小目町
５１７

一般競争入札 無 16,002,000 14,595,000 91.21%

11 



工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無

落札率 備考契約相手方の住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の有無） 予定価格 契約金額工事の名称、場所、期間及び種別
契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

JT-60実験棟4階RF増幅室Ⅱ天井材更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年11月25日～平成22年2月26日
種別：建築一式工事

佐藤　隆司　那珂核融合
研究所管理部長　茨城県
那珂市向山801番地の1

平成21年11月25日 （株）シンコー
大阪府堺市南区岩室７７
－１

一般競争入札 無 35,511,000 14,693,364 41.38%

照射試験炉センター棟建家外壁塗装工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年11月27日～平成22年2月26日
種別：塗装工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年11月27日 （株）日立塗工店
茨城県日立市弁天町２－
２－３

一般競争入札 無 4,011,000 3,360,000 83.77%

21安セ　広域地下水流動解析検証データ取得の
ための掘削工事
場所：北海道天塩郡幌延町内
期間：平成21年12月4日～平成22年12月28日
種別：土木一式工事

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年12月4日 （株）大林組
北海道札幌市中央区北三
条西４－１－１

一般競争入札 無 295,155,000 288,750,000 97.83%

使用器材置場新設工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４番地３３
期間：平成21年10月14日～平成21年12月25日
種別：建築一式工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年12月4日 大木建設（株）
茨城県常陸太田市岡田町
１５－３

一般競争入札 無  ― 892,500 ― 変更契約

浄水場送水ポンプ自動運転回路改修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年12月4日～平成22年2月26日
種別：電気工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年12月4日 （株）オカダ電機
茨城県東茨城郡大洗町磯
浜町１７０１－１

一般競争入札 無 2,992,500 2,992,500 100.00%

21原科研　大強度陽子加速器施設　仮設道路及
び仮設橋撤去他工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根２－４他
期間：平成21年6月4日～平成22年2月26日
種別：土木一式工事

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年12月11日 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－２
－３３

一般競争入札 無  ― 3,465,000 ― 変更契約

ＨＴＬ南側屋上防水他改修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年12月17日～平成22年2月26日
種別：建築一式工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年12月17日 （株）田口工務店
茨城県東茨城郡大洗町磯
浜町８２７－３

一般競争入札 無 6,688,500 5,880,000 87.91%
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工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無

落札率 備考契約相手方の住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の有無） 予定価格 契約金額工事の名称、場所、期間及び種別
契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

ＪＭＴＲ西側駐車場整備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年12月17日～平成22年2月26日
種別：建築一式工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年12月17日 （株）戸塚建設
茨城県水戸市平戸町６５６
－１

一般競争入札 無 9,586,500 9,555,000 99.67%

構内蒸気バイパス管設置工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方字白根２番地の４
期間：平成21年12月18日～平成22年3月19日
種別：管工事

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成21年12月18日 大昭化熱工業（株）
茨城県日立市田尻町３－
５１－１２

一般競争入札 無 84,325,500 81,952,500 97.19%

北受電所ＥＧ室シャッター更新他工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年12月18日～平成22年2月26日
種別：土木一式工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年12月18日 （有）田山工務店
茨城県東茨城郡大洗町大
貫町９６３－１

一般競争入札 無 3,664,500 3,622,500 98.85%

JMTR特定施設タンクヤード屋根補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年12月18日～平成22年2月26日
種別：建築一式工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年12月18日 （有）田山工務店
茨城県東茨城郡大洗町大
貫町９６３－１

一般競争入札 無 3,790,500 3,727,500 98.34%

遊歩道縁石設置（Ⅱ）工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年12月25日～平成22年2月26日
種別：土木一式工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年12月25日 水戸緑地建設（株）
茨城県水戸市元吉田町１
８５２－８６

一般競争入札 無 10,479,000 3,643,500 34.77%

構内歩道整備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年12月25日～平成22年2月26日
種別：土木一式工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年12月25日 （株）戸塚建設
茨城県水戸市平戸町６５６
－１

一般競争入札 無 11,014,500 10,920,000 99.14%

北地区構内光ケーブル敷設工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年12月25日～平成22年2月26日
種別：電気工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成21年12月25日 住友電設（株）
東京都港区三田３－１２－
１５

一般競争入札 無 4,231,500 4,147,500 98.01%
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工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無

落札率 備考契約相手方の住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価
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名並びにその所属する
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日

契約の相手方の商
号又は名称

超伝導コイル巻線棟進入路設置他工事
場所：茨城県那珂市向山８０１番地の１
期間：平成21年12月25日～平成22年2月19日
種別：土木一式工事

佐藤　隆司　那珂核融合
研究所管理部長　茨城県
那珂市向山801番地の1

平成21年12月25日 （株）浅川建設 茨城県那珂市豊喰４２８ 一般競争入札 無 4,830,000 3,885,000 80.43%

燃料試験施設試験棟他冷却塔更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年12月28日～平成22年3月26日
種別：管工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年12月28日 日立空調関東（株）
東京都練馬区豊玉北５－
２９－８

一般競争入札 有 15,088,500 14,721,420 97.57%

百塚原地区 汚水管切替・埋設物等撤去工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方１７２５－２
期間：平成21年12月28日～平成22年3月19日
種別：管工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成21年12月28日 砂押工業（株）
茨城県ひたちなか市高野
３３８－４

一般競争入札 無 29,431,500 19,950,000 67.78%

21原科研　再処理試験室解体撤去工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年9月3日～平成22年3月30日
種別：建設工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成22年1月7日 ナカヤ建設（株）
茨城県水戸市杉崎町字宮
前９２６

一般競争入札 無 ― 829,500 ― 変更契約

配管試験棟跡地フェンス設置工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成22年1月8日～平成22年2月26日
種別：建築一式工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成22年1月8日 （株）鴨志田造園建設
茨城県水戸市青柳町３８１
４－２

一般競争入札 無 10,395,000 7,560,000 72.73%

EEF施設内道路舗装補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成22年1月8日～平成22年2月26日
種別：土木

黒沼　長助　人形峠環境
技術センター所長　岡山県
苫田郡鏡野町上齋原1550

平成22年1月8日 中国防災工業（株）
岡山県苫田郡鏡野町土居
２４９－１

一般競争入札 無 7,549,500 5,880,000 77.89%

南受電所ユーティリティ監視装置更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成22年1月20日～平成22年2月26日
種別：電気工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成22年1月20日 太陽計測（株）
東京都大田区山王１－２
－６

一般競争入札 無 7,959,000 7,896,000 99.21%
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工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無

落札率 備考契約相手方の住所

一般競争入札・指名競
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那珂核融合研究所外構整備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成22年1月20日～平成22年2月26日
種別：土木一式工事

佐藤　隆司　那珂核融合
研究所管理部長　茨城県
那珂市向山801番地の1

平成22年1月20日 （株）松浦工務店
茨城県東茨城郡茨城町小
堤１７４３－１

一般競争入札 無 23,331,000 10,867,500 46.58%

21原科研　阿漕ヶ浦既設ポンプ施設他解体撤去
工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松字阿漕ヶ浦
621番地他
期間：平成21年7月24日～平成22年2月26日
種別：土木一式

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成22年1月25日 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１－
１１－３１

一般競争入札 無 ― 3,150,000 ― 変更契約

敦賀寮Ｂ棟便所排水管改修工事
場所：福井県敦賀市櫛川93-304
期間：平成22年1月25日～平成22年3月26日
種別：建築一式

中村　忠嗣　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成22年1月25日 （株）あめりか屋
福井県敦賀市長沢１３－１
３－１

一般競争入札 無 4,735,500 4,410,000 93.13%

東濃地科学センター外周フェンス設置工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成22年2月4日～平成22年3月19日
種別：土木一式工事

吉田　東雄　東濃地科学セ
ンター所長　岐阜県土岐
市泉町定林寺959番地31

平成22年2月4日 舘林建設（株）
岐阜県土岐市土岐津町土
岐口１９５６

一般競争入札 無 3,643,500 3,255,000 89.34%

厚生施設通信設備更新工事
場所：福井県敦賀市櫛川９３－３０４
期間：平成22年2月10日～平成22年3月15日
種別：電気工事

中村　忠嗣　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成22年2月10日 川口電気（株）
福井県敦賀市木崎５１－３
２

一般競争入札 無 5,418,000 3,756,900 69.34%

輸送容器保管施設　補修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４番地３３
期間：平成21年11月18日～平成22年2月26日
種別：建築一式工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成22年2月15日 （株）梅原工務店
茨城県常陸太田市小目町
５１７

一般競争入札 無 ― 357,000 ― 変更契約

21核サ研　中間開閉所・第2中間開閉所地盤補強
工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松４-３３
期間：平成21年6月10日～平成22年2月26日
種別：とび・土工・コンクリート

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成22年2月16日 日特建設（株）
東京都中央区明石町１３
－１８

一般競争入札 無 ― 0 ― 変更契約
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工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無

落札率 備考契約相手方の住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の有無） 予定価格 契約金額工事の名称、場所、期間及び種別
契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

瑞浪超深地層研究所　研究坑道掘削工事（Ａ工区
その４）
場所：岐阜県瑞浪市明世町山野内１番地６４
期間：平成22年2月17日～平成22年3月15日
種別：土木一式工事

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成22年2月17日
大林・大成・間特定建
設工事共同企業体

愛知県名古屋市東区東桜
１－１０－１９

一般競争入札 無 2,028,600,000 1,837,500,000 90.58%

瑞浪超深地層研究所　研究坑道掘削工事（Ｂ工
区その４）
場所：岐阜県瑞浪市明世町山野内１番地６４
期間：平成22年2月17日～平成22年3月15日
種別：土木一式工事

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成22年2月17日
清水・鹿島・前田特定
建設工事共同企業体

愛知県名古屋市中区錦１
－３－７

一般競争入札 無 1,260,000,000 1,212,750,000 96.25%

「も」白木仮設用地正門守衛所浄化槽取替工事
場所：福井県敦賀市白木２丁目１番地
期間：平成22年2月18日～平成22年3月23日
種別：建築一式工事

中村　忠嗣　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成22年2月18日 岸本建設（株）
福井県敦賀市堂４５－４－
１

一般競争入札 無 7,612,500 5,019,000 65.93%

２１那珂研　ＪＴ－６０整流器棟屋上階防水改修工
事
場所：茨城県那珂市向山８０１番地の１
期間：平成21年10月30日～平成22年3月12日
種別：建築一式工事

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成22年2月22日 （株）岡部工務店
茨城県日立市多賀町２－
１０－７

一般競争入札 無 ― 0 ― 変更契約

気象観測塔補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年10月5日～平成22年3月19日
種別：建築一式工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成22年2月24日 （株）田口工務店
茨城県東茨城郡大洗町磯
浜町８２７－３

一般競争入札 無 ― 0 ― 変更契約

百塚原地区 汚水管切替・埋設物等撤去工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方１７２５－２
期間：平成21年12月28日～平成22年3月19日
種別：管工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成22年3月4日 砂押工業（株）
茨城県ひたちなか市高野
３３８－４

一般競争入札 無 ― 1,858,500 ― 変更契約

百塚原地区 汚水管切替・埋設物等撤去工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方１７２５－２
期間：平成21年12月28日～平成22年3月19日
種別：管工事

田那部　俊勝　東海研究
開発センター管理部長　茨
城県那珂郡東海村白方白
根2番地の4

平成22年3月11日 砂押工業（株）
茨城県ひたちなか市高野
３３８－４

一般競争入札 無 ― 472,500 ― 変更契約
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工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無

落札率 備考契約相手方の住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の有無） 予定価格 契約金額工事の名称、場所、期間及び種別
契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称

気象観測塔補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成21年10月5日～平成22年3月19日
種別：建築一式工事

圖師　修一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成22年3月19日 （株）田口工務店
茨城県東茨城郡大洗町磯
浜町８２７－３

一般競争入札 無 ― -2,730,000 ― 変更契約

21那珂研　真空容器組立棟　新築工事
場所：茨城県那珂市向山８０１番地の１
期間：平成21年10月30日～平成22年6月30日
種別：建築一式工事

武藤　元久　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成22年3月25日 （株）要建設
茨城県水戸市白梅１－２
－３６

一般競争入札 無 ― 3,780,000 ― 変更契約

（注）
1．過年度に締結した契約の変更契約は記載していません。
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