
工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無
公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の区

分

応札・応
募者数

排気筒その他塗装改修工事
場所：福井県敦賀市白木２－１
期間：平成25年4月10日～平成26年3月14日
種別：建築一式工事または塗装工事

関野　英夫　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成25年4月10日 （株）塩浜工業
福井県敦賀市観音町１２
－１

一般競争入札 無 194,460,000 187,950,000 96.65%

25原科研　南地区警備室新築工事の実施設計業務
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年5月10日～平成225年7月31日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年5月10日
オートマックスデザイン
ワークス（株）

東京都港区赤坂２－１０
－１６

一般競争入札 無 3,675,000 3,643,500 99.14%

背後斜面工事に伴うフェンス移設工事
場所：福井県敦賀市白木2-1
期間：平成25年5月10日～平成25年10月31日
種別：土木一式工事

関野　英夫　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成25年5月10日 岸本建設（株）
福井県敦賀市堂４５－４
－１

一般競争入札 無 9,723,000 7,297,500 75.05%

浄水場高架水槽補強工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年5月21日～平成25年12月20日
種別：建築一式工事

須賀　伸一　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25年5月21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 2,667,000 2,551,500 95.66%

関根浜港岸壁電気防食他整備工事
場所：青森県むつ市大字関根字北関根770
期間：平成25年5月27日～平成25年10月31日
種別：土木一式工事

千田　正樹　青森研究開
発センター管理部長　青
森県上北郡六ヶ所村大字
尾駮字表舘2番166

平成25年5月27日 野村建設（株） 青森県むつ市旭町６－６ 一般競争入札 無 34,314,000 31,710,000 92.41%

ろ過水設備整備電気工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年6月3日～平成26年2月28日
種別：電気工事

須賀　伸一　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25年6月3日 栗山電気（株）
茨城県龍ケ崎市若柴町
３０４７－２

一般競争入札 無 20,989,500 13,650,000 65.03%

燃研棟地下トレンチ改修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年6月26日～平成25年10月31日
種別：土木一式工事

須賀　伸一　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25年6月26日 東亜興業（株）
茨城県石岡市東石岡２
－５－７

一般競争入札 無 13,062,000 12,075,000 92.44%

関根施設燃料・廃棄物取扱棟外壁補修工事（東面、西
面、北面一部）
場所：青森県むつ市大字関根字北関根400
期間：平成25年6月26日～平成25年12月20日
種別：建築一式工事

千田　正樹　青森研究開
発センター管理部長　青
森県上北郡六ヶ所村大字
尾駮字表舘2番166

平成25年6月26日 （株）熊谷建設工業
青森県むつ市中央１－５
－７

一般競争入札 無 26,292,000 23,100,000 87.85%

関根施設 海中放出設備橋脚部補修工事
場所：青森県むつ市大字関根字北関根770
期間：平成25年6月26日～平成25年11月15日
種別：建築一式工事

千田　正樹　青森研究開
発センター管理部長　青
森県上北郡六ヶ所村大字
尾駮字表舘2番166

平成25年6月26日 （株）前川原工務店
青森県むつ市大平町１
－１７

一般競争入札 無 4,987,500 4,515,000 90.52%
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25サイクル研　廃棄物処理場他耐震診断業務
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年6月27日～平成25年12月27日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年6月27日 （株）構造計画研究所
東京都中野区本町４－３
８－１３

一般競争入札 無 25,321,800 22,890,000 90.39%

25サイクル研　アスファルト固化体貯蔵施設建家他耐
震診断業務
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年6月27日～平成25年12月27日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年6月27日 （株）構造計画研究所
東京都中野区本町４－３
８－１３

一般競争入札 無 48,316,800 34,650,000 71.71%

25サイクル研　高レベル放射性物質研究施設耐震診
断業務
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年6月27日～平成25年12月27日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年6月27日 （株）構造計画研究所
東京都中野区本町４－３
８－１３

一般競争入札 無 14,935,200 13,650,000 91.39%

25ふげん　原子炉建屋他耐震診断業務
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年6月27日～平成25年12月27日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年6月27日 （株）構造計画研究所
東京都中野区本町４－３
８－１３

一般競争入札 無 20,082,300 19,950,000 99.34%

ＪＲＲ－３　２００ｋＶＡ無停電電源装置更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年6月28日～平成26年2月28日
種別：電気工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年6月28日 日本電設工業（株）
茨城県水戸市白梅１－４
－１７

一般競争入札 無 94,248,000 86,205,000 91.46%

立入制限区域警備所新築工事の設計
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成25年6月28日～平成25年9月20日
種別：建築関係設計業務

富田　英二　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25年6月28日 （株）第一設計
茨城県ひたちなか市勝
倉２６７１－１

一般競争入札 無 1,873,200 1,785,000 95.29%

排水処理施設合併浄化槽更新工事実施設計業務
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年6月28日～平成25年8月23日
種別：建築関係設計業務

中島　克三　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25年6月28日
（株）横須賀満夫建築
設計事務所

茨城県水戸市南町２－１
－１８　アーキビル

一般競争入札 無 2,604,000 2,572,500 98.79%

ＨＥＮＤＥＬ変電所系遠方監視装置改修工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2番地4
期間：平成25年7月1日～平成26年1月31日
種別：電気工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年7月1日 （株）日立製作所
東京都千代田区外神田
１－１８－１３

一般競争入札 無 103,593,000 97,650,000 94.26%

ＮＵＣＥＦ工務監視装置他更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2番地4
期間：平成25年7月2日～平成26年3月20日
種別：電気工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年7月2日
ジョンソンコントロール
ズ（株）

茨城県つくば市竹園２－
２－４　第２ＩＳＳＥＩビル

一般競争入札 無 111,405,000 101,850,000 91.42%

一里塚住宅倉庫屋根改修工事
場所：茨城県水戸市元吉田町1278-1
期間：平成25年7月2日～平成25年9月30日
種別：建築一式工事

須賀　伸一　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25年7月2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 2,992,500 2,730,000 91.22%
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25東セ　長堀住宅解体撤去工事(第1工区)
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松2116－1、東海村
字舟石川765－1
期間：平成25年7月5日～平成25年12月20日
種別：建築一式工事又はとび・土工・コンクリート工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年7月5日 足立建設（株）
茨城県水戸市東野町１６
７－５

一般競争入札 無 70,833,000 69,825,000 98.57%

JRR-3施設周辺地盤補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年7月5日～平成25年11月29日
種別：土木一式工事

富田　英二　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25年7月5日 （株）柳田組
茨城県東茨城郡茨城町
小鶴１３５７－３

一般競争入札 無 24,223,500 16,695,000 68.92%

25東セ　長堀住宅解体撤去工事(第2工区)
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松2116－1、東海村
字舟石川765－1
期間：平成25年7月8日～平成25年12月20日
種別：建築一式工事又はとび・土工・コンクリート工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年7月8日 （株）大洋
茨城県水戸市千波町１９
５０　ウェーブ２１ビル３階
Ａ

一般競争入札 無 76,734,000 75,600,000 98.52%

北地区構内配電用高圧ケーブル更新工事
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002
期間：平成25年7月8日～平成26年3月28日
種別：電気工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年7月8日 （株）関電工
茨城県水戸市城南２－７
－１４

一般競争入札 無 112,770,000 102,900,000 91.24%

構内浄水場施設整備工事設計業務
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成25年7月8日～平成25年11月22日
種別：建築設計

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年7月8日 （株）東京設計事務所
埼玉県さいたま市大宮区
宮町３－１１－３　栗原ビ
ル

一般競争入札 無 25,032,000 22,050,000 88.08%

舟石川地区他久慈川導水管撤去工事
場所：茨城県那珂郡東海村　県道常陸那珂湊山方線
舟石川駅東地区
期間：平成25年7月9日～平成26年2月28日
種別：土木一式工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年7月9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 55,398,000 55,125,000 99.50%

いつき寮駐車場アスファルト舗装補修工事
場所：岡山県苫田郡鏡野町上斎原552
期間：平成25年7月11日～平成25年10月31日
種別：土木一式工事

竹中　信吾　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25年7月11日 水島建設（株）
岡山県勝田郡勝央町植
月中２３６８－１

一般競争入札 無 6,352,500 4,836,300 76.13%

TVF外構補修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成25年7月12日～平成26年1月30日
種別：建築一式工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年7月12日 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１
１－１

一般競争入札 無 97,944,000 94,500,000 96.48%

Ｆ６７配電設備更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年7月18日～平成26年3月20日
種別：電気工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年7月18日 （株）関電工
茨城県水戸市城南２－７
－１４

一般競争入札 無 116,130,000 110,250,000 94.93%
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25東セ　長堀住宅解体撤去工事(第3工区)
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松2116－1、東海村
字舟石川765－1
期間：平成25年7月22日～平成25年12月20日
種別：建築一式工事又はとび・土工・コンクリート工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年7月22日 （株）熊本商店
栃木県宇都宮市平出工
業団地７－１

一般競争入札 無 85,165,500 60,900,000 71.50%

Ｇ棟解体撤去工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成25年7月29日～平成26年1月31日
種別：建築一式工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年7月29日 （株）飯塚工務店
茨城県鉾田市安房１６７
０－３３

一般競争入札 無 73,374,000 71,400,000 97.30%

航空障害灯電源敷設他工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年7月30日～平成25年12月20日
種別：電気工事

須賀　伸一　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25年7月30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 8,211,000 7,255,500 88.36%

第３研究棟受変電設備更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2番地4
期間：平成25年7月31日～平成26年3月20日
種別：電気工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年7月31日 （株）小林電気商会
茨城県潮来市水原６７２
－１

一般競争入札 無 99,771,000 45,696,000 45.80%

ＦＣＡ炉室等補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年8月1日～平成25年11月29日
種別：建築一式工事

富田　英二　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25年8月1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 46,609,500 46,200,000 99.12%

ＢＡサイト管理研究棟発電機切替盤設置工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年8月1日～平成26年1月17日
種別：電気工事

千田　正樹　青森研究開
発センター管理部長　青
森県上北郡六ヶ所村大字
尾駮字表舘2番166

平成25年8月1日 興陽電設（株）
青森県八戸市城下４－１
０－１０

一般競争入札 無 5,176,500 4,935,000 95.33%

25支援・研修センター　支援棟正圧化実施設計業務
場所：茨城県ひたちなか市西十三奉行11601-13
期間：平成25年8月8日～平成26年3月14日
種別：建築設計

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年8月8日 （株）二十一設計
神奈川県横浜市西区平
沼１－３９－３　三石ヨコ
ハマビル

一般競争入札 無 14,643,300 7,875,000 53.77%

第２放流水槽内塗装及び点検通路補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年8月8日～平成25年11月29日
種別：建築一式工事

竹中　信吾　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25年8月8日 東和防水工業（株）
岡山県岡山市北区一宮
１１４６－１

一般競争入札 無 13,366,500 12,075,000 90.33%

一次冷却棟外壁・屋上防水補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年8月9日～平成26年1月31日
種別：建築一式工事

中島　克三　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25年8月9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 27,363,000 27,300,000 99.76%

南受電所監視建家新築工事
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002
期間：平成25年8月12日～平成26年3月28日
種別：建築一式工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年8月12日 （株）関根工務店
茨城県水戸市常磐町２
－３－１７

一般競争入札 無 162,855,000 130,200,000 79.94%
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中央変電所特高変圧器増設工事
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成25年8月12日～平成26年3月31日
種別：電気工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年8月12日 （株）明電舎
東京都品川区大崎２－１
－１

一般競争入札 無 198,555,000 177,450,000 89.37%

ＦＣＡ方面構内蒸気配管更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年8月20日～平成26年1月31日
種別：管工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年8月20日 （株）ナバナ工業
茨城県高萩市下手綱鍋
田１４６０－３

一般競争入札 無 88,777,500 80,850,000 91.07%

ＡＧＦボイラー室建家他工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年8月20日～平成25年12月27日
種別：建築一式工事

須賀　伸一　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25年8月20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 17,503,500 16,695,000 95.38%

人形峠環境技術センター総合管理棟の耐震診断業務
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年8月20日～平成25年12月27日
種別：建築関係設計・施工管理業務

竹中　信吾　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25年8月20日
（有）フジイ総合設計事
務所

鳥取県倉吉市東厳城町
１４３

一般競争入札 無 4,525,920 4,410,000 97.43%

第２廃棄物処理棟高圧変圧器他更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年8月22日～平成26年2月28日
種別：電気設備工事

富田　英二　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25年8月22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 42,094,500 41,349,000 98.22%

大講堂地区受変電設備更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年8月27日～平成26年3月20日
種別：電気設備工事

富田　英二　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25年8月27日 日本電設工業（株）
茨城県水戸市白梅１－４
－１７

一般競争入札 無 46,609,500 43,890,000 94.16%

BAサイト構内道路整備工事
場所：青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2-166
期間：平成25年8月28日～平成25年12月27日
種別：

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年8月28日 東北建設（株）
青森県上北郡東北町字
塔ノ沢山１

一般競争入札 無 72,072,000 62,265,000 86.39%

タンデム加速器棟高圧変圧器等更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年8月29日～平成26年2月28日
種別：電気工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年8月29日 藤電気（株）
茨城県水戸市河和田町
４３８４－７５

一般競争入札 無 69,289,500 64,470,000 93.04%

管理機械棟受変電設備変圧器更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年8月29日～平成26年2月28日
種別：電気工事

須賀　伸一　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25年8月29日 栗山電気（株）
茨城県龍ケ崎市若柴町
３０４７－２

一般競争入札 無 11,791,500 10,500,000 89.04%

「常陽」炉心上部機構交換作業用機器保管・解体場所
整備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年9月3日～平成25年11月29日
種別：土木一式工事

須賀　伸一　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25年9月3日 愛功建設（株）
茨城県東茨城郡大洗町
成田町１９０

一般競争入札 無 15,697,500 13,545,000 86.28%

5 



工事の競争契約に係る公表

入札の別 有無
公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の区

分

応札・応
募者数

公益法人の場合

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
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

JRR-1講義室他改修電気設備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年9月4日～平成26年3月20日
種別：電気設備工事

富田　英二　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25年9月4日 岡﨑電気
茨城県東茨城郡城里町
石塚５７１－１０

一般競争入札 無 9,996,000 9,765,000 97.68%

研究棟地区他高圧真空遮断器更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年9月5日～平成26年2月28日
種別：電気設備工事

富田　英二　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25年9月5日 （株）関電工
茨城県水戸市城南２－７
－１４

一般競争入札 無 49,833,000 46,200,000 92.70%

AGFボイラ設備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年9月5日～平成25年12月27日
種別：管工事

須賀　伸一　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25年9月5日 平成理研（株）
栃木県宇都宮市石井町
２８５６－３

一般競争入札 無 26,155,500 26,145,000 99.95%

立入制限区域及び周辺防護区域防護柵変更工事
場所：福井県敦賀市白木2-1
期間：平成25年9月5日～平成25年12月25日
種別：土木一式工事

関野　英夫　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成25年9月5日 岸本建設（株）
福井県敦賀市堂４５－４
－１

一般競争入札 無 175,770,000 168,525,000 95.87%

関根施設動力棟温水ヒータ更新工事
場所：青森県むつ市大字関根字北関根400
期間：平成25年9月6日～平成25年12月27日
種別：管工事

千田　正樹　青森研究開
発センター管理部長　青
森県上北郡六ヶ所村大字
尾駮字表舘2番166

平成25年9月6日 （株）大湊精電社
青森県むつ市大湊新町
８－５

一般競争入札 無 8,452,500 8,400,000 99.37%

ＢＡサイト原型炉Ｒ＆Ｄ棟熱源設備電源系統切換工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年9月9日～平成26年3月10日
種別：電気工事

千田　正樹　青森研究開
発センター管理部長　青
森県上北郡六ヶ所村大字
尾駮字表舘2番166

平成25年9月9日 開発電業（株）
青森県八戸市八太郎５
－２１－１

一般競争入札 無 6,195,000 5,880,000 94.91%

ＪＲＲ－３他高圧受電設備更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年9月12日～平成26年2月28日
種別：電気設備工事

富田　英二　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25年9月12日 （株）久工
茨城県笠間市南吉原１３
２

一般競争入札 無 40,110,000 39,375,000 98.16%

25福島　モックアップ施設地盤調査業務
場所：福島県双葉郡楢葉町　楢葉南工業団地内
期間：平成25年9月13日～平成25年12月27日
種別：その他のコンサルティング業務

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年9月13日 （株）アガック
東京都豊島区巣鴨１－２
４－１

一般競争入札 無 19,299,000 12,001,500 62.18%

海岸地区高圧受電設備更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年9月17日～平成26年2月28日
種別：電気工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年9月17日
三菱マテリアルテクノ
（株）

茨城県那珂郡東海村舟
石川６２２－６

一般競争入札 無 58,495,500 40,320,000 68.92%

機械工作設計室等電気設備補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年9月18日～平成26年3月20日
種別：電気設備工事

富田　英二　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25年9月18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 10,878,000 10,290,000 94.59%
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燃料試験施設試験棟上水配管敷設工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年9月24日～平成26年1月31日
種別：管工事

富田　英二　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25年9月24日 （株）タケムラ
茨城県日立市留町前川
１２７０－１６

一般競争入札 無 10,951,500 10,395,000 94.91%

ＦＣＡ高圧受電設備更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年9月26日～平成26年2月28日
種別：電気設備工事

富田　英二　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25年9月26日 （株）久工
茨城県笠間市南吉原１３
２

一般競争入札 無 27,793,500 23,520,000 84.62%

再処理予備発電機棟建設予定地　ボーリング調査
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：：平成25年9月26日～平成26年2月28日
種別：地質調査業務

富田　英二　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25年9月26日 応用地質（株）
埼玉県さいたま市南区太
田窪２－２－１９

一般競争入札 無 36,792,000 26,145,000 71.06%

新設特別高圧変電所及び予備特別高圧変電所建設
予定地　ボーリング調査
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成25年9月26日～平成26年3月17日
種別：地質調査業務

富田　英二　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25年9月26日
（株）東京ソイルリサー
チ

茨城県つくば市梅園２－
１－１２

一般競争入札 無 43,102,500 31,500,000 73.08%

JT-60 ２次冷却設備冷却塔設置台改修工事
場所：茨城県那珂市向山801-1
期間：平成25年10月3日～平成26年2月28日
種別：建築一式工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年10月3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 54,117,000 50,925,000 94.10%

ＪＲＲ－２高圧受変電設備更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月3日～平成26年2月28日
種別：電気設備工事

根本　伸一郎　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25年10月3日 東進電気（株）
東京都荒川区西日暮里
２－２５－１

一般競争入札 無 36,498,000 19,320,000 52.93%

安全工学研究棟の耐震診断等業務
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月3日～平成25年12月27日
種別：その他のコンサルティング業務

根本　伸一郎　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25年10月3日
（株）トキワアーキテクト
オフィス

東京都港区赤坂２－１７
－２２　赤坂ツインタワー
東館１７階

一般競争入札 無 7,645,050 3,969,000 51.91%

トリチウムプロセス研究棟防水他補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月8日～平成26年2月21日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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25年10月8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 31,363,500 30,450,000 97.08%

研究技術情報保管施設改修機械設備工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年10月10日～平成26年3月28日
種別：管工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年10月10日 飯村機電工業（株）
茨城県水戸市城南３－２
－８

一般競争入札 無 57,624,000 55,125,000 95.66%
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BAサイトIFMIF/EVEDA開発試験棟吸収式冷温水機配
管改修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月11日～平成26年1月24日
種別：管工事

千田　正樹　青森研究開
発センター管理部長　青
森県上北郡六ヶ所村大字
尾駮字表舘2番166

平成25年10月11日 （株）日本空調東北
宮城県仙台市太白区郡
山５－１４－１７

一般競争入札 無 4,998,000 4,515,000 90.33%

ＦＮＳ建家外壁防水他補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月16日～平成26年2月28日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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25年10月16日 アルプス建設（株）
茨城県水戸市平須町１８
２８－１０２５

一般競争入札 無 22,060,500 20,947,500 94.95%

中央警備室防災監視装置更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年10月17日～平成26年3月28日
種別：電気工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年10月17日 森井電業（株）
茨城県ひたちなか市松
戸町１－１０－１

一般競争入札 無 83,947,500 75,600,000 90.05%

気象観測塔整備工事
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002
期間：平成25年10月21日～平成26年3月31日
種別：建築一式工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年10月21日 （株）安藤・間
東京都港区赤坂６－１－
２０

一般競争入札 無 82,635,000 80,850,000 97.83%

Ｋキュービクル廃止に伴う負荷ケーブル振替工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成25年10月21日～平成26年2月28日
種別：電気設備工事

根本　伸一郎　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25年10月21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 3,798,900 3,769,500 99.22%

南受電所の新設に伴う所内盤改修他工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月21日～平成26年3月28日
種別：電気工事

中島　克三　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25年10月21日 栗山電気（株）
茨城県龍ケ崎市若柴町
３０４７－２

一般競争入札 無 32,004,000 31,500,000 98.42%

JT-60加熱電源棟屋上防水改修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月21日～平成26年1月31日
種別：建築一式工事

木村　俊之　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25年10月21日 呉光塗装（株）
千葉県松戸市中根長津
町２５

一般競争入札 無 40,120,500 33,600,000 83.74%

排水処理施設合併処理浄化槽更新工事
場所：茨城県那珂市向山801-1
期間：平成25年10月22日～平成26年3月20日
種別：管工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年10月22日 （株）フジクリーン茨城
茨城県水戸市谷津町細
田１－２１

一般競争入札 無 66,580,500 61,740,000 92.72%

ＨＥＮＤＥＬ高圧遮断器等更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月24日～平成26年3月28日
種別：電気設備工事

根本　伸一郎　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25年10月24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 25,032,000 24,675,000 98.57%

真砂橋に係る強度評価ならびに補強設計の実施
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成25年10月24日～平成26年1月31日
種別：その他のコンサルティング業務

根本　伸一郎　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25年10月24日 （株）ニュージェック
東京都江東区亀戸１－５
－７

一般競争入札 無 4,999,995 4,987,500 99.75%
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背後斜面工事に伴うフェンス移設工事
場所：福井県敦賀市白木2-1
期間：平成25年5月10日～平成25年12月20日
種別：土木一式工事

関野　英夫　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成25年10月28日 岸本建設（株）
福井県敦賀市堂４５－４
－１

一般競争入札 無 ― -651,000 ― 変更契約

中継ポンプ場他変圧器更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月29日～平成26年3月28日
種別：電気工事

中島　克三　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25年10月29日 栗山電気（株）
茨城県龍ケ崎市若柴町
３０４７－２

一般競争入札 無 24,202,500 24,150,000 99.78%

ＪＲＲ－３原子炉建家塗装工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月30日～平成26年2月28日
種別：建築一式工事、塗装工事、防水工事

根本　伸一郎　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25年10月30日 （株）マスダ塗装店
茨城県水戸市大工町３
－２－８

一般競争入札 無 41,979,000 39,018,000 92.94%

25サイクル研　新設高圧変電所共同溝工事設計業務
茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成25年10月31日～平成26年3月14日
種別：建築設計

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年10月31日 東電設計（株）
東京都江東区東雲１－７
－１２

一般競争入札 無 9,971,850 9,765,000 97.92%

25原科研　JRR-3付属研究室他耐震診断業務
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年10月31日～平成26年2月28日
種別：建築設計

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年10月31日 東電設計（株）
東京都江東区東雲１－７
－１２

一般競争入札 無 15,058,050 12,810,000 85.07%

25原科研　高速炉ＣＡ特研機械室他耐震診断業務
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年10月31日～平成26年2月28日
種別：建築設計

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年10月31日 東電設計（株）
東京都江東区東雲１－７
－１２

一般競争入札 無 17,349,150 14,805,000 85.33%

25原科研　再処理特別研究棟他耐震診断業務
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年10月31日～平成26年2月28日
種別：建築設計

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年10月31日 東電設計（株）
東京都江東区東雲１－７
－１２

一般競争入札 無 20,895,000 15,855,000 75.87%

25原科研　廃棄物保管棟（No.1）他耐震診断業務
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年10月31日～平成26年2月28日
種別：建築設計

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年10月31日 東電設計（株）
東京都江東区東雲１－７
－１２

一般競争入札 無 18,098,850 13,755,000 75.99%

25原科研　バックエンド技術開発建家他耐震診断業務
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年10月31日～平成26年2月28日
種別：建築設計

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年10月31日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村
松字平原３１２９－３７

一般競争入札 無 17,111,850 12,600,000 73.63%

北売店復旧工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月31日～平成26年2月14日
種別：建築一式工事

中島　克三　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25年10月31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 6,751,500 6,667,500 98.75%
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研究技術情報保管施設改修電気設備工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年10月11日～平成26年3月28日
種別：電気工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年10月11日 （株）園部電気
茨城県水戸市堀町１８４
４－６

一般競争入札 無 90,583,500 86,415,000 95.39%

燃料試験施設管理棟の耐震診断等業務
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月1日～平成26年1月31日
種別：建築関係設計・施工管理業務

根本　伸一郎　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25年11月1日 （株）綜企画設計
茨城県牛久市牛久町２７
９－１

一般競争入札 無 3,079,650 2,835,000 92.05%

２５敦賀本部アトムプラザ（旧事務所）の耐震診断業務
場所：福井県敦賀市木崎65-20
期間：平成25年11月1日～平成26年3月15日
種別：建築関係設計・施工管理業務

関野　英夫　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成25年11月1日 （株）日建設計
東京都千代田区飯田橋
２－１８－３

一般競争入札 無 3,175,200 3,150,000 99.20%

第2管理棟PR室照明設備等設置工事
場所：福井県敦賀市白木2-1
期間：平成25年11月1日～平成25年11月29日
種別：電気工事

関野　英夫　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成25年11月1日 北山工業（株）
福井県三方郡美浜町松
原３０－７－２

一般競争入札 無 7,245,000 5,883,911 81.21%

Co棟他空気調和設備更新工事
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成25年11月6日～平成26年3月31日
種別：管工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年11月6日 （株）ヤマト
群馬県前橋市古市町１１
８

一般競争入札 無 104,118,000 74,550,000 71.60%

浄水場他直流電源設備更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月7日～平成26年3月28日
種別：電気工事

中島　克三　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25年11月7日 東神電池工業（株）
茨城県水戸市城東１－４
－４

一般競争入札 無 25,599,000 25,200,000 98.44%

第２放流水槽内塗装及び点検通路補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年8月8日～平成25年11月29日
種別：建築一式工事

竹中　信吾　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25年11月7日 東和防水工業（株）
岡山県岡山市北区一宮
１１４６－１

一般競争入札 無 ― 2,268,000 ― 変更契約

「常陽」炉心上部機構交換作業用機器保管・解体場所
整備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年9月3日～平成25年11月29日
種別：土木一式工事

中島　克三　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25年11月8日 愛功建設（株）
茨城県東茨城郡大洗町
成田町１９０

一般競争入札 無 ― 289,800 ― 変更契約

ＦＭＦ建家外壁他防水改修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月12日～平成26年2月28日
種別：防水工事

中島　克三　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25年11月12日 小野防水（株）
茨城県石岡市谷向町４
－２５

一般競争入札 無 9,943,500 6,331,500 63.67%

AtheNa施設大型鉄骨架構照明設備他新設工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月12日～平成26年3月28日
種別：電気工事

中島　克三　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25年11月12日 栗山電気（株）
茨城県龍ケ崎市若柴町
３０４７－２

一般競争入札 無 12,033,000 11,970,000 99.47%
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工事の競争契約に係る公表
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研究技術情報保管施設渡り廊下新築工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月13日～平成26年3月27日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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25年11月13日 （株）鴻池組
東京都江東区南砂２－７
－５

一般競争入札 無 30,828,000 30,450,000 98.77%

情報センターPAC-6D、F空調機更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月18日～平成26年3月28日
種別：管工事

中島　克三　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25年11月18日
関彰エンジニアリング
（株）

茨城県水戸市笠原町１５
１４－３

一般競争入札 無 15,288,000 14,700,000 96.15%

大洗研　危険物取扱施設の耐震診断業務
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月20日～平成26年3月20日
種別：建築関係設計・施工管理業務

中島　克三　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25年11月20日 （株）綜企画設計
茨城県牛久市牛久町２７
９－１

一般競争入札 無 36,430,800 29,295,000 80.41%

図書館内装他改修建築工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-49
期間：平成25年11月21日～平成26年3月28日
種別：建築一式工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年11月21日 （株）鴻池組
東京都江東区南砂２－７
－５

一般競争入札 無 115,500,000 115,500,000 100%

機械工作設計室等機械設備補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月21日～平成26年3月320日
種別：管工事

根本　伸一郎　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25年11月21日 加治設備工業（株）
茨城県水戸市住吉町７３
－１０

一般競争入札 無 4,399,500 4,095,000 93.07%

ＪＲＲ－１講義室他改修機械設備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月25日～平成26年3月20日
種別：管工事

根本　伸一郎　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25年11月25日 ストウ工業（株）
茨城県ひたちなか市大
字田彦１０２０－２８

一般競争入札 無 3,990,000 3,118,500 78.15%

ＪＲＲ－２冷凍機更新電気設備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月25日～平成26年3月20日
種別：電気設備工事

根本　伸一郎　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25年11月25日 （株）テクニティ
茨城県水戸市小吹町２８
３４－１

一般競争入札 無 8,473,500 8,263,500 97.52%

構内車庫建築工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年11月26日～平成26年3月28日
種別：建築一式工事

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年11月26日 （株）鴻池組
東京都江東区南砂２－７
－５

一般競争入札 無 69,489,000 69,300,000 99.72%

原科研南側防護区域外灯設置工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月26日～平成26年3月28日
種別：電気設備工事

根本　伸一郎　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25年11月26日 （株）久工
茨城県笠間市南吉原１３
２

一般競争入札 無 15,676,500 13,650,000 87.07%

大洗研　照射試験炉センターの耐震診断業務
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月26日～平成26年3月20日
種別：建築関係設計・施工管理業務

中島　克三　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25年11月26日 （株）綜企画設計
茨城県牛久市牛久町２７
９－１

一般競争入札 無 5,415,900 4,620,000 85.30%
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桜道寮北棟屋上防水改修工事
場所：茨城県東茨城郡大洗町桜道362-1
期間：平成25年11月27日～平成26年2月28日
種別：防水工事

中島　克三　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25年11月27日 いわきレジン（株）
福島県いわき市小名浜
字芳浜１１－４０

一般競争入札 無 4,063,500 3,465,000 85.27%

JRR-3施設周辺地盤補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年7月5日～平成25年11月29日
種別：土木一式工事

根本　伸一郎　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25年11月28日 （株）柳田組
茨城県東茨城郡茨城町
小鶴１３５７－３

一般競争入札 無 ― 42,000 ― 変更契約

総合管理建物他総合耐震診断等業務
場所：福井県敦賀市白木2-1
期間：平成25年11月29日～平成26年3月7日
種別：建築関係設計・施工管理業務

関野　英夫　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成25年11月29日
（株）開発設計コンサル
タント

東京都千代田区外神田
２－１６－２

一般競争入札 無 11,319,000 11,130,000 98.33%

第２管理棟屋根外壁改修工事
場所：福井県敦賀市白木2-1
期間：平成25年11月29日～平成26年3月25日
種別：建築一式工事

関野　英夫　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成25年11月29日 （株）あめりか屋
福井県敦賀市長沢１３－
１３－１

一般競争入札 無 35,994,000 34,125,000 94.80%

25J-PARC　MLF施設実験準備室増設建家の設計業
務
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年12月2日～平成26年3月31日
種別：建築関係設計・施工管理業務

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年12月2日
（株）横須賀満夫建築
設計事務所

茨城県水戸市南町２－１
－１８　アーキビル

一般競争入札 無 8,450,400 8,400,000 99.40%

25福島　モックアップ施設地盤調査業務
場所：福島県双葉郡楢葉町　楢葉南工業団地内
期間：平成25年9月13
種別：その他のコンサルティング業務

圖師　修一　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成25年12月3日 （株）アガック
東京都豊島区巣鴨１－２
４－１

一般競争入札 無 ― 0 ― 変更契約

25原科研　モックアップ試験室建家他解体撤去工事の
実施設計業務
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月6日～平成26年2月7日
種別：建築関係設計・施工管理業務

根本　伸一郎　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25年12月6日 （株）第一設計
茨城県ひたちなか市勝
倉２６７１－１

一般競争入札 無 4,119,150 3,570,000 86.66%

25原科研　外国人研究交流施設他解体撤去工事の実
施設計業務
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月6日～平成26年3月24日
種別：建築関係設計・施工管理業務

根本　伸一郎　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25年12月6日
（株）横須賀満夫建築
設計事務所

茨城県水戸市南町２－１
－１８　アーキビル

一般競争入札 無 2,745,750 2,738,400 99.73%

25サイクル研　気象観測用鉄塔解体撤去工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松4-33
期間：平成25年12月6日～平成26年3月31日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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25年12月6日 ＩＨＩプラント建設（株）
東京都江東区豊洲３－１
－１

一般競争入札 無 48,751,500 43,890,000 90.02%
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浄水場深井戸流量計設置工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月6日～平成26年3月20日
種別：管工事

中島　克三　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25年12月6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 3,759,000 3,675,000 97.76%

ＦＣＡ排気筒補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月11日～平成26年3月28日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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25年12月11日 （株）アトックス
東京都中央区新富町２
－３－４

一般競争入札 無 11,560,500 11,025,000 95.36%

ＮＵＣＥＦ建家クラック補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月11日～平成26年3月28日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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25年12月11日 （株）アトックス
東京都中央区新富町２
－３－４

一般競争入札 無 43,858,500 43,613,850 99.44%

燃研棟正門周辺フェンス更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月11日～平成26年3月14日
種別：建築一式工事

中島　克三　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25年12月11日 （株）白土工務店
茨城県東茨城郡大洗町
桜道５５７

一般競争入札 無 3,454,500 3,391,500 98.17%

国際会館駐車場新設工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月12日～平成26年2月28日
種別：土木一式工事

中島　克三　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25年12月12日 愛功建設（株）
茨城県東茨城郡大洗町
成田町１９０

一般競争入札 無 4,462,500 4,357,500 97.64%

燃料試験施設試験棟空調設備更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月13日～平成26年3月31日
種別：管工事

根本　伸一郎　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25年12月13日 （株）タケムラ
茨城県日立市留町前川
１２７０－１６

一般競争入札 無 48,657,000 47,250,000 97.10%

職員診療所高圧受変電設備更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松1111-1
期間：平成25年12月17日～平成26年3月28日
種別：電気設備工事

根本　伸一郎　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25年12月17日 藤電気（株）
茨城県水戸市河和田町
４３８４

一般競争入札 無 25,483,500 25,200,000 98.88%

原子炉特研他高圧変圧器更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月17日～平成26年3月28日
種別：電気設備工事

根本　伸一郎　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25年12月17日 （株）久工
茨城県笠間市南吉原１３
２

一般競争入札 無 26,659,500 24,465,000 91.76%

真崎地区住宅送水管撤去工事
場所：阿漕ヶ浦北側旧道
期間：平成25年12月18日～平成26年3月28日
種別：管工事

根本　伸一郎　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25年12月18日 東昌産業（株）
茨城県ひたちなか市中
根５２５６－１

一般競争入札 無 14,353,500 13,650,000 95.09%

鉄砲町住宅第２棟改修機械設備工事
場所：茨城県水戸市五軒町1-4　日本原子力研究開発
機構　鉄砲町住宅第２棟
期間：平成25年12月19日～平成26年3月28日
種別：管工事

根本　伸一郎　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25年12月19日 常陽メンテナンス（株）
茨城県水戸市けやき台３
－３５－１

一般競争入札 無 11,781,000 11,655,000 98.93%
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一里塚住宅一団地認定取下げ等手続き設計他作業
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月20日～平成26年3月28日
種別：建築関係設計・施工管理業務

中島　克三　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25年12月20日
（株）柴建築設計事務
所

茨城県水戸市泉町３－１
－２８

一般競争入札 無 5,197,500 4,830,000 92.92%

工作工場設計室他補修建築工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月24日～平成26年3月28日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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25年12月24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 40,929,000 39,900,000 97.48%

ＪＴ－６０実験棟増設部３階床増築工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月24日～平成26年8月29日
種別：建築一式工事

木村　俊之　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25年12月24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 36,050,400 34,020,000 94.36%

立入制限区域及び周辺防護区域防護柵変更工事
場所：福井県敦賀市白木2-1
期間：平成25年9月5日～平成26年3月25日
種別：土木一式工事

関野　英夫　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成25年12月25日 岸本建設（株）
福井県敦賀市堂４５－４
－１

一般競争入札 無 ― 20,832,000 ― 変更契約

再処理施設立入制限区域　警備所新築工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33　核燃料サイクル
工学研究所内
期間：平成26年1月7日～平成26年3月31日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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26年1月7日 矢作建設工業（株）
東京都中央区湊２－２－
５

一般競争入札 無 32,917,500 32,550,000 98.88%

TVF外構補修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成25年7月12日～平成26年3月25日
種別：建築一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年1月10日 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１
１－１

一般競争入札 無 ― 3,360,000 ― 変更契約

25J-PARC　南地区アクセス道路整備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成26年1月10日～平成26年3月28
種別：土木一式工事

根本　伸一郎　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26年1月10日 （株）柳田組
茨城県東茨城郡茨城町
小鶴１３５７－３

一般競争入札 無 16,758,000 13,965,000 83.33%

管理器材保管建家　外壁他補修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成26年1月10日～平成26年3月31日
種別：防水工事

根本　伸一郎　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26年1月10日 相賀塗装（株）
茨城県日立市会瀬町１
－９－１６

一般競争入札 無 9,244,200 9,240,000 99.95%

大洗研　事務本館の耐震診断等業務
場所：右記所在地と同じ
期間：平成26年1月15日～平成26年3月24日
種別：建築関係設計・施工管理業務

中島　克三　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26年1月15日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村村
松字平原３１２９－３７

一般競争入札 無 5,055,750 3,213,000 63.55%

第２Na処理室建家内部鉄骨塗装工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成26年1月15日～平成26年3月28日
種別：塗装工事

中島　克三　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26年1月15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 5,313,000 3,780,000 71.14%
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研究技術情報保管施設新館エレベーター新設工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成26年1月16日～平成26年3月31日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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26年1月16日 （株）鴻池組
東京都江東区南砂２－７
－５

一般競争入札 無 42,084,000 42,000,000 99.80%

ＪＴ－６０測定用補助接地極設置工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成26年1月17日～平成26年3月20日
種別：電気工事

木村　俊之　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26年1月17日 （株）園部電気
茨城県水戸市堀町１８４
４－６

一般競争入札 無 4,977,000 4,977,000 100%

舟石川地区他久慈川導水管撤去工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年7月9日～平成26年2月28日
種別：土木一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年1月21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

燃料試験施設試験棟上水配管敷設工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年9月24日～平成26年1月31日
種別：管工事

根本　伸一郎　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26年1月21日 （株）タケムラ
茨城県日立市留町前川
１２７０－１６

一般競争入札 無 ― -451,500 ― 変更契約

ＦＣＡ方面構内蒸気配管更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年8月20日～平成26年1月31日
種別：管工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年1月22日 （株）ナバナ工業
茨城県高萩市下手綱鍋
田１４６０－３

一般競争入札 無 ― -199,500 ― 変更契約

真砂橋に係る強度評価ならびに補強設計の実施
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成25年10月24日～平成26年3月20日
種別：その他のコンサルティング業務

根本　伸一郎　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26年1月24日 （株）ニュージェック
東京都江東区亀戸１－５
－７

一般競争入札 無 ― 0 ― 変更契約

基盤技術試験室高層部屋上補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成26年1月24日～平成26年3月28日
種別：建築一式工事

中島　克三　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26年1月24日 （株）白土工務店
茨城県東茨城郡大洗町
桜道５５７

一般競争入札 無 6,919,500 6,741,000 97.42%

ITER高周波工学試験装置試験環境整備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成26年1月29日～平成26年3月28日
種別：機械器具設置工事

木村　俊之　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26年1月29日 飯村機電工業（株）
茨城県水戸市城南３－２
－８

一般競争入札 無 36,330,000 27,825,000 76.58%

ＨＴＴＲ研究棟４階倉庫等雨漏れ補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成26年1月31日～平成26年3月28日
種別：防水工事

中島　克三　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26年1月31日 いわきレジン（株）
福島県いわき市小名浜
字芳浜１１－４０

一般競争入札 無 2,719,500 2,205,000 81.08%

25福島　モックアップ施設地盤調査業務
場所：福島県双葉郡楢葉町　楢葉南工業団地内
期間：平成25年9月13日～平成26年2月14日
種別：その他のコンサルティング業務

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年2月7日 （株）アガック
東京都豊島区巣鴨１－２
４－１

一般競争入札 無 ― 2,278,500 ― 変更契約
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原子炉解体実証試験建屋地質調査
場所：福井県敦賀市明神町3
期間：平成26年2月12日～平成26年3月14日
種別：建築関係設計・施工管理業務

関野　英夫　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成26年2月12日
（株）エイコー技術コン
サルタント

福井県敦賀市中央町２
－１１－３６

一般競争入札 無 1,953,000 1,890,000 96.77%

ＦＮＳ建家外壁防水他補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月16日～平成26年2月28日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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26年2月18日 アルプス建設（株）
茨城県水戸市平須町１８
２８－１０２５

一般競争入札 無 ― 2,184,000 ― 変更契約

タンデム加速器棟高圧変圧器等更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成25年8月29日～平成26年2月28日
種別：電気工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年2月26日 藤電気（株）
茨城県水戸市河和田町
４３８４番地７５号

一般競争入札 無 ― 5,880,000 ― 変更契約

JT-60 ２次冷却設備冷却塔設置台改修工事
場所：茨城県那珂市向山801-1
期間：平成25年10月3日～平成26年3月20日
種別：建築一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年2月26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 ― 4,410,000 ― 変更契約

２５敦賀本部アトムプラザ（旧事務所）の耐震診断業務
場所：福井県敦賀市木崎65-20
期間：平成25年11月29日～平成26年3月15日
種別：建築関係設計・施工管理業務

関野　英夫　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成26年3月4日 （株）日建設計
東京都千代田区飯田橋
２－１８－３

一般競争入札 無 ― -243,233 ― 変更契約

鉄砲町住宅第２棟改修機械設備工事
場所：水戸市五軒町１丁目４番　日本原子力研究開発
機構　鉄砲町住宅第２棟
期間：平成25年12月19日～平成26年8月8日
種別：管工事

根本　伸一郎　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26年3月7日 常陽メンテナンス（株）
茨城県水戸市けやき台３
－３５－１

一般競争入札 無 ― 333,000 ― 変更契約

25東濃　瑞浪超深地層研究所　研究坑道掘削工事（Ａ
工区その６）
場所：岐阜県瑞浪市明世町山野内1-64
期間：平成26年3月10日～平成28年3月15日
種別：土木一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月10日
大林・大成・安藤・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 1,641,600,000 1,640,520,000 99.93%

25東濃　瑞浪超深地層研究所　研究坑道掘削工事（B
工区その６）
場所：岐阜県瑞浪市明世町山野内1-64
期間：平成26年3月10日～平成28年3月15日
種別：土木一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月10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 882,576,000 874,800,000 99.11%

量子ビーム応用研究管理棟等屋外電話用ケーブル敷
設工事
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成26年3月11日～平成27年3月31日
種別：電気工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月11日 阿久澤電機（株）
群馬県高崎市問屋町２
－４－６

一般競争入札 無 14,472,000 14,040,000 97.01%
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25もんじゅ　防災管理棟新築工事
場所：福井県敦賀市白木2丁目
期間：平成26年3月12日～平成27年3月31日
種別：建築一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月12日 （株）塩浜工業
福井県敦賀市観音町１２
－１

一般競争入札 有 748,116,000 745,200,000 99.61%

ＨＥＮＤＥＬ高圧遮断器等更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年10月24日～平成26年3月28日
種別：電気設備工事

根本　伸一郎　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26年3月13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 ― 2,761,500 ― 変更契約

25高崎研　量子ビーム応用研究管理棟新築機械設備
工事
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成26年3月14日～平成27年3月31日
種別：管工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月14日
藤田エンジニアリング
（株）

群馬県高崎市飯塚町１１
７４－５

一般競争入札 有 187,704,000 171,720,000 91.48%

25高崎研　量子ビーム応用研究管理棟新築電気設備
工事
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成26年3月14日～平成27年3月31日
種別：電気工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月14日
藤田エンジニアリング
（株）

群馬県高崎市飯塚町１１
７４－５

一般競争入札 有 262,764,000 259,200,000 98.64%

Ｆ６７配電設備更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年7月18日～平成26年3月20日
種別：電気工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月14日 （株）関電工
茨城県水戸市城南２－７
－１４

一般競争入札 無 ― 7,875,000 ― 変更契約

研究技術情報保管施設渡り廊下新築工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月13日～平成26年3月27日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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26年3月14日 （株）鴻池組
東京都江東区南砂２－７
－５

一般競争入札 無 ― 630,000 ― 変更契約

25高崎研　環境・産業利用研究棟新築機械設備工事
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成26年3月17日～平成27年3月31日
種別：管工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月17日 新菱冷熱工業（株） 東京都新宿区四谷２－４ 一般競争入札 有 551,448,000 461,808,000 83.74%

25高崎研　量子ビーム応用研究管理棟新築工事
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成26年3月17日～平成27年3月31日
種別：建築一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月17日 清水建設（株）
埼玉県さいたま市大宮区
下町１－５１

一般競争入札 有 879,876,000 820,800,000 93.28%

25高崎研　環境・産業利用研究棟新築工事
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成26年3月17日～平成27年3月31日
種別：建築一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月17日 清水建設（株）
埼玉県さいたま市大宮区
下町１－５１

一般競争入札 有 1,467,720,000 1,435,320,000 97.79%

25那珂研　先進計測開発棟新築機械設備工事
場所：茨城県那珂市向山801-1
期間：平成26年3月17日～平成27年3月13日
種別：建築一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月17日 新菱冷熱工業（株） 東京都新宿区四谷２－４ 一般競争入札 無 165,564,000 151,200,000 91.32%
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機械工作設計室等機械設備補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年11月21日～平成26年3月31日
種別：管工事

根本　伸一郎　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26年3月17日 加治設備工業（株）
茨城県水戸市住吉町７３
－１０

一般競争入札 無 ― 451,500 ― 変更契約

25原科研　南地区守衛所新築工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4
期間：平成26年3月18日～平成26年10月31日
種別：建築一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月18日 （株）要建設
茨城県水戸市白梅１－２
－３６

一般競争入札 無 64,940,400 61,884,000 95.29%

研究技術情報保管施設改修電気設備工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年10月11日～平成26年3月28日
種別：電気工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月18日 （株）園部電気
茨城県水戸市堀町１８４
４－６

一般競争入札 無 ― 2,541,000 ― 変更契約

図書館内装他改修建築工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年11月21日～平成26年3月28日
種別：土木一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月18日 （株）鴻池組
東京都江東区南砂２－７
－５

一般競争入札 無 ― 32,235,000 ― 変更契約

鉄砲町住宅第２棟内装他改修建築工事
場所：水戸市五軒町1-4　日本原子力研究開発機構
鉄砲町住宅第２棟
期間：平成26年3月18日～平成26年7月31日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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26年3月18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 44,744,400 41,580,000 92.92%

25J-PARC　総合研究基盤施設新築電気設備工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成26年3月19日～平成27年3月31日
種別：電気工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月19日 （株）クリハラント
茨城県那珂郡東海村東
海１－２０－２４

一般競争入札 有 343,980,000 267,840,000 77.86%

25Ｊ－ＰＡＲＣ　総合研究基盤施設新築機械設備工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成26年3月19日～平成27年3月31日
種別：管工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月19日 新菱冷熱工業（株） 東京都新宿区四谷２－４ 一般競争入札 有 433,188,000 359,640,000 83.02%

ＮＵＣＥＦ工務監視装置他更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年7月2日～平成26年3月20日
種別：電気工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月19日
ジョンソンコントロール
ズ（株）

茨城県つくば市竹園２－
２－４　第２ＩＳＳＥＩビル

一般競争入札 無 ― 7,245,000 ― 変更契約

機械工作設計室等電気設備補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年9月18日～平成26年3月31日
種別：電気設備工事

根本　伸一郎　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26年3月19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 ― 0 ― 変更契約

ＦＣＡ排気筒補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成25年12月11日～平成26年3月28日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　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26年3月19日 （株）アトックス
東京都中央区新富町２
－３－４

一般競争入札 無 ― 913,500 ― 変更契約
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研究技術情報保管施設改修機械設備工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年10月10日～平成26年3月28日
種別：管工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月20日 飯村機電工業（株）
茨城県水戸市城南３－２
－８

一般競争入札 無 ― 2,887,500 ― 変更契約

構内車庫建築工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成25年11月26日～平成26年3月28日
種別：建築一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月20日 （株）鴻池組
東京都江東区南砂２－７
－５

一般競争入札 無 ― 4,410,000 ― 変更契約

防災管理棟新築機械設備工事
場所：福井県敦賀市白木2丁目
期間：平成26年3月20日～平成27年3月25日
種別：管工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月20日 新菱冷熱工業（株） 東京都新宿区四谷２－４ 一般競争入札 無 142,462,800 129,600,000 90.97%

構内浄水場施設整備機械設備工事
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成26年3月25日～平成27年3月31日
種別：管工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月25日 （株）ヤマト
群馬県前橋市古市町１１
８

一般競争入札 無 189,000,000 179,280,000 94.85%

25本部　総合管理棟建設工事の工事監理業務
場所：茨城県那珂郡東海村大字舟石川字長堀765-1
期間：平成26年3月28日～平成27年3月31日
種別：建築関係設計・施工管理業務

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月28日 （株）ニュージェック
東京都江東区亀戸１－５
－７

一般競争入札 有 27,864,000 27,864,000 100%

25J-PARC　総合研究基盤施設新築電気設備工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成26年3月19日～平成27年3月31日
種別：電気工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月31日 （株）クリハラント
茨城県那珂郡東海村東
海１－２０－２４

一般競争入札 有 ― 59,400,000 ― 変更契約

25本部　総合管理棟新築電気設備工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字舟石川字長堀765-1
期間：平成26年3月31日～平成27年3月31日
種別：電気工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月31日 栗原工業（株） 東京都港区芝３－２４-７ 一般競争入札 有 522,936,000 507,600,000 97.06%

25高崎研　環境・産業利用研究棟新築機械設備工事
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成26年3月17日～平成27年3月31日
種別：管工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月31日 新菱冷熱工業（株） 東京都新宿区四谷２－４ 一般競争入札 有 ― 68,040,000 ― 変更契約

25本部　総合管理棟新築機械設備工事
場所：茨城県那珂郡東海村舟石川765-1　他
期間：平成26年3月31日～平成27年3月31日
種別：管工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月31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 478,548,000 444,960,000 92.98%

25高崎研　量子ビーム応用研究管理棟新築工事
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成26年3月17日～平成27年3月31日
種別：建築一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月31日 清水建設（株）
埼玉県さいたま市大宮区
下町１－５１

一般競争入札 有 ― 3,240,000 ― 変更契約
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25高崎研　量子ビーム応用研究管理棟新築電気設備
工事
場所：群馬県高崎市綿貫町1233
期間：平成26年3月14日～平成27年3月31日
種別：電気工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月31日
藤田エンジニアリング
（株）

群馬県高崎市飯塚町１１
７４－５

一般競争入札 有 ― 7,884,000 ― 変更契約

25Ｊ－ＰＡＲＣ　総合研究基盤施設新築機械設備工事
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成26年3月19日～平成27年3月31日
種別：管工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月31日 新菱冷熱工業（株） 東京都新宿区四谷２－４ 一般競争入札 有 ― 15,573,600 ― 変更契約

25那珂研　ヘリウム圧縮機棟建家新築他工事
場所：茨城県那珂市向山801-1
期間：平成26年3月31日～平成27年2月27日
種別：建築一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月31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 188,028,000 187,380,000 99.65%

敷地境界フェンス補修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成26年3月31日～平成26年11月7日
種別：土木一式工事

鈴木　正隆　契約部長
茨城県那珂郡東海村村
松 4 番地49

平成26年3月31日 平成建設（株）
茨城県石岡市府中２－３
－１６

一般競争入札 無 60,188,400 47,088,000 78.23%

JT-60実験棟本体室壁切欠工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成26年3月31日～平成26年10月10日
種別：建築一式工事

木村　俊之　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26年3月31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 33,177,600 29,160,000 87.89%

（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。

2．公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

3．必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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