
平成28年4月～平成29年3月契約締結分

様式3-1

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

1
構内ボイラ１号缶及び３号缶
解体撤去工事
群馬県高崎市綿貫町1233番地

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.8.23

株式会社ヒラカワ 北関東支店
埼玉県さいたま市北区宮原町４
－１９－８アイランドヴィレッ
ジ１階
法人番号6120001069538

一般 － 4,151,520 －

2
構内ボイラ増設工事
群馬県高崎市綿貫町1233番地
H28.12.20～H29.3.24

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.20

株式会社ヒラカワ 北関東支店
埼玉県さいたま市北区宮原町４
－１９－８アイランドヴィレッ
ジ１階
法人番号6120001069538

一般 － 9,231,840 －

※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」をいう。
（注）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。

公益法人の場合

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（公共工事）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、
期間及び種別

契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日



平成28年4月～平成29年3月契約締結分

様式3-2

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

※公益法人の区分において「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」をいう。

（注）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。

公益法人の場合

備考
再就職の
役員の数

契約を
締結した日

落札率
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規定等の根拠規定及
び理由

予定価格 契約金額

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、
期間及び種別

契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（公共工事）

                                                                                                                                                        該当なし 



平成28年4月～平成29年3月契約締結分

様式3-3

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

1
サイクロトロンの運転保守業
務請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１　法人番号4070001008164

一般 － 69,337,555 －

2 管財業務請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１　法人番号4070001008164

一般 － 12,415,680 －

3
平成28年度複写機保守請負契
約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
株式会社清水商事
群馬県高崎市問屋町西１－１－
３　法人番号3070001007217

一般 － 1,402,025 －

4
個人被ばく線量測定業務単価
契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
長瀬ランダウア株式会社
茨城県つくば市諏訪Ｃ２２街区
１  法人番号8050001018021

一般 － 11,945,760 －

5 警備業務請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1

東朋産業株式会社
群馬県前橋市総社町桜が丘１２
２５－２
法人番号4070001002233

一般 － 93,983,808 －

6 車両運行業務請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１  法人番号4070001008164

一般
（総合評価）

－ 9,564,480 －

7
国立研究開発法人量子科学技
術研究開発機構高崎量子応用
研究所で使用する電気

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1

東京電力エナジーパートナー株
式会社
埼玉県さいたま市南区別所１－1
－１６
法人番号8010001166930

一般 － 261,329,256 －

8 豊岡寮管理業務請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1

株式会社クラブパートナー
東京都渋谷区代々木3-1-11パシ
フィックスクエア3階
法人番号1010401111369

一般 － 6,609,600 －

9
平成２８年度クレーン施設点
検整備作業請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1

ＡＴＳ株式会社
群馬県太田市新田反町町１７３
－１
法人番号3070001022414

一般 － 2,354,400 －

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

落札率

公益法人の場合

備考
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

予定価格 契約金額



平成28年4月～平成29年3月契約締結分

様式3-3

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

10
平成28年度イオン照射研究施
設空調自動制御設備保守点検
作業請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1

ジョンソンコントロールズ株式
会社　高崎営業所
群馬県高崎市あら町１６７　 高
崎第一生命ビルディング
法人番号8011001046081

一般 － 3,996,000 －

11
中央変電所受変電設備定期点
検作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
株式会社明電エンジニアリング
東京都品川区大崎３－７－９
法人番号1010701028239

一般 － 8,424,000 －

12
平成28年度排水監視施設保守
点検整備作業請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1

環境計測株式会社　神奈川事業
所
神奈川県川崎市川崎区宮本町２
－１２
法人番号3130001014157

一般 － 2,160,000 －

13
平成28年度排水及び煤煙測定
作業請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
株式会社環境分析センター
茨城県水戸市河和田町４８６９
法人番号8050001005201

一般 － 1,373,976 －

14
高崎量子応用研究所清掃業務
請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1

株式会社和心
東京都新宿区市谷台町４－２
大鷹ビル２
法人番号4011101047545

一般 － 38,572,800 －

15
静電加速器の運転保守業務請
負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１法人番号4070001008164

一般 － 38,005,848 －

16
平成28年度イオン照射研究施
設におけるRI製造・使用等に
関する単価契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１　法人番号4070001008164

一般 － 6,652,854 －

17
平成28年度 高崎量子応用研
究所機械室等運転保守業務請
負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１　法人番号4070001008164

一般 － 98,755,200 －

18
構内芝生清掃・除草作業及び
花壇等の管理作業請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
群馬緑化株式会社
群馬県前橋市敷島町２４８－１
３  法人番号5070001001036

一般 － 2,808,000 －

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約金額
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
備考落札率

公益法人の場合

予定価格



平成28年4月～平成29年3月契約締結分

様式3-3

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

19
平成28年度液体窒素CE製造設
備点検作業請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１  法人番号4070001008164

一般 － 2,249,402 －

20
外国人研究員受入等に伴う通
訳・翻訳業務に係る労働者派
遣契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１  法人番号4070001008164

一般
（総合評価）

－ 15,585,180 －

21 液体窒素売買単価契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
株式会社巴商会　高崎営業所
群馬県高崎市２２７－２
法人番号　4010801008518

一般 － 3,409,387 －

22
コバルト60線源購入及び使用
済み線源の引取り

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.15

公益社団法人日本アイソトープ
協会　東京都文京区本駒込二丁
目２８番４５号
法人番号7010005018674

一般 － 53,773,200 － （公社） 国所管 1

23
平成28年度健康診断等業務請
負

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.6.21
一般財団法人日本健康増進財団
東京都渋谷区恵比寿1-24-4
法人番号　5011005003767

一般 － 3,698,838 －

24 サイクロトロン点検整備作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.6.21

住友重機械工業株式会社　産業
機器事業部　東京都品川区大崎
2-1-1
法人番号9010701005032

一般 － 13,392,000 －

25
サイクロトロン電源定期点検
作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.6.23
株式会社ＩＤＸ
栃木県佐野市町谷町2946番地
法人番号7060001021116

一般 － 4,212,000 －

26
放射線測定器の定期保守点検
校正業務

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.6.28
公益財団法人放射線計測協会
茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
法人番号4050005010671

一般 － 5,292,000 － （公財） 国所管 1

27 クライオポンプ定期点検

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.7.14

株式会社新井商会
群馬県高崎市貝沢町622
法人番号9070001006130

一般 － 2,624,400 －

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合



平成28年4月～平成29年3月契約締結分

様式3-3

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

28
平成28年度上期作業環境測定
作業（有機則・特化則関係）

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.8.9
株式会社環境技研 群馬県高崎市
金古町１７０９－１
法人番号5070001009392

一般 － 2,816,640 －

29
サイクロトロン電源筐体内冷
却水配管の更新

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.8.9
株式会社ＩＤＸ  栃木県佐野市
町谷町２９４６
法人番号7060001021116

一般 － 6,199,200 －

30 水冷ビーム診断機器の更新

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.8.9
有限会社ウッドベル  埼玉県富
士見市渡戸１-１-６２
法人番号7030002065313

一般 － 9,342,000 －

31 水冷プローブの更新

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.8.9

住友重機械工業株式会社　産業
機器事業部  東京都品川区大崎
２－１－１
法人番号9010701005032

一般 － 11,340,000 －

32
ガラス吸着材のマイクロPIXE
及びPIXE-CTの分析試料作製
及びデータ解析作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.8.18

ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１
法人番号4070001008164

一般 － 2,369,520 －

33
時間分解電子スピン共鳴測定
装置等の移設作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.8.23

日本電子株式会社　東京支店
東京都千代田区大手町２－１－
１大手町野村ビル１８階
法人番号9012801002438

一般 － 1,641,600 －

34 サイクロトロン冷却系の更新

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.8.25

藤田エンジニアリング株式会社
群馬県高崎市飯塚町１１７４－
５
法人番号6070001008237

一般 － 91,260,000 －

35 走査電子顕微鏡等の移設

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.8.30
大木理工機材株式会社  群馬県
高崎市中豊岡町８６
法人番号2070001006310

一般 － 1,944,000 －

36
サイクロトロン冷却系イン
ターロックの更新

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.9.6

株式会社日立製作所 原子力ビジ
ネスユニット
東京都千代田区外神田１－１０
－１３
法人番号　7010001008844

一般 － 26,568,000 －

落札率

公益法人の場合

予定価格 契約金額 備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）



平成28年4月～平成29年3月契約締結分

様式3-3

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

37 ファイバーレーザーの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.9.14

サンインスツルメント株式会社
東京都品川区西五反田２－２６
－９　五輪プラザビル４階
法人番号　2010701014642

一般 － 3,778,920 －

38
生物分子機能解析研究業務に
係る労働者派遣契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.9.16

日本アドバンストテクノロジー
株式会社
茨城県那珂郡東海村村松字平原
３１２９－４５
法人番号　6050001004683

一般 － 19,945,440 －

39 RF発振装置の点検

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.9.27

日本高周波株式会社
神奈川県横浜市緑区中山町１１
１９
法人番号2020001002297

一般 － 1,512,000 －

40
放射能濃度分布解析システム
の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.9.27

ＨＰＣテクノロジーズ株式会社
東京都千代田区飯田橋２－１４
－２　雄邦ビル３Ｆ
法人番号2010001110778

一般 － 2,916,000 －

41
ガラス吸着材のマイクロPIXE
及びPIXE-CT分析開発作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.9.27

ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１
法人番号4070001008164

一般 － 4,266,000 －

42
冬季A重油売買単価契約（構
内ボイラー用）

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.9.28
モギエナジーシステム株式会社
群馬県高崎市問屋町３－９－７
法人番号　6070001008583

一般 － 5,863,104 －

43 イオンポンプ分解整備

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.9.28
日新電機株式会社　東京支社
東京都千代田区神田和泉町１
法人番号8130001001588

一般 － 1,598,400 －

44
RI標識ﾗﾝﾀﾞﾑDﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
の合成作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.10.18

ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１
法人番号　4070001008164

一般 － 3,510,000 －

45 し尿浄化槽清掃作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.7

株式会社環境整備高崎センター
群馬県高崎市新後閑町３４８－
１
法人番号1070001006501

一般 － 1,717,200 －

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合



平成28年4月～平成29年3月契約締結分

様式3-3

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

46
イオン照射研究施設放射性廃
棄物処理設備定期点検作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.8

株式会社ウエイブエンジニアリ
ング
埼玉県さいたま市中央区下落合
５－４－６　法人番号
1030001000953

一般 － 4,104,000 －

47
非常用発電設備ＥＣＢ等の購
入

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.8
株式会社明電エンジニアリング
東京都品川区大崎３－７－９
法人番号1010701028239

一般 － 2,916,000 －

48
イオンビームの発生・制御及
び照射実験に関する支援業務
1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.14

ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１
法人番号4070001008164

一般 － 12,451,320 －

49
電子顕微鏡等を用いた分析作
業における研究・技術支援業
務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.14

ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１
法人番号4070001008164

一般 － 18,454,635 －

50
中央変電所他管理業務１名の
派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.16

ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１
法人番号4070001008164

一般 － 18,009,945 －

51
イオン空調及び廃棄物他管理
業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.16

ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１
法人番号4070001008164

一般 － 18,009,945 －

52
構内空調他管理業務1名の派
遣

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.16

ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１
法人番号4070001008164

一般 － 18,009,945 －

53
TIARA等の放射線施設におけ
る放射線管理に係る業務１名
の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.16

ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１
法人番号4070001008164

一般 － 18,454,635 －

54
除染材料の構造解析に用いる
FT-IR装置の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.19
株式会社ジーエムエス
群馬県前橋市駒形町945-4
法人番号8070001003772

一般 － 4,268,160 －

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日



平成28年4月～平成29年3月契約締結分

様式3-3

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

55
放射能濃度分布イメージング
カメラシステム

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.19

浜松ホトニクス株式会社
静岡県浜松市東区市野町１１２
６－１
法人番号2080401004193

一般 － 4,588,920 －

56 第5重イオン室遮蔽扉修理

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.26

三樹工業株式会社
千葉県千葉市稲毛区山王町３８
１－６
法人番号5040001007226

一般 － 4,209,840 －

57
PET, CT, MRI画像の定量解析
用ソフトウェアの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H29.1.17
株式会社PMOD
東京都新宿区西新宿6-12-6
法人番号9011101054330

一般 － 2,856,600 －

58
マイクロフォーカスX線CT装
置の移設作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H29.1.17
高信化学株式会社
群馬県高崎市大八木町８０１
法人番号7070001006859

一般 － 2,924,640 －

59
原子発光検出器システムの購
入

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H29.1.20

株式会社東京インスツルメンツ
東京都江戸川区西葛西６－１８
－１４
法人番号7011701005288

一般 － 4,977,720 －

60 遮蔽扉の修理

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H29.3.30

三樹工業株式会社
千葉県千葉市稲毛区山王町３８
１－６
法人番号5040001007226

一般 － 7,499,520 －

※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」をいう。
（注）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。

落札率

公益法人の場合

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額



平成28年4月～平成29年3月契約締結分

様式3-4

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

1
平成28年度TIARA利用システ
ムの保守請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
ＪＰＣ株式会社
茨城県那珂市横堀８５１－１２
法人番号7050001005929

会計規程第28条
契約事務規程第32条第1項
（2）
契約の性質又は目的が競争を
許さないとき

－ 2,818,800 －

2
平成28年度３次元静電磁場解
析コード保守請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
極東貿易株式会社
東京都千代田区大手町２－２－
１　法人番号2010001014327

会計規程第28条
契約事務規程第32条第1項
（2）
契約の性質又は目的が競争を
許さないとき

－ 1,075,680 －

3

国立研究開発法人量子科学技
術研究開発機構高崎量子応用
研究所国際交流会館で使用す
る電気

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1

東京電力エナジーパートナー株
式会社　高崎支社
群馬県高崎市宮元町１－２
法人番号8010001166930

会計規程第28条
契約事務規程第26条
競争に付しても入札者がない
とき

－ 3,716,780 －

4
国立研究開発法人量子科学技
術研究開発機構高崎量子応用
研究所豊岡寮で使用する電気

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1

東京電力エナジーパートナー株
式会社　高崎支社
群馬県高崎市宮元町１－２
法人番号8010001166930

会計規程第28条
契約事務規程第26条
競争に付しても入札者がない
とき

－ 2,519,260 －

5
平成28年度イオン照射研究施
設他エレベーター等点検整備
作業請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1

株式会社日立ビルシステム　関
越支社
群馬県高崎市八島町２６５（イ
ノウエビル内）
法人番号2010001027031

会計規程第28条
契約事務規程第26条
再度の入札に付して落札者が
ないとき

－ 2,008,800 －

6
国際交流会館管理業務請負契
約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
日本ビルシステム株式会社
茨城県水戸市中央１－２－１５
法人番号1050001033299

会計規程第28条
契約事務規程第26条
再度の入札に付して落札者が
ないとき

－ 11,994,480 －

7
事業系廃棄物の処理処分作業
請負単価契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1
上越鋼業株式会社
群馬県高崎市上豊岡町560-10
法人番号7070001007089

会計規程第28条
契約事務規程第26条
再度の入札に付して落札者が
ないとき

－ 1,259,470 －

8 建物等賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.4.1

日本原子力研究開発機構　東海
管理センター
茨城県那珂郡東海村大字白方２
番地４
法人番号　6050005002007

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ヨ
当該場所でなければ機構の業
務を行うことが不可能である
ことから場所が限定され、供
給者が一に特定される土地や
建物を購入又は賃借契約（当
該契約に付随する契約を含
む。）するとき。

－ 22,999,252 －

9
イオン照射研究施設放射線監
視装置点検・校正作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.7.6

株式会社東芝　エネルギーシス
テムソリューション社
神奈川県川崎市幸区堀川町72-34
法人番号2010401044997

契約事務取扱細則２９条１－
（１４）
不落随契

－ 10,281,600 －

公益法人の場合

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

予定価格
随意契約によることとした業務方
法書又は会計規定等の根拠規定及
び理由

契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所



平成28年4月～平成29年3月契約締結分

様式3-4

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

10
α線・β線表面放出率標準線
源の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.9.16

公益社団法人日本アイソトープ
協会
東京都文京区本駒込２－２８－
４５
法人番号7010005018674

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ヲ
特定の業者以外では販売、提
供することができない物件を
購入、借用、利用するとき。

－ 1,900,800 － （公社） 国所管

11
食品照射棟照射装置等定期点
検作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.9.21

三山鋼機株式会社
群馬県高崎市大八木町９５１－
２
法人番号2070001008538

契約事務取扱細則２９条１－
（１４）
不落随契

－ 2,862,000 －

12
サイクロトロンに係る真空
リーク応急措置

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.9.21

住友重機械工業株式会社　産業
機器事業部  東京都品川区大崎
２－１－１
法人番号9010701005032

契約事務取扱細則２９条１－
（２）
緊急を要する場合で、競争に
付することができないとき

－ 2,484,000 －

13
環境放射線モニタリング設備
及び同データ処理装置点検作
業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.10.21

株式会社日立製作所　ヘルスケ
アビジネスユニット
東京都台東区東上野二丁目16番
１号
法人番号7010001008844

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ル
物件の改造、修理、保守、点
検を当該物件の製造業者又は
特定の技術を有する業者以外
の者に施工させることが困難
又は不利と認められるとき。

－ 1,101,600 －

14
Na-22 Sodium-22
radionuclide (22Na) の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.11.11

公益社団法人日本アイソトープ
協会　東京都文京区本駒込二丁
目２８番４５号
法人番号7010005018674

契約事務取扱細則２９条１－
（１６）
その他第１号に準ずる場合で
あって、契約相手方になり得
る者を公募により、確認する
ことが妥当であると契約責任
者が判断したとき

－ 1,778,760 － （公社） 国所管 1

15 陽電子線源の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.11.11

公益社団法人日本アイソトープ
協会　東京都文京区本駒込二丁
目２８番４５号
法人番号7010005018674

契約事務取扱細則２９条１－
（１６）
その他第１号に準ずる場合で
あって、契約相手方になり得
る者を公募により、確認する
ことが妥当であると契約責任
者が判断したとき

－ 1,778,760 － （公社） 国所管 1

16
顕微ラマン分光装置等の移設
作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.11.15

株式会社堀場製作所　東京セー
ルスオフィス　東京都千代田区
神田淡路町二丁目６番
法人番号1130001011676

契約事務取扱細則２９条１－
（１６）
その他第１号に準ずる場合で
あって、契約相手方になり得
る者を公募により、確認する
ことが妥当であると契約責任
者が判断したとき

－ 1,475,280 －

落札率
再就職の
役員の数

公益法人の場合

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

予定価格 契約金額
物品役務等の
名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規定等の根拠規定及
び理由



平成28年4月～平成29年3月契約締結分

様式3-4

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

17
平成28年度下期作業環境測定
作業（有機則・特化則関係）

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.8

株式会社環境技研
群馬県高崎市金古町１７０９－
１
法人番号5070001009392

契約事務取扱細則２９条１－
（１４）
競争に付しても入札者がない
とき、又は再度の入札をして
も落札者がいないとき

－ 2,862,000 －

18

高崎研施設共有ユーザーへの
量子ビーム照射に係る研究・
技術支援に係る業務1名の派
遣

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.14

ビームオペレーション株式会社
群馬県高崎市南大類町８７８－
１
法人番号4070001008164

契約事務取扱細則２９条１－
（１４）
競争に付しても入札者がない
とき、又は再度の入札をして
も落札者がいないとき

－ 1,541,317 －

19 ＲＩ廃棄物廃棄作業

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H28.12.20

公益社団法人日本アイソトープ
協会
東京都文京区本駒込２－２８－
４５
法人番号7010005018674

契約事務取扱細則２９条１－
（１６）
その他第１号に準ずる場合で
あって、契約相手方になり得
る者を公募により、確認する
ことが妥当であると契約責任
者が判断したとき

－ 2,212,920 － （公社） 国所管 1

20
サイクロトロンのメインコイ
ル性能検査

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H29.2.15

住友重機械工業株式会社　産業
機器事業部  東京都品川区大崎
２－１－１
法人番号9010701005032

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ル
物件の改造、修理、保守、点
検を当該物件の製造業者又は
特定の技術を有する業者以外
の者に施工させることが困難
又は不利と認められるとき

－ 5,616,000 －

21 電子ビーム描画装置の改造

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H29.3.1

サンユー電子株式会社
東京都新宿区百人町１－２２－
６
法人番号2011101008185

契約事務取扱細則２９条１－
（１６）  その他第１号に準
ずる場合であって、契約相手
方になり得る者を公募によ
り、確認することが妥当であ
ると契約責任者が判断したと
き

－ 3,013,200 －

22 Ｘ線回折装置の修理

国立研究開発法人量子科学技術研究
開発機構　高崎量子応用研究所
管理部長　山下　哲行
群馬県高崎市綿貫町1233番地

H29.3.1

株式会社リガク
東京都昭島市松原町３－９－１
２
法人番号5012801002680

契約事務取扱細則２９条１－
（１６）  その他第１号に準
ずる場合であって、契約相手
方になり得る者を公募によ
り、確認することが妥当であ
ると契約責任者が判断したと
き

－ 4,320,000 －

※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」をいう。

（注）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。

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

公益法人の場合

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規定等の根拠規定及
び理由

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開


